
サステナブル商品特集 1 

ポリッシャー関連・自動床洗浄機 4 

掃除機・ウェットバキューム・スイーパー 14 

床用ワックス・クリーナー・はくり剤 22 

カーペット・ファニチャーメンテナンス 29 

安全用品 36 

ガラスクリーニング・高所作業 40 

タオル・マイクロファイバークロス・ウエス 57 

高圧洗浄機・スチームクリーナー 60 

送風機・扇風機 64 

エアコンクリーニング 67 

トイレ・浴室・水質管理 70 

厨房・油汚れ・グリストラップ 84 

食器洗剤・食洗機用洗剤・ラップ・キッチンペーパー 86 

ほうき・ちりとり・デッキブラシ・ダスタークロス 90 

水切り・ドライヤー・水取り・バケツ 95 

モップ・フラットモップ・モップ絞り器 98 

清掃用品収納関連 104 

石材メンテナンス 106 

木材メンテナンス 112 

害虫駆除用品 114 

スポンジ・ブラシ 121 

環境測定 126 

電動工具 128 

スプレイヤー・噴霧器 130 

工場・クリーンルーム 133 

病院・嘔吐物処理対策 138 

感染症対策・消毒用アルコール 144 

消臭剤 150 

安全衛生（マスク・防災） 152 

トイレ備品 155 

トイレットペーパー・ペーパータオル類 156 

熱中症対策 158 

学校・体育館 160 

マット・施設備品・梱包用品 164 

エスカレーター・エレベーター清掃 169 

清掃用カート 170 

台車 174 

ユニフォーム 176 

手袋・シューズ 182 

ポリ袋 189 

洗濯洗剤・漂白剤等 192 

業務用シャンプー・リンス・アメニティーグッズ 194 

防災・水害復旧 200 

草刈・ガーデニング・除雪関連 202 

202208

http://www.s-nakajima.com

ナカジマ-510部-1

INDUSTRIAL PRODUCTS
LINE UP CATALOG Vol.14
業務用メンテナンス製品　総合カタログ

業
務
用
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
製
品
　
総
合
カ
タ
ロ
グ

Vol
14

INDUSTRIAL PRODUCTS
LINE  UP  CATALOG Vol.14
業務用メンテナンス製品　総合カタログ



I N D E XI N D E X

フロアメイト・ジェット	 		18
風呂椅子	 		199
フロクワット	 		145
プロジェンII プラス	 		88
プロスポットクリーナー	 		33
プロソフト	 		77
プロソルブ	ジェル	 		34
プロタッチ	 		77
プロテクションコートシリーズ	 		25
プロテックついたて君(4ヶ国語)	 		36
プロテック	ツールカートJ	 		170
プロテックツールキャリー	 		171
プロテック	ライナーカートマルチ	 		170
プロデュシャインプラス	 		88
プロバランス	ネクスト	 		24
プロパンバーニッシャー用パッド	 		6
プロフリーカーペットブラシ	 		33
プロフレックスダスター	 		50
プロボード	 		116
プロポケットⅢ	 		52
プロ用ゴキブリ駆除剤	 		114
ブロワー	 		204
プロワーク	 		35
粉塵計	 		126
ブンチリTW-BL	 		92
噴霧器	 		116、130

へ
ペアクリーナー	 		50
ヘアバンド	 		196
ヘアブラシ	 		197
ペーサー12	 		14
ペーパータオル	 		157
ペーパータオルケース	 		155
ペーパータオルスタンド	 		149
ペダルオープンツイン	 		166
ベビーダスター	 		116
ヘビ忌避剤	 		119
ヘビ撃退殺ヘビスプレー	 		119
ヘビ捕獲棒	長五郎	 		119
ペリカンクリップ	 		196
ペリコート	α	 		133
ベルクロパッドホルダー	 		13
ベルト	 		48、80
ベルトクリーナー	 		169
ベルトパーテーションLight	 		167
ヘルメット	 		38
ペンギン	バッテリー・充電器	 		19
便座除菌クリーナー	 		75
便座用	衛生用品	 		75
ベンチ	 		166

ほ
ポイズンリムーバー	 		117
防災ジャケット	 		200
防カビ抗菌コートPLUS	 		69、82
防カビ抗菌コートJET	 		69
防カビ抗菌コート高耐久	 		69、82
防寒手袋	 		185
防寒長靴	 		188
防寒ユニフォーム	 		177
ほうき	 		90、91
防護服	 		154
防護マスク	 		153
防災ウェーダー	 		200
防災おんぶ担架	 		201
防災サロペット	 		200
放射温度計	 		127
防じんマスク	 		152
防錆剤	 		133
防鼠ビニルテープ	 		116
防鼠ブラシ	 		116
防ダニシートS	 		120
防虫ファンＤＢ	 		115
防鳥糸掛け器	 		118
防毒マスク	 		152
ホース	 		203
ホースカバーネオ	 		31、62
ホースリール	 		203
ポーラス7・ポーラス14	 		27
ホールディングカート	 		170
ポール（モアマン）	 		43
ホールモップ	 		161
ポケットスクレーパー	 		49
保護めがね	 		153
補修マジックDX	 		113
保鮮シート（食材用）	 		89
ポッキンブレーカー	 		38
ボックスウォール	 		200
ホットジェブロふじやまR2	 		31

ホットネオイスト	 		48
ホットボックス2	 		62
ポップアップセーフティサイン	 		37
ボディーソープ	 		194
ボディスポンジ	 		197
ボディソープアロエ	 		196
ホテルアメニティトート	 		172
ホテルリネンワゴン	 		172
ポリガウン	 		149
ポリッシャー	 		4
ポリッシャースタンド	 		4
ポリッシャータンク	 		4
ポリッシュバー	 		76
ポリ袋	 		189
ポリ袋	 		2
ボルトロックホルダー	 		13
ポルベック	アプリケーター	P	 		94
ポルベック	ダスタークロス	 		94
ホルムアルデヒド検知器	 		127
保冷温庫	 		129
保冷剤	 		158
ポロシャツ	 		181
ホワイトパワー	 		193

ま
マイクロウォッシャーカバー	 		46
マイクロオーボット	 		29
マイクロカート	 		170
マイクロキャリーバッグ	 		100
マイクロクリーンクロスN	 		57
マイクロクロスmini	 		57
マイクロクロス輪留め	 		58
マイクロス	 		59
マイクロスーパーゾルブパッド	 		29
マイクロスプレー	 		130
マイクロスプレー黒	 		130
マイクロダスター	 		57
マイクロタフイージー	 		59
マイクロティッシュ	 		59
マイクロバンＸ590	 		151
マイクロファイバーウェットパッド	 		139
マイクロファイバークロス	 		140
マイクロファイバードライパッド	 		139
マイクロファイバーパッド再生WT	 		28、
94
マイクロファイバーふきん	 		57
マイクロファイバーフレキシフレーム			140
マイクロマグ600抗菌	 		11
マイクロモップ400（ＭＲＩ室対応）	 		138
マイクロモップ400（水拭き用）	 		100
マイティメイドバックパックⅡ	 		20
マイティメイドパワータンクⅢ	 		17
マイルドアシッド	 		70
マウスウォッシュ	 		197
前処理剤（カーペット用）	 		34
マグネットバー	 		14
マジクロモップ	 		100
マジックアマドーレ×2	 		107
マジックパッド	 		6
マジックパット	ループタイプ	 		33
マジックリン除菌プラス	 		84
マシンペーパー	 		7、110
マスク	 		152
マダニ用エアゾール	 		120
マットレスカバー	 		120
ママポットＳＴ	 		155
マルチイレイサー	 		80、121
マルチエアダスターA-5	 		66、68
マルチカッター	 		128
マルチパッド	 		121
マルチパッドスポンジ	 		76
マルチブラシ	 		124
マルチ	レストレイン	 		54
マルフクパワー	 		86
マンション床メンテナンス剤	 		23
マンション廊下専用クリーナー	 		23

み
みがい太郎Ⅱ	 		80
ミサイルジェルD	 		114
水あか除去洗剤	A・B 増粘	 		106
水が出るモップツール	 		98、138
水きり	 		95
水切りネット	 		191
水石鹸サワー	 		75
水石鹸レモン	 		75
ミスト発生機	 		158
ミストファン	FM-48	 		65、158
水とり	 		97
水まわり用マット	 		165

ミセスロール	 		92
ミセル	サイン	 		167
ミセル消毒スタンド	 		145
ミゾスキ	 		48
溝ホーキ	 		91
ミツエイ食器洗い	 		86
ミナパック	 		168
ミラクルパッド	 		33

む
ムカデゲル	 		117
虫コナーズスプレーガラス用	 		114
無臭元ＬＬ	 		119
ムシロック	 		117
無リン	ディップイット	 		87
無リンフォワード	 		22

め
命中くん	 		78
メカバンビー	 		18
目地溝ツインブラシ	 		50
メジャーカップ	 		97
メタル	先割ブラシ（緑）	 		32
メタルバックブラシ	 		32
メッシュパッド	 		7
メディカルユニフォーム	 		176
メディックAg	 		142
メリヤスウエス	 		134
メンテナンスカートYブラック	 		170
メンテナンススワゴン	Y	 		170
メンテナンストロリー	 		141
綿棒	 		197

も
モアマンガラスクリーニング	 		40
木材メンテナンス関連	 		112
木目調「匠」シリーズ	 		199
コウモリ忌避剤	 		119
モケットモップ	 		99
モコモ	 		51
モスクリーンカール	 		115
モップ	 		98
モップ絞り	 		101
モップバケットY	 		101
モップハンガー	 		105
モップリンガーY	 		101
モノＴバー	 		42

や
焼付き油用洗剤	 		84
薬用ハンドウォッシュ	 		74
薬用ハンドソープ	 		74
薬用ピュアソープピュア	 		75
ヤブ蚊	マダニスプレー	 		120
やわらかネッククーラー	 		158

ゆ
ユーゲルDX	 		136
融雪剤	 		202
ユービコールノロV	 		145
湯桶	 		199
床材サンプルキット	 		26
床材サンプルキット	 		26
床洗浄機	 		9
床洗浄剤	 		22
床用ウェットシート45・60	 		142
床用ウェットシート45・60	 		147
雪ハネ	 		202
油性スポットクリーナー	 		33
ゆで麺器洗浄剤	 		87
ユニットスノコ	 		165
ユニバーサルアングルアダプター	 		43
ユニバーサルクランプ	 		50
ユニバーサルコーン	 		43
ユニフォーム	 		176

よ
養生シート	 		168
養生テープ	 		26、168
容量表示入りポリ袋	 		189
浴場用浄化剤	 		83
ヨリクロモップ替糸	 		100

ら
ラーグキャッチャー	 		98
ライトウォーターブルーム	 		97
ライトクリーニングたわし	 		123
ライトダスターE	 		94
ライトダスターT	 		94
ライトモップⅡ	 		94
らくらく汚物処理キット	 		143
らくらくカラーブリーチ	 		193
らくらくしばりポリ袋	 		191
らくらくホルダー	 		49
ラストアウェイ	 		33

ラストステップ	 		35
ラダーミット	 		54
ラック	 		54
ラットレイBT	 		116
ラップ	 		89
ラップケース	 		89
ラバーカップ	 		75
ラバー（スクイジーラバー）	 		42
ランダムオービットサンダ	 		128
ランドリー用洗剤	 		192
ランニングマット	 		162
ランヤード	 		39

り
リアカー	 		175
リアルミュート	 		17
リードペーパー	 		89
リクイディターチャンネル2.0	 		40
リクイディターチャンネル3.0	 		40
リクイディター用スペアラバー	 		40
リクイディター用ネクスターラバー	 		40
離型剤	 		133
リサイクルボックスAP	 		166
リサイクル用システムカート	 		171
リズミィ	ハーブシリーズ	 		195
リセッシュ除菌EX	 		151
リトマス試験紙	 		69
リフレッシャー	 		23
リフレッシュラボ	 		150
リュック25B	 		171
リンサークリーナーRNS-300	 		63
リンスインシャンプー	 		196
リンレイ	オール	 		24

る
ルイクス	 		115
ループL420/260	 		99
ルビスタ	 		147
ルビスタ	嘔吐物処理キット	 		143

れ
冷風機	 		158
レインウェアー	 		180
レザーラザー	 		35
レザーローション	 		35
レジ袋	 		190
レシプロソー	 		128、204
レスキューカラビナ	 		54
レスキューボードベンチ	 		166
レスキューラック	 		54
レストレーション除湿機	 		201
レッドラベル	 		32
レディーバードⅡ	 		30
レナトップ水性乳剤2	 		114
レブライト	 		112
レモングリーンDD	 		146
レンジクリン	 		84

ろ
ロイヤルGプレミアム	 		24
ローターボックス	 		166
ローデント	ベイター	 		116
ロープ	 		168
ロープガード	 		54
ロープバッグ	 		54
ローヤルサラセン750g パウチ	 		86
緑青落としミラクル酸	 		76
ロボスクラブ20	 		12
ロボットクリーナー	 		15
ロボット床洗浄機	 		12
ロンジェビティ	 		34

わ
ワイドデッキ	 		93
ワイドハイターEX パワー	 		193
ワイドペール	 		166
ワイバーン	 		35、146
ワイヤーブラシ	 		7
ワゴンHK-J	 		170
ワックス	 		23、24、160
ワックス塗布用モップ	 		99
ワックストリッパー	 		26
ワックスマンDX	 		99
ワンタッチガード	 		5
ワンタッチクリーナーES	 		136
ワンタッチベルト	 		48
ワンタッチモップ	 		98



0.9ミリの
肉厚アルミ
（リブ付）
使用！！

YS 　

SYRフラットモップ
ホルダー

 コード 参考価格
081,3￥ 02101

サイズ:41.6×14.8cm  
SYRフラットモップ

 コード 参考価格
072,1￥ 　91101YS　 

サイズ（モップ部分）:40.5×14cm   コード 全長 参考価格
 SY10106 90cm ￥1,250
 SY10107 135cm ￥1,550

SYRシステムモップ
ハンドル
サイズ: 全長90cm、135cm  
重量：300g（90cm）、365ｇ（135cm）
カラー：黒（樹脂部分）

LTS-R・TC20-R 用
ソフトパッド

 コード 参考価格
　076,1￥ 51102YS 　

TC20-R でフラットモップを絞る
には、このパッドが必要です。
（LTS-R には付いてきます）

4色のタグ付で、
ゾーニングに
対応しています。

肉厚アルミで
しならない！
ねじ込みヘッドで
ガタつかない！

肉厚アルミで
しならない！
ねじ込みヘッドで
ガタつかない！
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サステナブ ル な 製 品で 、
お 客 様 に 安 心と信 頼を！
日本でも近年、関心度が急上昇中の「サステナビリティ」への取り組み。「環境を大切にしよう」という
意識はビルメンテナンス業界の中でもより高まっています。そこで当社が扱う製品群の中でも、
使用することで環境負荷の低減に貢献できる、サステナブルな製品をご紹介します！

環境に

やさしいこと

はじめよう

使用済ペットボトルを
100％原料として使用。
「セーフガード-R」１枚で、
 約50本のペットボトルが
 埋立地に廃棄されずに
 済みます。

約50本分の使用済ペットボトルから出来た「セーフガード-R」
は、化石資源消費量や地球温暖化ガス排出量の低減に役立つ、
エコな商品です。使用することで、世界的に取り組みが進む
SDGs への貢献と、企業価値の向上・信頼強化につながります。

100％
再生プラスチック

	 コード	 参考価格
	 23294	 ￥800

17.5ｃｍ

20ｃｍ

24
.5ｃ
ｍ

バケット＆リンガーセット
TC20-R
高さを抑えたコンパクト設計。
収納時にスペースを取らず、オ
フィスや店舗等にピッタリ。

セット時サイズ:W35×D45×
H73.5（ハンドル含む）cm
容量：13L　重量：4.98㎏

　コード	 参考価格
		SY10118B	 ￥16,250

バケット＆リンガーセット
LTS-R
腰への負担が少ない自然な位
置で作業でき、少ない力でしっ
かりモップが絞れます。
セット時サイズ:W30×D57×H105.5
（ハンドル含む）cm　
容量：14L　重量：6.28kg

　コード	 参考価格
SY10117B	 ￥20,250

可能な限り再生プラスチックを使用し、地球環境に配慮。

LTS-R、TC20-R、どちらも1台あたり約30ｋｇの

二酸化炭素を削減！　これは人間ひとりが１ヶ月に

吐き出す二酸化炭素料に匹敵します。

使い方
動画は
こちら！

再生プラスチック100％使用

セーフガード-R
	 コード	 参考価格
	 SY10101	 ￥3,000
　　

サイズ:W30（下部）×
D32.5（開いた時）×H60㎝
重量：548g

絵
柄
は
、表
裏

と
も
同
じ
で
す
。

フラットモップをホルダーに付けたまま洗えて絞れます！
※上記バケット＆リンガーセットと、下記フラットモップホルダーとフラットモップ使用時。

ピタッとシール 
「男性スタッフが
清掃作業中」

貼付イメージ

今お使いのサインボードに貼り
付けて使うシールです。貼って
剥してが何度も出来ますので、
使いたい時だけの表示が可能
です。吸着力が弱くなった場
合は、水洗いで復活します。

サスティナブル商品特集
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BM-2ホーキ 26
	コード	 柄	 幅	 参考価格
4472	 一本柄	 26cm	 ￥1,700
4472-2	 伸縮柄	26cm	 ￥1,900

BM-2ホーキ 30
	コード	 柄	 幅	 参考価格
4472-1	 一本柄	30cm	 ￥1,800
4765	 伸縮柄	30cm	 ￥2,000

一本柄
約1010㎜

一本柄
約1010㎜

BM-2ホーキを、
エコBM-2チリトリ

にセットすると
自立します。

サイズ：W28.5×D31×H67cm（使用時）
重量：約710g
色：ツートン、緑、青、アクアブルー、黒

エコBM-2チリトリ
巡回清掃作業に便利な定番の超軽量
チリトリ。女性でもラクラクお掃除が
できます。チリトリが自立するので、掃
除中や収納する時に便利です。

	 コード	 参考価格
	 	4992	 ￥3,150

エコマーク取得で、環境に配慮した
これからの定番チリトリ。

除塵性能が高い
エンボス構造

33㎝ごとにカットでき
るロール状

	 1ロール入り	 3ロール入り

※令和3年4月1日施工内容（施
工後の状況に応じ、所要の改
訂を行う可能性があります。）

製造段階の製品ロスを工場内でリサイクルして出来たポリ袋です。原料の使用量を抑えることができ環境に配慮した商品です。

『グリーン購 入 法 』適 合ポリ袋

再生原料 40% 使用

バイオマス原料 25% 使用

バイオマス25％ メタセロン配合ポリ袋　材質：LLD+META+バイオ25％
	コード	 品　番	 容量	 色		 厚み	 サイズ（ヨコ×タテ）	 入数	 参考価格
	23510-6	 GTM43B	 45L	 透明	 0.025㎜	 650×800㎜	 10枚×60冊	 ￥13,920/ケース
	23510-7	 GTM73B	 70L	 透明	 0.035㎜	 800×900㎜	 10枚×40冊	 ￥17,760/ケース
	23510-8	 GTM93B	 90L	 透明	 0.040㎜	 900×1000㎜	 10枚×30冊	 ￥19,080/ケース

バイオマス25％ MAXポリ袋　材質：HD+バイオ25％
	コード	 品　番	 容量	 色		 厚み	 サイズ（ヨコ×タテ）	 入数	 参考価格
	23510	 GS23B	 20L	 半透明	 0.015㎜	 520×600㎜	 10枚×100冊	 ￥9,600/ケース
	23510-1	 GS38B	 30L	 半透明	 0.015㎜	 520×700㎜	 10枚×100冊	 ￥10,200/ケース
	23510-2	 GS53B	 45L	 半透明	 0.015㎜	 520×800㎜	 10枚×100冊	 ￥13,200/ケース
	23510-3	 GS79B	 70L	 半透明	 0.020㎜	 800×900㎜	 10枚×50冊	 ￥12,600/ケース
	23510-4	 GS98B	 90L	 半透明	 0.020㎜	 900×1000㎜	 10枚×40冊	 ￥12,640/ケース
	23510-5	 GS120B	 120L	 半透明	 0.025㎜	 1000×1200㎜	 10枚×30冊	 ￥16,440/ケース

環境袋策 再生原料40%ポリ袋　HDPEタイプ　材質：HD+再生原料40％
	コード	 品　番	 容量	 色		 厚み	 サイズ（ヨコ×タテ）	 　　入数	 参考価格
	23509	 LRH23	 20L	 半透明	 0.015㎜	 520×600㎜	 10枚×100冊	 ￥7,400/ケース
	23509-1	 LRH53	 45L	 半透明	 0.015㎜	 650×800㎜	 10枚×100冊	￥10,200/ケース
	23509-2	 LRH43	 45L	 半透明	 0.020㎜	 650×800㎜	 10枚×60冊	 ￥8,280/ケース
	23509-3	 LRH79	 70L	 半透明	 0.020㎜	 800×900㎜	 10枚×50冊	 ￥9,700/ケース
	23509-4	 LRH73	 70L	 半透明	 0.025㎜	 800×900㎜	 10枚×40冊	 ￥9,520/ケース
	23509-5	 LRH98	 90L	 半透明	 0.020㎜	 900×1000㎜	 10枚×40冊	 ￥9,520/ケース
	23509-6	 LRH93	 90L	 半透明	 0.025㎜	 900×1000㎜	 10枚×30冊	 ￥8,940/ケース

環境袋策 再生原料40%ポリ袋　LLDPEタイプ　材質：LLD+再生原料40％
	コード	 品　番	 容量	 色		 厚み	 サイズ（ヨコ×タテ）	 　　入数	 参考価格
	21584-8	 RYC07	 小型	 黒	 0.020㎜	 320×380㎜	 50枚×50冊	 ￥10,400/ケース
	21584	 RYC23	 20L	 透明	 0.030㎜	 520×600㎜	 10枚×60冊	 ￥7,200/ケース
	21584-1	 RYC24	 20L	 半透明	 0.030㎜	 520×600㎜	 10枚×60冊	 ￥7,200/ケース
	21584-9	 RYC33	 30L	 透明	 0.030㎜	 500×700㎜	 10枚×60冊	 ￥8,280/ケース
	21584-2	 RYC43	 45L	 透明	 0.030㎜	 650×800㎜	 10枚×60冊	 ￥10,560/ケース
	21584-3	 RYC44	 45L	 半透明	 0.030㎜	 650×800㎜	 10枚×60冊	 ￥10,560/ケース
	21584-4	 RYC73	 70L	 透明	 0.040㎜	 800×900㎜	 10枚×40冊	 ￥12,880/ケース
	21584-5	 RYC74	 70L	 半透明	 0.040㎜	 800×900㎜	 10枚×40冊	 ￥12,880/ケース
	21584-6	 RYC98	 90L	 透明	 0.050㎜	 900×1000㎜	 10枚×20冊	 ￥10,200/ケース
	21584-7	 RYC99	 90L	 半透明	 0.050㎜	 900×1000㎜	 10枚×20冊	 ￥10,200/ケース

環境袋策 再生原料40%ポリ袋　LLDPEタイプ（国産） 材質：LLD+再生原料40％
	コード	 品　番	 容量	 色		 厚み	 サイズ（ヨコ×タテ）	 　　入数	 参考価格
	5069-1	 LR23	 20L	 透明	 0.030㎜	 520×600㎜	 10枚×30冊	 ￥4,680/ケース
	5069-2	 LR24	 20L	 半透明	 0.030㎜	 520×600㎜	 10枚×30冊	 ￥4,680/ケース
	5032-1	 LR33	 30L	 透明	 0.030㎜	 500×700㎜	 10枚×30冊	 ￥5,280/ケース
	5069	 LR34	 30L	 半透明	 0.030㎜	 500×700㎜	 10枚×30冊	 ￥5,280/ケース
	13690-3	 LR43	 45L	 透明	 0.030㎜	 650×800㎜	 10枚×30冊	 ￥6,420/ケース
	13690-5	 LR44	 45L	 半透明	 0.030㎜	 650×800㎜	 10枚×30冊	 ￥6,420/ケース
	13690-2	 LR73	 70L	 透明	 0.040㎜	 800×900㎜	 10枚×30冊	 ￥12,240/ケース
	10835-1	 LR74	 70L	 半透明	 0.040㎜	 800×900㎜	 10枚×30冊	 ￥12,240/ケース
	10342-2	 LR93	 90L	 透明	 0.040㎜	 900×1000㎜	 10枚×30冊	 ￥15,300/ケース
	10342-1	 LR94	 90L	 半透明	 0.040㎜	 900×1000㎜	 10枚×30冊	 ￥15,300/ケース

環境袋策 再生原料40%ポリ袋　LLDPE+METAタイプ　材質：LLD+META+再生原料40％
	コード	 品　番	 容量	 色		 厚み	 サイズ（ヨコ×タテ）	 　　入数	 参考価格
	23509-7	 RYM48	 45L	 透明	 0.020㎜	 650×800㎜	 10枚×60冊	 ￥8,400/ケース
	23509-8	 RYM49	 45L	 半透明	 0.020㎜	 650×800㎜	 10枚×60冊	 ￥8,400/ケース
	23509-9	 RYM78	 70L	 透明	 0.030㎜	 800×900㎜	 10枚×40冊	 ￥10,720/ケース
	23509-10	 RYM79	 70L	 半透明	 0.030㎜	 800×900㎜	 10枚×40冊	 ￥10,720/ケース
	23509-11	 RYM98	 90L	 透明	 0.030㎜	 900×1000㎜	 10枚×30冊	 ￥10,620/ケース
	23509-12	 RYM99	 90L	 半透明	 0.030㎜	 900×1000㎜	 10枚×30冊	 ￥10,620/ケース

	 コード	 内容量	 参考価格
	 23142	 1ロール入	 ￥9,000
	 23142-1	 3ロール入	 ￥24,000

ナチュラル・ダスター
素材をプラスチックフリーにすることで、環境
省「プラスチックスマート」に登録されている
製品です。破れにくい丈夫なダスタークロス
です。両面使用可能です。
サイズ：縦19.5×横33cm／1枚
枚数：1ロール／33cm×324枚

色：グリーン・レッド・
ブルー・イエロー・ホ
ワイト

色 緑 赤 青 黄 白
コード 10026 10026-R 10026-B 10026-Y 10026-W

FX メッシュ替糸（J）
しっかり洗えて通気性に優れた、メッシュ帯のモップ糸です。メッシュタ
イプ帯で、ヘッド部が備品や壁などに接触しても、傷をつける心配があ
りません。
幅：約24cm　長さ：約21cm　重量：約260ｇ
	 参考価格	 ￥780

r-マイクロタフスウィフト
100％マイクロファイバークロスで、細かな粒子も除去。優れ
た吸水性、耐久性。ウシコロナウイルスとバクテリアの
99.99％除去を確認。北欧5ヵ国で展開される環境考慮製品
の証、ノルディックスワンエコラベル獲得商品。
サイズ：35×38㎝　1パック5枚入り
色 青 赤 黄 緑
コード 23186 23186-R 23186-Y 23186-G

	 参考価格		　　　　￥2,000

セルロースワイプ
自重の最大10倍の水分を吸収できます。心地よく柔ら
かい感触。高温表面200℃までの清掃が可能です。
サイズ：20×18㎝　
1パック5枚入り（赤×1枚・青×1枚・黄×3枚）

	 コード	 参考価格
	 16598	 ￥820

プラスチック素材を使明していない
業界初の植物由来のダスター登場!

