
TEMPUR-MED®

テンピュール-MED® プロフェッショナル仕様製品カタログ



About TEMPUR®

テンピュール® の歴史

テンピュール® 素材の原型は、1970年にNASA（米国航空宇宙局）のエームズ研究センターで
ロケット打ち上げ時の宇宙飛行士にかかる強烈な加速重力の緩和及び宇宙船内の座席を
快適にするために開発されました。この技術は小規模生産のため、医療向けの特殊な
場合にのみ利用されるという状況でしたが、1991年にデンマークのダン・フォーム工場で、
テンピュール® 素材を大規模に生産する準備が整い、枕、マットレス、クッションなど様々な
製品に形を変えて、世界中の人々に愛されるブランドへと発展しました。

1998年、テンピュール® は宇宙技術応用の成果が認められ、NASA（米国航空宇宙局）から
その功績を讃えられました。また、テンピュール®  製品のパッケージやパンフレット、広告
などに「認定技術」ロゴを使用できるライセンスが与えられました。
「認定技術」ロゴは宇宙に関する取り組みから生まれたことが認められた製品やサービス、
あるいは宇宙飛行で使用された製品やサービスのみが使用できるのです。マットレス・ピロー
ブランドでは世界で唯一、テンピュール® だけがNASAから公式認定されています。

NASAの公式認定を受けた唯一のマットレス・ピローブランド

テンピュール® 素材は高密度なフォームですので耐久性に大変優れており、保証期間はピローで
3年間、またマットレス（一部商品を除く）においては7年間の保証がついております。快適な
寝姿勢を保つには、高密度なフォームのサポート力が必要です。低密度のフォームを使用している
一般的な低反発マットレスには、テンピュール® のような耐久性は望めません。長期間、安心して
使用いただけるのがテンピュール® 素材の特徴であり、長期保証は耐久性への自信の証なのです。

耐久性に優れているからこそできる長期保証

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証

体温に反応します
テンピュール® 素材が体温や体重、体形に反応し、
身体にふれる場所は素材がベストな柔らかさと
なりフィットします。圧迫感を取り除きもっとも
快適な姿勢でお休みいただけます。

優れたサポート力
テンピュール®  素材が身体にやさしく沿って、
首、肩、脚に素晴らしいサポートと快適さを
与えます。
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7
YEAR

GUARANTEE

7年保証



より良い医療環境を実現する
テンピュール® の素材特性

床擦れの予防と体圧分散

テンピュール® 素材は体温と体圧に敏感に反応し、身体の
線に沿って均等にフィットする状態でサポートします。

オープンセル（開放気泡）構造だから通気性も良好。耐久性
抜群でメンテナンスの手間も省けます。

床擦れを発生させる要因は様々ですが、その第一に挙げられるのが

体重による圧迫です。通常、手術台に付属したパッドやマットレスには、

あまり体圧分散効果がありませんので、長時間に及ぶ手術などでは

床擦れを発生させる可能性がかなり高まることになります。その点、

テンピュール® 素材ならば、独自の体圧を分散させる特性により床擦れ

のリスクを軽減することができます。テンピュール® は温度感応度が

高く粘弾性に富み、患者さんがテンピュール® の上に横たわると身体の

形にぴったりと沿い、接触面積が広がり平均圧が低くなります。その

結果、血管圧迫が抑えられ、血管循環の悪化や赤化がおこるリスクが

減少するのです。何よりも、病に苦しむ患者さんに対し、良質な寝ごこちを

提供できることも大きなメリットといえるでしょう。

PUカバー
テンピュール-MED® 製品には空気透過性の大きな防水PUカバーが
ついており、接合部分が溶着タイプのものと、縫製タイプのものがございます。

PUカバーのお手入れ時の注意点
■液温は、95℃を限度として洗濯ができます。
■塩素系漂白剤による漂白はできません。
■アイロン掛けはできません。
■ドライクリーニングはできません。
■洗濯の際は、裏返してファスナーを開いてください。
※テンピュール® 素材は洗えません。
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PUカバー

テンピュール® 素材

テンピュール-MED® トッパー（7cm）

サイズ ： 約83×191×7cm 税込 143,000円 商品番号 83200024
サイズ ： 約91×191×7cm 税込 154,000円 商品番号 119999P

