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セコニツク2!型について

式にも使用そ讐普写「
射光線式に二 川 ゎ七

フィルムの感光度をまず最初

にセツ トする

ます涸1定 する前に黄方のお使いになるフィ

ルムの感光度をツマ ミを廻 してASA窓 ▲印

:こ 正 しく合わせて下さい。 (▲ 印の右方にあ

る。と2の 記号はフイルターを使用しての撮

影の場合に用います フイルターを使用 して

の項参照して下さい。)な お
「

1じ フィルムでも

太陽光の時と人工光の時とでは感光度は変っ

て参りますからフイルムに同Jlさ れている注

意書をよくご覧になつて下さい。

品:こふζ§2■、)1鰹誂3招視れ碗1二懸
｀
た,‰孤ポ:』傷傷:を

します。

3i鞣勒乙贖:雌許蘇講癬野導よ嘲荀襲ふ。

入射アメ ンチ ′ン

を外す

Elill



ダイヤルの合わせ方、Lovv i低 )で 測定の場合

撃

ず

ダイヤルの合わせ方、日igh(高 )で 測定の場合
明るさに応して針が振れます

・ ■‐

もし感)ヒ ,芝 A S A200の フィフレノ、を口[用 し1
1.Owで燿1定 して,1が 14111の ガイドライ
ンH盛 を指示した場合、 ダィャルを静
かにィiま たは左に回わし赤指示票を針の
指示した14・ 11の ガイドラインにもう.て

イ予きま―す。                          |
求める露出は図のようにF2て 澪o・ F

28で l・/F4で %と それぞれ細合わされて
おります。 このうちどれ力‐ つの‖t合 わ
せを被

′
/」:体 の状況にょってとって ドさぃ。

ただしF56や F8以 ドは絞 りとシャッ
タニスビ

「

ドの糸]合わせは多少 ズレてお
りますが、このような場合|ま 喰い,生 いめ‐
生 した%・ %・ リイ・1秒のシャッタ■ス
ピードに対する絞 りの位置を読みとり、
カメラの方の絞 りもこの位置にして撮,杉

します。しかし1図 のような組合わせはF
56の %秒・F8の %秒 ・F16の %・ F22
の 1秒 、またF32は 211/た 読スでも 占

|

差つかえありません.

次にA S AloOの フィアレ′、をイ1用 し、H

iJhで測定 した場合、針 が 1・ 8を 折示

したとします、この場合も前と司し要領

でこんどは白指示票 を金1の 指示 したガ

イドラインロ盛にもつて行きますと、求

める露出はF8の 物缶・F llの %・ F16の

ス・F22の 26と それぞれl― 月ヽ しています。

このうち被写体の状
'兄

によってと'オ しな 一

つの組合わせをとって ドさい。

喰い違 |ヽ のJiし た場合は11項 と同様に

して読みとります。



テイレク ト リーディング

セコニック21型 は、―々ダイヤルをまわ して計算
する必要のないディレクト・ リーディング(直 読法 )

をとつてお ります。
その方法は、もし貴方が感光度ASA 10oの フィル

ムを使用する場合はカメラのシャッタースピードは
必ずЙ缶秒にセ ットしておいて下さい:メ ーターを●i

け、針の1ま示 したガィ ドラインの夕文字がす く
｀
そのま

またも。不少の Fイ直となります。

i;と i:]:]lilil瘍 |:il:Ii
ら一々計算の必要がないわけです。)

読方を卜慮?存層1を芳′恭Fβ:f)長、r4`?♂ :電?
11・ 16・ 2232を言売み、LOwの場芳合は_卜「支の0.7・ 1・ 14・

2恵
冤豊lgf:8月露テ帰Tを荏鳥携縛iま、カメラの

11曹〔i[III[]llil:歯 1驚 ]吉偽[‖
読負fえζtt「

夕~は裏面および上面から」司様に

ライ トバ リユT
シンクロコンパーシャッターliカ メ

ラをお持 ちの方は、このライ トバ リュ

ート」盛 で露出を決定 して下 さい。

演1定方法は普通 と同 じで、ただ求め

られたライ トバ リューをカメラにセ ノ

トするだけです。

もし感光度ASA 10oの フィルムを使

サllし て測定 し、ライ トバ リュー日盛 が

14を 指示 した時カメラのライトバ リュ
‐
11盛 も14に セッ トして下 さい。こう

りれば被写体の状況によってカメラの

1交 をF8に すれば、シャッタースピユ

ドは自動的に,お 秒 とな り、またF llに

ホ交りこめばシャッタースピー ドは自動

的にも5秒 にセッ トされます。

反対にシャッタースピー ドの方を誂

1/1/に セ ントすれば絞は,上 動 してF16に

なります。また品秒に置 きかえれば絞

は自動的にF5.6に 開いて来 ます。
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カラー撮影についで