100％リサイクルポリエステルを使用
したマイクロファイバークロス。

天然素材から作られ、生分解性100％。グリーン購入法に適合したモップ糸。

生地にプラスチック素材を使
用していないダスターです。
植物由来のダスターなので
「環境に優しい」「企業のPR
になる」「SDGｓに取り組め
る」などメリットがあります。

超軽量
 710ｇ

グリーン購入法適合品

アルミ柄で軽くて使いやすい！
チリトリとセットでどうぞ！

環境配慮商品

エコマーク

エコマーク

エコマーク
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アンダークリーンⅡ
先端ブラシがコーナー奥深くまで
入り込み汚れを掻き出します。
ブ ラ シ の 種 類 も 多 数 ご 用 意。
AC100V、バッテリー式と選べま
す。
付属品：
9インチパット台、
先端ブラシ（タイネックス♯180）、
AC電源装置、
先端ブラシ高さ調整工具

タンク
取付可

	 コード	 参考価格
	 1340	 ￥280,000

8インチポリッシャー 12インチポリッシャー 14インチポリッシャー 16インチポリッシャー カーペットポリッシャー

コード

消費電力

洗浄幅
使用パッド台・
パッド

回転数

コード

重量

参考価格

●バッテリーの場合：
　DC24V　2〜3A　50W
●AC電源の場合：		
　100V　2〜3A　50W

バッテリーの場合：不要
AC電源の場合：20m

アンダークリーンⅡ

23〜33cm

9・13インチ

150rpm

15kg（バッテリーを含む）

8インチ
ポリッシャー

100V
3.5A
50/60Hz
200W

24cm

9インチ

160〜
190rpm

10m

13.8kg

￥131,500	 ￥139,250	 ￥171,000	 ￥188,000	 ￥248,250	 ￥268,250	 ￥292,500	 ￥335,000	 ￥365,500	 ￥425,500	 ￥280,000

8インチ階段用
ポリッシャー

100V
3.5A
50/60Hz
200W

24cm

9インチ

170〜
200rpm

10m

15kg

12インチ
ポリッシャー

100V
14〜13A
50/60Hz
1,050W

33cm

13インチ

160〜
190rpm

15m

26kg

12インチ高速
ポリッシャー

100V
14〜13A
50/60Hz
1,050W

33cm

13インチ

200〜
240rpm

15m

27kg

14インチ
ポリッシャー

100V
13〜12A
50/60Hz
1,200W

38cm

15インチ

160〜
190rpm

20m

37kg

14インチ高速
ポリッシャー

100V
14〜13A
50/60Hz
1,300W

38cm

15インチ

200〜
240rpm

20m

38kg

16インチ
ポリッシャー

100V
14〜12A
50/60Hz
1,300W

45cm

18インチ

160〜
190rpm

20m

42kg

16インチ高速
ポリッシャー

100V
15〜12A
50/60Hz
1,400W

45cm

18インチ

200〜
240rpm

20m

43kg

12″カーペット
ポリッシャー

100V
11.8A
50/60Hz
950W

34cm

13インチ

160〜
190rpm

20m

30kg

14″カーペット
ポリッシャー

100V
14/13A
50/60Hz
1,300W

40cm

15インチ

160〜
190rpm

20m

42kg

●主な仕様例
	 コード	 品番	 仕　様	 参考価格
	5557-1	 FM-17-DS	 本体＋コード軽量化	 ￥200,000
	5557-5	 FM-17-DS	 本体＋コード軽量化＋洗浄液タンク	 ￥226,300
	5557-6	 FM-20-DS	 本体＋コード軽量化	 ￥220,000

17インチ

20インチ

17インチ
15インチ

◎ストレートナイロンブラシ・タンク付属

  シャンピングタンク
ポリッシャーに取付ける事により、洗
剤塗布と作業が同時に行えます。

  ポリッシャースタンド
ポリッシャータンクに洗剤を入れる
時に、倒さず一人で入れられます。

	 コード	 参考価格
	 2757	 ￥24,400

	 コード	 参考価格
	 1384	 ￥6,600

使用例

1

2
2

1

テナント 
FM-17-DS
FM-20-DS

・パワフルモーター搭載
・洗剤タンク（オプション）有り
・パッドドライバー付属
・高耐久性
パッドサイズ：
17インチ（FM-17-DS）
20インチ（FM-20-DS）
モーター：1.12KW
パッド回転数：185/330rpm
コード長さ：15m　重量：44kg

こ
れ
は
便
利
！

ビルクリーニング
技能検定
使用資機材

2段切替

2段切替

ハクリ作業
=Lowスピード

170ｒｐｍ

表面洗浄
=Highスピード

240ｒｐｍ

タンクは
オプションです

タンクはオプションです

	コード	 品名	 参考価格
	18080	 イノベーター15D（デュアルスピード）	 ￥210,000
	6158-1	 イノベーター17D（デュアルスピード）	￥252,000
	6058-1	 オプションパッドホルダー（15インチ）	 ￥17,700
	6058	 オプションパッドホルダー（17インチ）	 ￥20,200
	2757	 オプションシャンピングタンク（10L）	 ￥24,400

ペンギン 
イノベーター15D・17D

（デュアルスピード）
・1.5馬力DCモーター採用。
・回転数を170／240rpmに切り替え
できるデュアルスピード
・50Hz、60Hzの地域を選ばず、100V
コンセントで使用可能。
パッドサイズ：15インチ（15D）、17インチ（17D）
モーター：1300W	
パッド回転数：170/240rpm	コード長さ：15m
本体重量：38kg（15D）、39kg（17D）

475-1 5668 0153 689-3 5005-10 5005-7 5468-10 5468-8 21911 21911-1 1340

超小型振動ポリッシャー
ナノエッジ2
ナノエッジバッテリー
小型なので従来の洗浄機やポリッシャーでは入ら
なかった階段や狭いエリア、　トイレ周りなども簡
単に洗浄！ 軽量コンパクトながら4100rpmの超
高速回転で、短時間に驚きの洗浄効果！ モップ
掛けのように楽な姿勢で作業ができます。
電源：100V　清掃幅：280mm　モーター容量：80W　
パッド回転数：4100rpm　重量：10.6kg
	 コード	 品名	 参考価格
	 0021-5	 ナノエッジ2	 ￥348,000
	 21279-1	 ナノエッジバッテリー	 ￥460,000

コードレス振動型ポリッシャー
Beat MINI-マル
高トルク対応の直流（ＤＣ24Ｖ）
モーターを採用。ジェルバッテ
リー採用で傾けても安心。デュ
アルスピードで回転数調整可能。
清掃幅：17インチ
モーター回転数：0〜2500rpm
稼働時間：90分　重量：本体40kg	
バッテリー22kg
	 コード	 参考価格
	 23007	 ￥860,000

コードレス式 振動型ポリッシャー
Beat mini-mini BOXY L
Beat mini-mini B
抜群の操作性。低重心、高トルクで押さえつけても止まら
ない。床材を選ばない（カーペットにも適応）。飛び跳ねが
ない。コードレス式。

コードレスポリッシャー
BP-150LiⅡ
BP-130LiⅢ
BP-90LiⅡ

 強力ハイパワーモー
ター＆デュアルスピー
ド！（BP-150Liのみ）
 急速充電で長時間連続
稼動可能 　　　　　　
※バッテリーLV925を2台用意
し、1台で作動させている間、も
う1台を充電することにより可
能となります。

 コードの制約無し！
 電源を探したり、ブレー
カーを落としたりする
心配も無用！

※バッテリー、充電器、専用パッド台、シャンピングタンク別売

ザ・ハカマ
8・12・14・16インチ
●ハカマ・ベルトセット
	コード	 サイズ	 参考価格
	1044-1	 8インチ用	 ￥8,640／セット
	1044	 12インチ用	 ￥11,420／セット
	1979	 14インチ用	 ￥12,790／セット
	0719	 16インチ用	 ￥14,170／セット

	コード	 品名	 参考価格
	523-12	 Beat	mini-mini	BOXY		L	 本体のみ￥400,000
	23007-12	 Beat	mini-mini	B　	 本体のみ￥320,000
	23007-4	 バッテリー	40V-4.0Ah・充電器セット	￥87,500

飛散防止アイテム

コードレス

ワンタッチガード
今お使いのポリッシャーに、工具なしですぐ取
付けできます！肉厚素材なので、ガードを巻き
込まずに耐久性も抜群です。下端の波形カット
で洗剤を引きずりません。

シャンピングコスモス
壁際で作業しても巾木を汚さず、作業時間
の短縮につながります。
ハードタイプとソフトタイプの2タイプ。

	 コード	 サイズ	 参考価格
	 10741-2	 12インチ用	 ￥10,000
	 10741	 14インチ用	 ￥12,000
	 10741-1	 16インチ用	 ￥14,000

	 コード	 サイズ　	ガード高さ	参考価格
	 4962	 12インチ用	 135㎜	 ￥12,000
	 4019	 14インチ用	 153㎜	 ￥13,000
	 4961	 16インチ用	 165㎜	 ￥16,000
	 4962-1	 8インチ用	 －　	 ￥11,000
	 4962-3	 12インチ用	 95㎜	 ￥13,000
	 4019-3	 14インチ用	 110㎜	 ￥14,000
	 4961-2	 16インチ用	 130㎜	 ￥17,000

ハード
タイプ

ソフト
タイプ

ソフトタイプハードタイプ

BP-
150LiⅡ
デュアル
スピード

15
インチ

BP-
130LiⅢ

13
インチ

BP-
90LiⅡ

9
インチ

取っ手用スリットでピッタリフィット！

▲波型カットで
　洗剤を引きずりません

※バッテリーは19	ページをご覧ください

バッテリー、充電器が
共有で使えます！

ペンギン Li コードレスマシンシリーズ
Li-ion battery Cordless cleaning machine series

縦向き・横向きの
2WAYで使えます。

狭
い
と
こ
ろ
で

大
活
躍
！

BP-150LiⅡ BP-130LiⅢ BP-90LiⅡ
コード 021-10 021-7 791-5
パッドサイズ 15インチ 13インチ 9インチ
回転数 180/240rpm 250rpm 200rpm
重量（本体） 25.3kg 20kg 12.0kg
使用バッテリー LV-14 LV-14 LV925・LV-14

連続稼動時間 40分〜90分
（LV-14使用時）

120分
（LV-14使用時）

240分
（LV14使用時）

充電時間 90分
（LV-14使用時）

90分
（LV-14使用時）

90分
（LV-14使用時）

本体のみ参考価格 ￥330,000 ￥212,500 ￥175,000
専用パッド台 ￥17,700 ￥20,250 ￥22,250
シャンピングタンク コード2757　￥24,400

17
インチ

Beat 
mini-mini
BOXY L

Beat 
mini-mini B



別売の「3Mパッドホルダー
961」に付けてご使用ください。

サイズ：10.5×6.8×2.7cm
	 参考価格
	 ￥2,000（5個入）
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ポリッシャー関連・自動床洗浄機

ポ
リ
ッ
シ
ャ
ー
関
連
・
自
動
床
洗
浄
機

あらゆるハードフロアに対
応。100％マイクロファイ
バ ー にPPブ ラ シ を 付 け、
カット状に織り込んだハー
ドフロア専用パッドです。
毛先の部分が石材のポーラ
ス部分にも入り込んで細か
い汚れを効率的に掻き出し
ます。PPブラシ付きなので
ブラシがけと水分回収を同
時に行えます。

	コード	 サイズ	 参考価格
	33-7	 11インチ	 ￥5,600
	13410	 13インチ	 ￥5,800
	14101	 15インチ	 ￥6,600
	13408	 17インチ	 ￥7,700
	14101-1	 18インチ	 ￥8,800
	

プロパンバーニッシャー用バフィングパッド
	コード	 　品　名	 	 入数	 参考価格
	2855	 ホワイトライトニングパッド	 24インチ	 5枚	 ￥6,800／枚
	2855-1	 　　　　〃	 28インチ	 5枚	 ￥8,700／枚
	1785-5	 ブルーブレンドパッド	 24インチ	 5枚	 ￥6,800／枚
	1785-3	 　　　　〃	 28インチ	 5枚	 ￥8,800／枚
	2855-3	 バーニッシュパッド	B50	 20インチ	 5枚	 ￥3,080／枚
	2855-2	 　　　　〃	 27インチ	 5枚	 ￥6,170／枚
	3454	 シャイニングパッドバフ用	 17インチ	 2枚	 ￥4,380／枚
	3289　　　　				〃	 20インチ	 　枚	 ￥5,020／枚
	10141　　　　			〃	 27インチ	 　枚	 ￥10,620／枚

マジックパッド
カットタイプ

3Mフロアパッド（5枚／1ケース） ※その他のサイズは、ご相談下さい。

色 黒 黒 茶 緑 青 赤 白

名称 ハイプロパッド ブラック
ストリッピングパッド

ブラウン
ストリッパーパッド

グリーン
スクラビングパッド

ブルー
クリーナーパッド

レッド
バッファーパッド

ホワイト
スーパーポリッシュパッド

用途 はくり専用 完全はくり はくり（303併用） 中間洗浄 中間洗浄 保守用（101併用） 磨き、焼付け

床の状態

コード 参考単価 コード 参考単価 コード 参考単価 コード 参考単価 コード 参考単価 コード 参考単価 コード 参考単価
9インチ 5539 ￥3,735 1429 ￥2,243 0968 ￥3,508 1431 ￥1,838 0969 ￥3,420 0817 ￥2,790 1428 ￥2,790
13インチ 1268 ￥6,895 0123 ￥4,225 0115 ￥6,120 0126 ￥3,420 0117 ￥6,063 0119 ￥5,115 0121 ￥5,115
15インチ 2078 ￥8,388 0124 ￥5,345 0116 ￥7,673 0127 ￥4,225 0118 ￥7,585 0120 ￥6,265 0122 ￥6,265
17インチ 4304 ￥11,033 0586 ￥6,438 0501 ￥9,365 1066 ￥5,173 2026 ￥9,365 0938 ￥7,673 0939 ￥7,673
18インチ 2349 ￥11,695 0125 ￥6,810 2036 ￥9,913 0128 ￥5,460 1377 ￥9,858 0787 ￥8,103 1891 ￥8,103
20インチ 2349-1 ￥14,190 0489 ￥8,333 2667 ￥11,923 0488 ￥6,695 0813 ￥11,808 1600 ￥9,800 1601 ￥9,800

色 黄 グリーン＆アンバー ホワイト＆アンバー ピンク タン＆ナチュラルファイバー ブルー ホワイト＆ナチュラルファイバー

名称 イエロー
オートスクラバー

トラップイン
プレパーニッシュパッド

スピード
バーニッシュパッド

イレーザー
バーニッシュパッド

ナチュラルブレンド
タンパッド

アクア
バーニッシュパッド

ナチュラルブレンド
ホワイトパッド

用途 自動床洗浄機用 自動床洗浄機用 バッフィング用 バッフィング用 バッフィング用 バッフィング用 バッフィング用

床の状態

コード 参考単価 コード 参考単価 コード 参考単価 コード 参考単価 コード 参考単価 コード 参考単価 コード 参考単価
9インチ 14119-1 ￥2,790 ― ̶ ― ̶ ― ̶ ― ̶ ― ̶ ― ̶
13インチ 14120 ￥5,115 0399-1 ￥4,915 6517 ￥4,915 5553 ￥3,390 ̶ ̶ ― ̶ ̶ ̶
15インチ 14122 ￥6,265 3252 ￥6,178 4181 ￥6,178 1804 ￥4,225 10840 ￥4,225 3304 ￥4,225 5207-1 ￥4,225
17インチ 14124 ￥7,673 4651 ￥7,443 2321 ￥7,443 2309 ￥5,115 3351 ￥5,115 3221 ￥5,115 5207-2 ￥5,115
18インチ 14125 ￥8,103 0399 ￥7,903 ̶ ― 5553-1 ￥5,430 ― ― ̶ ― ― ―
20インチ 14126 ￥9,800 4657 ￥9,653 4009 ￥9,653 1734 ￥6,638 5079 ￥6,638 2647 ￥6,638 10239 ￥6,638

タイネックス

表面洗浄ブラシ グラン、緑、青、赤の4タイプ。	※プレート別売

色 グラン 緑 青 赤
洗浄力 ★★★★ ★★★ ★★ ★

コード 参考単価 コード 参考単価 コード 参考単価 コード 参考単価
13インチ 14395 ￥45,500 4288-1 ￥45,500 14396 ￥45,500 5007 ￥45,500
15インチ 3352 ￥56,500 2466 ￥56,500 3352-1 ￥56,500 2468 ￥56,500

タイネックスブラシ
（黒）＃60、＃80、＃120、＃180、＃240、
＃320、＃500があります。
※プレート別売

番手 ＃60 ＃80 ＃120 ＃180 ＃240 ＃320 ＃500
コード 参考単価

13インチ 5441 1038-4 1038-11 14166 23315 2842-1 21867 ￥45,500
15インチ 1038-5 1038-6 1038-7 14164 2467-2 ー ー ￥68,500

ナイロン回転ブラシ ※プレート別売

色 緑 青 黒
コード 参考単価 コード 参考単価 コード 参考単価

8インチ 0197 ￥4,200 0199-4 ￥4,200 2897-1 ￥4,200
12インチ 0199-3 ￥3,600 0199 ￥5,200 2897 ￥5,200
14インチ 0200-1 ￥5,100 0200 ￥8,000 13502 ￥8,000
16インチ 1374 ￥12,800 13507-1 ￥12,800 13507 ￥12,800

※12＂と14＂は、木台からプラスチック台に順次変更となります。

※片面タイプ（自洗機用もございます。）

マシンペーパー
（15インチ）
コンクリート、モルタル仕上げ、
カーペット裏生地剥がし作業、
ウレタン削りetc。

※サイズ、 番手共に
　特注にも対応します。

メッシュパッド
ウレタン削り用パッド。
20枚／ケース

パッド台（木製）
（ドライビングアッセンブリー木台付）
※プレート別売

	コード	 サイズ	 参考価格
	0788	 9インチ	 ￥14,595
	0129	 13インチ	 ￥19,363
	0130	 15インチ	￥24,450
	0131	 18インチ	 ￥29,190
	6016-1	 20インチ	 ￥36,143

シャワーフィード
アッセンブリー
※プレート付（3ツ爪と4ツ爪の
　２種類あります）

	コード	 サイズ	 参考価格
	5117	 13インチ	￥42,345
	1050	 15インチ	￥52,950
	4179	 18インチ	 ￥61,710

プレート 
▪3ツ爪
	コード	 サイズ	 参考価格
	0253-1	 8インチ	 ￥1,875
	0253-2	 12インチ	￥2,250
	0254-1	 14インチ	￥3,500
	4768-1	 16インチ	￥7,000
	

▪4ツ爪
	コード	 サイズ	 参考価格
	0253	 12インチ	￥2,250
	0254	 14インチ	￥3,500
	4768	 16インチ	￥6,250
	

プラスチック
パッド台

（シャンピングアッセンブリー）
※プレート別売

	コード	 サイズ	 参考価格
	13707	13インチ	￥16,280
	13610	15インチ	￥17,865
	

●13インチ
	コード	 番手	参考単価
	1854	 ＃60	 ￥1,820
	1855	 ＃80	 ￥1,585
	1079	 ＃100	 ￥1,250
	1080	 ＃120	 ￥1,230
	1855-1	 ＃150	 ￥1,110
	1855-2	 ＃180	 ￥1,060

●15インチ
	コード	 番手	 参考単価
	1086	 ＃60	 ￥2,250
	1216	 ＃80	 ￥1,980
	0414	 ＃100	 ￥1,650
	2049	 ＃120	 ￥1,520
	13471	 ＃150	 ￥1,410
	13472	 ＃180	 ￥1,320

●18インチ
	コード	 番手	 参考単価
	2820	 ＃60	 ￥3,300
	13215	 ＃80	 ￥2,910
	2821	 ＃100	 ￥2,430
	2821-1	 ＃120	 ￥2,230
	2821-2	 ＃150	 ￥2,050
	1085-3	 ＃180	 ￥1,950

スーパーブラシ
2000
＃80、＃120、＃180があり
ます。
※プレート別売

	コード	 サイズ	 参考価格
	17601	13インチ	 ￥38,000
	2652	 15インチ	 ￥51,000

オットセイブラシ 2nd
ノンスリップシート、磁器タイル、
凸凹床洗浄に。※プレート別売
	コード	 　種別	 参考価格
	21904	 12"ノーマル	 ￥36,000
	21904-3	 12"シャンピング	￥36,000
	21904-4	 14"ノーマル	 ￥39,800
21904-1	 14"シャンピング	 ￥39,800
	21904-2	 16"シャンピング	 ￥47,000

シダブラシ
※プレート別売

	コード	 サイズ	 参考価格
	0193	 8インチ	 ￥4,600
	0914	 10インチ	 ￥4,850
	0195	 12インチ	 ￥5,700
	0196	 14インチ	 ￥7,525
	0196-1	 16インチ	￥12,200

攪拌はくり専用
ステンレスブラシα-ZAK
鋭利な毛先がワックス被膜に突き
刺さりはくり剤の効果を高めます。
※各メーカー製ポリッシャーに対応し
たバージョンもございます。

	コード	 サイズ	 参考価格
	20838-12			9インチ	 ￥52,250
	20838-2	 13インチ	 ￥93,000
	20838-1	 15インチ	￥102,000
	20838-6	 18インチ	￥133,500

ワイヤーブラシ  
※プレート別売

	コード	 サイズ	 参考価格
		0201-1	 8インチ	 ￥5,900
	0201	 12インチ	 ￥7,375
		0202	 14インチ	￥10,000
	18003	 16インチ	￥13,475

ポリッシャー・自動床洗浄機に付けてご使用ください。

	コード	 サイズ	 入数	 参考価格	
	7-41	 13インチ	 3枚/ケース	 ￥4,875／枚
	7-42	 15インチ	 〃	 ￥5,625／枚
	7-43	 17インチ	 〃	 ￥6,375／枚
	7-44	 20インチ	 2枚/ケース	 ￥9,500／枚

エンボスパッドネオ
今まで取れなかった凸凹面の奥の汚れをキレイに落とす!洗剤
は少量でOK!抜群の泡立ちで洗剤使用量も削減。非金属、
研磨剤ナシなので、デリケートな床材にも安心です。

参考価格	　￥1,250／枚
（1ケース6枚）

サイズ：24×10.5×27cm
エンボスパッドネオ ハンドパッド エンボススポンジ別売の「ソニカルベルクロ

パッドホルダー」に付け
てご使用ください。

18565-1 18566

在庫限り

	コード	 番手	 参考単価
	1261	 ＃	8	 ￥10,000
	0727	 ＃30	 ￥5,350
2153	 ＃60	 ￥3,650
1834	＃120	 ￥3,450

在庫限り

在庫限り
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リ
ッ
シ
ャ
ー
関
連
・
自
動
床
洗
浄
機

スコッチブライト

サーフェスプリパレーションパッド（SPPパッド）
洗浄剤・はくり剤を使用せずワックスを洗浄・
はくりし足し塗りできます。部分補修に最適。 

	コード	 サイズ	 参考価格
	14725	 13インチ	 ￥3,160／枚
	14726	 15インチ	 ￥4,110／枚
	14727	 17インチ	 ￥4,743／枚
	14728	 18インチ	 ￥5,058／枚
	14729	 20インチ	 ￥6,008／枚
	（5枚／ケース）
	14734	 ハンドパッド	 	￥1,423／枚
 （20枚／ケース）ハンドパッド

117×254mm

●ワックスの表層除去に。
●狭い面積の作業に。

ツイスター
ダイヤモンドパッド
フロアパッドの繊維に微細な人工ダイヤ
モンドを組込むことで、ワックス層を磨き
ながら汚れを落とす画期的なフロアパッド
です。従来のメンテナンスで毎回行って
いたワックスの重ね塗りの必要がなく、
頻繁なワックスはくりの必要もありません。

13・15・17・18・20・24インチ

すべての床フロアに使用可能！

詳しくは111 ページをご覧ください。

	コード	 サイズ	 参考価格
	1704-23	 9インチ	 ￥3,612／枚
	1704-11	 13インチ	 ￥6,405／枚
	1704-9	 15インチ	 ￥8,001／枚
	1704-12	 17インチ	 ￥9,870／枚
	1704-17	 18インチ	 ￥10,395／枚
	1704-10	 20インチ	 ￥12,464／枚
	（3枚/ケース）
	1704-25	 ハンドパッド	 	￥2,815／枚
 （20枚/ケース）

スコッチブライト SPPファイン
洗浄しながら樹脂ワックス表面を磨き、なめらかに調整するのでワックス
の重ね塗りの簡素化ができ、作業時間の短縮が可能。	

研削力：汚れとワックスの除去性能
数値は相対的なワックス研削力（水使用時、黒パッドを100として）

高低

滑らか

仕
上
が
り
面
の
平
滑
性

白パッド

赤パッド

青パッド

緑パッド

茶パッド

黒パッド

ハイプロ

エキストラ

粗い

ファイン

ファイン
＋

アルカリ洗剤

黄パッド

シリーズ

一般フロアパッド

既存のフロアパッドと シリーズの違い

スコッチブライト

SPPエキストラ SPPパッドの新バージョン。高い研削力と目
詰まりの起こしにくさの両立と、パッド厚約
20㎜を実現。 

ハンドパッド
115×250mm

ハンドパッド
115×250mm

	コード	 サイズ	 参考価格
	1704-7	 9インチ	 ￥3,450／枚
	1704-2	 13インチ	 ￥6,008／枚
	1704-1	 15インチ	 ￥7,528／枚
	1704-3	 17インチ	 ￥9,195／枚
	1704-6	 18インチ	 ￥9,743／枚
	1704-4	 20インチ	 ￥11,695／枚
	（5枚／ケース）
	1704-5	 ハンドパッド	 ￥1,780／枚
	（20枚／ケース）

●積層したワックスの除去に。
●広い面積や自動床洗浄機での作業に。

i-mop
フラットモップと自動床洗浄機の長所を１台に集約! 
まるでフラットモップを扱うかのように、片手でも軽
やかに取り回すことができ、フルサイズの自動床洗浄
機と同等以上の生産性。

コードレスなので自由自在な動きが可能！  2つのブラシで操作性が安定し、
初めての方が使っても左右に振られる事がありません。

i-mop	XL i-mop	XXL i-mop	Lite
洗浄幅 46cm 62cm 37cm
ブラシ回転数 	350rpm 350rpm 500rpm
稼動時間（グレーバッテリー） 40分〜90分 60〜80分 45分
充電時間80％充電
（スーパーチャージャーで充電した場合） 1時間 1時間 ――

