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ディスポーザーシステムは生ごみをなくしディスポーザーシステムは生ごみをなくしディスポーザーシステムは生ごみをなくし

ＣＯＣＯＣＯＣＯ 排出量を１戸・年当たり80kg削減します！ＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２の排出量を１戸・年当たり80kg削減します！ＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２の排出量を１戸・年当たり80kg削減します！

100戸のマンションは5７0本の杉のＣＯ 吸収能力に匹敵する環境に優しいシステムです！
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