カラー111ち l夕 に,「 出/― ターliう くてli″11'1■ t,,・ |

です。

モ ノクロー′、 (|:|lll)フ イルノ、|●),る ‖度のラ十 チ

・ ― ド (寛
`杏
11)は あ )ま すが、カラー アイ

'レ

ム 11■

|し か極めて少 く、従つて少 し′)露 出のれ14く
'■

か 1),て

も美 しい色は|'J見 |11 lt iせ ん。絶 司の迪■ i′ 1111り
'

ることが Zヽ 要てす。 しか しこれ11人 ‖。「)ウ ン 1は Lう

てい||1来得ることではなく、やはり不■I的 に11111メ ー

クーを使用することてす.

カラー撮 t杉 の場合の世1定 法はこれと11つ て特別111)

ろ′)で はなく、ただフイ
'し

ノヽの感光度を指,Lと おり1三

ントするだけで、あと|ま モ ノ′ローメ、1最 影の1り 合ヒ全

く同 してす。しかしどち「,か と言′_は 人力l lLlltiヽ |[‖‖

定 ヒ́た方がよろしいて 1。 (反力1光刊t式 〔‖1'こ のり場合

は標準反射枚の併用をおす めヽします。)

・
またカラーlJ晨 影はさ二,に 美しい色を

'Tj現

するために

“光の質 "(色
i‖ 度)も |:し 〈ユ1定 しなけれi14り iせ

t。 これには露出メーターと共にカラーメータ~(色

温l・ 計)を 併 1月 することが最 も
'1想

的でしIう
=

(カ ラーメーターの御賞間なと'11つ いて1よ 、Pr lに お

はがきをクトJ:夕tド され|よ ヽLi生 ヵタロク・・′., 7し  ッ ト

類をIS)■ りlIし 卜(す ま
‐十.)                   10

利
鰤

ポ ラ ロィ ドナ ンバー

ボラロイドカメラをお持ちのノデは、このポ

ラロイドlヨ 盛で露出を決定 して 卜さい.lE」 定

方法は普通と同じで、ホラロイド赤日盛の数

イ直をカメラにセットすればよいわけです。

１

１

１１

１
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反 射 光 線式 露 出 メー タ ーは被 写 体 の そ ば

ま で近 寄 つて 測 らな けれ ばな らな い ……

人 物 撮 影 、 また は ポ ー トレー トの 場合

前 llも 中し L(す まし́た、Li,り 、りて射光線式とこ|う の

は被写体から反嚇1し て ltる 光線を‖1っ て露出を決ノ)る

メー ターです。しか し被写体か
',1え

力」して汁tる 光線を

'1る

と言ってもカメラの位 [1か r,た だ洪然 と被写体の

方に向けたので |よ 適i[露 IPIは 得「,れ ません。

露出 メーターにもや |ま リカメラの レンズのようll包

括角度があり、勿論被写体の反射光線 も入って水ます

がそれ以外の光線、例えばバ ンクの光、屋外でしたら

■の光線 路面の照 り返 し等その包括 fil l支 内の綜合さ

ltた ;べ ての光線が全部入つてたてしまう力'ら です。

で ,か 」,1え 力1光線式fF出 メーター |ま できるだけ被写体

いをばまで,■ 寄 |、 そ )́反 射 電線のみ1,度 14it〈
泄」定 しなければなりませえ′.メ ーターと被7,体 と″)‖「離 1l l 110セ ンチ ズー ト′レカ|

'11で す.た だしそのlilメ ーターの量′を バ́ ■,た りまた測 ったり|´ ないように

'L意

して

番適

ドさヽ

反射光線式露出メーターはた

だ近寄つて測つただけで もい

けない。それは平均 した値 を

求めなければならぬ………

さて今度はただ近寄 って慣1っ ただけてもいけ

ないのです。もし被写体 (人 物 としましょう)