充電時間100％充電 4時間 4時間 6時間
タンク　洗浄/汚水 4L/5L 5L/5L 3L/最大5L
ブラシ圧 22kg 30.5kg 16kg
高さ×幅×奥行き 120×50×38cm 124×64×33cm 120×43×34cm
重量（本体） 25.3kg 21.5kg 11.5kg

機種 機能 参考価格

i-mop	XL	本体
（ブラシ付き）

Bacic ¥445,500
Plus ¥491,500
Pro ¥514,200

i-mop	XXL	本体
（ブラシ付き）

Bacic ¥690,800
Plus ¥771,320
Pro ¥822,250

i-power	9	（1個） ¥58,300
i-power	9	（2個） ¥105,600
i-power	14	（1個） ¥74,250
i-power	14	（2個） ¥132,000
iシリーズ用コード付充電器 ¥52,250

i-mop	Lite	
本体セット

（バッテリー・充電器込み）
¥536,800	

i-mop XL i-mop XXL i-mop Lite

搭載機能 Basic Plus Pro
電磁弁詰まり防止フィルター ○ ○ ○
フローティングホールドシステム ○ ○ ○
バッテリーセーフティーガード ○ ○ ○
コントロールパネル ○ ○ ○
スプラッシュガード ○ ○ ○
電子スイッチ ー ○ ○
タイマー表示 ー ー ○
コーティング ー ー ○

清
掃
幅  

46  

㎝

清
掃
幅  

62  

㎝

清
掃
幅  

37  

㎝

	コード	 品名	 	 参考価格
	18364-6	 BR	30/4C	 コード式	 ￥300,000
	18364-8	 BR	30/4C	Bp	 バッテリー1個・充電器付	 ￥343,800	
		 	 	 （標準セット）

ハンディースクラバー
ケルヒャー

BR 30/4C
BR 30/4C Bp
ハンディタイプの洗浄機。操作が
簡単でメンテナンス性も優れてい
ます。ヘッド部分の高さがわずか
7cmで、今まで床洗浄機が入れな
かった設置物の下も清掃可能に。
電源：
●AC100V	（BR	30/4C）	
●バッテリー	（BR	30/4C	Bp）	
作業幅：300㎜
タンク容量：洗浄4L・汚水4L

コンパクトオートスクラバー
ペンギン My16 Ｂ
コンパクトで抜群の小回り！360度
回転も簡単。くるくるとスムーズに
回転して狭い場所も隅までキレイ。
ブラシデッキ連動スクイジー搭載。
ブラシデッキの中心部から給水する
ので水の飛び散りが少なくスプラッ
シュガードが不要です。
ブラシ径：410㎜　スクイジー幅：450㎜
タンク容量：清水22L・汚水20L
ブラシ圧：20kg
サイズ：685×430×975㎜
重量：42kg（本体）
連続稼働時間：90分

リンレイ 

ハイジェニック
オートモップ
モップ感覚で使える、かんたん自動
床洗浄機。360°動くハンドルで狭
く低い場所でも楽々洗浄。
洗浄方式：シリンダーブラシ
清掃幅：340ｍｍ　
サイズ：445×395×1295mm
重量：10kg　
タンク容量：清水1.2L・汚水1.0L　
稼働時間：約50分　
バッテリー（Li-ion）25.6V/5.2A	脱着可能
充電時間：約3.5時間

自動床洗浄機 小型タイプ

	 コード	 参考価格
	 77-8	 ￥809,000
	 	 （バッテリー込）

	 コード	 参考価格
	 23522	 ￥370,000

16
インチ

手押式自動床洗浄機
ペンギン バイパー AS4325B
汚水の吸い残しのないブラシデッキ連動
スクイジー、作動音を低減するエコモー
ド、操作しやすい大型ハンドルなど、使い
やすい特長を備え、しかも圧倒的なコスト
パフォーマンス！女性でも年配の方でも、
どなたでも簡単便利に床洗浄が行える安
心タイプです
パッドサイズ：17インチ（430mm）　
パッド圧：19kg　洗剤タンク：25L　
回収タンク：25L　洗浄幅：432mm　
処理能力：775㎡/h　連続稼動：120分-150分
騒音レベル：通常モード67dB/低騒音モード63dB
　サイズ：長さ×幅×高さ：1020×485×647mm
　重量：134kg（バッテリー込）

	 コード	 参考価格
	 23490	 ￥750,000

12
インチ

充電式小型床洗浄機
ケルヒャー

BD30/4C Bp
業 務用でありながら、バッテ
リー充電式の小型床洗浄機です。
１２０分の充電時間で、約６０
分稼動可能です。洗浄水タンク・
汚水タンク・ブラシ・スクイジー
の着脱や交換は工具無しで簡単
に行えます。
清掃幅：280㎜　吸引幅：325㎜
タンク容量：清水3L・汚水3.6L
ブラシ圧：40g/c㎡
サイズ：555×375×1050㎜　
重量：19.8kg（バッテリー込み）
連続稼働時間：約60分

	 コード	 参考価格　
	18364-10	 ￥428,000

バ
ッ
テ
リ
ー
タ
イ
プ

バ
ッ
テ
リ
ー
タ
イ
プ

使用後は、ハンドルを
折畳み、縦置き収納
出来ます。

12
インチ

歩行型スクラバー
テナント T2
テナント最小のバッテリーマシ
ン。メンテナンスフリーバッテ
リーと、どこでも充電可能な内
蔵チャージャー標準搭載。小型
自動床洗浄機のスタンダードモ
デル。
洗浄幅：430mm　
洗浄液タンク：26L
汚水回収タンク：36L
平均清掃能力：800㎡/h　
接地圧：23kg

	コード	 参考価格
	010-1	 ￥910,900	（標準セット）
・密閉式バッテリー
・パッドドライバー
・洗浄用パッド1ケース	付

自動床洗浄機 17インチクラス

小型床洗浄機  蔵王産業

スクラブメイトミニ
360B
コンパクトボディなのに強い洗浄力。
稼働時間はクラス最長の最大1時
間45分。ブラシ追従型カーブドスク
イジーなので、吸い残し無し。
清掃幅：360㎜　スクイジー幅：440㎜
洗浄面積：最大1440㎡/h
タンク容量：清水12.5L・汚水18L
ブラシ圧：160g/㎠
連続稼働時間：最大1時間45分
サイズ：870×440×495㎜（収納時）
重量：65kg（本体）

	 コード	 参考価格
	 4906-9	 ￥675,000

14
インチ

ケルヒャー

BR30/1C BP
モップ清掃に比べ最大20%優れた清掃効
果と60%早い乾燥。清掃時間を最大50%
削減。独自の洗浄剤との併用で床拭き掃
除と同時に除菌まで。
清掃幅：300㎜　洗浄方式：ローラーブラシ
サイズ：340×305×1200mm　重量：10kg
タンク容量：清水1L・汚水0.7L		
サイズ：685×430×975㎜	
稼働時間：最大60分　
バッテリー（Li-ion）：18V	脱着可能
充電時間：（急速充電アダプター）39	/	65分

	 コード	 参考価格
	 23449	 ￥167,000
（バッテリーパワープラスセット）

17
インチ

17
インチ

バ
ッ
テ
リ
ー
タ
イ
プ

バ
ッ
テ
リ
ー
タ
イ
プ

ローボディー＆ハン
ドル折りたたみ式

強洗浄 中間洗浄 日常洗浄 バフィング用

赤 黄 SC SG

2番目のステップとし
て、イエローパッドは
床面を整えツヤを出し
ていきます。

ワックス床表面の洗浄
+研磨効果を高め「よ
りツヤを出す」洗浄用
パッドです。

使い古された石材床
の重度の汚れ用に。
傷やシミを効果的に
除去し、 次のツイ
スター工程の準備に
ご使用下さい。

白 緑 SCパッドで洗浄後
のバフィングにより
ツヤを上げ、より
ワックスの塗膜を強
靱にします。

最初のステップとして
小さな傷や汚れを除去
し、ツヤを上げるため
の基礎作りをします。

最終ステップで床面を
仕上げます。 日常・定
期的に使用すれば光沢
の維持を実現します。

既存のフロアパッドと
SPPシリーズの違い
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自走式／手押式 自動床洗浄機
C×S

Swingo 755B
/17インチ
Swingo 855B
/20インチ
コンパクトで使いやすく、あらゆる
場所でのフロア洗浄に狭い場所で
も優れた操作性を発揮します。大
容量40Lタンクでタンク給排水時
間を短縮できます。
洗浄幅：430mm　洗浄液タンク：40L
汚水回収タンク：40L
清掃能力：1935㎡/h（Power）、
1290㎡/h（Eco）
パッド圧：43kg（Power）、40kg（Eco）
連続稼働時間：約2時間　
サイズ：L1160×W475×H1195㎜　
重量：120kg（Power）、115kg（Eco）
※バッテリー含む
※スペックは775Bの場合。

	コード	 　　品名	 　　タイプ	 参考価格
	23523	 Swingo	755B	 自走式（Power）	 ￥1,529,540
	23523-1	 Swingo	755B	 手押式（Eco）	 ￥1,251,440
	23523-2	 Swingo	855B	 自走式（Power）	 ￥1,383,540
	23523-3	 Swingo	855B	 手押式（Eco）	 ￥1,599,060
	 	 	 	 （本体+チャージャー+パッド台）

自動床洗浄機 17インチクラス

自動床洗浄機
リンレイ Rook17快α
パッド台仕様
インテリジェントサイレンスシステ
ム搭載ハイスペックモデル。充実し
た基本性能に加え、心理音響技術
を駆使した『静音モード』、『新型パッ
ド台脱着システム』、『加圧機能』な
どを搭載。
洗浄幅：432mm	
洗浄液タンク：30L	汚水タンク：30L
清掃能力：約800㎡/h　
パッド圧：弱20㎏	中32㎏	強46㎏
連続稼働時間：弱2時間/強1時間45分
サイズ：1040×502×842ｍm
重量：128ｋｇ（バッテリー含む）

	 コード	 参考価格
	 6095-1	 ￥1,230,000	
	 6095-3	 静音セット	￥52,800	

（ルーク17快アルファ）

自動床洗浄機 20インチクラス

リンレイ 

アンテア50BT
充実の洗浄力・吸水力にコスト
パフォーマンスを加えたこれか
らのグローバルスタンダードマ
シン。節水・節電に役立つ「ECO
モード」機能も搭載。オフィスビ
ル・商業施設に最適。
洗浄幅	500mm　
清水／汚水タンク	40／60Ｌ　
パッド圧	23kg
清掃能力	2,000㎡/h
バッテリー	メンテナンスフリーバッテリー
本体寸法	Ｌ1175×Ｗ595×Ｈ995mm
スクイジー幅	800mm　
稼働時間	2.5h
本体重量	147kg
	 コード	 		参考価格	
	 21648-1	 ￥1,600,000

20
インチ

歩行型スクラバー自走式
テナント T300
ヘッドタイプはディスク、シリ
ンダー、オービタルの3 タイプ
をご用意しました。洗浄方式
も電解水洗浄技術ec-H2O 
ナノ ク リ ーンTM（ec-H2O 
NanoCleanTM）、洗剤の併
用を可能にする「SE スイッチ」
を標準装備。様々な床のタイ
プに合わせてご使用いただけ
る床洗浄機です。
洗浄液タンク：42L
汚水回収タンク：53L
洗浄面積（最大）1858㎡/h
洗浄面積（標準・通常）1388㎡/h　

■主要構成参考価格
	 コード	 品名	 参考価格
	 21620	 T300		ディスク/スタンダードパネル	 ￥1,648,500
	 21620-1	 T300		ディスク/プロパネル	 ￥1,728,500
	 21620-2	 T300		オービダル/スタンダードパネル	 ￥1,785,750
	 21620-3	 T300		シリンダー/スタンダードパネル	 ￥1,660,000

新技術 「電解水洗浄技術ec-H2Oナノクリーン」標準装備!

20
インチ

ケルヒャー

BD 50/55 W 
Classic Bp
新開発のパラボリック（放射線
形状）スクイジーでクラス最
高の汚水回収力を実現。本体
の高さを抑えることで、前方
の視認性を改善。衝突の危険
性を軽減します。コンパクトボ
ディに55Lの大容量タンクが
給排水の回数を減らし作業効
率をUPします。
清掃幅	洗浄/吸引	510/850㎜　
最大清掃能力	2,550㎡/h　
清水／汚水タンク	55／55Ｌ
パッド圧	27kg　
ブラシ回転数	140rpm　
質量バッテリー込み	約155kg　
本体寸法	L1328×W610×
H1073mm

20
インチ

	コード	 モデル	 参考価格
	23394-2	 標準モデル（2時間）	￥1,017,000
	23394-1	 3時間仕様モデル	 ￥1,065,000

17
インチ

20
インチ

17
インチ

17
インチ

20
インチ

自動床洗浄機
アマノＥＧ-1/EG-2
どなたにでも運転しやすい操作
性と、安全な清掃作業が行なえ
る視認性が向上。また散水量を
３０％カットして節水性を高め
排水処理コストも抑制。Ｖ型ス
キージにより汚水回収率も向上
し、二度拭きの手間を省けます。
EG-2は、EG-1のコンパクト性を
そのままに、洗浄幅を20イン
チに拡張したモデルです。
洗浄幅：432mm（EG-1）
　　　		508mm（EG-2）
洗浄液タンク：33L
汚水回収タンク：33L

	 コード	 機種名	インチ	 参考価格
	21656-1	 EG-1	 17	 ￥1,122,000
	21656-2	 EG-2	 20	 ￥1,188,000

	　　参考価格	（標準セット）
T7/ec-H2O/	650mm	￥3,254,300

乗車型スクラバー
テナント T7
抜群の旋回性とコンパクトな乗車型
で、広いエリアも効率良く洗浄しま
す。電解水とマイクロバルブで洗浄
するec-H2O仕様です。
洗浄幅：650mm　洗浄液タンク：110L	
汚水回収タンク：140L（消泡空間30L含む）
平均清掃能力：2530㎡/h
接地圧：35・55・75kg

搭乗式自動床洗浄機
C×S

スウィンゴ2100マイクロ
ボディ幅58cm、スクイジー幅63cm
と圧倒的なスリムボディ。これまで
サイズが理由で搭乗式洗浄機を使
用できなかった狭い場所でも安心し
てご使用できます。
清掃幅55cm11インチ×2　
スクイジー幅63cm　清掃能力2100㎡/h		
連続稼働時間3時間		
タンク容量（清水70L／汚水72L）		
重量300Kg		
サイズL138×W58×H128cm

	コード	 品名	 参考価格		
	21655-4	 本体のみ	 ￥2,832,500
	21655-5	 チャージャー	 ￥138,860
	21655-6	 パッド台11インチ	 ￥15,450／台	

立ち乗り式床洗浄機
ケルヒャー

BD 50/40 RS Bp
立ったまま搭乗して操作するので、
視界が広く安全性が高まります。コ
ンパクトな本体なので、大型機種が
入れないような狭い場所も作業が
可能です。操作は簡単で作業者を
選びません。メンテナンスも簡単。
電源	バッテリー36V　
清掃幅	20インチ
タンク容量	洗浄40L/汚水40L　
ブラシ面圧	20kg　
作業時間	約3時間
	 コード	 参考価格
	 21658-4	 ￥2,066,000

立ち乗り式床洗浄機
テナント T350
障害物のあるスペースでも高い生
産性と優れた機動性を発揮します。
ec-H2Oナノクリーンシステムやス
マート・フィル自動バッテリー補水
も標準装備。  
	コード	 モデル	 参考価格	
	21620-9	 20インチ	￥2,257,500
	21620-10	 24インチ	￥2,467,200

※プロパネルは8万円高

搭乗式床洗浄機

立ち乗り式床洗浄機

13
インチ ×2

※その他
洗浄幅800㎜（ディスクヘッドタイプ）
洗浄幅700㎜（シリンダーヘッドタイプ）
もございます。

11
インチ ×2

20
インチ

 電解水洗浄技術「ec-H2Oナノクリーンテクノロジー」
 洗剤噴霧を可能にするSEスイッチ
 自動バッテリー補水システム「スマート・フィル」標準装備。

24
インチ

20
インチ

21620-8

リンレイ 

アンテア50BTO
高速微振動がセラミックタイル
の洗浄に優れた効果を発揮。
日常清掃にも優れ、食品スー
パーやショッピングセンターに
最適。
洗浄幅	500mm　
清水／汚水タンク	40／60Ｌ　
パッド圧	25kg
清掃能力	2,000㎡/h		
ECOモード（静音）あり
バッテリー	メンテナンスフリーバッテリー
本体寸法	Ｌ1071×Ｗ591×Ｈ1009mm
スクイジー幅	800mm
稼働時間	2.5h　
本体重量	181kg
	 コード	 		参考価格	
	 21648-13	 ￥1,850,000

高速振動式自動洗浄・研削機
蔵王産業

マイクロマグ600抗菌
ポリッシャーを超えたパワーと床
洗浄機のスピードがドッキング。
超高速振動テクノロジーで均一で
ムラのない洗浄・研削を実現。ス
クエア（長方形）ヘッドは、17インチ
スクラバー並みのボディーであり
ながら洗浄幅は24インチ。壁や陳
列棚の際まで確実に洗浄・研削で
きます。 
洗浄・研削幅	10mm
接地圧	最大68kg
運転可能時間	最大2時間
洗剤タンク	38L	回収タンク	40L
洗浄面積	最大2870㎡/h

自動床洗浄機 振動式

24
インチ

20
インチ

 電解水洗浄技術「ec-H2Oナノクリーンテクノロジー」
 洗剤噴霧を可能にするＳＥスイッチ
 自動バッテリー補水システム「スマート・フィル」標準装備。

自動床洗浄機 26インチクラス

ディスク650㎜ ディスク700㎜ シリンダー700㎜ オービタル
スタンダードパネル、
液入り式バッテリー、
パッドドライバー、
洗浄パッド1ケース

スタンダードパネル、
液入り式バッテリー、
パッドドライバー、
洗浄パッド1ケース

スタンダードパネル、
液入り式バッテリー、
シリンダーブラシ
（ポリプロピレン）

スタンダードパネル、
液入り式バッテリー、
洗浄パッド1ケース

	コード		21620-4 	コード		21620-5 	コード		21620-6 	コード		21620-7

￥2,301,500 ￥2,417,900 ￥2,396,100 ￥2,510,900

ディスク型

シリンダー型

オービタル型

歩行型スクラバー自走式
テナント T500
独自の洗剤を使用しない洗浄技術ec-H2O ナノク
リーンテクノロジーを搭載｡電解水+ナノバブルの洗
浄力で､清掃コストと環境負荷を削減｡世界初「バッテ
リー液自動補水｣システムで面倒なバッテリーの補水
作業を自動化。

	 コード	 仕様	 参考価格
	0087-15	 標準仕様	 ￥2,200,000
	 23454	 シールドバッテリー仕様	 ￥2,300,000
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バッテリー各種
コード 品番 参考価格 コード 品番 参考価格

13443-1 EB25 ￥31,625 3650 EB145 ￥126,500

13985 EB35 ￥41,525 1516-3 EB160 ￥145,750

1516 EB50 ￥57,750 13031 SER38-12 ￥47,575

13443 EB65 ￥50,875 13602-1 SLH65 ￥103,950

2335-3 EB100 ￥55,825 13602-2 SLH100 ￥134,750

13360-1 EB120 ￥105,875 13602-3 DSC90 ￥132,825

1342 EB130 ￥117,750

※端子タイプ（TE・LER）をご指定ください。

バッテリー式歩行型バーニッシャー
テナント B5
HEPAフィルター採用で細かいダストを回
収し飛散を防止します。接地圧は3段階の
自動調整式。床の凹凸に柔軟に対応し、ム
ラなく均一な仕上がりに。ノイズレベルも
静音63ｄｂ。
パッド径：20インチ
作業面積：最大1900㎡/h

	 コード	 標準セット参考価格
	 6170-1	 ￥1,400,400	

	 品名	 参考価格
	本体	 ￥10,400,000	
	 ソフトウェア料金	 3年	￥4,492,800
	 チャージャー	 ￥149,960

バーニッシャー

静音設計63dB
HEPAフィルター

プロパンバーニッシャー
アマノ ST-24N/28N
プロパンガスを燃料としたバフィングマシン。
広面積のフロアを短時間で磨き上げます。

■ST-24N
　清掃幅：610mm　
　清掃能力：2400㎡/h		
　24インチパッド

■ST-28N
　清掃幅：710mm　
　清掃能力：2800㎡/h
　28インチパッド

	コード	 品名	 参考価格
	4825-6	 ST-24N	 ￥1,639,000
	4825-7	 ST-28N	 ￥1,815,000

24
インチ

28
インチ

大規模面積に
プロパンガス
パワー

20
インチ

コード式バーニッシャー
テナント 2370
2100rpmの高速回転で抜群の光沢復元性。
作動音も66dB/Aと静かで、時間と場所を
気にせず作業ができます。
パッド径：20インチ
電源：AC100V・コード長23m
回転数：2100rpm		重量：40kg
パッドモーター：970W

	 コード	 参考価格
　	05-5	 ￥449,400
・ナチュラルヘアパッド1ケース付

20
インチ

自律走行式 ロボット床面洗浄機
アマノ EGrobo
障害物回避機能を搭載することで安全性
を向上させ、さらに清掃能力を60％アップ
しました。（※当社製品比）。
洗浄幅：650cm　
タンク容量：清水65L/	回収65L　
サイズ：780×1200×1000mm		重量：310kg
　	参考価格				￥オープン

Al搭載清撮ロポット
テナント T7 AMR / T380AMR
最先端のAl機能・自律清掃技術（無人清掃：自動走行＋
自動清掃）搭載。ec-H20 ナノクリーン技術採用。給排
水不要で約3 時間連続清掃可能。「Brain OS」採用。

20インチ自動床洗浄機ロボット
C×S ロボスクラブ20

「Brain OS」採用。ティーチング方式の洗
浄機ロボット。
清掃幅：20インチ（51cm）	スクイジー幅：68cm
清掃能力：約1500㎡／時間
連続稼働時間：約3時間　
サイズ：120×74×115cm
重量：245kg（バッテリー含む）
電源DC24V（12V×2）

※ロボット床洗浄機は別途保守契約
　プランへの加入が必要となります。

ロボット床洗浄機

21656

23482-1

2348223481

バッテリー液
バッテリー補充液の
お得用タイプ。	20L
参考価格　			￥4,000

1785

T380AMR T7AMR
クリーニング幅 20インチ 26インチ
洗浄タンク 76L 110L
パッド加圧 約40kg 約85kg
現場面積（目安） 3000〜10000㎡ 6000〜16000㎡
参考価格 ￥オープン ￥オープン

強アルカリ
イオン電解水生成機

ZKシリーズ
純水生成ユニットを内蔵。生成される電解水は
ウォータースポット（水シミ）の要因であるカルシ
ウムを含みません。精密機械の洗浄にも最適です。

●小型コンパクトタイプ（全幅350mm）で設置場所を選びません。
●合成界面活性剤や溶剤などの環境汚染物質の含有量ゼロ。
●界面活性剤を含まないので、すすぎ作業が大幅に減少。
●除菌・ウイルスの失活・消臭効果もあります。 
　※すべての細菌やウイルスに有効ではありません。
●純水のみの抽出も可能です。

洗剤成分ゼロで使用後は水に戻るので、すすぎもいらない環境にも優しい夢の洗浄水。

ユダ エコパワー洗浄水
エコロジーでエコノミーなスーパーイオンクリーナー。タバコのヤニ・ガラス
窓・キッチン回り・冷蔵庫・炊飯器・レンジ・エアコン・トイレの洗浄に、希
釈せずにそのまま使用します。強力なアルカリパワーで汚れを分解洗浄。

	 コード	 容量	 参考価格
	14347	 4L×4本	 ￥2,000／本
	14347-1	 18L	 ￥8,000

	 コード	 容量	 参考価格
	 14131	 4L×4本	 ￥3,000／本
	14131-1	 18L	 ￥12,000

ユダ ハイパワー洗浄水
ハイパワー洗浄水はきれいな水をさらに磨いて純水にしたものを、電気分解し
たこだわりの強アルカリ電解水です。pH12.5の超アルカリイオン水が優れた
洗浄力を発揮！タバコのヤニ・ガラス窓・キッチン回り・冷蔵庫・炊飯器・レンジ・
エアコン・トイレの洗浄に。原液～100倍希釈して使用してください。

1回のセットで最大10時間の連続生成が可能！ （ZKリミテッド）

スコッチ・ブライト
ハンドパッド取替え用 左記パッドホルダーに取付けて

使います。

パッドホルダー No.6472
清掃しにくい厨房機器の下も楽々クリーニング
	コード	 品名	 参考価格
	0145	 本体　4箱入	￥9,038／箱
	2578	 ハンドル	 ￥1,100／本

ベルクロパッド
ホルダー
ハクリから保守までカバー
	 コード	 参考価格
	 CG10103	 ￥2,000／個

パッドクリップ（4個入）
パッドの落下防止用クリップです。パッドの
サイド面に差し込んでホルダーを挟み込み、
落下を防止します。
	 参考価格	 4個入り￥500

ベルクロパッドホルダー
3M ハンドブロック No.6473
 手 作 業 用 ホ ル ダ ー。茶 パ ッ ド （ サ ビ 取 り
用 ） 、 白 パ ッ ド （ 装 飾 磨 き 用 ） 各 1 枚 付 で す 。

	コード	 	 参考価格
	1398	 1ケース4箱入	￥8,343／箱

コード 	名	称	 色 サイズ㎜ 参考価格 入れ目
1704-5 ハンドパッド	SPPエキストラ 茶 115×250 ￥1,780/枚 5枚/袋、	4袋/ケース
14734 ハンドパッド	サーフェスプリパレーション	(SPP) 茶 117×254 ￥1,423/枚 20枚/ケース
1704-25 ハンドパッド	SPPファイン えんじ＆

オレンジ 115×250 ￥2,815/枚 5枚/袋、4袋/ケース
3571-5 セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド	 白・灰 115×250 ￥1,495/枚 5枚/袋、4袋/ケース
0140 ハンドパッドNo.8541 茶 115×250 ￥990/枚 5枚／袋、4袋/ケース
0141 ハンドパッドNo.8242 青 115×250 ￥958/枚 5枚/袋、4袋/ケース
0142 ハンドパッドNo.8343 赤 115×250 ￥818/枚 5枚/袋、4袋/ケース
0143 ハンドパッドNo.8440 白 115×250 ￥715/枚 5枚/袋、4袋/ケース
2473 ハンドパッド緑 緑 115×250 ￥1,108/枚 50枚/ケース
2363 ハンドパッド黒 黒 115×250 ￥975/枚 50枚/ケース