テンピュール-MED® ホスピタルマットレス

3

テンピュール-MED® トッパーは、現在お使いのマットレスの上に重ねてご使用ください。

手術後の痛みのある身体に安定したサポートと体圧軽減を提供します。

※オーダー可能サイズ：50×120cm～（最大120×220cmまで）

7
YEAR

GUARANTEE

7年保証

受注生産（納期約3～4ヶ月）

溶着タイプ

トッパー断面
一層構造

PUカバー

テンピュール® 素材

テンピュール-MED® コンビマットレス（15cm）

サイズ ： 約83×191×15cm 税込 165,000円 商品番号 102355

サイズ ： 約91×191×15cm 税込 198,000円 商品番号 109993A

テンピュール-MED® コンビマットレスは、現在お使いのマットレスと入れ替えてお使いいただくマットレスです。
※オーダー可能サイズ：60×120cm～（最大120×220cmまで）

溶着タイプ

7
YEAR

GUARANTEE

7年保証

マットレス断面
二層構造

高密度ウレタンフォーム

受注生産（納期約3～4ヶ月）

※表記のサイズはおおよその値です。　※表示価格は全て参考価格です。



テンピュール-MED® ピロー

4

首をしっかりと支え、適切な寝姿勢を保ちます。

テンピュール-MED® ネックピロー
頭部からネック部をしっかりとサポートし、安定した形で
体圧を分散するため、後頭部や甲骨などに発生しやすい
床擦れを最小限に抑えられます。

サイズ ： XS 約31×50×7/4cm 税込 18,700円 商品番号 120701
サイズ ： S 約31×50×8/5cm 税込 19,800円 商品番号 120476

サイズ ： M 約31×50×10/7cm 税込 20,900円 商品番号 120477

サイズ ： L 約31×50×11.5/8.5cm 税込 22,000円 商品番号 120478

縫製タイプ

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証

テンピュール-MED® クラシックピロー
中心部になだらかなくぼみを設けることによって、
テンピュール® の基本コンセプトであるネックピローとしての
機能性も確保しています。

サイズ ： 約55×38×10.5cm 税込 18,700円 商品番号 180427

縫製タイプ

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証

● チップとチップの間に空気を含んでいます。
● 袋内でチップを寄せたり広げたりしてボリューム（厚み）を調整することができます。（内包されているチップを取り出すことはできません。）
※チップ内包タイプの製品に関しましては他のピローと違い、中身が固形ではありませんので保証内容が異なります。

【チップ内包タイプ】

テンピュール-MED® コンフォートピロー
ご自身でボリュームを整えることができる
テンピュール® チップを内包したタイプのピローです。

対応カバーサイズ ： 約63×43cm 税込 20,900円 商品番号 180682

縫製タイプ

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証 断面図（イメージ）

※表記のサイズはおおよその値です。　※表示価格は全て参考価格です。



● トッパー（7cm）

テンピュール-MED® 手術台用マットレス
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パッド入りの手術台の上に載せて
使うタイプのマットレス。

手術中の患者さんの体圧を分散し、安定した状態で維持できます。

テンピュール-MED® 手術台用ポジショニング製品
手術中に頸部や上肢を安定させることができます。

※オーダー可能サイズ：50×120cm～（最大100×210cmまで）
※パーツ組合せ可：15×30cm～

参考商品

● コンビマットレス（10cm）
パッドの入っていない手術台の上に
載せて使う2層構造を持つマットレス。

参考商品

テンピュール-MED® 
手術台用アームボード
上肢を安定して支持できるように、表面に自然なくぼみが
ついています。

サイズ ： 約18×60.5×5/8cm 税込 58,300円 商品番号 118941

溶着タイプ

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証

テンピュール-MED® 
手術台用ネックピロー
手術時の頭部と頸部の安定と体位の支持が
可能となります。

サイズ ： 約25×31×10/7cm 税込 31,900円 商品番号 123082

溶着タイプ

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証

受注生産（納期約3～4ヶ月）

受注生産（納期約3～4ヶ月）

※表記のサイズはおおよその値です。　※表示価格は全て参考価格です。



側臥位時

仰臥位時

テンピュール-MED®
伏臥位手術用ポジショニングキット（9点セット）

テンピュール-MED®
側臥位手術用ポジショニングキット
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5つの基本パーツと4枚のクッションで構成された柔軟性に富んだ
体圧分散システムです。すべてのパーツは、支えと心地よさが最も
良い状態になるように、それぞれ別の位置に置くことができます。