が白い上衣に黒のズボンをしていたとします、

この場合メーターを近づけ、白い部分 を測 っ

た場合 と黒い部分または皮膚等を慣1つ た場合は

ななそれぞれメーターの指示は違 っています。

なぜならみな反射率が違 うからです。

ですか らいかに近寄 っても白い上衣のみを測

ったのでは白の部分の適正露出であつて他の皮

膚や黒の部分は不足となってしまいます。また

その反対あ場合も同じようなことが言えましょ

う。ては一体どこを績1っ たら良いのでしょうか。

それは平均をとるここです。

厳密に言えば被写体の各部を惧1っ て (頭髪・

皮膚・明るい部分・暗い部分)そ の平均した値

を求めなければなりません。しかし普通被写体

の最明部と最Hti部 を減1っ てその中間の1首 をとれ

ばよろしいでしよう。また標準反射板を使用す

.る のも二つの方法です。 (標準反射板について

'は 別墳でご説明中し上げます。)     12



前の項で反射光粽式露出メ
「

夕Tは 被写体
のでばまそ遠寄って11ら ケけオ||ド ならな

|｀ ξ ‐
中しましたがt風景やネナップなど9場合は |

どうしても近寄ることはHl未 ませんからうぎ
のょうに して11っ て下さい。       |
a.風景のこき…… カメラの位置から直接被

写体、また|よ 日的の中′
|ヽ 1こ

メニターを向けま

すが、ただしこの場合空の光線が入
')ぬ

よう

メーターを少し斜め下に向けて測 ります
,

しかしその風景が広く展開した風景であった

り、また遠 くの山々を写すような場合は前の

ょうにして得られたメータニの指示 どおりて

|ま なく、そのイ直を
=き

りつめて載かなければ

なりません。

空気光の影響で被写体の暗部がl・Ilる くなり、

被写体コントラストが11く なぅか1)で もあり

ます。もしF22で
'名

秒とダイヤルが市1合 わさ

オlま したら
'名

×%=2ち で 
「

22の 九Ъ不ツとな

います。

13

風景やスナップな ごごうして

も被写体のそばまで近寄れな

い ときは……・

参

スナップなど

の こき ……

lll頭 などでいい

被写体がみつか り、

ヨシ ン/ とばか

り/― ター片手に

被写体 Hが けて飛

び出 したのでは,1

角のチャンスも被

写体に感ずかれ、

みすみす )こ のがし

て しまいます。こ

んな場合 もやは り

風景と同 じ‖1り 方

をして下さい。た

だし切 りつめる必要はありま

せん。また代用測定 として標

準反射板 を使用すれば最 |,自

い結果が得 r)れ ます    14

″
〓

一

疱



人物を雲景色や真夏の海岸
なと、極めて明 るい光線の

もとで撮影するとき、露出

メーターのオ旨示 rぉ りでは

露出が不足 します…1…

もしスナップの要領で人物を雪景色

や海岸などの極めて明るい光線のもと

で撮影するときは、メーターの指示よ

リー‐段低い日盛を読みとって下さい。

これは被写体 をとり囲んでいる物体か

ら必要以上に強い光線がメーターに入

って来 るのを補正するためです。 (こ

のような場所は極めて舌L反 射が多い。)

しかし被写体 に近寄 って損1っ た場合や

標準反射板 を使用 した場合はこの必要

はありません _

15

辱■
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卜I盪 :[:lilli°
は不足となり真黒なシル

エ ントにすることができ

まう
‐
。

a 被写体をシルエット

にするこき

b.逆 光下で被写体を描

写するこき

メーターを被写体の時

部に近づけて洪1定 するか、

または標準反射 I「Kを 被写

体 と同じような光線状態

に して測定 します。この

際バ ンクからの光 を少 し

でもメーターに入 らぬよ

う注意 して下さい。やは

リメーターの指示 どお り

で撮影 します。

逆光の場合

の測り方

11 lL(ア ,ち た こ

もいろいろなツチ

t´ 方かあると11

いよす。そ′しに

よってアータ~

もそイしそアイ:だ い

ゎけね |ま な り1

1i t.