本体	95×227㎜

本体	95×230㎜

本体	95×227㎜

ボルトロックホルダー
作業中にパッドが脱落しません。
	コード	 品番	 　　品　名	 参考価格
	0264-1	 P-100HN	 ボルトロックホルダー	 ￥3,000
	0264-2	 PAG-100	 ボルトロックパッド（緑）	 ￥1,000
	0264-3	 PAB-100	 ボルトロックパッド（黒）	 ￥1,000

洗浄用
（緑）

はく離用
（黒）

	 コード	 品番	 参考価格
	 3385	 P-100H	 ￥2,600

スプラッシュ・パッドホルダー
ハンドルを前後左右に倒すことができるユニバー
サルジョイント採用。 サイズ：W23×D9.5cm

■ハンドルは100 ページの「クレンリネスハンドル」をご使用ください。

T7	AMR

T380AMR

5499-1

ｐＨ13.1の強アルカリイオン電解水を
手軽に生成できる小型タイプ新登場！

■ZKリミテッド 18341-3
電源：100V　消費電力：250Ｗ　
サイズ：W355×D470×H1175mm　重量：42kg
参考価格　￥1,480,000	
※寒冷地仕様は￥96,000アップ

■ZKミニ 21878
小型コンパクトで、外食産業などの各店
舗、病院、介護施設などに最適です。
電源：100V　消費電力：200Ｗ
サイズ：W245×D256×H638mm　重量：9kg
参考価格　￥495,000

■ZKプレミアム 2330-1
電源：100V　消費電力：250Ｗ　
サイズ：W355×D470×H1155mm　重量：40kg
参考価格　￥1,150,000	
※寒冷地仕様は￥96,000アップ

病院・介護施設の清掃に	 外食産業の店舗清掃に

強アルカリイオン電解水生成機



アップライトバキューム ロボット掃除機

スイーパー

高性能44Ｖリチウムイオンバッ
テリー搭載で、連続清掃時間最
長50分！ 充電時間は約2時間。 
5.0kg（バッテリー含む）の軽量
設計

◦本体サイズ：W33×D26×H113cm
◦清掃幅：33cm　◦清掃面積：300㎡		
◦重量：5.0kg		◦集塵バッグ容量：4.5L
◦運転音：70db	◦モーター：480w	
◦バッテリー：44V2.9Ahリチウムイオン
◦清掃可能時間：最大50分
◦充電時間：約2時間		
◦バッテリーサイクル：約500回
◦モーター保護装置、
　ヘッドライト付		
◦付属品：バッテリー×1、
　充電ケーブル×1、
　専用フィルターバッグ×1	

掃除機・ウェットバキューム・スイーパー
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AI清掃機  
Soft Bank Whiz i
最先端の独自AIで、自在に自律清掃。清
掃したいルートを手押しでティーチングし
ます。2回目以降はスタートボタンを押す
だけで記憶したルートを自律清掃します。
複数ルートの記憶も可能です。
充電時間：約4時間　運転時間：約3時間（ノーマル
モード）、約1.5時間（パワーモード）　清掃能力：約
500平方メートル／時間　集塵容積4.0L（紙パック）
　サイズ：W474×D455×H653mm　重量：35kg

マキタ

ロボットクリーナー 
RC300DZ
マッピング機能で清掃カバー率約95%

（600m²時の参考値）&スマホアプリで
清掃エリア設定可能。
充電時間：約45分　運転時間：最大約4時間　
集塵容量：3L　サイズ：幅500×奥行500×高
さ1204mm　重量：10.6kg

　参考価格　　￥298,000
（バッテリー・充電器は別売です）

RC200DZSP
充電時間：約45分　運転時間：最大
約200分　集塵容量：2.5L　サイズ：
幅460×奥行460×高さ180mm　
重量：6.6kg

　参考価格　　￥115,000
（バッテリー・充電器は別売です）

充電式

バッテリーは129 ページの
「18ｖバッテリー」をご覧ください。

搭乗式バキュームスイーパー
ケルヒャー

KM85/50R Bp
バッテリー駆動でコンパクトな
為、複数階での清掃などでも
エレベーターに乗せて移動す
ることもできます。ダストフィ
ルタは、レバー一つで簡単に清
掃することができ、吸引力を
持続。
電源：バッテリー	24V　清掃幅：
1085㎜（サイドブラシ2個使用）
コンテナ容量：50L		サイズ：
L135×H94×W117cm		重量：
P252kg(バッテリー含む)

	コード	 参考価格
	23488	 ￥2,350,000

手押し式スイーパー 
ケルヒャー 

KM70/20C
屋内でも屋外でも歩きながら簡単
掃除。歩道、倉庫、工場、GS等に。
動力：手押し			重量：23kg
清掃幅：サイドブラシ使用時	70cm
	 サイドブラシなし				48cm
サイズ：L130×H77×W104cm
	 コード	 参考価格
	 18957	 ￥156,000

バッテリー式バキュームスイーパー
蔵王産業

ツインフォース38Li
ソフトとハード２種類のブラシが 2,000rpm
で高速回転することで、粗ゴミから細かなホ
コリまで効率よく回収します。 
吸引幅：38cm　重量：7kg
運転可能時間：最大50分（ハードフロア）
	 コード	 参考価格
	 21657	 ￥258,000

超静音仕様

コードレス

バッテリー式カーペット清掃機
蔵王産業 

シルバー400Ⅱ・600
3種類のブラシと全自動ブラシ接
地圧システムで抜群の清掃力。バッ
テリータイプで電源不要、しかも長
時間稼動。操作は自動制御方式で、
超静音仕様です。
★HEPAフィルター付も有

	 	 シルバー400Ⅱ	 シルバー600
	コード	 5258-10	 5258-20
最大清掃幅	 625mm	 825mm
ホッパー容量	 35L	 35L
バッテリー	 12V30Ah	 12V42Ah
運転音	 50dB/A	 50dB/A
稼動時間	 最大3時間	 最大3時間
重量	 38kg	 41kg
参考価格	 ￥490,000	 ￥730,000

シルバー400Ⅱ

カーペットスイーパー
リンレイ RCS-400
作業効率と回収力を両立したカーペット
スイーパー!新開発ブラシアジャストシス
テム採用でアップライトバキュームを超え
る回収力を実現。大容量バッテリーで連
続稼働時間4時間を実現。
清掃幅：400mm　集塵容量：ダストボックス9L　
清掃能力：1,000m2/h（推奨速度2.5km/h走行時）
　バッテリー：メンテナンスフリーバッテリー
本体寸法：1,010mm×530mm×1,000mm　連
続稼動時間：4.0h（標準モード）　本体質量：55kg
参考価格　　￥650,000

カーペットスイーパー
ペンギン CS-400Li
軽量＆コンパクトボディ。ハンドルは
可動し、適切な高さに調節できます。
また、折りたためるので、収納時に
便利です。
清掃幅：400mm　集塵容量：ダストボックス
6L　本体寸法：713×530×225mm　清掃
能力：1,000㎡/h（理論値）　バッテリー：
LV9N／LV925／LV14　連続稼動時間	
9A/14A：75分／120分　本体質量：27kg
参考価格　（本体のみ）￥525,000

コードレス

コードレス

コードレス

コードレス

コードレス

23478

20784-1

2164821912

	コード	 品名	 販売価格
	23543	 本体	 ￥1,868,400
23543-1	 バッテリー	 ￥132,300
	23543-2	 チャージャー	 ￥64,800
	23543-3	 ホームロケーションコード	 ￥4,300

レンタルも可
￥48,600／月（3か月以上）

	コード	 品		名	 参考価格
TC10100	 トルネード	ローム13	￥148,800
	TC20101	 スペアバッテリー	 ￥49,440
TC20100	 専用ダストバッグ（10枚入）	￥5,580/袋

トルネード ローム13
 コードを気にせずスピーディーな作業！
 最長時間50分・広範囲（約180畳）可能！
 幅広ヘッドと軽量設計で操作性抜群！

エアーラム AR45
 独自のエアロックテクノロジーによりカーペットなど
に入り込んでしまった髪の毛まで吸い取ります。
 圧縮集塵方式採用（容量0.8L）。
  何度でも洗ってずっと使える、 交換不要の三層
構造フィルター採用。

マキタ

VC560DZ
「 4列V字回転ブラシ」を採用。吸込み
用と回転ブラシ用にそれぞれハイパ
ワーブラシレスモータを採用。伸縮
ホース＆アルミパイプ付低騒音 57dB

（静音モード時）。HEPAフィルタ紙パッ
ク式。
集じん容量5L	清掃幅318mm	質量8.9kg	
18V×2本=36V対応		本体のみ
	 コード	 参考価格
	 565	 ￥69,200

フーバー

エボルブ 2 イン 1
ハンディクリーナーにもなり、家具、
階段、車など様々な場所のお掃除が
可能に。18V 4Ahバッテリーと充電器
付きキット。
集じん容量5L	バッテリー駆動時間：最大35分
　充電時間：3〜4時間
	 コード	 参考価格
	 23282-2	 ￥69,800

ネジやクリップなど金属の誤吸引による
掃除機の故障を未然に防ぐ、オプション
のマグネットバー。取付は吸入口バン
パー部分に貼り付けるだけ！
サイズ：全長28.5㎝、幅2.5㎝

	 コード	 参考価格　
	MP2554	 ￥2,500／個

■マグネットバー

Ｃ×Ｓ

センサーXP
センサーが床の状態を感知しブラシの高さを自
動調整しますので大変便利です。
回収タンク：5.3リットル　
消費電力：1200w

	コード	 ノズル幅	 重量	 参考価格
	4224	 12インチ	 8.41kg	 ￥133,590
	0891	 15インチ	 8.5kg	 ￥163,000
	2043				ペーパーバック	 10枚入	 ￥5,050

	コード	 品名	 清掃幅	 重量	 参考価格
	0039-5	 CV	30/1	 310mm	 8.4kg	 ￥90,000
	14869	 CV	38/1	 390mm	 8.8kg	￥129,000

ケルヒャー

CV 30/1・CV 38/1
通常のフィルターバッグと
ケルヒャー独自の合成繊維
フィルターバッグの2種よ
り選べます。
集塵容量：5.5リットル　
消費電力：1150w

NSS

ペーサー12
全米カーペット協会より金賞を受賞。
作業性と価格を追求した小型ドライバ
キューム。
横幅：Ｗ30×Ｄ30×Ｈ125cm		重量：8.6kg		
コード長：12m		紙バッグ容量：5.5L		
フィルター：3段階※HEPAフィルターも装着
可能　音量レベル：67db

	 コード	 品名	 参考価格
	 5698-3	 本体	 ￥99,000
	
5698-5

	 専用紙バッグ
	 ￥6,700	 	 （10枚入り）

	

◦サイズ：W300×D250×H111.5（収納時850）㎜　◦重量：3.3㎏　
◦稼働時間：40分　◦充電時間：４時間　◦容量：0.8ℓ　
◦付属品：バッテリー2個、充電器、
　香りカートリッジ６個、
　リムーバブルツール(髪の毛用)1個

	 品番	 参考価格
	GT10100	 ￥60,000
　　

H
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	 コード	 サイズ	 清掃幅	 重量	 参考価格
	4827-3	 12インチ	 30cm	 8.2kg	 ￥100,000
	4807-4	 14インチ	 36cm	 8.3kg	 ￥114,000
	4807-1	 18インチ	 45cm	 8.7kg	 ￥150,500

リンレイ

スイングバックライト 
1モーターで、シンプルかつ軽快。操作性と使
い易さにこだわったアップライトバキューム。
着脱式電源ケーブルとHEPAフィルターを装備。

※ CV30/1

ビルクリーニング
技能検定
使用資機材

重さ3.3kgの軽量モデル。22Vの
リチウムイオン電池採用で４時間
の充電で40分エアーラムを動かし
ます。１時間の充電でも、10分
程度使うことが可能です。

コードレス

ヘッド高：10.4㎝

コードレス



ドライバキューム  クリーナー
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コーワ 

ふとんクリーナー ひなた
お掃除後、60℃の熱風を循環させて吸いとった
ダニと卵を退治できる。セパレートタイプでふと
んの上をラクに動けます。ワイド吸引ノズルでふ
とん掃除の時間を短縮。
電源：AC100V　消費電力：430W　吸込仕事率：60W　
本体寸法：W250xD250xH165mm　本体質量：3.2kg　
集塵容積：0.22L　　

業務用クリーナー
コーワ tanQest 

 α-1
 家具への傷付きを防止するプロテ
クション素材
 AOS機能（アンチ・オーバーラン・
システム）
 鋼線入り耐久ホース
 電気的安全性・マイコン制御によ
る安全装置

本体仕事率	約500W
消費電力	1,230W　ブラシ幅300ｍｍ・
400ｍｍの2種類を標準セット
集塵容量2.5L　
コードリール7ｍ　
	 コード	 参考価格
	 21868	 ￥111,000

ドライバキューム
リンレイ

RD-ECOⅡR
集塵能力が高く、コードが長く作
業しやすい、乾式タイプのパワフ
ルクリーナー。本体全周にはバン
パーが取り付けてあり、本体はも
ちろん、壁面も傷つけにくい安心
親切設計。ごみ捨てカンタン衛生
的な紙パック方式を採用。
消費電力:1,000W	100V	10.5A
吸込仕事率:300W
運転音:61dB	(JIS規格による)
集塵容量:布袋7L　紙袋5.5L
コードの長さ:8m（着脱式）重量:5.9kg
本体サイズ:W340×D340×H404mm
参考価格　　￥33,0003194-1

日立 ビルメンテナンス業向

業務用ドライバキューム
CV-G1/G2/G3
業界No.1の吸引パワー。小型・軽量
ボディなので、お掃除スムーズ。  コー
ドの長さが15m（G2）もあり作業効
率が大幅にアップするポット型ドライ
バキュームです。

	 コード	 品名	 参考価格
	 0948	 CV-G1	 ￥33,000
	 2379	 CV-G2	 ￥38,000
	 0496	 CV-G3	 ￥50,000

	 G1	 G2	 G3
コード長	 10m	 15m	 10m
スイッチ	 本体	 本体	 手元
集塵袋	 紙パック	 紙パック・布袋	 紙パック

※写真はCV-G2

日立お店向ドライバキューム 
CV-96H・CV-96HS（低騒音・パワーコントロールタイプ）

CV-96H2・CV-96HS2（低騒音・パワーコントロールタイプ）
外から持ち込まれる土砂やホコリ、店内で発生するゴミ等は、日立お店
用掃除機で解決！さまざまな業種の店舗清掃に使えるよう、強力パワー
で運転音にも配慮しています。集塵容量：7L
	 コード	 品名	 吸込み仕事率	 サイズ（本体WDH）	 重量（本体）	 参考価格
	 6766-5	 CV-96H	 360W	 340x330x397mm	 5.9kg	 ￥33,000
	 3158-1	 CV-96HS	 360W〜約100W	 〃	 6.2kg	 ￥50,000	
	 20092	 CV-96H2	 360W	 340x330x397mm	 6.0kg	 ￥38,000	
	 20091	 CV-96HS2	 360W〜約100W	 340x330x397mm	 6.7kg	 ￥58,000	

CV-96H

CV-96HS

CV-96H2

CV-96HS2

日立お店向ドライバキューム 
CV-G1200（軽量タイプ）

CV-G2100（大容量タイプ）
しっかり吸込み、たっぷり集塵。使い
やすい設計です。
吸込み仕事率360W

●鋼板製ボディ	
●使いやすい床用吸口
●	棚用自在吸口	●ブロワー機能
●応用部品スタンド	●コードフック
●大型ハンドル	
●コードの長さ：8mL

	コード	 品名	 集塵容積	 本体サイズ（WDH）	 本体重量	 参考価格
	14841	 CV-G1200	 12L	 388×335×471mm	 5.7kg	 ￥33,000
	1288-3	 CV-G2100	 21L	 388×335×598mm	 6.0kg	 ￥43,000	

CV-G1200 CV-G2100

日立お店向ドライバキューム 
CV-95H2
土砂なども吸込めるパワフルな吸
込力、ボディを鋼板やステンレス製
にしてすぐれた耐久性を追求。さら
に使いやすさも兼ね備えた業務用
設計です。
吸込み仕事率:360W
本体サイズ:W330xD283xH416mm
本体重量：6.8kg
	 参考価格		￥35,000	3452

ドライバキューム
ケルヒャー T7/1
クラシック
プロ仕様のウルトラコンパクト
と 軽 量 化 を 実 現。3層フィル
ターでしっかりとした吸収力を
持続します。7.5Lのコンテナ容
量。吸い残しが少ないため作
業時間を短縮できます。
消費電力：100V/最大950W
集塵コンテナ容量：7.5L
重量：3.5kg
本体サイズ：W375×D285×H310mm
	 コード	 参考価格
	 21083	 ￥27,000	

軽量
3.5kg

21083

業務用ドライバキューム 
Panasonic 

MC-G3000P
清潔で快適な環境づくりに。ハイ
パワー＆高耐久仕様で広い場所も
ＯＫ。ゴミ捨て清潔紙パック式
吸込仕事率：380W　消費電力：1150W
本体サイズ：W274×D359×H423mm
本体質量：6.9kg　運転音：60dB
集塵容積：紙パック5.0L　
電源コードの長さ：8m
	 コード	 参考価格
	 10216	 ￥39,000

参考価格　　￥38,000

業務用ドライバキューム 
Panasonic 

MC-G100P
使いやすい小型軽量の4.9kgで、
高耐久性仕様。
吸込仕事率：250W　消費電力：1050W
本体サイズ：W315×D335×H295mm
本体質量：4.9kg　運転音：60dB
集塵容積：4.0L　
電源コードの長さ：10.0m

1254

■クリーンルーム用 ドライバキュームクリーナーは、135 ページをご覧ください。

	 コード	 参考価格
	 21868-1	 ￥32,000

コードレスドライバキューム
ケルヒャー

T 9/1 Bp
静音設計とコードレスで高い作業
性。搭載のリチウムイオンバッテ
リーは約1,200回充電可能です。
収納時も小スペース。
連続稼働時間：	強24分/エコ60分
騒音値：	62dB
本体サイズ：W420×D325×
H380mm
重量（アクセサリー除く）	7.5kg
コンテナ容量	9L
	コード	 参考価格
	14865	 ￥120,000（本体のみ）

コードレス

コードレスドライバキューム
リンレイ リアルミュート
標準モードで48dBは業界最高クラス
の静音性。バッテリーをボディ中央下
面に配置し、低重心で作業者への追
随性、マシンの回頭性に優れています。
運転音:標準モード48dB/強モード
50dB　連続稼働時間：標準モード	約
90分	/	強モード	約60分
集塵容量：	5.5L(ペーパーバッグ)　
充電時間：約3時間30分　本体サイ
ズ：W410xD340xH510mm　
質量：7.8kg	(バッテリー含む)
	 コード	 参考価格
	 1041-4	 ￥140,000
（本体・バッテリー・充電台のセット価格）

業
界
最
高
ク
ラ
ス
の
静
音
性

コードレス

コードレスドライバキューム
マイティメイド
パワータンクⅢ
コードレス式なのにパワフルな吸引
力。最大連続140分の長時間モー
ドも搭載。
連続稼働時間：	強90分/標準140分
充電時間：	3時間30分
本体サイズ：W485×D350×
H385mm
重量（バッテリー含む）	：7kg
集塵容量（紙パック）：6L

	 コード	 品　名	 参考価格		
	20842	 マイティメイドパワータンクⅢ	 ￥82,500
	1233-1	 専用バッテリーLV-14	 ￥167,500
	7171-5	 充電器CLQ-1	 ￥75,000

	 コード	 品　名	 参考価格		
	0610-8	 Dios	NX	（ディオスエヌエックス）	 ￥126,000
	0610-9	 NX300バッテリー	 ￥93,000
	

コードレス

コードレスドライバキューム
Ｃ×Ｓ

Dios NX
コードレスなのに驚異の吸引力。
最新のデジタルモーター採用で、
コードレス掃除機でも高い吸引
力でしっかりゴミを回収します。
シリーズの洗浄機にも流用可能
な大容量新型リチウムイオン電
池採用。長寿命でバッテリーラ
ンニングコストも削減可能です。

サイズ：340×340×高さ
340mm　重量：7.9kg　
稼働時間:Hiパワーモード
約45分・標準モード75分
　充電時間：約1時間
（80％）・約2時間（100％）
　ダストバック容量：8L
※バッテリーは別売です。

コードレス

NX300
バッテリー
（別売）

	 コード	 21613-4	 14090-11	 22685-1	 21613-5	 22685-2
	 品　名	 18／30	 36／60	 36／75	 18/60	（18V用）	 36/60	（36V用）
	 品　番	 2.445-042.0	 2.042-022.0	 2.445-043.0	 2.445-048.0	 2.445-049.0
	 参考価格	 ￥16,000	 ￥48,000	 ￥61,800	 ￥13,000	 ￥32,000	

 バッテリーパワープラス 急速充電器

ペンギン Li コードレスマシンシリーズ
Li-ion battery Cordless cleaning machine series

バッテリーは19	ページをご覧ください
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コード式ウェットバキューム
（固定スクイジー）
ペンギン

エアスクープJ
1050Wハイパワーモーターと大
型固定スクイジー（58cm）搭載で
強力なバキューム力。より軽量化
(従来比－9.2kg)を図り、使いや
すさ、作業性が大幅にUP！30L
の大容量回収タンク。
スクイジー幅：58cm　
回収容量：30L		
消費電力：1,050w
重量：18.8kg　コード：15m
サイズ：W43.5×H96×D57.5cm
	 コード	 参考価格
	 2171-3	 ￥265,000

ビルクリーニング
技能検定
使用資機材

カート式ウェットバキューム
Ｃ×Ｓバキュマット220T
本体重量がクラス最軽量（19kg）で、
操作や移動が楽に行えます。また、
汚水処理もしやすく改良。静音設計
のため作業場所を選びません。バ
キュームモーターに汚水を吸いこま
ない二重フロート機構で故障のリス
クを低減。
スクイジー幅：64cm	　運転音：64dB	
回収タンク容量：22L

	コード	 仕様	 参考価格
	1151-10	 通常仕様	 ￥154,500
	0447-7	 ビルクリ検定仕様	 ￥175,100
	0446-7	 ワンドスタートセット	 ￥22,660

※ビルクリ検定仕様には、ワンドスタートセットが別途必要です。

小型強力ウェットバキューム
Ｃ×Ｓバキュマット120
コンパクト＆操作性抜群で高耐久
性を兼ね備えた先進ウェットバ
キュームです。オプションのドライ
バキュームセットを付けると、乾
式クリーナーとしてもご使用が可
能です。
消費電力：	850W
タンク容量：ウェット12L
　　　　　	ドライ18L	
コード長さ：10M
本体質量：10kg		運転音：	64dB
本体寸法：440×390×550mm

	コード	 品名	 参考価格	
	1051-9	 本体	 ￥124,630
	0446-7	 ワンドスタートセット	 ￥22,660

水洗いクリーナーヘッド
スイトル
スイトルには、動力部などは
ありません。すでにお持ちの
掃除機につなぐだけ。掃除機
の強力な吸引力を使って、「水
を汚れに噴射する」と「汚れた
水を吸い取る」を同時に行い
ます。吸い取った汚水は本体
の汚水タンクに、空気のみを
掃除機本体に流します。

今ある掃除機の先に取り付けるだけで、水洗い掃除機
に早変わりさせる、世界初のクリーナーヘッドです。

	 コード	 参考価格
	 20885	 ￥16,500清水タンク：500ml

汚水タンク：FULLラインで600ml

コードレスウェットバキューム
（ホーススクイジー式）

WetVac H-12Li
コードレスのためコードの制約か
ら解放されて洗浄作業が早く、効
率的に。しかも小型・軽量・高吸
水力。バッテリーLV-14を２台用意
し、１台で作動させている間、もう
１台を充電することを繰り返すこ
とにより長時間連続稼働が可能と
なります。バッテリー交換も簡単
です。もうブレーカーを落とす心
配も無用です。
連続稼働時間	100分（LV-14使用
時）、本体サイズ	460×380×
585mm、回収容量	12L
重量（バッテリー含む）	8.7kg
	 コード	 参考価格
	 2171-5	 ￥133,000

コードレスウェットバキューム
（固定スクイジー式）

WetVac F-30Li
コードレスのためコードの制約か
ら解放されて洗浄作業が早く、効
率的に。定評あるスクイジー機構
で高い吸水性能と取り回ししやす
い操作性。ヘッド、タンク、カート
部は簡単に分離できます。バッテ
リーLV-14を２台用意し、１台で作
動させている間、もう１台を充電す
ることを繰り返すことにより長時
間連続稼働が可能。汚水排水機
能はタンク取外し方法とタンク後
方回転式の２通り。
連続稼働時間	100分（LV-14使用
時）スクイジー幅：580ｍｍ
本体サイズ（ハンドル含む）	770×
435×960mm
重量（バッテリー含む）	18.7kg
回収タンク容量	30L
	 コード	 参考価格
	 2171-7	 ￥297,500

※バッテリー・充電器は
　別売です。

※バッテリー・充電器は別売です。

バッテリー、充電器が共有で使えます！

ペンギン Li コードレスマシンシリーズ
Li-ion battery Cordless cleaning machine series

バッテリー、充電器が共有で使えます！

ペンギン Li コードレスマシンシリーズ
Li-ion battery Cordless cleaning machine series

バッテリー、充電器が共有で使えます！

ペンギン Li コードレスマシンシリーズ
Li-ion battery Cordless cleaning machine series

1233-1 7171-5

 ポリッシャー BP-150LiⅡ
 ポリッシャー BP-130LiⅡ
 バキューム WetVac H-12Li

 バキュームWetVac F-30Li
 マイティメイド バックパックⅡ
 ブロアーBL-24Li/HP-24Li

バッテリー・充電器が共有で使えます！

  ■共通バッテリー 
    《LV-14》

  ■共通充電器
   《CLQ-1》

ペンギン Li コードレスマシンシリーズ
Li-ion battery Cordless cleaning machine series

参考価格		￥111,430 参考価格￥		50,000

多目的ウェットバキュームリンサー

SR-3Li
1台にウェットバキューム、エクス
トラクション、散水の機能を搭載！
コードレス＆伸縮キャリーハンド
ルで移動もラクラク。ハードフロ
アーでもカーペットフロアーでも
これ1台で便利に使えます。
バキューム連続作動時間：約25分、
散水連続噴射時間：約5分(溶液タ
ンク3L時)、エクストラクション連
続時間約5分(溶液タンク3L時)　
本体サイズ（ハンドル収納時）：Ｗ
280×Ｄ385×Ｈ550mm
重量（バッテリー含む）	6.5kg
溶液タンク容量：3L、回収タンク
容量：3L
	 コード	 参考価格
	 21905	 ￥285,000