フェイスサポート
サイズ：約φ30×18/15cm

ボディーサポート
／ヒップサポート（2個）
サイズ：約50×30×15cm

ニーサポート
サイズ：約50×30×3cm

ユニバーサルピロー
サイズ：約50×20×10cm

ゼネラルサポート（4枚セット）
サイズ：約50×30×2.5cm

テンピュール-MED® 手術台用ポジショニングキット
様々な姿勢での体位安定と体圧分散を実現します。

※写真は、パッド入りの手術台上に9点セットとオプションを組み合わせた使用例です。

9点セットで 税込 418,000円 商品番号 118900

セット

溶着タイプ

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証

A サイズ ： 約50×80×18.5/10cm（3パーツ） 商品番号 109981
B サイズ ： 約50×120×10cm（2パーツ） 商品番号 159994C

A   + 税込 348,700円

溶着タイプ

※ゼネラルサポートは高さ調整用マットレスでウレタン
フォームになっておりますので、体圧分散効果はありません。

マットレス上層部分の組み合わせパーツをはずして、患者さんの
上腕部をくぼみに合わせることにより、仰臥位から側臥位へ、または
伏臥位から側臥位へと患者さんの体位変換に合わせて使用する
ことが可能となります。また、テンピュール-MED® 手術台用アーム
ボードと合わせて使うことにより、側臥位時に上肢全体にかかる
体圧分散が可能となります。

A B

単品
A    税込 203,500円A

A   税込 145,200円B

A

B

B7
YEAR

GUARANTEE

7年保証

受注生産（納期約3～4ヶ月）

受注生産（納期約3～4ヶ月）

※表記のサイズはおおよその値です。　※表示価格は全て参考価格です。



テンピュール-MED® ポジショニング製品
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患者さんの体位の安定と除圧を行うための様々な状況に対応できるクッションです。

A サイズ ： 約35×20×10cm 税込 17,050円 商品番号 125023

B サイズ ： 約50×20×10cm 税込 18,700円 商品番号 125523

縫製タイプ

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証

テンピュール-MED® ユニバーサルピロー

A サイズ ： 約34×30×8/1cm 税込 15,400円 商品番号 125651

B サイズ ： 約50×30×8/1cm 税込 19,800円 商品番号 125675

C サイズ ： 約68×30×8/1cm 税込 22,000円 商品番号 125724

縫製タイプ

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証

テンピュール-MED® マルチピロー
除圧や固定の必要な部分に補助的にお使いいただけます。

A サイズ ： 約10cm×40cm 税込 27,500円 商品番号 125100

B サイズ ： 約15cm×40cm 税込 28,600円 商品番号 125110

縫製タイプ

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証

テンピュール-MED® ポジショニングロール
術中、術後の固定やベッドでの治療のために、
ひざの下や足の下に使えます。

テンピュール-MED® レッグスペーサー（シングル）
腕や足の下などの体圧を分散させたいところに使えます。

テンピュール-MED® レッグスペーサー（ロング）
足首からふくらはぎにかけての体圧を分散します。

A

A

A

B

B

C

サイズ ： 約27×20×10cm 税込 22,000円 商品番号 180530　

縫製タイプ

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証

サイズ ： 約27×38×10cm 税込 27,500円 商品番号 180536　

縫製タイプ

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証

首、胸部、腕、ひざ、足などの体圧分散や
ポジショニングに適しています。

B

※表記のサイズはおおよその値です。　※表示価格は全て参考価格です。
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テンピュール-MED® 車椅子用クッション
体圧を分散し、安定した座りごこちを提供するクッションです。 

テンピュール-MED® 
車椅子用クッション

テンピュール-MED® デンタル
矯正治療や口腔手術などでも快適さを保ち、患者さんの緊張を和らげます。

サイズ ： 約40×40×5cm 税込 29,700円 商品番号 127553
サイズ ： 約40×40×7.5cm 税込 33,000円 商品番号 127614