逆光下で被写体もパ

ックも共に描写した

いとき

被写体の暗部 とバ ック

の明るさを浪1り 、その中

間の値 を求めてその指示

で撮影 して下 さい。



非常に暗い場所での測 り方……

反射光線式の低輝度、また人射光線式の

低照度で江1っ てもなお,|の llltれ ないような

非常に暗い場所では、被写体の17陛 から/1

接光源にその受光面を向けて世1っ て下さい

もし光源が二つ も二つ もあるような場合は

i[:〔君f:伽輔i鰭:

ti曇富i『籠町tFi解 ,斃8菅

分なら,1身を量ifilittFヽ ||‐||

17

復写の場合●露出み求め方……



絞り値×レンズこフイルムの距離
レンズ表示焦点距離

←」

叢
p

レンズ表 示 焦 点距舗

レンズとフィルムのiE離

シネ撮影の時の露出の求 め方…

反射光線式で慣1つ ても、また入

射光線式で測 ってもどちらでもよ

く、■1定方法 もダイヤルの合わせ

方 も普通の場合 と全 く同 じです。

ただしンネカメラのシャッタース

ピー ドは、普通のカメラと違 って

1秒間に廻転 :よ 度が 8・ 16・ 24・

32・ 64と 言う駒数になってお りま

すか ら (図 ″1照のこと)貴方が使

用する5・J数 ::組合わされている
「

値で露出 して下 さい。ダイヤルの

組合わせのズレている場合は前に

ご説明中し上げたとおりに し́て読

みと |)ま す。



フィルターを使 用 して撮 影す る こき―

フィルターを使用して撮影する場合、フィルタ

ーに指定 してある露出倍l_tだ け露出を多くかけra

ばなりません。 (Flし Yl・ あるいはY2で も各
メーカーーにより倍数値は違いますからご注意 ドさ
い。)

もし感光度 A S A50の フ ィルムと倍数値 21Tの

フ ィルターを用いて撮影するとします。この場 合

ASA窓 にある 2言己号をASA 50に 不多動するだけ

で露出は百動的に 2倍の 1に に組合わされます。ま

た 1.5倍 のフィルターを用 いた場合は・記号 (△

印 と2の 中間にあ坤)を ASA 50に 移動すれば露

出は自動的に 15倍 となり、一々計算の必要 はあ
｀ません。

4倍の場合は更にその情だ ;マ 2の位置を移動す

ればよ′,し いのです。

21
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ｔ

標準反射板 についで

:ツi以‖カー舞分:踏締|‐

式″■
'|″

|で ,ltす る場合、|‐ え
あ萌H音 を測つて平均した値を求めな

‐

|す れはな|り ませんでした:し がし標

準反射板を使用すればそのような千1

及l」 省!ナ 、ただ=度これを
'員

1定 する

こと||ょ うて簡単に F`均 した値を求

あることが||十来ます、と言いますの
|よ 標準反射板 |ま標準反射率18%の 無

彩色に塗られているものだか′)で す、

ですからどんな状態の光線の場合て

も、ともかくその時の光線の18%よ
|)反身1し て来ませんから、いつても

標準の値、つまり平均 した値が得ら

れると言うことになります。ではな

'18%が

標準の値かと言うこと|こ つ
しヽては後の入射光線式の項をお読み

下さればご了解戴けるものと思いま

す。  |  |‐         2'



シ ル ェ ッ

反射式測定法に適 した被写体

展 開 風 ユ
界

入射光線式露 出メータ ーは 、被 写体 か らの反 射 光線が照射光の 18%で

あ る と言 う考 えの も とか ら出発 してい る。・…・

レJえ は人物などを撮る場合、反射光線式露出メーターで露出を決めるには明部とH音 部
l Jlっ てその平均した値を求めるか、または1票 準反射板を使用 しなければなりませんで
|た 。しかし入射光線式露出メーターではそのような手数はなく、ただ一度の入射光測
′:で 簡単に平均 した値が求められます。それはこのメーターで入射光を測定するとき、
|で に取 りつけられた入射アタ ンチメントによって直ちに中席のlLに 補整された値を示

すようになっているからです。もっと解 り易く説明すれば普通私達の撮影する被写体の

|え 吻1率 は約 5%～ 90%の 間にまず大体含まれているものと考えられ、(日 本化学規格0520

によれば最も反射の少ない黒の反射率は 24%、 また最も反射の多い白の反射率は88%

')り

ます。)