バッテリー・充電器は別売です。
標準バッテリー	LV-5

3種類のツールが標準装備！

●ウェットバキュームASSY
●エクストラクションASSY
●散水ノズルASSY
　3種類のツールが標準装備。

ハイブリッド集塵機〈乾湿両用〉 
マキタ 

VC860DZ
バッテリ駆動とＡＣ電源駆動を作
業場所に合わせて切り替えて使え
るハイブリッド電源採用。電源か
ら離れた場所や、人通りが多い場
所などでもラクラクに取り回しで
きます。
吸込仕事率：320W（AC）、70W（DC）、
　消費電力：1050W（AC）
本体寸法：W336×D334×H368mm
本体質量：7.8kg（AC）、9.1kg（バッテリー
含）　運転音：66dB（AC）、58dB（DC）、
集塵容積：8L、吸水量：6L　
コード長：8m（ツナギコード）
　参考価格　　￥80,500

A C 1 0 0 V
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	コード	 品名	 参考価格
	20506	 NT	30/	1Ap	 ￥85,000
	18366-1	 NT	40/	1Ap	 ￥90,000

大容量乾湿両用バキューム
ケルヒャー

NT30/1Ap
NT40/1Ap
堅牢・高品質・高性能！ 工場、車、
家庭、その他あらゆる所で使用で
きる乾湿両用バキュームです。
消費電力：1,300W
タンク容量：30L／40Lコード：7.5m
サイズ：W37×H48×D52.5cm（30/1）
　　W37×H63×D52.5cm（40/1）
重量：11.8/12.4kg

充電式集塵機〈乾湿両用〉 
マキタ 

VC155DZ
コードレス式。吸込仕事率アップ
+低騒音。高剛性アルミタイプの
伸縮パイプには、抜けを防止する
ロック機構を採用。
吸込仕事率：最高105W　電源：18Vリチ
ウムイオンバッテリ×２本
本体寸法：W366×D334×H421mm
本体質量：7.8kg（バッテリ含）　運転音：59
〜51dB　集塵容積：15L、吸水量：12L
　参考価格　　￥57,300

2835-15
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コードレスウェットバキューム
メカバンビー
最新の高性能コードレスウェッ
トバキュームクリーナー。小型
軽量のため、女性や初めて使用
される方でも操作がカンタン。
シンプル設計で故障知らず。ス
テンレス製シャーシはサビや傷
にも強くあらゆる場所でご使用
いただけます。
回収容量：30L
スクイージー幅：60cm
重量：本体29kg、
バッテリー部24kg

	コード	 品名	 参考価格
	3908-1	本体＋バッテリー	 ￥358,000
	 5480	 専用充電器	 ￥105,000

コードレス

乾湿両用掃除機
ケルヒャー

NT 22/1 AP BP
外部電源のない場所で、水もゴミ
も一気に回収できます。同クラス
のコード付き掃除機と同等の吸引
力を実現。タンク容量を保ちつつ、
チリ落とし機能を搭載したドライ
用エコフィルター付きです。ウェッ
ト用（汚水回収）には別売 エコフィ
ルター強化タイプ（乾湿両用、水
洗い可）をご利用ください。
バッテリー：	36V　コンテナ容量：
22L　吸引風量：57L/秒　定格入
力電力：575W　使用時間：最大	
31分　質量：8.8kg
	 コード	 参考価格
	 22691	 ￥99,000

コードレス
コードレス コードレス

充電式クリーナー(乾湿両用)
フーバー 

フロアメイト・
ジェット
洗浄と吸引をワンステップで。各
種床もラグマットも安心してお手
入れ可能。18V 4Ahバッテリーと
充電器付きキット。ONEPWR™
バ ッ テ リ ー は、 す べ て の
ONEPWR™製品に取付可能。
バッテリー駆動時間：最大31分　充
電時間：3.5時間未満　洗剤タンク
：0.65リットル　汚水タンク：0.33
リットル　本体質量：5.1kg（バッテリー
含）　付属品：保管＆水洗いトレー、計量
カップ、ブラシロール（マイクロファイ
バー）、ブラシロール（ソフト）　
参考価格　　￥71,000

23487

コードレス
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除
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・
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日立
ショルダータイプ
CV-21
ちょっとお掃除したい時に便利な
ショルダータイプ。階段、応接室、
小スペースの場所などに。
集塵容量：4L（布フィルター）
コード：8m
	 コード	 参考価格
	 2819	 ￥27,700

ペンギン
背負い式コードレスバキューム
マイティメイド
バックパックⅡ
コードレスの上、背負い式を採用、
軽量で軽い装着感で抜群の作業効
率を実現します。座席の多い現場、
電源の少ない広域現場の作業や階
段、高所なども安全に作業できま
す。最大140分作業でき、バッテ
リー交換も簡単です。
連続稼働時間	90/140分
（LV-14使用時）
本体サイズ：W176×D275×H540mm
重量（バッテリー含む）：4.6kg
集塵容量：1.5L
	 コード	 参考価格
	 14084-9	 ￥109,500
※バッテリー・充電器は別売です。

ホ
ー
ル
、
映
画
館
、
階
段

や
高
所
の
バ
キ
ュ
ー
ム
に

マキタ 
充電式背負クリーナー
VC261DZ　
最大吸込み仕事率当社従
来機比 約2倍の95W（パワ
フルモード）！静かな運転
音62dB（A）（標準モード）。
稼働時間はたっぷり使える
約2時間20分（標準モード）。
作業の疲労を軽減する軽量
4.4kg。HEPAフィルター標
準装備。
	 参考価格	 ￥47,300
※バッテリー・充電器は別売で
す。

マキタ 
充電式背負クリーナー
VC660DZ
集じん 容 量アップ6.0L（紙
パック）。最大吸込仕事率
95W（パワフルモード）。低
騒音58dB（A）（標準モード）。
HEPAフィルター標準装備。
チリ落とし機構。歩行時の
振動で底面が可動し、付着
した粉じんを落とす（チリ落
とし効果は吸込み停止時の
み）側面のレバーで手動操作
も可能。
直流36V（18V×2本）バッテ
リ仕様　最大吸込仕事率：パ
ワフル95W/強50W/標準
25W。運転音：パワフル
66dB（A）/強62dB（A）/標
準58dB（A）。最大風量：2.2
（㎥/min）。集じん容量：紙
パック6.0L
	 コード	 参考価格
	 3362-16	 ￥52,000
※バッテリー・充電器は別売です。

ケルヒャー 
充電式背負クリーナー
BVL 5/1 Bp
発砲ポリプロピレン(EPP)使用
の世界初背負い式掃除機。高
い吸引性能で余裕のコンテナ
容量を維持。人間工学に基づ
いたキャリーフレームにより長
時間作業でも疲れません。サ
クションホースは右利き、左
利きどちらの方にも設定可能
です。
使用時間：22分（ecoモード時
は50分））　充電時間：1時間8
分　吸引風量：40L/s　本体サ
イズ：W320×D220×H510mm　
本体重量（バッテリー含む）：
4.6kg
タンク容量：4.6L
	 コード	 参考価格
	 23489	 ￥110,000
	※バッテリー・充電器は別売です。

■クリーンルーム用 ドライバキュームクリーナーは、135 ページをご覧ください。

バッテリーは129 ページ
をご覧ください。

バッテリーは129 ページ
をご覧ください。

バッテリーは129 ページ
をご覧ください。

リンレイ
背負い式掃除機
ネディウス
NV-110RIZ
背負い式掃除機なので、本体を
引っ張る手間もなく階段や狭い場
所の掃除機がけが楽に行えます。
電源コードも15mと長く、広範囲
に掃除機がかけられます。
電源：100V　消費電力：1100W	
コード長さ：15m　本体質量：
4.4kg(付属品、電源コードを除く）
	 コード	 参考価格
	 5014-1	 ￥28,290

3362-6

3291-2

バッテリー、充電器が共有で使えます！

ペンギン Li コードレスマシンシリーズ
Li-ion battery Cordless cleaning machine series

7595-6

コ
ン
パ
ク
ト
タ
イ
プ

	コード	 モデルNo.	 仕事率	 集塵容積	 連続使用時間	 バッテリー	重量	 参考価格
	21617-1	 CL280FDRFW	 45W	 750ml	 20分	 18.0V	 1.4kg	￥44,000
	21445-2	 CL281FDRFW	 60/42/15W	 750ml	 15/20/50分	 18.0V	 1.4kg	￥45,200
	2785-8	 CL282FDRFW	 60/42/15W	 500ml	 15/20/50分	 18.0V	 1.5kg	￥45,800

■マキタ HEPAフィルタ
0.3〜1µmの粉塵を
99.97%捕集

参考価格　　￥800

■マキタ ロック付サイクロ
ンアタッチメント
集塵容量400mL

参考価格　　￥3,700

マキタ

18V・14V
充電式クリーナー
高い所や狭い隙間、階段でも
体勢・持ち方自在の充電式ク
リーナーです。リチウムイオン
バッテリーを採用し、さらに余
裕の使用時間と吸引力。継ぎ
足し充電、長期保存でも満充
電に近い仕事量が可能です。

	コード	 モデルNo.	 仕事率	集塵容積	連続使用時間	バッテリー	 重量	 参考価格
	13490	 CL140FDRFW	 29W	 650ml	 20分	 14.4V	 1.3kg	 ￥36,100
	14428	 CL141FDRFW	 29W	 650ml	 20／40分	 14.4V	 1.3kg	 ￥37,300
	1035-3	 CL180FDRF（青）/W（白）	37W	 650ml	 20分	 18.0V	 1.4kg	 ￥37,700
	14394-3	 CL181FDRFW	 37W	 650ml	 20／40分	 18.0V	 1.4kg	 ￥38,900
	14394-1	 CL182FDRFW	 37W	 500ml	 20／40分	 18.0V	 1.5kg	 ￥39,500

CL141・CL182は、
ワンタッチスイッチによる
連続運転、強／標準の切
替が可能

CL141
FDRFW

CL180
FDRFW
（白）

CL180
FDRF
（青）

バッテリーは
16	ページを
ご覧ください

クラス最高の静音性&滑るような操作性。

CL003GRDW

※CL003
　GRDW
　は100ｗ

	コード	 モデルNo.	 仕事率	 集塵容積	 サイクロンアタッチメント	 重量	 参考価格
	1035-4	 CL001GRDCW	 125W	 730ml	 付属	 1.6kg	 ￥55,400
	1035-7	 CL001GRDW	 125W	 730ml	 別売	 1.6kg	 ￥52,200
	23390-2	 CL002GRDCW	 125W	 330ml	 付属	 1.7kg	 ￥56,100
	23390-1	 CL002GRDW	 125W	 330ml	 別売	 1.7kg	 ￥52,900
	23380-1	 CL003GRDW	 100W	 250ml	 付属（一体式）	 1.8kg	 ￥55,400

カプセル式

紙パック式

サイクロン一体式
●バッテリー・充電器付　
●連続使用時間：16/25/40/80分（CL003GRDWは15/35/60/100分）

マキタ 40V 充電式クリーナー

［サイクロン一体式］

バッテリーは
16	ページを
ご覧ください

大
容
量
集
塵
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プ

コードレス コードレス

コードレス

コードレス

蔵王産業
充電式クリーナー
スピアー
サイクロンプロ
高効率・高出力カーボンブラシ
レスモーター採用でパワフルな
吸引を実現。ドライブカーボン
パイプ採用の軽量設計。紙バッ
グ不要な大容量ダストカップ採
用のサイクロン式。バッテリー・
充電器・スタンド台付属。
サイズ	幅224×奥行227×高さ
1058mm　連続使用時間	（満
充電時）最大63分（エコモード
時）　集塵容量	0.5L　質量	
1.6kg（バッテリー含む）　充電
時間	約100分　
　　
	 コード	 参考価格
	 22707	 ￥79,000

コードレス

ケルヒャー
充電式クリーナー
HV 1/1 BP
充電式ハンディタイプでありな
がら、強い吸引力で清掃時間
の短縮に貢献します。
集塵容量：1L　
　　
	 コード	 セット参考価格
	21613-3	 ￥30,000

コードレス

コードレスコードレス

コードレス

バッテリーは19	ページをご覧ください
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床 洗 浄 剤

ユダ

エコクリーナー
中性で限りなく環境に配慮。食
品添加物や化粧品に使用され
る原料を配合し生分解性に優
れます。樹脂ワックスの表面を
傷めないので高速バフで光沢
が復元します。

	コード	 容量	 	参考価格	
	3330-4	 4L×4本	 	￥2,880／本
	3330-3	 18L	 	￥8,400

化学床、石材、トイレ、浴室、ガラス、
金属面、机、什器等に！

C×S

無リンフォワード
アルカリ性で除菌剤配合。　
水が使える（ガラス・鏡を除く）
場所の洗浄に幅広く使用でき
ます。床 用 洗 剤 の ベストセ
ラーです。

リンレイ

NEWプロインパクト
特殊浸透剤ＤＳＡとイオン洗浄
成分のダブル作用によりあらゆ
る汚れを逃さず「感知」、すばや
く「浸透」、確実に「除去」。さら
に新配合のリモネンが油汚れを
強力に溶解。

C×S

グリーンプラス
フロアクリーナー
強力な洗浄力を持ちながら、
皮膜ダメージが非常に少なく、
環境負担低減型の中性床用ノ
ンリンスクリーナーです。

中性

中性

	コード	 容量	 参考価格
	14179	 5L×3本	 ￥5,460／本
	0025	 18L	 ￥15,710

	コード	 容量	 	参考価格	
	10622	 18L	 	￥9,890	

	コード	 容量	 	参考価格	
	3423	 4L×3本	 	￥4,760／本
	5300-1	 18L	 	￥17,060

は く り 剤

コニシ
ハクリスター
プロ10
強力なはくり力で、厚い樹脂皮膜にも
すばやく浸透し、溶解します。ハクリ
スターシリーズの定番です。
	 コード	 容量	 参考価格
	 1151	 18L	 ￥36,300

横浜油脂工業

剥離マサムネ弐
超強力濃縮はくり剤。
優れた濡れ性と低泡性に加え、超低臭、
サラサラ汚水で作業性抜群。環境ホ
ルモンフリー、ノンリンス。
	 コード	 容量	 参考価格
	 20642	 18L	 ￥34,500

ユダハクリキング20
超強力・高濃縮タイプハクリ剤
速効性溶剤で表面を瞬時に溶解し膜
厚をカットし、浸透性溶剤で浮き上が
らせ架橋を強力分解します。汎用樹脂
ワックスなら、20倍～30倍の希釈で
使用でき、経済的です。超低泡性・低
臭で作業性も大幅アップ！
	 コード	 容量	 参考価格
	 5421	 18L	 ￥30,360

CXS

スーパーリムーバープロ
EX
シーバイエス史上最強クラスのはくり
力と優れた濡れ性を発揮する「ハイク
ラス」はくり剤。はじきが少ないので､
二度塗りする必要がありません。
	 コード	 容量	 参考価格
	 21869		 18L	 ￥35,100	

泡切れエコソフィT
泡立ちを最小限に抑えてますのでポ
リッシャー、自動床洗浄機、高圧洗浄
機、エクストラクターでの使用に最適。
あらゆる床で利用可能です。
▪中性
	コード	 容		量	 参考価格
	2078-5	 20Lノズル・コックセット	 ￥18,550
	2078-7	 20Lノズル・コック無	 ￥16,800
	2078-6	 5L	 ￥5,860
▪弱アルカリ性
	コード	 容		量	 参考価格
	20785-3	 20Lノズル・コックセット	 ￥18,500
	20785	 20Lノズル・コック無	 ￥16,800
	20780-3	 5L	 ￥5,860

エコソフィＴ
弱アルカリ性の万能タイプです。泡立
ちを抑えた製品です。使いやすく、お求
めやすい価格です。
	コード	 容		量	 参考価格
	20785-1	 20Lノズル・コックセット	 ￥16,630
20780-4	 20Lノズル・コック無	 ￥15,130
	20780-1	 5L	 ￥5,250
	20780	 1L	 ￥1,660
	20780-2	 500ml	 ￥1,310弱アルカリ性

マシン洗浄にピッタリ！

低発泡タイプ！

植物性コロイド洗剤

中 性 弱アルカリ性

中 性 弱アルカリ性

エコソフィ濃縮液
希釈倍率を変えれば、頑固～通常～
軽度な汚れ・磨きまで、あらゆる用途
に使えます。日常清掃用強力洗浄液と
して、どんな汚れにも使用可能。
▪中性
	コード	 容		量	 参考価格
	20780-9	 20Lノズル・コックセット	 ￥31,910
	20780-8	 20Lノズル・コック無	￥28,840
	20785-2	 5L	 ￥8,750
▪弱アルカリ性
	コード	 容		量	 参考価格
	21660	 20Lノズル・コックセット	 ￥31,910
	21660-1	 20Lノズル・コック無	￥28,840
	21660-2	 5L	 ￥8,750

濃縮原液タイプ！

半 は く り 剤 マンション床メンテナンス

TOSHO

ヌリッパー×2
重汚染用強力床用洗剤ヌリッパーが
濃縮タイプになりました。こびりつい
た汚れの内部に素早く浸透、汚染物
質を浮かせて除去します。希釈が従
来品の2倍なので、省スペースで現場
への持ち運びや保管にも便利。コス
トの大幅ダウンも実現。
高圧洗浄機向け。
	コード	 容量	 参考価格
	10643-1	 3.78L×4本	￥10,2380/本
	10643-2	 946ml×4本	 ￥3,533/本

ユシロ

マンション廊下専用
クリーナー
マンションの共用通路のエンボス床

（凸凹）加工されたノンスリップタイ
ルの洗浄に最適！
希釈：50～１００倍
	 コード	 容量	 参考価格
	 17-4	 18L	 ￥16,740

ミッケル化学

半はくり
クリーナー
汚れて傷ついたワックス表層被
膜を除去し、きれいな被膜層に
もどす半はくり専用洗剤です。
膜厚をコントロールし、はくり周
期を延長できます。
	コード	 容量	 参考価格
	48-4	 18kg	 ￥17,600

半
は
く
り

ユシロ

ハイブリッド
クリーナー
洗浄以上はくり未満！洗浄を超
越した【深】洗浄方式。洗浄とは
くりの中間の洗浄が可能ですの
で、黒ずみ・深いキズの除去が
できます。はくり周期の延長と
はくり作業の軽減ができます。
	コード	 容量	 参考価格
	4350-2	 14L	 ￥18,360
	4350-1	 18L	 ￥22,570

半
は
く
り

強
力
汚
染
除
去
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 ぜひエンボスパッドネオ
（7 ページ）と組み合わせて
ご使用ください！

ソニカルコート
高級樹脂仕上剤
優れた耐スカッフマーク性、
耐ヒールマーク性、さらに高い
初期光沢の相乗効果で、抜群
の高光沢維持性を発揮し、清
潔なフロアを長期間維持しま
す。ソニカルオリジナルなので経
済的です。
	コード	 容量	 参考価格
	1897-1	 18L	 ￥14,400

CXS

グランプリ
優れた耐スカッフマーク性、
耐ヒールマーク性、さらに高い
初期光沢の相乗効果で、抜群
の高光沢維持性を発揮し、清
潔なフロアを長期間維持しま
す。
	コード	 容量	 参考価格
	1650	 18L	 ￥29,680

CXS

タフネスSU
艶持ちするタフな輝き、傷・
磨耗に強いウレタンとナノシ
リカを贅沢に配合したプレミ
アワックス。
コード	 容量	 参考価格
	10624	 18L	 ￥28,830

CXS

スピードウェイ
即乾く「シンクロドライ機構」
採用で24時間通行現場の定
期作業に最適！耐アルコール
性・耐水性に優れ、病院フロ
アや食品フロアにも最適です。
コード	 容量	 参考価格
	7971	 18L	 ￥25,940

CXS

光沢王プラスC 
高屈折ポリマーを高濃度処方。
少ない塗布回数で高級感のあ
るフロアに仕上げます。優れ
た耐ヒールマーク・スカッフ
マーク性を発揮し、日常・定
期作業を軽減します。
	コード	 容量	 参考価格
	5581-5	 18L	 ￥23,480

高
光
沢

高
耐
久

速
乾

帯
電
防
止

CXS

エレックス
コンピューター室、半導体・
精密機械工場、デパートのフ
ロアなど、静電気の発生が
問題になるあらゆる場所で活
躍。優れた帯電防止性を発
揮します。
コード	 容量	 参考価格
	2129	 18L	 ￥31,170

ワックス
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ワックス

コニシ
クリスタルGU
優れた光沢感。乾燥性、作業
性が良好な樹脂ワックスです。
光沢感と乾燥性をバランスよく
かねそなえ、抜群の作業性を
発揮します。プロが求める性能
を高次元で凝縮したトータルバ
ランスに優れた製品です。

環
境
対
応

CXS

グリーンプラス
ワックスEX
環境配慮型なのに驚くほどの耐
久性。新開発ポリマーにより
ヒールマークを寄せつけません。
中性はくり剤ではくり可能。
	コード	 容量	 参考価格
	20005	 18L	 ￥24,500

ユシロ

グロススペック27
超高濃度樹脂ワックス1層塗
布でも、従来の2層塗布分の
膜厚が得られます。1層でも、
高光沢！透明感の高い皮膜で、
光沢が高く、長期間の美観維
持が可能。耐摩耗性・耐ヒー
ルマーク性に優れた強靭な皮
膜。
コード	 容量	 参考価格
	1270-7	 18L	 ￥30,580

リンレイ

パーモソフトテカ
補修性、耐汚れ性に優れたソ
フトタイプのワックスです。床
洗剤ではくりできるので、はく
り剤で変色するゴム床タイル
等にも安心して使えます。光
沢が高く、床洗剤ではくりで
きるソフトタイプのワックスで
す。
コード	 容量	 参考価格
	1052	 18L	 ￥19,860

半
樹
脂

高
密
着

	コード	 容量	 参考価格
	4328-2	 18kg缶	 ￥18,700
	 	 エコパック	4328-1	18ｋｇ（2kg×9袋）	￥18,700

	 コード	 容量	 参考価格
	 2404	 18kg缶	 ￥18,700
	 7928	 4kg×2本	 ￥4,930／本

リンレイ

プロバランス 
ネクスト
プロが理想とする次世代の性
能バランス。新採用のD.R.C
構造により、クラス最高峰の
光沢性能と耐久性を実現。
	コード	 容量	 参考価格
2666-2	 18L	 ￥20,860

リンレイ

超ツヤ密着コート
密着強化型高光沢ワックス。
卓越した密着技術により高光
沢×高密着を実現。トップコー
トとして引き渡し作業用に最
適です。ＵＶ樹脂加工床密着
対応率98％。
	コード	 容量	 参考価格
	3422-4	 18L	 ￥22,300

横浜油脂工業

スーパー
ハードコートA
マルチスタンダード高光沢樹
脂ワックス。メイングロスポリ
マー、サブグロスポリマー、RC
ポリマーとナノカーボンにより
優れた皮膜を形成します。

リンレイ

超耐久 プロつや
コートⅡ HG
デュアルバランスポリマー配
合。高光沢・高耐久をバランス
良く併せ持つ高性能タイプ。安
心と満足のコストパフォーマン
スを実現。プロつやシリーズ、
スタンダードモデル「銀のつやII

（ツー）」。
	コード	 容量	 参考価格
	3422-6	 18L（缶）	 ￥20,560
	3422-5	 18L（RECOBO）	 ￥18,900

ミッケル化学

ウェルZ
光輝感溢れる大胆な高光沢
感。アクア・タフ・グリッター
ポリマー配合により、高光沢
感溢れる皮膜に仕上がります。
	コード	 容量	 参考価格
	3330-1	 18kg	 ￥15,600

一般フローリング用
ワックス
リンレイ オール 
さまざまな床に使える、ベー
シックタイプの樹脂ワックス。
塗って乾かすだけ、からぶき
要らずでツヤを出し、床を保
護します。

	 コード	 容量	 参考価格
	 2749	 4L×3本	 ￥4,200／本
	2749-1	 1L×12本	 ￥1,200／本

C×S サスティナフロアコーティングシステム
リンレイ プロテクションコートシリーズ

フロアコーティングシステム 

サスティナ ソリッドシール 
《セット内容》	主剤(4.55kg)x2本＋添加剤(0.45kg)x2本
	 コード	 参考価格
	 20708-2	 ￥55,620／セット

サスティナ ソリッドシール トラフィック
《セット内容》	主剤(4.55kg)x2本＋添加剤(0.45kg)x2本
	 コード	 参考価格
	 20708-4	 ￥64,800／セット

FPC クリーナー 《定期作業用クリーナー》	
浸透性に優れた定期作業用クリーナー。
	 コード	 容量	 参考価格
	21326-4	 4L×2本入	 ￥6,500／本

FPC リメイクS 《コーティング除去剤》	
プロテクションコートを完全除去する際に使用する洗剤。
	 コード	 容量	 参考価格
	21326-2	 18L	 ￥60,000

FPC プロテクションコート 《ウレタンコーティング剤》	
プロテクションコートシリーズの核となる床保護剤。このコート剤
を使用することで長周期管理が可能です。
	 コード	 容量	 参考価格
	 21326	 18L	 ￥64,400

サスティナ ソリッドシール DSクリーナー 
「サスティナ	ソリッドシール」専用定期清掃洗浄剤。
	 コード	 容量	 参考価格
	 20709-1	 2L×4本入	 ￥4,730／本

FPC ベースコート 《ベースコート》	
ＵＶ樹脂加工の化学床材など、密着不良床材用のベースコート剤。
	 コード	 容量	 参考価格
	21326-5	 4L×2本入	 ￥9,500／本

FPC デイリークリーナー《日常作業用クリーナー》
生分解性にも優れた、専用日常作業用クリーナー。
	 コード	 容量	 参考価格
	21326-3	 18L	 ￥11,200

超緻密な塗膜がフロアメンテナンス業界に
革命をもたらす！全く新しいフロアシール剤

フロアコーティング並の耐久性と樹脂ワックス並の施工性を両立

サスティナ ソリッドシールは抜群の耐薬品性の業務用フロア
シール剤です。ソリッド(緻密)且つ強靭な塗膜で、汚れ・薬液
をシール(封止)します。コーティングの清掃コスト低減効果と、
樹脂ワックスの扱い易さを併せ持つ第三の床維持剤です。

CXS
スタンダードベース
下地剤として化学床材に抜群の密着性
を発揮。特に密着性を確保しづらいホ
モジニアスタイルの初期施行などに。
	 コード	 容量	 参考価格
	 63-6	 18L	 ￥30,560

リンレイ

つやワザ復元クリーナー
光沢耐久強化洗剤
モップオンでも自動床洗浄機でも効果を発
揮。滑らかで強い皮膜に再生、汚れも除去。
	コード	 容量	 参考価格
	4769	 18L	 ￥24,260
	3879	 4L×3本	 ￥7,480／本

CXS

スプリントタフ
耐久性（耐ヒール/耐傷/耐黄変）と光沢
復元持続性を追及し日常管理におけ
る美観維持作業の効率化を目的とした
ドライ用ワックスです。
	 コード	 容量	 参考価格
	1481-1	 18L	 ￥28,920

リンレイ

UV樹脂加工塩ビ系
床材対応ベースコートP-711
下地専用樹脂ワックス
UV樹脂加工された塩ビ系床材の耐水密着に
対応。マルチ対応下地剤。
	コード	 容量	 参考価格
	13411-2	 18L	 ￥34,060