溶着タイプ

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証

テンピュール-MED®
ケアクッション
車椅子用として、また日常のケアにも役立つシンプルな
縫製タイプのクッションです。

テンピュール-MED® 
ケアクッション スーパーソフトタイプ

サイズ ： 約40×40×7.5cm 税込 23,100円 商品番号 127605

縫製タイプ

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証

※上層部は5cmのスーパーソフトタイプのテンピュール® 素材、下層部は2.5cmのテンピュール® 素材です。
※軽体重の方にお使いいただけます。

体重50kg以下の方にお使いいただくためにさらにソフトな
テンピュール® 素材を上層に採用。下層には通常のテン
ピュール® 素材を用いて安定感を保っています。

固定枠の
車椅子用レギュラー底

固定枠の
車椅子用レギュラー底

サイズ ： 約40×40×5cm 税込 19,800円 商品番号 127555

固定枠の
車椅子用レギュラー底

縫製タイプ

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証

サイズ ： 約40×145×3.5cm 税込 88,000円
ブルー 商品番号 110282

縫製タイプ

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証

サイズ ： 約18×18×4.5cm 税込 10,450円
ブルー 商品番号 83300023

縫製タイプ

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証

サイズ ： 約18×18×10/6cm 税込 11,550円
ブルー 商品番号 83300030
ダークグレー 商品番号 83300033

縫製タイプ

3
YEAR

GUARANTEE

3年保証

テンピュール-MED®
デンタルマットレス
歯科診療用チェアー（診察台）全体を
覆うことのできる専用マットレスです。

テンピュール-MED®
デンタルピロー
テンピュール-MED®  デンタルマット
レスとのセットでご使用いただけます。

テンピュール-MED®
デンタルネックピロー
手軽に装着できるデンタル用のネック
ピロー。頭部をしっかりサポートします。

32.5cm

62cm

44.5cm

11cm

52cm

82cm

40cm厚さ3.5cm

145cm

液体汚れも安心の溶着タイプ。
安定感のある快適な座り心地をサポートします。

受注生産（納期約3～4ヶ月）

※表記のサイズはおおよその値です。　※表示価格は全て参考価格です。
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テンピュール-MED® 製品について

テンピュール® 素材は、人の体温を感知するオープンセル構造の粘弾性素材です。
体圧を分散させるその独自の特性により、身体の一部にかかる圧力を軽減し、バランスよく全身を
支えます。素材は、体形に合わせてゆっくりと形状が変化する特徴を持っており、体圧がかからなく
なればもとの形に戻ります。形状変化のスピードは体温によって変わり、気温の高い日はテンピュール® を
軟らかく感じることがあります。テンピュール®  は体温を感知して反応するため、寒い日でも
体温を受けてやわらかくなり身体にフィットします。

テンピュール® 素材には高密度のフォームが使われており、極めて優れた寸法安定性と快適性を維持します。

体圧分散
テンピュール® 素材は体圧を均一に分散させるため、身体の
一部にかかる圧力を大きく軽減します。体圧を分散させるその
特性は、床擦れの防止に効果的です。

テンピュール® 素材の使用
テンピュール® 素材は体圧を分散させるその独自の特性により、
ゆっくりと沈みながら身体に自然にフィットしていきます。
テンピュール® 素材のマットレスは、お使いいただくうちに内部
のセル（気泡）が広がり、体圧や体温に徐々に早く反応する
ようになり身体になじみます。したがって素材が以前より軟ら
かくなったと感じられることがあるかもしれませんが、体圧を
分散させる特性は変わりません。