従 ってこの外のいろいろな物の反射率は例えどのような色相 (色 あい)と 彩度 (あ ざ

く'か さ)を もっていたとしてもすべてこの間に含まれているわけです。さてここで各反

嗜1率 の平均をもとめれば18%～ 20%がその最も多い中庸の値となり、入射光線式露出メ

ーターはこの考えのもと、つまり被写体の反射光線は始めから18%～ 20%よ り反射 して

水ないものであるとしてこれと|!Jし 割合だけHl射光線のうちから取 り入れるようにして

あるものなのです。
ですかr,被 写体の反lll率 が18%あ るものと考えればただ一度の入射光世1定 で中庸の値

が得られると言うわけなのです。この値は反lll光 線式露出メーターで明暗各部を‖1っ て

11均 を出した値とほとんど一致 します。ただし極端に明るい被写体や、極端に暗い場合

は幾分補整しなければなりません。

体発

被写 体の一 部

黒 つぱ い もの 自 つ ぱ い も の 光



セ コニツク21型を入射光線式 と して使 用す
す場合 、原 則 として その受光面 (入 射 アタ
ッチ メ ン ト)を 被写体の位 置か ら正 しくカ
メラと主 光源の中間の方へ向けて測定 しな
けれ ばな らない ……

入射光線式とその名の示すとお |)、 このメーターは被
写体に対して入つて来る光線つまり照度を測定して露 li

を決めるメーターです。ですか
',そ

の測り方も被写体と
同じ位置で、被写体に当る光線をこのメーターで受けな
くてはなりません。

しか しこ′tは 原則であって必ず しもいかなる場合でも
被写体のそばまで近寄 ってlElら なけれはならないと言 う
ことはありません。被写体 とカメラの位置の光線状態が

同 じなら、わさわざ被写体のそばまで近寄る必要はなく
ただ自分の位置か ら図のように逆の方向に受光面 を向け
るだけでよろしいです。メーター受光部 と被写体 を同 じ
ような光線状態にすると言 うこと。

ただし写真の様に広 く展開 した風景や、遠 くの山々な

どを被写体に した場合、前に中し上げたとお りの測 り方
(逆方向に向ける方法 )で nlり ますが、得 られた露出は

%に 切 りつめな くてはな りません。理由は反射光線式で

風景の‖Jり 方の際に中 l_Lけ itた のでその項 をご参照
ドさい.

半
ニ ロ←

_＼ )

カメラ位置の光線状態と被写体位置の光線状態の

異るこき…∴・

:1(蔭 ● I′ 賜′
'当

‐:い る場所を撮景郷 1)と 言うような場合、カメラ位置
‐
(｀ 人

′1‐ ●|′ り〔1li芭  露仕|||イ

=ら
れま11た 。結 果として露出過度 (:な ,て しまいます .

場||′ ―ター1被写体′
'4は

に もって,(か 、あるいはわざ1,さ 被写体のそltま

_1111、  フ , t lll与 体 とい|し まうな光線状態 t~と iろ までもち出 |.て 漬1

■ 1■ IⅢ
`|.た

な t■
`う

場イト1,カ メラと被写体 とを結ぶ一直線の軸上 11も ,

1■ ,■ は■
'I=|`1「

ti方 1句 11〆 ―ア ーを向けて下さい。またこの反対・
~l光

線状

.11,It,it■ ii1 11.
|lt i:′ l'|は 光線■人上t+i rl,1,合 il確 実 11■ 写体′

'そ
:3,よ (・ it寄 り、その位置 F

i ll'II11''I11■

艘



′

入射 光線式露 出メーターは被写体の

状況に よつて幾分補 整 しなけれ ばな

らない………

反射率の極めて低いり■つばいものを撮影 しようとする場合、

また被写体のどこか或る 部分のみを描写 しょうとする場

合は (た だしこの一部分はやはり反射率の低いものの場合 )