CXS

スプリントグロス
初期光沢と作業性（速乾/下地剤不要/
軽いモップ捌き）を追求し定期管理に
おける美観回復作業の効率化を目的と
したドライ用ワックスです。
	 コード	 容量	 参考価格
	14518	 18L	 ￥28,920

リンレイ

ドライマスターDC
高光沢・光沢維持性特化ドライ用フィニッシュ
剤バーニッシング作業での光沢復元性と補修
性に優れています。
	コード	 容量	 参考価格
	3104	 18L	 ￥36,500

ドライ用ケミカル

D
S
ク
リ
ー
ナ
ー

ソ
リ
ッ
ド
シ
ー
ル

水計１液
ウレタンコーティング

が叶えます！

万立

ハイバフ光ナノプラス
汚れを取ると同時に樹脂ワックス皮膜
の強化を行うワックス皮膜強化剤兼表
面洗浄剤（特許）。床の輝きを長持ちさ
せます。
	コード	 容量	 参考価格
	0334-1	 18L	 ￥22,600
	1417-8	 4L×4本	 ￥7,600／本
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リンレイ 

床材サンプルキット（簡易版）
床材の変色やワックスの密着不良などのトラブルを未然に防ぐために、
床材の特徴・性質を見極める最適なキットです。

 豊富な床材サンプル数を収録。実際に見て触って、トラブル防止の
床材教材として。
 床材別メンテナンスポイント小冊子付属。
 現場へ持ち運びしやすいケース入り。

◎収録床材種：26種類　
◎小冊子：１冊

キット内容 Ｗ210×Ｄ130×Ｈ40ｍｍ
	 コード	 参考価格
	 5260	 ￥10,500

横浜油脂工業

アルカリ排水中和剤
アルカリ洗浄剤のpHを中和します。はくり
剤のはくり廃液中の樹脂分の除去が可能
です。
	 コード	 容量	 参考価格
	 4615-3	 10kg	 ￥12,000

はくり廃液処理剤
FMミラクル
パウダー
廃液に入れてかき混ぜるだけで、
成分を中和し粒子状に固形化し
ます。処理後は運搬や保管が容
易で、焼却処分も可能。複雑な
手間や高い処理費用をかける必
要はありません。

	コード	 容量	 入数	 参考価格
	 45	 1kg	 10袋	 ￥2,400／袋
	45-1	 5kg	 2袋	 ￥9,500／袋

はくり廃液中和処理剤

コロナ養生テープ
布テープ付（25m巻）
	コード	 全幅／布テープ幅	 長さ	 入数	 参考価格
	13532	 55ｃｍ／1.5ｃm	 25m巻	 60	 ￥500／巻
	13532-1	 55ｃｍ／2.5ｃm	 25m巻	 60	 ￥500／巻
	13532-3	 100ｃｍ／1.5ｃm	 25m巻	 60	 ￥600／巻
	2612-3	 110ｃｍ／2.5ｃm	 25m巻	 60	 ￥650／巻

ワックス
トリッパー
ワックスのはくり作業の時間短
縮に。本体および刃はステンレス
で錆びにくい。ハンドルはアルミ
で軽量。
	コード	 長さ	 参考価格
	18054	 1350㎜	 ￥6,500
	18233-1	 替刃	 ￥860

布
テ
ー
プ
幅↑
↓

布テープ幅2.5ｃmオリジナル

スベリ止め靴カバー
スベラネット
サイズ：M（22〜26cm）
　　			：L（25〜28cm）
12足入
	コード	 サイズ	 参考価格
	0908	 M	 ￥1,500
	 3115	 L	 ￥1,500

はくり作業時の
転倒防止に！

CXS

スプリントリストアラー
バフ作業用の光沢復元剤です。バフ効果（光
沢復元／スカッフ消去）と簡便性（スプレー
バフ or モップ塗布）により、作業を効率化
します。
	 コード	 容量	 参考価格
	 14516	 5L×3本	 ￥6,670／本

インテックスソリューション

ＴＡ-4
あらゆる樹脂仕上剤に対応する光沢復
元・塗膜強化剤。浸透後のバーニッシュに
より上品な光沢を実現します。
	 コード	 容量	 参考価格
	13194	 3.8L×4本	 ￥9,500／本

光沢復元剤

消 泡 剤

床材を見極めて、トラブルを未然に防ぐ！

TOSHO

イシラーク
過酸化水素・d-リモネン・界面活性剤
をブレンドし、セラミックタイルの汚れ
を強力に除去します。また除菌や消臭
にも優れた効果を発揮します。

	コード	 容量	 参考価格
	7396-1	 3.78L×4本	￥8,560／本
■液性：弱酸性

ミヤキ

セラトリートメント
毎日使用することで汚れを除去し、
セラミックタイルの風合いを保ち
ます。ノンリンスタイプで泡切れが
よいので作業性が抜群です。
	コード	 容量	 参考価格
	1413-2	 4kg×4本	￥5,500／本
	14135-2	 18kg	 ￥21,700

コード	 　品名	 容量	 参考価格
	21130	 ポーラス7	 18L	 ￥16,000
	21129	 ポーラス14	 18L	 ￥24,000

ミヤキ コロンバン中性タイプ
水に濡れると滑りやすくなるセラミックタイル
に対して、スリップ防止効果を与えます。基材
表面にミクロン単位の凹凸をつくることにより、
摩擦係数を高め、スリップを防止します。
	 コード	 容量	 参考価格
	0693-1	 4kg×4本	 ￥16,800／本
	 3877	 18kg	 ￥64,000／本

リンレイ

RCS セラミック用 防滑コート
床材の風合いを変えることなく高いグリップ性を実
現。乾燥性も良く歩行制限を極力かけずに施工可能。
	 コード	 容量	 参考価格
	2701-6	 500ml×4本	 ￥60,000／本

リンレイ セラミック用
日常防滑クリーナーV3
日常の洗浄で「防滑」「防汚」「帯電防止」の3つの効果。
	 コード	 容量	 参考価格
	 2701-5	 18L	 ￥20,400／箱

C×S

ポーラス7
ポーラス14
アルカリ成分と溶剤の高配合によ
りポーラス(細孔)内部に蓄積した
油汚れを強力にリセットします。

横浜油脂工業

セラリムーバーS
強力な溶解力でパラフィン系ロウを素早
く除去します。セラミックタイル表面に付
着した汚れやポーラス(細孔)に入り込ん
だ汚れを強力に除去します。
	 コード	 容量	 参考価格
	 5750-1	 18L	 ￥22,200

ノンスリップ剤　　　　

横浜油脂工業 セラグリップ
セラミックタイル表面に撥水膜を作ることで、
タイル表面に乾燥した部分を作り、防滑効果
を持たせる防滑剤です。従来品のようにタイ
ル表面に穴を開けません。超速乾。
セット内容：A液（250ml）×1本、
B液（1L）×1本、アプリケーター容器×1個
	 コード	 参考価格　
	 0662	 ￥31,500／セット

タイル表面に
穴を開けません

ミヤキ セラリムーブ
超微粒子研磨剤が入ったクリーム状の、
セラミックタイル保護用蝋除去剤です。
	 コード	 容量	 参考価格
	14135-1	 1kg×10本	￥2,700／本

	 コード	 入数	 参考価格
	22947	 30個	 ￥413／個
	

養生用テープ
ボンドVF608
アクリル樹脂系片面粘着。
手切れ性良好
幅50ｍｍ×25ｍ巻

インテックスソリューション

ディフォーマー
マシン使用時の回収タンク内の
液の泡立ちを抑え作業効率が上
がります。速効性があります。
消泡効果の持続性、分散性に優
れ、安定してご使用いただけま
す。低臭性で引火性がありませ
ん。
	コード	 容量	 参考価格
	4048	 3.8L×3本	￥4,375／本

リンレイ

消泡液
ウエットバキュームや自動床洗
浄機等の回収タンク内の消泡に。
泡の吸引によるモーター部の故
障を未然に防ぎます。
	コード	 容量	 参考価格
	3222	 800ml	 ￥2,660／本

リンレイ

セラミック用
強力アルカリ洗剤
浸透性が優れているため、セラ
ミックタイルのポーラス（細かな
穴）に入り込み、土砂汚れ・油汚
れを除去します。
	コード	 容量	 参考価格
	2701-1	 4L×3本	 ￥5,660／本

ユシロ

セラミックタイル
専用クリーナー
セラミックタイルのポーラス（細かな
穴)に、特殊浸透性界面活性剤が入
り込み、蓄積した黒ずみ汚れを浮か
せて分解します。
	コード	 容量	 参考価格
	21640	 14L	 ￥27,220／本

ミッケル化学

即
ソッコウ

効M
マスター

ASTER
セラミックタイル表面のポーラス
に入り込んだ土砂や油のしつこい
汚れを簡単に除去する強力アルカ
リ洗浄剤。
	コード	 容量	 参考価格
	0011-2	 4kg×3本	￥4,500／本

ヴェルテックスジャパン

シリカパウダー
フロア洗浄時にお使いの洗剤を塗
布した後に薄く振りかけるだけで、
洗浄効率と洗浄効果をアップ。
	コード	 容量	 参考価格
	23521	 720g	 ￥4,500／本

リンレイ

セラミック用中性洗剤
中性でありながら、油汚れの除去性
に優れます。日常清掃で継続的に使
用することで、汚れの蓄積を防止す
ることができます。
	コード	 容量	 参考価格
	2701-4	 18L	 ￥16,700／箱
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床用ワックス・クリーナー・はくり剤

12・14インチ共用
セラミックタイル用
洗浄パッド
ミヤキ セラケアパッド
特殊素材バソテクトの採用と扇
状の立体形成の効果により、セラ
ミックタイルに付着した微細な汚
れやポーラス（細孔）に入り込んだ
頑固な汚れを洗剤や薬品を使用

せずに効果的に除去することが
できます。

	コード	 参考価格
	14134	 ￥3,900（4個入）

	コード	 参考価格
	22700-9	 ￥5,000

石
材
用
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力
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TOSHO 新イシモール
すべての石材に使用できます。業界トップクラ
スのフッ素樹脂配合で驚きの浸透保護膜を形
成。環境に優しい。１時間の乾燥で歩行が可能。

TOSHO イシドーレ
立体型構造のパウダー微粒子がタイル目地などの
凸凹面のある石材の汚れを強力にかき出します。ソ
フトパウダーなので石材の材質を痛めません。
	コード	 容量	 参考価格
	13333	 1.0kg×4本	 ￥4,630／本
■性質：弱アルカリ性

	 コード	 容量	 参考価格
	13301-1	 3.78L×4本	 ￥5,738／本
■液性：弱アルカリ性

ポリッシャー用

●取付例
※パッド台は
別売です。

プロテック マイクロファイバーパッド再生 WT
洗剤を使わなくてもマイクロファイバー素材が汚れや油分を強力にかき取
ります。洗濯してくり返し使用できるドライ＆水拭き両用再生パッドです。

スコッチ・ブライト

セラミック洗浄用 
高圧縮メラミンパッド

	コード	 種別	 サイズ	 入数	 参考価格
	4948-1	 45	 205×480mm	 40枚入	 ￥1,000／枚
	5213-1	 60	 205×660mm	 40枚入	 ￥1,350／枚
5213-2	 90	 205×960mm	 40枚入	 ￥2,000／枚

直径数μmの極細繊維のメ
ラミンフォームを、高倍率
で圧縮したフロアパッドで
す。非常に細かく、かつ、
剛性が 高い極 細 繊 維が、
床材の細孔にまで入り込み、
汚れを除去します。

ブラシ＆モケットのW素材パッド
0.0935mmの極細ブラシとモケット素材のダブル効果で、タイル表面
と目地の汚れを同時に除去！！鏡面仕上げのセラミックタイルのメンテ
ナンスに相性抜群。ブラシの長さ12mm

	コード	 品　名	 サイズ	 参考価格
	3571-2	 セラミック洗浄用	高圧縮メラミンフロアパッド	 13インチ	 ￥5,720／枚
	3571-1	 〃	 15インチ	 ￥7,155／枚
	3571-3	 〃	 17インチ	 ￥8,733／枚
	3571-4	 〃	 20インチ	 ￥11,090／枚
	3571-5	 セラミック洗浄用	高圧縮メラミンハンドパッド	 11.5×25cm	 ￥1,495／枚

	 コード	 サイズ	 参考価格
	 23493	 13インチ	 ￥60,000／枚
	 23493-1	 15インチ	 ￥70,000／枚

	 コード	 サイズ	 参考価格
	22700-4	 9インチ	 ￥10,500／枚
	22700-5	 13インチ	 ￥17,750／枚
	22700-6	 15インチ	 ￥19,250／枚
	22700-7	 17インチ	 ￥24,250／枚
	22700-8	 20インチ	 ￥33,750／枚

砥粒配合ブラシ
ヴェルテックスブラシ 
ミックス-ソフト
2種類の粒度・線径を混毛し、微細なエンボ
スから汚れを掻き出すことに特化したブラシ。
ビニル床のエンボスやセラミックタイル、細
かいエンボスの磁器タイル等に。

鏡面セラミックタイル専用パッド
ヴェルテックスブラシ-ゼブラ
ポリッシャー用
裏面はマジックテープ仕様なので、お手持ちのパッド
台にそのまま装着可能です。

鏡面セラミックタイル専用ハンドパッド
ヴェルテックスブラシ- 
ゼブラ ハンドパッド用
サイズ：120mmx260mm

◦粒度：＃320/＃500
◦線径：φ0.6ｗ/φ0.45ｗ

2種類の粒度・線径のW植毛！

リンレイ

セラミック用 防汚剤
セラミックタイルの土砂汚れ・油汚れを防止し
ます。セラミックタイルの風合いを変えません。
水系ベースで灯油のような臭気がありません。
	コード	 容量	 参考価格
	2701-3	 4L×3本	 ￥31,400／本
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カーペット・ファニチャーメンテナンス

カーペット用ブラッシングマシン
オーボット

バッテリー式  カーペット用
ブラッシングマシン
オーボットLiFe

バッテリー式  カーペット用
ブラッシングマシン
オーボットSLIM

 ハイブリッドコードレス
煩わしい電源コードから開放されて自由に
動けます！しかもハイブリッド仕様なので
電池がなくなっても電源コードで動きます。
 ハイパワー
大容量リチウム電池でハイパワー。
 ハイスピード
100Vタイプよりオービダルスピードが
約20％アップ！

 小型・軽量
クラス最軽量の13k
 コードレス
ブレーカーを気にすることなく
作業ができます。１個のバッテ
リーで 30分動かすことがで
き、急速充電はわずか90分。
 豊富なアタッチメントで
さまざまな床に対応
１台あればあらゆる現場で使用
することができます。

分速1400＆80回転のバイブレー
ション機能による高い洗浄力で、
誰でも簡単・安全に、効率よく洗
浄作業ができます。またカーペット
だけでなく、塩ビ・大理石・リノリ
ウム・テラゾーなど多様な床にも利
用できるすぐれものです。

ハンディタイプ カーペット用ブラッシングマシン
マイクロ オーボット
マイクロオーボットは、カーペット以外にソファー、
階段のクリーニングやガラス、鏡などの水アカ除
去、立面部のクリーニングなど様々な用途に使用
でき、コストパフォーマンスに優れています。マイ
クロパッド ドライバープレートを標準装備。
W200×L350×H170mm　コード長2.8m　重量3.6kg
参考価格　　￥180,000

オーボットのハンディタイプ。 階段やソファー、立面部の洗浄に大活躍。

アジクリーンパッド
カーペット専用に開発されたパッド。汚れ
たカーペット用のアジテーションに使用。
先にアジクリーンパッドを使用することで
より汚れの除去がしやすくなります。

パワーアジ 17”
あきらめていた歩行動線などのきつい汚れが
カンタンに落ちます！パワーアジをかけた後
でスーパーゾルブパッドをかければ驚くほど
汚れが効率よく除去できます。

	 コード	 サイズ	 入数	 参考価格
	14294	 19インチ	 5枚入	 ￥2,400／枚
	

	コード	 サイズ	 参考価格
	13575-1	 17インチ	 1箱2枚入	￥26,000／箱

スーパーゾルブパッド
カーペットクリーニング用パッド。ポ
リエステルのマイクロファイバー
65％、コットン35％の配合により汚
れと水分の除去を同時に可能にし
たパッド。

	 コード	 参考価格
	 13922-1	 ￥70,000

スクラブブラシ
タイル、石床用のナイロンブラシ

参考価格	10枚入	￥22,000

マイクロ
スーパーゾルブパッド
カーペット・布張りイス・ソファー
用パッド。マイクロファイバーと
コットンの混紡より汚れと水分
の除去を同時に可能にしました。

参考価格　2個1組￥13,000

グレーウルトラソフト家具用ブラシ
デリケート素材に使用できる一番ソフ
トなブラシ。レザーや家具調度品に。

参考価格　2個1組￥13,000

アクアソフトカーペット用ブラシ
汚れが軽い場合またはデリケートな
カーペット洗浄用ブラシ。

参考価格　2個1組￥13,000

ホワイトスタンダードカーペット用ブラシ
標準的なカーペット用ブラシ。アクアよ
り強力に洗浄できます。

参考価格　2個1組￥13,000

ブラックハードスクラブブラシ
タイルや石材などをハードに洗浄できま
す。カーペット等には適していません。

サイズ：
W425×D575×H1200mm
たたみ時：
H650	W425	D575mm
コード長15m　重量47kg

洗浄幅：17インチ（43cm）
モーター：3/4HP		24V
オービタル回転数：1725rpm
パッド回転数：80rpm　バッテリー：24V/40A
可動時間：約2時間		充電時間：約2時間　
重量68kg（バッテリー＆チャージャー含む）

洗浄幅：10.5	インチ
モーター：36VDC	モーター
オービタル回転数：3200rpm
パッド回転数：120rpm
可動時間：約30分　
充電時間：約90分　
重量13g（本体+タンク）

	コード	 品名	 参考価格
	214-1	 本体	 ￥1,150,000
	214-2	 バッテリー	 ￥300,000

	 コード	 参考価格
	 14291	 ￥990,000

	 コード	 品名	 参考価格
	 21819	 本体	 ￥360,000	
	 21819-1	 バッテリー	 ￥75,000
	 21819-2	 チャージャー	 ￥40,000

	 コード	 サイズ	 入数	 参考価格
14293	 21インチ	 10枚入	 ￥5,300／枚
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■オーボットSLIM専用アタッチメント
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BRC30/15C
カーペットの洗浄、汚れの吸
引を1台で行います。軽量な上、
折りたたみ式ハンドルでより
コンパクトに収納でき、車載
運搬にも便利です。
洗浄幅:270mm		洗剤タンク：
15L		回収タンク：17L		清掃
能力:150㎡/h
参考価格　	￥500,000	

スプレーペンギン
バッテリータイプのコードレスス
プレーヤー。約2時間半充電で
約4時間の連続使用が可能。扇
形吐出で平均的に噴霧でき、高
い作業効率。溶剤の使用も可能。
●約2時間半の急速充電　●4時間
の連続使用が可能　●毎分2Lの水
量　●70psiの吐出圧力
参考価格	 200,000　

一体型前進式カーペット
エクストラクター
エリートサイレント
今までになかった前進式で、
抜群の作業効率！運転音も静
かで、本体を上下二分割するこ
とができ、持ち運びもらくらく。
洗浄幅：480mm　洗剤タンク：47L		
回収タンク：45L　最大消費電力：
1430W　重量：55kg
参考価格	￥798,000（標準セット）

カーペットエクストラクター
ニルフィスク 
ES300 
ブラシ一体型で、乾燥が早い
洗浄モードと重汚染対応洗浄
モードを簡単に切替えられま
す。大容量 34Ｌ洗剤タンク。
モーター出力：250W（ブラシ）、
1125W（バキューム）		タンク容量：
34L(洗剤)、26.5L(回収タンク)		清
掃幅：41cm		ブラシ回転数：1950rpm
	 参考価格　￥786,000
	

2ジェット1.5インチ
ステンレスウォンド
シンプルなステンレス製の
ウォンドです。2点吐出式の
1.5インチタイプです。
参考価格　　￥133,000

4ジェット 2インチ
ステンレスウォンド
シンプルなステンレス製の
ウォンドです。4点吐出式の2
インチタイプです。
参考価格　　￥188,000

参考価格　本体のみ	￥4,980,000

高温高圧洗浄・吸水一元化システム
ホットジェブロふじやまR2
ハードフロアからカーペットまで、幅広く使える最新の洗浄機。CO2排出ゼロの
ディーゼルエンジン採用で、パワー、耐久性、温水能力、コスト効率等すべてで
高性能を実現しました。
温度調節：40℃〜80℃　汚水タンク：70L			W1300×D700×H1000mm　重量390kg

コードレス

ホースカバーネオ
高圧ホースの継ぎ手部分(カプラ)に
よる擦れでの建物の損傷から保護。
巻いてマジックテープで止めるだけ。
サイズ500mm×110mm	
ネオプレン(クロロプレンゴム)製
	 コード	 枚数	 参考価格
	1333-6	 6枚入	 ￥2,400
	1333-7	 12枚入	 ￥4,500

コーナーガード
高圧ホース延長時の、コーナーへ
の傷・汚れから守ります。建物の
角部に設置し、ホース類を引っ張り
際に起こりやすい損傷やゴム跡、
汚れの付着などを防ぎます。
サイズ　220mm×H380mm																															
プラスチック製
参考価格　　￥3,000

本体／消費電力：1400W		最大洗浄幅：500mm		
サイズ：W766×Ｄ970×H954mm　重量：235kg
	コード	 品名	 参考価格
	21820	 本体	 ￥8,391,600
21820-1	 ウェットバキューム	 ￥359,640

タイルカーペット再生洗浄マシン
C×S ニューパイルリセッター
汚れたタイルカーペットを再生して延命。新開発バ
キュームシューとリンス効果向上機構。自動洗浄ブラ
シ圧調整機構搭載で、常に最適なブラシ圧による均一
な仕上がりとカーペットのダメージ軽減を実現。

21645

5532 30-6
21956

21649

21649-1

0772-1

14245

洗浄前

洗浄後

カーペットリストアラー
スーパーパイルブラシ
人通りの多い玄関付近の日常清掃や洗浄
前の清掃に最適な、2モーターヘビーデュー
ティータイプのスタンダード機。カーペット
パイルを起毛しながら、カーペットの底に
堆積する土砂、小石、ホコリ等のゴミを残
さず掻き上げます。
清掃幅：350mm　ブラシモーター：375W
バキュームモーター：610W　
集塵バッグ：20リットル		重量：36kg
参考価格　　￥798,000

13731

オービタル回転
マルチポリッシャー
SMS

レディーバードⅡ
操作簡単！でも効果抜群！
従来のポリッシャーのよう
に、暴れてしまうことがな
い、初めての方や女性で
も取扱可能なポリッシャー
です。楕円運動であらゆる
床面の汚れを剥ぎ取ります。
パッドサイズ：13インチ
重量：約16kg

ケルヒャー
カーペットリンスクリーナー

Puzzi 8/1 C
布製の椅子・ソファーやカーペット
などの清掃に最適な軽量コンパク
トモデルです。操作は足でON/
OFFできるフットスイッチと洗剤レ
バーだけで非常に簡単です。透明
タンク＆透明ノズルなので、吸引す
る汚れを確認しながら清掃が行え
ます。また、汚水タンクは簡単に取
り外し可能。
作業幅：110mm
タンク：洗浄用8L/汚水用7L
真空度：230hpa
噴霧量：1リットル/min

参考価格　　￥140,000

ケルヒャー
カーペットリンスクリーナー

Puzzi 10/1
Puzzi 8/1 Cの、バージョン
アップタイプです。タンクは車
や小規模店舗を十分に清掃で
きる容量です。シンプル設計な
ので、操作が簡単です。また、
準備や後片付けも短時間で行
えます。清掃幅、タンク容量、
真空圧など全てにおいて性能
が上です。
作業幅：230mm
タンク：洗浄用10L/汚水用9L
真空度：220hpa
噴霧量：1リットル/min

参考価格　　￥190,000

ポータブルエクストラクター
ノーチラスMX3-500
２つの３ステージバキュームモーター搭載し、革新的な
真空システムにより直列/並列の切替えが可能。吐出
圧500psiの高スペック仕様。CRI最高評価のプラチナ
認定マシンです。
バキュームモーター：5.7in3ステージ×2基、吸引圧：（直
列）46.7Kpa、（並列）29.2Kpa、吐出圧力：500pis（35kp/
㎠）、吐出水量：1.06gpm（4L/nin）、
アンペア：（コード#1）16A/9.46A、（コード#2）10.4A/6.7A、
タンク容量	清水	45.4L	/	汚水	45.4L、電源コード：
7.62m×2本、サイズ:W59.3×D87.3×Ｈ107.3cm、
質量：61.7kg
標準装備（付属品）：ステンレスウォンド（２ジェット）、
バキュームホース7.5m、ソリューションホース7.5m、
HYDRO-FORCE製ショルダーバック、排水用カフ
参考価格　　￥1,090,000

冷水タイプカーペット濯ぎ洗い機
スポットリンサー
清水(または専用洗剤)噴射装置付き。汚れ
を引き出し強力に吸引する小型リンサー。
超軽量で操作も簡単なため、小面積のス
ポットクリーニングや出張クリーニングに最
適。電動100V仕様、出力1,000Ｗ。 

	 スポットリンサー14S	 	スポットリンサー30S
吐出水量	 0.8リットル/min		 	2.6リットル/min
供給タンク	 14リットル		 	 30リットル
回収タンク	 14リットル		 	 30リットル
寸法D・W・H	 420×300×525㎜	 	500×380×775㎜
重量	 12kg		 	 22kg
参考価格	 ￥180,000	 	 ￥380,000

カーペット温水濯ぎ洗い機

スーパースチームリンサー
S101・S102
温水効果で汚れを分解、強力バキュームで
強力に吸引。S101はエアコン洗浄機として
も使用出来ます。S102はバキュームモー
ター２基搭載により、乾燥時間を早める事
が出来、吐出水量調整機構により、オー
バーウエットも回避出来ます。

	 	 S101	 S102
	バキュームモーター	 1個	 2個
	吐出圧力	 0.69MPa	 0.69MPa
	ヒーター出力	 1,600ｗ	 1,600ｗ
	清水タンク	 18リットル		 40リットル
	回収タンク	 14リットル		 38リットル
	参考価格	 ￥494,000	 ￥868,000

簡単操作

超小型

S101

S102

移
動
用
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高速振動で、
汚れを浮かせて落とす！！

アルティメット 
パッド（別売）

カーペット用 高速振動ポリッシャー
バルチャーオービダル
カーペットのサーフェス洗浄に抜群の効果
を発揮するオービダルドライブポリッシャー。
作業者が振り回されない安全性と操作性は
もちろん、工具なしで行える「ヘッド脱着シ
ステム」により一人での車両積み込みや運搬
を可能にしました。
消費電力：1100W
パッドサイズ：17インチ
洗剤タンク：13Ｌ
重量：49.4kg