テンピュール® のユニークな素材特性

テンピュール® 素材の取り扱い

■取り扱い
・マットレス、トッパー、ピロー、またはクッションをご自分の
力で寝返りが出来ない方に使用される場合は、窒息のリスクに
十分ご注意ください。
・ベッド上または製品使用中は、喫煙をしないでください。
・製品を火気に近づけないでください。
・テンピュール-MED® 製品を使用する前に、製品が使用者と
使用環境（ベッドベース、シーツ表面など）が適していることを
確認してください。
・使用者の体位は定期的に変換してください。
・マットレス/トッパーおよびピローにはカバーを装着して使用
することをお勧めしますが、厚手のものをテンピュール-MED® 
製品と使用者の間に使用しないでください。また、テンピュール
-MED® 製品と湯たんぽや電気毛布を併用しないでください。
素材の特性または臨床的効果を損なう可能性があります。
・床ずれのリスクを高める可能性があるため、使用者とテン
ピュール-MED® 製品の間に異物や、衣類やシーツに折り目や
縫い目がないことを確認してください。
・鋭利なものの取扱いにはご注意ください。カバーを損傷し、
製品本体への液体混入の原因となり、製品特性や臨床的効果を
損なう可能性があります。カバーや製品を鋭利なもの（安全ピン、
注射器、メス、同様のアイテム）で刺さないでください。また、
製品の上に鋭利なもの（患者用リフトポール、IVポール、同様の
機器など）を置かないでください。
・マットレスとトッパーは、プリントのある面を上にして置いて
ください。これらの製品では、テンピュール® 素材が上層に
あります。
・車椅子用クッションやその他の座席用クッションは、正しい面を
上にして置いてください。製品側面に印刷されたテンピュール
-MED® ロゴが、上下逆にならないようにしてください。
・マットレスの持ち手は、マットレスのみを持ち運びするための
ものです。（例：ベッドの準備など）
・X線減弱（スキャナーマットレス）のテンピュール® 素材は、
X線を減弱できる高密度素材です。X線減弱は、約1.4ml Al pr.cm
テンピュール® 素材に相当します。
・テンピュール-MED® マットレスは、通気の良いベッドフレーム
（スプリングやスラットなど）を使用し、マットレスに湿気が
溜まるのを防いでください。
・テンピュール® 素材への損傷を防ぐために、カバーに穴や裂け
目がないか定期的に確認してください。
・テンピュール-MED® 製品を折り畳んだり、曲げたり、押し込ん
だりしないでください。テンピュール® 素材を損傷する恐れが
あります。

■開梱と設置
・製品を開梱する際は、カバーに穴を開けたり、損傷させたり
しないように注意してください。
・開梱時、製品に若干のにおいがある場合があります。このに
おいは人体に無害で、しばらくお使いいただくうちに消えて
いきます。
・配送中に、大型製品のカバーが本来の位置からずれている
ことがあります。その場合、開梱して製品を設置し、製品が
室温になじむまで待ち、手でカバーを整え本来の位置に戻して
ください。
・テンピュール-MED®トッパーは、室温に慣らしてから広げて
ください。室温が低い場合に無理に広げようとすると素材が
裂けたりひび割れたりすることがあります。

CEマーク
テンピュール-MED® 製品は、ヨーロッパ地域で販売・流通する
製品がMDR（EU）の安全基準をみたしていることを示すCE
マークの認定を受けています。これは製品の特性が、MDR
（EU）2017/745の要件に準拠していることを示しています。
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■滑り止めコーティング
一部のテンピュール-MED® 製品には、使用中に製品が滑らない
ように、裏側に滑り止めコーティングが施されています。 滑り
止めの特性は、カバーを洗濯しても損なわれません。

■テンピュール-MED® 製品専用カバー
テンピュール-MED® 防水カバーは、 防水性、伸縮性、通気性の
あるポリウレタン素材で製造されており、テンピュール® 素材
の通気性を確保します。

カバー素材については、カバー内側にある洗濯表示ラベルを
ご覧ください。

一部のテンピュール-MED® 製品では、縫製タイプと溶着タイプ
の防水カバーをご用意しております。縫製タイプは、尿/体液な
どの液体漏洩リスクが低い環境（ほとんどの病棟ベッド、介護
施設など）で使用します。溶着タイプは、尿/体液などの液体
漏洩リスクが高い環境（手術室など）で使用します。