入射光線式露ごメーターの指示どおりては適上の露出は得ら

|し ません。と言いますのはその被写体からの反射光線が5%
であるかも知れないのにこのメーターの指示では18%と 計算

され、露出不足となって しまいます。ですからこのような黒

っばいものを入射光線式露 lllメ ーターで世1定 した場 合、得 ら

れたlLを 2倍 に しなけれllな りませス。また反

'」

に反射率 の

極めて高い白っぼいものを撮影する場合、この メーターの指

示 どお りでは露出過度 になって しまいまう。なぜなら被写体

からの反射が80%あ るかも女日れな。ヽのにこ )́メ ーーターーの指示

では18%と 計算 されて しまう力'ら です。ですからこのよう■

被写体の場合は得 られた値 を%に 切 りつめなければなりませ

ん。 その外展開 した風景や雪景色、真更の海岸などで‖1定

する場合 も%に切 りつめた方が良いのです。

ただし以 _11の ような被写体には
'え

射式‖1定 法が好 |い と云

えまによ う。

人 物 近 景(街 の スナ ンブも針む )

自つぱいもの 力信

瘍
t切 りつめる)

黒 ゛ば ヽヽ もの  '倍

入射式漬1定 1こ 適 した

被写体 二…

(りえ射式で標準反射板を

'llい

ても同じ)

|li l・ flし た明るい所をノ` シク
トlし た人物

||:黎
|||||||||IFI

性畿
ヽ

一

澤門 した風 景 %信 (tJlり つめる

特にカラー撮影には適切



ゼ ロ 。ア ジャス ト

/― ター受 た部に光か人 |,ぬ よう完全に覆

って も、指針が 0の 位置か
',多

少 ズレること

があります。

これは夏や冬に於ける温14の 変化´
'た

めて

故障ではありませんから心配せず、ご自分で

調整 して下さい。

調整の しかたは受光面に光が少 し́も入らぬ

よう完仝に覆 ってゼロアジキス
,ト

ネジを小 さ

な ドライバーで静かに右、または左に廻わし

針を正 しく0の 位 置までもって行 って下さい

露出メ■夕■の寿命について

う

塗
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鉄
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露出メーターの寿命と言うことは、とりt,

直さずその′し、臓とも言うべきフオトセルの

キ命であると言うこと力`できると思います。

しか tフ ォトセツレは決 して ―年く■1年 で駄

日になって しまうと言うようなものではあ

りません。これは大体図のような構造から

成 り立 っていてこの表面に光が当 りまうと

セレニ ゥムとカ ドミウムとの間隙に電子が

発生 し、表面金属の方へ と働 き出 して (一 )

より(1)へ と電流は流れ出 します、この際

これ r)の 構成物質である鉄 (ま たはアル ミ

ニウム)セ レニ ゥム・カ ドミゥム 令等は

何等の変化 もなく、消耗することもありま

せん。 」度物 を叩 くと音が出ると占うのと

いIし 物理現象で化学現象ではなく、フォト

セルは光エネルギーを電気エネルギーに変

える単なる変換器なのです。

乾電池や薔電池のように蓄千Jiさ れた電気

を自己消耗によって放電するものてはあり

ません。従 っていつまでも安心 して使 っ́て

戟 くこと力`出来ます。



1.

2.

3.

4.

露出メーター保存上の注意

湿気の多いところへ長い間放置しないよ

雪]馨墨讐古97「i;[t:キ :ア :
長い問使用せずしまって置く時は、革分
カゲル (防 湿剤)と 一緒に保存して下さt｀

存は避けて下さい。

|=じ

〕

t t t 株式会社早苗商会 東京謝i中 央IК 日本橋本石113 4 rc1121,6828～ 9

1■ i角 そti: 株式会社 南光商会 太「々 市諄il`|し畿量‖1271た だ:L′ llヽ !T・ }127}1190

|え1却)



A S A 10 16 32 50 100 200 400 800

WES 8 12 24 40 30 160 320 680

DiN 1/1。 13/:。 1°
/1。 ',/1。

2:/1。 21/1。 2フ
/i。

30/1。

セコニツクはアフターサービスに特に重点を置いてお
りますから、いつまでも安心 してご使用になれます。本
メーターのパッヶ―ジに同封 しております ファンカー
ドにそれぞれ記入事項をお書き込みあ上、直ちに弊社サ
ービス部宛お送 り下さい。ファン名簿 (登録台帳)に貴
方の御氏名を記載の上早速登録通知書をお送り申し上げ
この日よりもし―力年の間にメーターが自然に具合が悪
くなりましたら無料で修理申し上げます。ただ不注意に
よる故障については実費修理申し上げます。 (故障の場
合は直接弊社修理部宛お送 り願います、到着日より五日
以内に修理申し上げ、早速ご返送致 します。)

饉颯躙