	コード	 参考価格
	14679	 ￥203,500

	コード	 参考価格
	21641	 ￥648,000

高速振動式
1,500rpm/50Hz
1,800rpm/60Hz

21643

0039-8

0039-9

5118-2

5118-4

14S 0046

30S 0046-3
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	 サイズ	 参考価格
	15インチ	 ￥43,000

GRANDI コンビブラシ
カーペット用起毛・整毛ブラシ
幅約45mm　木柄の長さ137mm
	 参考価格	 ￥24,800		

タイネックス
カーペットブラシ
タイルカーペット専用
2色植毛で、シャンプー時の泡立ちを
目視しやすい。  ※プレート別

ミラクルパッド
髪の毛の100分の1のマイクロファ
バー繊維で汚れをかきとり繊維の中
に抱え込んで離しません。糸くずが
出ず高い耐久性。

	コード	 サイズ	 参考価格
	18041-2	 6.5インチ	 ￥4,100／枚
	18041-1	 8インチ	 ￥4,700／枚
	1718-2	 9インチ	 ￥4,900／枚
	14387	 13インチ	 ￥5,300／枚

	コード	 サイズ	 参考価格
	14101	 15インチ	 ￥6,000／枚
	14069-1	 17インチ	 ￥7,000／枚
	14069-2	 18インチ	 ￥8,000／枚
	1718-1	 20インチ	 ￥9,500／枚
	

マジックパット 
ループタイプ 6枚入
100％マイクロファイバーにＰＰブラシ
を付け、ループ状に織り込んだカー
ペット専用のパッドです。ループ状にす
ることで摩擦係数を減らし、毛足の長
いウールカーペットにも使用すること
が出来ます。ＰＰブラシが付いている
ので、ブラシがけと水分回収を同時に
することが出来ます。

	 コード	 サイズ	 参考価格
	 5029	 13インチ	 ￥19,500
	 4729	 15インチ	 ￥24,250

タケヤ プロフリー
カーペット先割れ

（ホルダー付）　カーペットの重洗浄に。

	 コード	 サイズ	 参考価格
	 5282	 13インチ	 ￥18,000
	 3307	 15インチ	 ￥23,000

	 コード	 サイズ	 参考価格
	0066-1	 15インチ	 ￥9,147／枚
	

タケヤ プロフリー
カーペットブラシNS

（ホルダー付）カーペットの重洗浄に。

10002

21105

シミとり剤

SMS

ステインマジック ウール用/化繊用
コーヒーやワイン等、有機系の染まってしまったシミを消すシミとり剤です。
何年も経ってしまった酸化したシミも落とすことが可能です。　2液タイプで
すので1:1に希釈して使用します。専用のスプレイヤーを使用すれば、自動的
に希釈されスプレーされます。最短5分でシミは消えます。回収不要なので手
軽に使用できます。
	コード	 品名	 ケース	 参考価格
	13907	 ABセット（化学繊維用）	 480ｍｌ×6セット	 ¥7,000／セット
	13929	 ABセット（化学繊維用）	 960ｍｌ×6セット	 ¥11,200／セット
	14054	 AB+CSSセット（ウール用）	 480ｍｌ×4セット	 ¥10,300／セット
	0652-1	 ダブルスプレー（スプレイヤーのみ）12本入	 ¥4,700／本

SMS

ステイン1（ワン）
ステインマジックの1液タイプでスポッ
ター機能も搭載した洗剤です。浮きジ
ミや油汚れは押し拭き使用し、有機系
のシミにはスプレーして放置して下さい。
洗浄力と再汚染防止効果をあわせ持っ
た最強のシミとりです。
容量：960ml　液性：6.5（中性）
	コード	 容量	 参考価格
	4971-1	 960ｍｌ×6本	 ￥7,000／本

諦めていたコーヒー・茶・ワイン等のシミを落とす！
ステインマジックが進化した1液タイプ。

化繊
専用

C×S  カーペキープ

プロスポット
クリーナー
水性・油性を問わずほ
とんどのシミを除去で
きます。ノンリンスタイ
プのため面倒なリンス
作業が低減でき、作業
を効率化します。
容量：450ｍｌ　
	参考価格￥1,490／本
	12本／ケース

ユシロ

水性シミ消しα
スプレーして放置するだけで、
コーヒー、ジュース、ワインな
どの水性のシミを分解して漂
白します。酸素系漂白成分で、
色・柄ものにも安心。
	500ml×12本	 ￥1,998／本

C×S  カーペキープ

油性スポット
クリーナー
食油のシミ、マジック・イン
ク、複写機まわりのトナー
汚れなど油性系のシミを簡
単に除去できます。ジェルタ
イプのため液がパイルの奥
まで浸透せず、カーペットの
裏地を傷めません。
容量：450ｍｌ	

		参考価格￥2,365／本
	12本／ケース

ウールセーフ ウールセーフ

ウールセーフ

480ml
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ラストアウェイ
サビ専用のシミとり剤です。カーペット・ハー
ドフロア・家具等多用途に使用できます。簡
単に素早く頑固なサビを除去できます。
容量：480ml　液性：3.0（酸性）

	 コード	 参考価格
	5178-1	 ￥3,900／本
	12本／ケース

サ
ビ
専
用
シ
ミ
と
り
剤

ス
プ
レ
ー
し
て
放
置
す
る
だ
け
！

使用前	 1日後	 3日後20781 14178-1 0082

超極細
SUSワイヤー

ソファークリーニングシステム
VS2 エスプリ
特殊反転ブラシ内蔵のパワーヘッドで、
デリケートな布地を安全に、簡単に、き
れいにします。大手家具＆繊維メーカー
が推奨する安全性と高性能。ぬれ過ぎ
の危険はまったくありません。クリーニ
ング後の椅子は短時間で使用可能。

タンク容量：洗剤7.6リットル
汚水3.8リットル		ホース長さ：4.5m　
電源コード：9m　本体重量：16.3kg
参考価格　　￥1,076,000

シルクソファー用洗剤
プレリム
繊細な布張家具の生地用中性洗剤です。多
くの布張家具に安全かつ効果的に対応でき、
汚れの状況に応じて調合できるため経済的
です。特に天然繊維に効果的です。　
	 容量約3.8L	 参考価格	￥15,500

ソファー専用洗剤
ブルーラベル（Low pH）
ウール、木綿、ウール混紡等のすべての天然
繊維布張りソファー生地に使用できます。　
pH値：8.0（使用時：7.5〜7.8）　
	 容量約3.8L	 参考価格	￥7,200

ソファー専用洗剤
レッドラベル（High pH）
合成繊維に使用できます。ブルーラベルと同様
に洗浄力が極めて高く残留汚染がありません　
pH値：9.1（使用時：8.9〜9.1）　

	 容量約3.8L	 参考価格	￥7,200

カーペットすすぎ洗いマシーン
サーフェス洗浄
スプレーバルチャー
洗剤散布用スプレー機能が付いたス
リーブラシ式カーペット洗浄機。水
気を極度に嫌うフリーアクセスフロ
アや乾燥時間を1分でも早めたいホ
テルや宴会 場
等 のクリーニ
ン グ に 最 適。
洗 浄 幅38cm
と48cmの2型
式。

スプレーバルチャー専用ブラシ
アルティメットブラシ
極細ワイヤーが、既存の洗浄パッドや
ブラシでは入り込めなかったポーラス
や隙間にいともたやすく到達し、しな
やかな弾力性で汚れを掻き出します。

CR-48SV-Ⅱ

	コード	 品番	 参考価格
	21835	 CR-38SV-Ⅱ	 ￥882,000
	21835-1	 CR-48SV-Ⅱ	 ￥918,000

	コード	 対応マシン	 参考価格
	21835-2	 38SV用	（3個1セット）	 ￥87,900
	21835-3	 48SV用	（3個1セット）	 ￥99,800

遊星スクラブ機構
（正逆あり）

ブラシ数：3　
ブラシ回転数：400rpm
洗剤タンク：18リットル　
電源コード：15m

アルティメットブラシなら 

21837

21836

13177

1354

コンドル

シミとりブラシ
カーペットのシミとり用。
10ヶ／ケース

	 サイズ（cm）	 参考価格
	4.6×17.5×2.5	 ￥1,800

シミ・ガム取り専用の万能アイテム
カーペットシャーク
カーペットのシミとり・ガムとり専用アイ
テム。背や腹、しっぽの先で洗剤を馴染
ませ、シミやガムの分解をしやすくします。
　参考価格　　￥3,100

メタルバックブラシ
カーペット用洗浄ブラシ プレート付
	コード	 サイズ	 参考価格
	1846	 12インチ	 ￥24,750
	3349-2	 14インチ	 ￥30,450
	3349-3	 16インチ	 ￥39,900

メタル・先割ブラシ（緑）
カーペット用洗浄ブラシ プレート付
	コード	 サイズ	 参考価格
	0736	 12インチ	 ￥26,625
	3349	 14インチ	 ￥33,300
	3349-1	 16インチ	 ￥43,500

ぴかQ（ステンレス線植毛ブラシ）
超極細0.1Φのステンレス植毛で

“線端洗浄”。ワンタッチハンドル
に取付けて使用できます。

SMSカーペットブラシ
悩みの種の重歩行路線汚れも元通りに！ 硬いブラシ部分でカーペッ
トの奥底に潜んだ汚れを掻き出し、柔らかいブラシ部分でカーペッ
トの表面を洗浄します。硬いブラシを入れることで、ポリッシャーの
重みでブラシ先が広がり過ぎずカーペットの汚れを効果的に落とし
ます。特に汚れ度合いが高い
場合、ブラシのエッジを立て
て作業されると効果的です。

	コード	 品名	 参考価格
	17536	 ピカQ	 ￥7,500
	20915	 専用ケース	 ￥2,400
	

	 コード	 サイズ	 参考価格
	0687-4	 15インチ	￥24,600／枚

作業効率アップ+最高の仕上がり！

専用
ケース

4620

21341



ファニチャーメンテナンス

消臭剤回収剤

防汚剤

殺菌・抗菌剤静電防止剤

	 参考価格	 ￥2,700／本
	 	 （1ケース12本）

家具の汚れに特化した洗剤です

クリーナー バイオクリーナー

前処理剤
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SMS

ステインガーディアン
シミや汚れをブロックして繊維へのこ
びり付きを防ぐ特殊なプロテクター剤
です。高度な科学技術を用いて分子レ
ベルでシミを防ぎます。特に歩行路線
にお勧めです。
●液性：6.0（酸性）

リンレイ

カーペット防汚剤
汚れやすい出入り口付近や、美観を維
持したいカーペットにスプレーします。
優れた撥水撥油性が、カーペットを汚
れから強力にガード。汚れが進んでし
まっても、ソフトな洗浄で美観を取り戻
すことができます。
●希釈倍率：2.5～5倍

SMS

ワイバーン
殺菌・抗菌・消臭を同時に行いカビ等の繁殖
も防ぐ殺菌剤です。中性なので様々な素材・
用途に使用可能です。洗浄力はありませんの
で、清掃後に使用してください。
●容量：3.8L　●液性：7.0（中性）

リンレイ

静電防止剤
カーペットによりしばしば生じる、静電気に
よるトラブルを防ぎます。ビル内の空気の相
対湿度が30％近く低下しても、静電防止効果
を保ちます。カーペットにダメージを与えるこ
となく、また、残留洗剤による効果ダウンもな
く、静電防止効果を発揮します。

	コード	 内容量	 参考価格
	14174-3	 3.8L×4本	 ￥13,600／本

	コード	 内容量	 参考価格
	20815	 3.8L×4本	 ￥13,800／本	 コード	 内容量	 参考価格

	18339-8	 4L×3本	 ￥10,720／本

	コード	 内容量	 参考価格
	18339-1	 4L×3本	 ￥20,600／本

SMS

エックスサイド
スカンクの臭いも消える超強力消臭剤。
臭いを元から分解。直接噴霧、空中噴霧
しても大丈夫ですしカーペットの清掃時
にリンサーの清水タンクに混ぜて清掃と
同時に消臭も出来る。人や動物にも無害。
●液性：7.5（中性）

	コード	 内容量	 参考価格
	0652-5	 S（480ml）×12本	 ￥3,800／本
	0652-6	 L（3.8リットル）×4本	 ￥25,900／本

ウールセーフ

ウールセーフ

Lサイズ　　　　Sサイズ

SMS

ラストステップ
結果を出せるオールマイティーな回収剤。
水だけでは残ってしまう前処理や残留洗剤
の回収を始め、浮きジミ防止・再汚染防止・
乾燥時間の短縮・消泡効果・ph安定など、
様々な効果があります。高濃縮タイプで、
少量の使用で仕上がりが劇的に変わります。
希釈率　130～65倍
	 コード	 内容量	 参考価格
	1771-2	 3.8L×4本	 ¥8,000／本

インテリアコーティング
高純度のフッ素樹脂を使用！大事な備品を汚され
る前にコーティング！市販の防水スプレーより効果
が長続き。※第三者公的機関で摩擦回数11000回
の耐久テストをクリアしています。
内容量：液体154ml＋ガス

	 参考価格		 ￥6,000／本
	 	 （1ケース　本）

フォンシュレーダー

レザーラザー
皮張りソファー用ドライフォームクリーナー。皮張
り家具をVS2全自動ソファー洗浄機で効率的に洗
浄するために調整されたのがレザーラザーです。
超高濃縮なのでとても経済的。　容量：0.95L

	 参考価格	 ￥3,600／本
	 	 （1ケース　本）

	 参考価格	 ￥2,120／本
	 	 （1ケース8本）

フォンシュレーダー

レザーローション
皮革製のソファーや車の内装生地を整え、潤いを
与え保護します。レザーローションはVS2全自動
ソファー洗浄機とレザーラザーによるクリーニン
グ直後にお使いください。　容量：0.45L

	 参考価格	 ￥930／本
	 	 （1ケース15本）

艶出しクリーナー
プライド
床以外の硬質表面のクリーニングとツヤ出し・保護
に、手軽に使えるエアゾールタイプ。ビニールレザー、
プラスチック、金属などに。　容量：480ｍｌ

	 コード	 参考価格
		 	 ￥1,730／本
	 	 （1ケース15本）

プロワーク
超微粒子研磨剤配合のクリーナー兼保護剤で 2
す。ヘビーな汚れもスッキリ落すクリーニング
及びツヤ出し保護が 1 回の作業で行えます。
容量：420ｍｌ

シャインポリッシュBT
スプレーして拭き取るだけで、事務用器具・備品
などのツヤを出し保護します。シャインポ
リッシュの詰め替えタイプです。
容量：2L

	 参考価格		 ￥1,000／本
	 	 （1ケース15本）

シャインポリッシュ
エアゾール
スプレーして拭き取るだけで、事務器具・備品の
ツヤを出し保護します。
容量：480ｍｌ

撥
水
・
防
汚

0207-2

1801

3634-1

0207-3

1020

0051-2

21343

シミとり剤

バイオ式 シミとり剤

ステインアウェイ
コーヒー、紅茶ソース、醤油、
血液、嘔吐物、ペットのオシッ
コなどのシミをバイオの力で強
力に落とす。中性タイプで塩素
や酸を使わないので安心。
容量：500ml、4L	

	コード	 容量	 参考価格
	5036	 500ml×12本	 ￥1,675／本
		3815-1	 4L	 ￥6,000／本

化繊専用です

スポッティングキット 21644
このキットは、シミ、こぼし汚れ等にすばやく対処できるよ
う、各種シミ除去剤をコンパクトにまとめたものです。キッ
トの中にシミ除去方法を記した小冊子が入っています。

		参考価格		1セット	￥61,000

●ジトゴ（ガム、インク、タール、グリース、オイル除去剤　●コーヒー
ブレイク（コーヒーのシミ除去剤）　●ダイアウト（食品の色素シミ除去
剤）　●汎用シミ除去剤　●酵素洗剤　●揮発性溶剤　●さび除
去剤●消臭剤　●アンダズイツト　●474cc入トリガー式スプレー
ボトル　●237cc入希釈用ボトル（酵素洗剤用）　●237cc入ボトル
（すすぎ水用）　●白布巾　●小型ブラシ　●ステンレス製スプーン
／へら　●綿棒6本　●たれよけ用ビニール　●計量カップ●じょう
ご　●「シミ除去入門ガイド」小冊子

SMS  シミとり剤
プロソルブジェル
ガム・タール・ペンキ・マニキュ
アなどあらゆるシミを分解！
ジェル状パワージェルとの併
用で分解から乳化と回収作業
がしやすくなります。石材の
油性シミとりにも使えます。
容量：120g　
液性：7.0（中性）
参考価格		￥2,600／本
12本／ケース

SMS  シミとり剤
パワージェル
ガム・靴墨・マスカラ・グリー
スなどのシミを乳化します。
プロソルブジェルとの併用で
簡単に汚れを繊維から切り離
して回収します。中性なので、
ウールから化繊まで使用可能。
容量：120ｇ
液性：10.5（アルカリ性）
参考価格		￥2,600／本
12本／ケース

リンレイ

シミとりキットAD
シミの種類に合わせて使用する
シミとり剤セット。
●RCCシミとりクリーナ（マルチタイ
プ）、●RCC鉄サビシミとり、●RCC
油性シミとり、●RCCガムリムーバー、
●シミとり用ブラシ、●シミとり用タオ
ル	2枚
	 コード	 参考価格
	 2254	 1セット	￥18,400

スパルタン  

コンテンポ 
H2o2
酵素で落とす！ 過酸化
水素配合万能洗剤
	 内容量	 参考価格
950ml×12本	 ￥1,530／本

リンレイ

ガムリムーバー 
ガムを凍結させて除去し
ます。カーペットだけで
なくビニル系床材、石質
床材にも使用可能。

ユシロ

ガムとりプロ
床面に付着したガム・ガ
ムの踏み跡を除去できる
溶剤性特殊リムーバー。

	 内容量	 参考価格
330ml×8本	 ￥2,160／本

	 内容量	 参考価格
	 1Ｌ	 ￥2,948／本

ガ
ム
と
り
専
用

ガ
ム
と
り
専
用

10288

5347

20772
5639

4116-8
2753-2

14566-1

カーペットエース
繊 維 にやさしい バイオク
リーナー。天然の善玉バク
テリアの有機分解作用で汚
れを分解。さらにバクテリア
は残留洗剤の分解も促進す
るため、すすぎ作業も軽減
でき、綿パットによる拭き
上げ作業にも最適。また汚
れにより希釈して使用可能。

インテックスソリューション
重汚染エリア対応クリーナー
トラフィックレーン
クリーナー
特に汚れた化学繊維カーペット
用。強力な洗浄力で歩行頻度
の多いエリアに使用可能！ＰＨ
を10以下に抑えつつ洗浄力をＵ
Ｐ。油汚れに抜群の効果。
容量：3.8L　液性：10.0

C×S  カーペキープ
ニューシャンプー
シャンプークリーニング用。
強力な洗浄力と泡立ち、泡
切れとも大変良い処方で効
率よくシャンプークリーニン
グが行えます。ナイロン、ウー
ルの素材を選ばず安心して
使用できます。再汚染防止
剤配合。 容量：5L
	参考価格	￥6,230／本
	 	 3本／ケース 	参考価格	￥4,800／本

		 	 4本／ケース

B4前処理剤
カーペット、椅子、クロス等の強い汚れ、シミ
部にスプレーした後、通常のクリーニングを
行うだけの便利な多目的前処理剤です。B4は
繊維への浸透性が高く、洗剤の洗浄力を高め
ます。濃縮タイプ。合成繊維生地に。 
容量：3.8L　液性：9.0
	 コード	 内容量	 参考価格
	 0207	 3.8L×4本	 ¥9,800／本

SMS

ダートチェイサー
驚くほど汚れが落ちる！S.M.S.JapanとCTIと共
同で日本向けに開発した前処理剤です。化学培養
酵素とオレンジオイル配合により油や土砂汚れに
も非常に高い洗浄力を発揮します。リキッドの中で
は最高水準の商品です。希釈率　100～30倍
	 コード	 内容量	 参考価格
	 7967-1	 3.8L×4本	 ¥10,000／本

インテックスソリューション
カーペット用ドライクリーナー
ロンジェビティ
特殊ポリマー配合で中性ながらカーペット
をあまり濡らさずにメンテナンスが可能。
水を嫌うOAフロアの管理に適し、デリケー
トな天然繊維素材にも最適。
	 コード	 内容量	 参考価格
	 5379	 3.8L×4本	 ￥11,000／本

SMS　環境対応クリスタル剤
ブラシ＆ボンネット
汚水を出さないセミドライ工法の中で最高水
準のクリスタル剤。クリーニング時に汚れと共
に粘着質を包み込みながら結晶化するので再
汚染の心配なし。24時間営業店などの水が使
えない現場に最適。
	 コード	 内容量	 参考価格
	3931-2	 3.8L×4	 ￥8,400／本

	 コード	 内容量	 参考価格
	 3404	 3.8L×4本	 ￥8,425／本
	 3913	 20L	 ￥30,000

クリーナー（クリスタル剤） 
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安全用品

シンプル・軽量なフロアボード。 使用場所に合わせオモテ・ウラ面使い分け可能！

	 参考価格	 ￥3,000／枚サイズ：W300×H620mm	重量：840g		10枚/ケース

	参考価格	 ￥108,000

サイズ（コーンなし）：
28×36×36cm　
重さ（コーンなし）：17kg
送風距離：16㎡　
稼働時間：8h

オ
モ
テ
面

ウ
ラ
面

オ
モ
テ
面

ウ
ラ
面

オ
モ
テ
面

ウ
ラ
面

オ
モ
テ
・
ウ
ラ
面
共
通

5枚/ケース清掃中・立入禁止  10190 清掃中・ワックス塗布  10191 トイレ清掃中 10192 頭上注意  14963

サインボード
ハリコーン
送風とフロアサインを１台で。雨天時の出入り口や
床清掃中における乾燥時など、床が濡れて滑りや
すい状態を周囲に告知しつつ、早く乾かせること
ができます。床の乾燥時間を最大90％も短縮可
能です。交換可能な充電式バッテリーパックで最
大8時間稼働。

注意喚起サインに床乾燥機能が付いた！

	 参考価格	 ￥4,000サイズ：W550×H750mm
フロアサインテント ST750

コンパクトにたためて保管場所を取らない優れもの。

足元注意マット グレー
黄色いマットは汚れが目立つと言う声から生まれました。
日本語・中国語・韓国語・英語の4ヶ国語表示。

	 コード	 	 サイズ（mm）	 参考価格
	3939-4	 小		 600×900	 ￥3,400
	3939-3	 大		 900×1200	 ￥6,400
	3939-9	 ロング		 900×1800	 ￥8,900
	3939-5	 たて型		 1200×900	 ￥5,300

プロテック ついたて君(4ヶ国語)
人通りの多い商業、公共施設、空港、ホテルに。ワイド幅1600ｍｍで通路
を完全に防ぎ、お客様の侵入を防止します。日・英・韓・中の4ヶ国表示。

	コード	 表示	 使用時サイズ（mm）	 参考価格
	5285	 清掃中	 1600×200×750	 ￥14,700
	5285-2	 作業中	 1600×200×750	 ￥14700

1
面

3
面

2
面

■作業中

■清掃中
収納時は
コンパクト

オリジナルメッセージも
承ります。

風
で
閉
じ
な
い
！
倒
れ
な
い
！

開
い
た
状
態
を
キ
ー
プ
す
る

ス
ト
ッ
パ
ー
付

（
清
掃
中
・
立
入
禁
止
の
み
）

	 参考価格	 ￥800

	 品番	 参考価格
	 420SS	 ￥3,000／枚
	 420SK	 ￥3,000／枚
	 420CC	 ￥3,000／枚
	 	 （10枚/ケース）

サイズ：W250×D220×H420㎜	

小

大 ロング

たて型

オ
モ
テ
面

ウ
ラ
面

オ
モ
テ
面

ウ
ラ
面

オ
モ
テ
面

ウ
ラ
面

小型タイプ
サインボード
コンパクトで、
持ち運び便利！

420SK	 5188-1 420SS	 5188-4 420CC	 5188-5

こんなに小さく
収納できる！

キケン注意テープ
粘着性なし、セパレーターなし。
60mm幅×50m巻（0.07mm厚）

参考価格　￥1,500

PP標識ロープ BR810
規格：8ｍｍｘ100ｍ
				参考価格　　￥1,200　

立入禁止テープ 
粘着性なし、セパレーターなし。
70mm幅×50m巻（0.07mm厚）

参考価格　￥1,500

セーフトラックマット
滑り防止効果の高いマットです。表
面に研磨用のシリコンカーバイトを
付着させていますので、室内外・水
濡れ等に関わらず使用できます。ま
た油脂類や酸への耐性も高く、場所
を選びません。
	コード	 サイズ（mm）	 参考価格
	 2813	 760×900×8	 ￥18,000
	 2815	 760×1,200×8	 ￥24,000
	 2811	 760×1,500×8	 ￥30,000
	 2812	 760×1,800×8	 ￥36,000
	 2814	 760×2,700×8	 ￥54,000裏面表面

一瞬で広がり、お客様に素早く注意喚起できる。
軽量でコンパクトに畳め、収納も省スペース。
日本語・英語・中国語の３カ国語表記。
下部の四隅に砂のウェイト内蔵で倒れにくい。
上部のループに、水入りのペットボトル
等を吊り下げられさらに安定性アップ。

ポップアップセーフティサイン

●使用時サイズ：（大）W38×D38×H90cm、
　	（小）W33×D33×H52cm　
●収納時サイズ：（大）Φ約26×厚さ4cm、
　（小）Φ約17×厚さ3.5cm　
●重量：（大）約530g、（小）約320g	

	コード	 サイズ	 参考価格
CG10101	 大	 ￥4,000
	CG10102	 小	 ￥3,000

★タイプ・サイズ等が他にも
　多数ございます。

●目立つ文字とカラーで効果抜群の警告テープです。	
●工場や工事現場などの安全対策や違法・迷惑駐車の
防止等に最適です。	 	
●非粘着タイプ		●基材:ポリエチレンフィルム(PE)	 	

	コード	 　サイズ	 入数	 参考価格
5182	 50㎜×5ｍ	 12本	 ￥3,667／本
10102-3	 100㎜×5m	 6本	 ￥7,332／本

	コード	 　サイズ	 入数	 参考価格
10102-4	 50㎜×5ｍ	 12本	 ￥3,337／本
10102-2	 100㎜×5m	 6本	 ￥6,647／本

■タイプA（凸凹面、シマ鋼板用）
シマ鋼板などの凹凸面の床、階段などに。

■タイプSB（平面用・スタンダード）
一般平面用の標準タイプ。スロープ・階段などに。

滑り止めテープ
セーフティーウォーク 

サインフック
ドアノブに引っ掛けられる安全表示
板です。立体的なので斜め方向か
らでも確認することができます。
参考価格　　￥2,000

C500
21082

W500
21081

	 参考価格	 ￥14,500

サイズ：約W420×D330×H970mm
車輪直径:20.5mm

トイレットペーパーが中に24個も入る
カート型清掃中サイン！！

サインカート
看板機能も兼ねており、巡回清掃におすすめ。
大型車輪で段差もラクラク。
トイレットペーパー24個収納可能！

21994

5188

23294

23400

13378

0518-1

8848-1

安全フェンス
●危険回避に！　●キャスター付き
で移動がらくらく！　●誘導に！　
●器具・マシン隔離に！　●屋内全
般メンテナンス作業に！
参考価格　￥92,000