■お手入れ方法
・テンピュール® 素材への損傷を防ぐために、カバーに穴や
裂け目がないか定期的に確認してください。穴や破れ、目に
見える摩耗の徴候がある場合、カバーを交換してください。
・テンピュール® 素材を洗濯（水洗い）しないでください。
・テンピュール® 素材をスチームクリーニング/ドライクリー
ニングしないでください。
・テンピュール-MED®  製品をオートクレーブ処理しないで
ください。
・テンピュール-MED® 製品をオゾン、紫外線、またはイオン
化処理しないでください。
・すべてのテンピュール-MED® 製品は、湿気を除去するため
に定期的に通気してください。

■カバーのお手入れ方法
・カバーは、カバー内側にある洗濯表示ラベルに従ってください。
・カバーは低刺激性のせっけん液か、以下の通常の病院用
消毒剤で拭くことができます：70%エタノールまたは0.1%
次亜塩素酸ナトリウム。カバーは完全に乾燥させてから、
使用または保管してください。
・フェノールベースの洗浄液、漂白剤、その他の研磨剤を
使用しないでください。
・洗濯後、マットレスカバーはマットレス本体側面に印字
されている向きに従って再度装着してください。テン
ピュール® 素材は、本体上面にあります。
・複数層から構成されるクッション製品のカバーを洗濯後、
再度カバーを装着する際には、テンピュール® 素材が上面
になるようにカバーを装着してください。

■移動、取扱い、保管
・マットレスの持ち手は、マットレスのみを持ち運びする
ためのものです。
・テンピュール®  素材の粘弾性特性により、マットレスや
巻いた状態のトッパーが、配送中や保管中にわずかに変形
している場合があります。室温でしばらくお使いいただくと、
本来のサイズに戻ります。

以下は保証の対象外となります
・弊社の許可なくテンピュール-MED® 製品が改造または修理
された場合。
・製品の使用、洗浄およびお手入れ方法上の指示に従わな
かった場合。
・製品が故意に損傷された場合、または不注意、切断、熱傷、浸水、
その他お客様または第三者によるその他の不適切な使用の
ために損傷した場合。

保証は、製品の体圧分散性に影響しない軽微な変動や経年に
よる変化には適用されません。テンピュール-MED®  製品が
本冊子の指示に従って使用、洗浄、お手入れされている場合に
限り、この保証は有効です。

保証請求を行われる場合は、当該製品を購入した正規販売店
に連絡してください。購入の証明として、請求書の原本を
ご提示ください。販売店または弊社が製品返却を求めた場合
のみ、製品を販売店または弊社に返送してください。
なお、保証に基づき製品を修理または交換した場合、元の保証
期間は延長されません。

・テンピュール®  素材を損傷する恐れがあるため、テン
ピュール-MED® 製品を元の形状から曲げたり押したりしない
でください。
・乾燥した環境で保管してください（最大相対湿度65%）。
・洗濯した製品を使用または保管する際には、製品が完全に
乾いていることを確認してください。
・マットレスは、平らにして保管してください。
・トッパーは、丸めるか水平な状態で保管してください。
・ピロー、クッション、ポジショニング製品は、元の形のまま
で保管してください。
・素材が恒久的に変形する恐れがあるため、テンピュール
-MED®  製品の上に他のアイテムを置いて保管しないで
ください。

保証

ピロー、クッション、
ポジショニング製品、
成型フォーム

製造工程あるいは素材に
起因する欠陥、あるいはテン
ピュール® 素材に2cm以上
の明瞭な凹みが生じた場合。

保証の対象製品保証フォーム

3年間

マットレス、トッパー 7年間

保証の対象製品保証カバー

製造工程あるいは素材に起因
する欠陥チップ内包ピロー 3年間

製造工程あるいは素材に起因
する欠陥PUカバー 3年間

テンピュール-MED®製品は、繰り返して使用していただけ
ます。製品寿命は、使用頻度やお手入れによって変わります。
製品を再使用する際には、製品状態の確認とお手入れを
行ってください。

■テンピュール-MED® 製品の再使用
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商品についてのお問い合わせ

テンピュール jp.tempur.com
〒650-0032 兵庫県神戸市中央区伊藤町119番
大樹生命神戸三宮ビル13F

受付時間   ［月～木］10:00～18：00   ［金］10:00～17：00
定  休  日    土日祝 ・ 年末年始 ・ 弊社定休日

お問い合せ先　078-335-2277

日本総販売元  テンピュール・シーリー・ジャパン