13248-2

 オプション

中に吊るして点
灯させ、注意を
促すLEDライト。

	 コード	 参考価格
	21834	 ￥2,980

■LEDライト

水を入れたペットボトルを
このフックにセットして安
定させる事ができます。

■ペットボトル
　吊り下げ用
　フック

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4日本語

日本語

英
語・中
国
語

英
語・中
国
語

大

小

日本語面 英語・中国語面日本語面 英語・中国語面

●オプション品：
　ペットボトル
　吊り下げ用フック

危ない！

折りたたみ方ワンポイントアドバイス

転倒事故から
お客様を守る！
転倒事故から
お客様を守る！
転倒事故から
お客様を守る！
転倒事故から
お客様を守る！

★3カ国語表示

本体を畳んで
平らにします。

下部を「注意」の
文字に向かって
折り込みます。

できた3つの輪
を1つに重ねて
形を整えます。

できたループのAとA
を合わせ、次にBとBを
あわせて畳みます。

A

A

B

B

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4日本語

日本語

英
語・中
国
語

英
語・中
国
語

大

小

日本語面 英語・中国語面日本語面 英語・中国語面

●オプション品：
　ペットボトル
　吊り下げ用フック

危ない！

折りたたみ方ワンポイントアドバイス

転倒事故から
お客様を守る！
転倒事故から
お客様を守る！
転倒事故から
お客様を守る！
転倒事故から
お客様を守る！

★3カ国語表示

本体を畳んで
平らにします。

下部を「注意」の
文字に向かって
折り込みます。

できた3つの輪
を1つに重ねて
形を整えます。

できたループのAとA
を合わせ、次にBとBを
あわせて畳みます。

A

A

B

B

３カ国語表記

使用済ペットボトルを
100％原料として製造しています
約50本分の使用済ペットボトルから出来た「セーフガード-R」は、
化石資源消費量や地球温暖化ガス排出量の低減に役立つ、
エコな商品です。環境配慮製品を使用することによって、
世界的に取り組みが進むSDGsの貢献にもつながります。
また企業価値の向上や信頼強化にも役立ちます。

100％
再生プラスチック

左右2か所のロック
ボタンにより、使用
中に閉じるのを防げ
ます。

17.5ｃｍ

20ｃｍ

24
.5ｃ
ｍ

A

SB

黒

黄

黒

緑

黄

再生プラスチック100％使用

セーフガード-R

	 コード	 参考価格
	 SY10101	 ￥3,000
　　

サイズ:W30（下部）×
D32.5（開いた時）×H60㎝　
重量：548g
絵柄は、表裏とも同じです。

ピタッとシール 
「男性スタッフが清掃作業中」

貼付イメージ

今お使いのサインボードに貼り付
けて使うシールです。貼って剥し
てが何度も出来ますので、使い
たい時だけの表示が可能です。
吸着力が弱くなった場合は、
水洗いで復活します。



GS-30T	 GS-50T

水のトラブルを軽減する使い捨て吸水シート
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安全用品

安
全
用
品

ヘルメット 21647-3
（ＭＰタイプ） 
ＤＰＭ-148Ｗ	
	 参考価格	 ￥1,500

カラーコーン（PE製）/スコッチコーン
		カラーコーン	 参考価格　￥780〜
		スコッチコーン	 参考価格　￥1,500

ヘルメット 19976-1
（アメリカンタイプ） 
ＤＰＭ-0169Ｗ	
	 参考価格	 ￥2,050

	 コード	 参考価格
	21815-2	 ￥4,980

コーンバー 	 長さ	 参考価格
	 1.5ｍ	 ￥550
	 2ｍ	 ￥625

コーンベット
2kg
	参考価格	 ￥	750〜

スカイハーネス
軽量ですばやく装着できて動き
やすいフォールアレスト用ハーネ
スが新登場！
色：ブルー、ブラック
胸囲：125cmまで
腿：75cmまで
最大使用荷重：130kgまで
重量：860g

フルハーネス用安全ベスト
装着できるんです
フルハーネスの形状に合わせた画期的な
デザイン。ショート丈(着丈40cm)なので
腰道具や空調ファンの邪魔になりません。
フルハーネスのX型、Y型の両方に対応。
	 コード	 参考価格
	 21815-1	 ￥4,980

ふちピカflash
LED交互点滅タイプ。反射材7cm幅。

フレックスランヤード
(スチール)大フック開口60mm
フックとカラビナは全てダブルアクショ
ンタイプ。オフセットレバー対応でより
握りやすくなっています。

フレックスランヤード
(アルミ)大フック開口55mm
フックとカラビナは全てダブルアクショ
ンタイプ。オフセットレバー対応でより
握りやすくなっています。

クルクルキャッチ
ライフライン巻取式
一定以上の加速（墜落）時にブレー
キが作動して停止します。

ガルバ看板（コーン看板）
　　参考価格	 ￥6,000〜	

衝撃吸収
ライナー付

衝撃吸収
ライナー付

コーントップサイン
　　参考価格	 ￥2,500〜	

強靭構造過電流防止ブレーカー HP-15A
電流の流れ過ぎから建物のブレーカーを守ります。					
可動式プラグの採用で様々なコンセントに対応。
点灯式のスイッチで復旧
が簡単です。

コードリール
○ソフトケーブル
○AC100V
○電線種：VCT	
○コンセント防じんシャッター付	

参考価格	 ￥2,800

ポッキンブレーカー
電気を使い過ぎると（15A以上）通電を遮断します。

コードリール
（防雨型・ブレーカー付）
激しい雨や水しぶき、砂ほこりもシャットアウト
			品名TBE-30KC					参考価格￥28,390
○ソフトケーブル　○防雨型	○AC100V　
○電線種：VCT		○漏電過負荷短絡保護兼用		
○ブレーカー付	○コンセントキャップ付		
○２	極	接	地	コ	ン	セ	ン	ト	付

	 コード	 品名	 参考価格
	2038-4	 PIPB-EB-T（漏電保護専用）	 ￥12,000
	 2038-5	 PIPB-EK-T（過負荷漏電保護兼用）	 ￥13,000

	 品名	 長さ	 参考価格
	 GS-30T	 30m	 ￥12,950
	 GS-50T	 50m	 ￥20,390

	コード	 タイプ	 全長	 参考価格
	21814	 シングル	 150cm	 ￥8,500	
	21814-1	 ツイン	 170cm	 ￥17,800

リーマックス
ランヤード170cm
巻取り部分がダイニーマスリング製で
高強度・軽量化。大フック開口55mm
	タイプ	 全長	 参考価格
	巻取式	 170cm	 ￥19,800

	コード	 タイプ	 全長	 参考価格
	21814-2	 シングル	150cm	 ￥10,000
	21814-3	 ツイン	 160cm	 ￥19,800

	タイプ	 全長	 参考価格
	巻取式	 3ｍ×幅20㎜	 ￥22,770

	 コード	 色	 参考価格
	 21814-6	 青	 ￥16,000
	 21814-7	 黒	 ￥16,000

※使用条件によっては20Aの元ブレーカーが先に落ちます

プラコンインポッキンブレーカー
ドラムやコード・工具につなぐだけで漏電遮断
器付になります。PIPB-EK-Nは、電気を使い
過ぎると（15A以上）通電を遮断遮します。
	PIPB-EB-N	 参考価格	￥8,600
	PIPB-EK-N	 参考価格	￥9,900

4078

2038-6

21647

21647-2

21647-1

2038-9

20735
CB-22

4648
カラー：赤

C×S ゾルバ
水をグイグイ吸水する吸水シート。満水になると、上部の赤い
インジケーターでお知らせします。黒と黄色のストライプデザ
インは、ゾルバが置いてある部分に残水があることを視覚的に
表現します。1枚あたり2Lの吸水が可能です。 
サイズ：30×29.5×13mm　50枚入
	 参考価格	 ￥11,000

吸水ポリマーダスターⅡ
性能アップでリニューアル！吸水ポリマーと綿状パル
プを増量し、吸水スピードは従来品に比べて1.5倍、
吸水量は1.2倍UP！。1枚あたりの吸水量は840㎖以
上！業務用に備えて安心の70枚入×4袋の大容量！
モップサイズ：60cm用
	1袋70枚入×4袋入　	参考価格	￥22,000／箱

シート内の吸水ポリマーが水分を素早く
吸収し逆戻りを　  抑制！

205-1

赤・青
交互点滅

赤・緑
交互点滅

　参考価格	 ￥1,100〜

コーンカバー H45cm
カラーコーンに被せるだけで様々なメッセージを明確に伝えら
れる便利グッズ。高さ70cmのカラーコーンに対応。

駐車禁止 13001

ソーラー式LED工事灯
ソーラー式充電で電池は不要です。また明
暗センサー内蔵なので、暗くなったら自動
的に点灯します。赤色LED×６個

	 コード	 タイプ	 参考価格
	21815-3	 カラーコーンカバー付	 ￥1,380
	21815-4	 バイス付	 ￥1,480

使用例

■カラーコーンカバー付 ■バイス付

裏面にマジックテープがついているので、1回の作業で
同時にハーネスと安全ベストの着脱が可能です。

「墜落制止用器具」新規格対応！

フルハーネス用反射ベルト
ハーネスのベルトに巻きつけて、面ファスナーで
止めるだけの簡単装着。2枚入。
ホワイト・イエロー・ブルー・オレンジ・グリーン・パープル
	 コード	 参考価格
	 21815	 ￥980

●オプション背宛大腿パットセット
	 コード	 参考価格
	 21814-8	 ￥3,500
	 	

第一種 100kg対応型

第一種 100kg対応型 100kg対応型

第二種 130kg対応型

巻取式

21814-4 21814-5

▶95 ページ

ドライヤー、
水とり、バケツ

22608



ガラスクリーニング・高所作業

新サイズ▶

人間工学に基づいた
デザイン。
落としても
割れません！

❷

❹ 角度が＋40°、＋25°、
＋10°、－5°、－20°
の5段階に調整できます。

首振りのON/OFFボタンが
押しやすくなりました。

❸ ヘッド部分の厚みが薄く改良され
たので、奥まった窓ガラスでも
1回で仕上げられるように
なりました。

❺グリップがさらに
握りやすくなりました。

❶レバーが大型化され、チャンネルの
交換がしやすくなりました。

3.0
2.0

改良版クリップでラバーの寿命アップ！

	 コード	 参考価格
	 M23524	 ￥600
	 	（1ケース5セット）

■フリック・フグフリック用
   クリップ （左右各1個）

	 コード	 参考価格
	 M25148	 ￥2,650／本
	 	 （1ケース10本）

コンビネイターハンドル
2.0 	 コード	 サイズ	 参考価格

	M25149	 25cm	 ￥820／本
	M25150	 35cm	 ￥890／本
	M25151	 45cm	 ￥950／本
	 	 	 （1ケース10本）

コンビネイター2.0用Tバー
	コード	 サイズ	 参考価格
M22559	 25cm	 ￥2,930／本
M22560	 35cm	 ￥3,210／本
M22561	 45cm	 ￥3,390／本
	 	 	 （1ケース10本）

コンビネイター用
プレミアムスリーブ

リクイディターチャンネル3.0用
スリーブです
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プレミアムハンドル
(バイコンポーネントハンドル)
持ちやすく使いやすい。水に濡れても
滑りにくい滑り止め加工付き。
	 コード	 入数	 参考価格
	 M17733	 10	 ￥2,530／本

定番の真鍮製
ハンドル。

ステンレスハンドル
サビ止め加工を施した高品質ステ
ンレス製。ラバーグリップ付。
	コード	 入数	 参考価格
	M17773	 10	 ￥1,690／本

真鍮ハンドル
従来品よりツヤがあり軽い！
	 コード	 入数	 参考価格
	M17846	 10	 ￥1,432／本

プレミアムスナッパー
ハンドル
	 コード	 入数	 参考価格
	 M24222	 10	 ￥3,420／本

ラバー・
チャンネルの
交換が簡単!

リクイディターチャンネル2.0
　コード	 サイズ	 参考価格
	M23215	 25cm	 ￥1,854／本
	M23216	 30cm	 ￥2,010／本
	M23217	 35cm	 ￥2,112／本
	M23219	 55cm	 ￥3,276／本
	 	 	 （1ケース20本）

リクイディター用
ネクスターラバー

	 コード	 サイズ	 参考価格
	 M25871		 25cm	 	¥750
	 M25872	 30cm	 ¥790
	 M25873	 35cm	 ¥830
	 M26741	 40cm	 ¥980
	 M25874	 45cm	 ¥940
	 M25875		 55cm	 ¥1,020

	（1ケース10本）

リクイディター用
スペアラバー
ソフト

リクイディター用
スペアラバー
ハード

	 コード	 サイズ	 参考価格
	M21981	 25cm	 ￥620／本
	M22149	 30cm	 ￥660／本
	M21982	 35cm	 ￥680／本
	M21983	 45cm	 ￥740／本
	M22150	 55cm	 ￥820／本

	（1ケース10本）

	 コード	 サイズ	 参考価格
	M22285	 25cm	 ￥620／本
	M22286	 30cm	 ￥660／本
	M22287	 35cm	 ￥680／本
	M22288	 45cm	 ￥740／本
	M22289	 55cm	 ￥820／本

	（1ケース10本）

ソフト／ハードの区別なく通年使えて
とっても便利

	 コード	 参考価格
	 M25460	 ￥6,650／本
	 	 （1ケース10本）

エクセレイターハンドル2.0

▪すべりがとても良い 
▪素晴らしい水切り
▪従来品より耐久性が向上し約２～３倍長持ち（使い方によります）
▪ベルギー製

人気のエクセレイターがさらに使いやすくりました。
ヘッドの角度がマイナス方向にも調節可能になり、
作業できる範囲がグーンと広くなりました！

※チャンネルは別売です。

	 コード	 参考価格
	 M23520	 ￥536／2個セット
	 （1ケース5セット）

リクイディター
2.0用  交換用
エンドクリップ 

（左右各1個）

	 コード	 参考価格
	 M26028	 ￥630／2個セット
	 （1ケース5セット）

リクイディター3.0用  交換用エンドクリップ（左右各１個）

プロに大人気の次世代スクイジーがさらに進化。
リクイディター3.0！
・クリップ上部のカーブを緩くすることにより

ラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れた
りしにくくなりました。

特許
取得済

クリ
ップ
が新
しく
なり
まし
た！

フラットウォッシャー構造で洗浄液が窓枠に付きにくいフリックシリーズ
 中に厚いパッドが入って、保水性・耐久性ともにバツグンです。
 60℃までの水温で洗濯可能。  
 クリップの交換できます。 クリップ

10°25°40°

3段階で
固定可能!

絶妙な稼動範囲で
スムーズに旋回!

	 コード	 参考価格
	 M23525	 ￥5,110／本
	 	 （1ケース10本）

エクセレイター ハンドル

クネクネと自由自在に首振りするヘッドが、手
首の動きをしなやかにガラスに伝え、　短時
間で綺麗に仕上げます！

シャンパーの脱着が
ワンプッシュで出来る！

サスペション機能付の
シャンパーで操作性抜群！

	 コード	 サイズ	 参考価格
	M23521	 25cm	 ￥3,920／本
	M23522	 35cm	 ￥4,340／本

	 コード	 サイズ	 参考価格
	M26917	 40cm	 ￥4,670／本
	M23523	 45cm	 ￥4,910／本
	 	 	 （1ケース10本）

フリック
クリップ付

フグ
フリック
クリップ付

	 コード	 サイズ	 参考価格
	M26864	 25cm	 ￥4,220／本
	M26865	 35cm	 ￥4,670／本

	 コード	 サイズ	 参考価格
	M26916	 40cm	 ￥5,020／本
	M26866	 45cm	 ￥5,720／本
	 	 	 （1ケース10本）

硬い繊維とマイク口ファイバー
の組合せで、タバコのヤ二やこ
びりついた汚れに。

スマートフォン等
のバーコードリー
ダーで読み取ると、

YouTubeにて商品の動画
を見ることができます。

在庫限り

リクイディターチャンネル3.0
	 コード	 サイズ	 参考価格
	 M26021		 25cm	 ¥2,710
	 M26022		 30cm	 ¥2,920
	 M26023	 35cm	 ¥2,980
	 M26742	 40cm	 ¥3,680
	 M26024	 45cm	 ¥3,800
	 M26025	 55cm	 ¥4,540

	（1ケース20本）



ガラスクリーニング・高所作業

優れた洗浄力と高い保水性。

好きな角度に
固定できます！

長時間の作業でも
疲れにくい！

使用後にスジが残りにくく、
優れた耐久性を誇ります。

クリック&スクラブパット
簡単装着で頑固な汚れも
指の力でしっかりと落とせます！

	コード	 参考価格
	M18927	 ￥980／個
	 	 （1ケース10個）

丈夫で硬くてしならない
カーボン製伸縮ポール！

素材をアルミ製にして価格を抑えました。

指1本でロック解除

指1本でロック解除
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▼モアマン製品を他社製ポールに取り付けるためのアダプターです

オーバーコーン
プラスチック製アダプター。

	 コード	 参考価格
	 J0203	 ￥1,700/本

ウッドコーン
木製のアダプターです。	

	 コード	 参考価格
	E45005	 ￥1,650/本
	

スクラブパッド付

スクラブパッド付スクラブパッド付

	 コード	 サイズ	 参考価格
	 M17760	 25cm	 ￥2,810／本
	 M17761	 35cm	 ￥3,030／本
	 M17762	 45cm	 ￥3,590／本
	 	 	 （1ケース10本）

	 コード	 サイズ	 参考価格
	M26861	 25cm	 ￥2,550／本
	M26862	 35cm	 ￥2,730／本
	M26863	 45cm	 ￥3,250／本
	 	 	 （1ケース10本）

	滑り止め加工。
	水に濡れても安心。
	人間工学に基づいたデザイン。

プレミアムTバー
(バイコンポーネントTバー)
	 コード	 サイズ	 参考価格
	 M17780	 25cm	 ￥1,690／本
	 M17781	 35cm	 ￥1,800／本
	 M17840	 45cm	 ￥2,140／本
	 　　	 　　　　	 　（1ケース10本）

プレミアムスリーブ
優れた洗浄力、高い保水性、洗濯機で洗え糸く
ずが出ない。	ダブルフック		&ループファスナー。

フグスリーブ
フグのトゲトゲのような硬い繊維とマイク口ファイ
バーの組合せで、網戸やガラスについたタバコの
ヤ二、こびりついた汚れなどを簡単に取り除きます。

スイベルＴバー
	 コード	 サイズ	 参考価格
	 M20630	 25cm	 ￥3,260／本
	 M20629	 35cm	 ￥3,360／本
	 M20631	 45cm	 ￥3,480／本
	 	 	 （1ケース10本）

モノＴバー
	 コード	 サイズ	 参考価格
	 M17777	 25cm	 ￥900／本
	 M17778	 35cm	 ￥1,020／本
	 M17779	 45cm	 ￥1,120／本
	 	 	 （1ケース10本）

くぼみを多く作ることにより保水性をアップ
しました。またPP樹脂一体成形でとても丈
夫です。

モアマン製Tバーは、保水力が違います!

持ちやすく滑りにくい。
落としても
割れません

首ふり機能付 とにかく軽い

■デュラフレックスラバー（ソフト）
低温時や凹凸のある面に。
	コード	 サイズ	 参考価格
	M17782	 25cm	 ￥410／本
	M17783	 30cm	 ￥430／本
	M17784	 35cm	 ￥470／本
	M17785	 45cm	 ￥570／本
	M17786	 55cm	 ￥600／本
	M17787	 92cm	 ￥1,040／本
	 	 	 （1ケース10本）

デュラフレックスラバー
■デュラフレックスラバー（ハード）
暖温時や凹凸のない面に。
	コード	 サイズ	 参考価格
	M19649	 25cm	 ￥410／本
	M19650	 30cm	 ￥430／本
	M19651	 35cm	 ￥470／本
	M19652	 45cm	 ￥570／本
	M19653	 55cm	 ￥600／本
	M19654	 	92cm	 ￥1,040／本
	 	 	（1ケース10本）

■真鍮エンドクリップ（2個）M21051
	 参考価格	 ￥70／2個セット

ネクスターラバー
	コード	 サイズ	 参考価格
	M25866	 25cm	 ¥630／本
	M25867	 30cm	 ¥660／本
	M25868	 35cm	 ¥700／本

	コード	 サイズ	 参考価格
	M26027	 40cm※	 ¥770／本
M25869	 45cm	 ¥740／本
	M25870	 55cm	 ¥800／本
	 （1ケース10本）

▪すべりがとても良い ▪素晴らしい水切り
▪従来品より約２～３倍長持ち（使い方によります）
　　　　　　▪他社製チャンネルにも使える 

真鍮チャンネル
	 コード	 サイズ	 参考価格
	 M17841	 25cm	 ￥1,174／本
	 M17842	 30cm	 ￥1,298／本
	 M17843	 35cm	 ￥1,556／本
	 M17844	 45cm	 ￥1,792／本
	 M17845	 55cm	 ￥2,132／本
	 	 	 （1ケース10本）

クリップ付

ステンレスチャンネル
軽く、サビに強く高耐久。V字のくぼみに“ツメ”のあるハン
ドルを装着させるため、クリップなしでもしっかり固定。

アルミニウムチャンネル
	 コード	 サイズ	 参考価格
	 M19814	 25cm	 ￥900／本
	 M19815	 30cm	 ￥980／本
	 M19816	 35cm	 ￥1,060／本
	 M19817	 45cm	 ￥1,240／本
	 M17792	 55cm	 ￥1,870／本
	 	 	 （1ケース10本）

クリップなしクリップなし

	コード	 サイズ	 参考価格
	M17788	 25cm	 ￥1,000／本
	M17789	 30cm	 ￥1,060／本
	M17790	 35cm	 ￥1,160／本
	M26743	 40cm※	￥1,800／本

	コード	 サイズ	 参考価格
	M17791	 45cm	 ￥1,280／本
	 	 	 　（1ケース10本）

※新サイズ、40㎝のみネクスターラバー使用

スノーマイクロファイバー
スリーブ（N

ニ ベ オ

IVEO）

	 コード	 サイズ	 参考価格
	M26905	 25cm	 ￥1,350／本
	M26906	 35cm	 ￥1,670／本
	M26907	 45cm	 ￥1,920／本
	 	 	 （1ケース10本）

従来品より軽い！

ユニバーサルコーン
	 コード	 参考価格
	 Ｍ24003	 ￥1,710／個
	 	 （1ケース５個）

ドクターアングル
	 コード	 参考価格
	 Ｍ25461	 ￥3,400／個
	 	 （1ケース５個）

ドクターアングルミニ
	 コード	 参考価格
	 Ｍ26563	 ￥3,110／個
	 	 （1ケース５個）

モアマン製の他、エトレー、ウンガー社製のハンドルやブラシも取
付可能なアダプターです

角度を13段階で
自由にロック可能！

角度を９段階で
自由にロック可能！

ユニバーサル
アングルアダプター
	 コード	 参考価格
	Ｍ24113	 ￥2,410／個
	 	 （1ケース５個）

エクステンションポール
コード	 品名	 全長/最短	 段数	 重さ	 参考価格
M21767		 エクステンションポール	 1.2m/0.75m	 2段	 0.3kg	 ￥5,160／本
Ｍ17823	 エクステンションポール	 3m/1.25m	 3段	 0.7kg	 ￥9,520／本
Ｍ17825	 エクステンションポール	 5m/1.6m	 4段	 1.2kg	 ￥12,320／本
Ｍ21461	 エクステンションポール	 9m/2.55m	 4段	 1.9kg	 ￥24,540／本
Ｍ23114	 スクリュー	 Ｓサイズ	 	 	 ￥1,800／個
Ｍ23113	 スクリュー	 Ｍサイズ	 	 	 ￥1,910／個
Ｍ23112	 スクリュー	 Ｌサイズ	 	 	 ￥2,020／個
	 	 	 　　　　　　　　	（1ケース５本／個）

カーボネイター
▪軽量カーボンファイバー製ポール　▪頑丈で硬いため、しならない
▪伸縮時のロック解除は親指でボタンを押すだけ
▪ポールの片側が平らなので、床に置いた際に転がらない
▪人間工学に基づいた洋梨型ハンドルは、握りやすく滑らない
▪ドクターアングルミニ標準装備

匠
たくみ

ポール
▪アルミニウム製で軽量（805g)
▪最長2.4m、収納時は1mのワンサイズ
▪伸縮時のロック解除は親指でボタンを押すだけ
▪ポールの片側が平らなので、床に置いた際に転がらない
▪ユニバーサルコーン標準装備

	 コード	 全長（最長）	 全長（最短）	 参考価格
	M25837	 3.5ｍ	 1.1ｍ	 ￥71,300
	M25838	 5.0ｍ	 1.4ｍ	 ￥121,910
	M25749	 7.5ｍ	 1.8ｍ	 ￥137,720
	 	 	 	 （1ケース５本）

	 コード	 全長（最長）	 全長（最短）	 参考価格
	M26620	 2.4ｍ	 1ｍ	 ￥13,140
	 	 	 	 （1ケース５本）

マイクロファイバー繊維の多角形断面の鋭
いエッジが、ガラス面の汚れを剥がし取り繊
維の中に取り込みます。

効率アップ！

今まで届かなかった奥まで届く！ 
この長さと角度が役に立つ！

使用例

長い！37cm

※エ
クセ
レイ
ター
2.0
取付
時

約22cm

ワンタッチボタンで
角度調整もラクラク

約13cm

ワンタッチボタンで
角度調整もラクラク

約12cm

角度調整はネジ式です



ガラスクリーニング・高所作業

	 コード	 サイズ	 セット参考価格
	 M22613	 25cm	 ￥8,254
	 M22614	 35cm	 ￥8,862
	 	 	

	 コード	 サイズ	 セット参考価格
	 M00068	 25cm	 ￥9,110
	 M00069	 35cm	 ￥9,730
	 M00070	 45cm	 ￥10,790
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＋ ＋エクセレイター
ハンドル2.0 フリックリクイディター

チャンネル3.0

＋ ＋エクセレイター
ハンドル2.0 フリックリクイディター

チャンネル2.0

＋ ＋エクセレイター
ハンドル フリックリクイディター

チャンネル3.0

＋

＋

＋

＋

＋

＋

コンビネイター
ハンドル2.0

コンビネイター
ハンドル2.0

コンビネイター
Tバー2.0

コンビネイター
Tバー2.0

コンビネイター用
プレミアムスリーブ

コンビネイター用
プレミアムスリーブ

リクイディター
チャンネル3.0

リクイディター
チャンネル2.0

アルティメットセット

コンビネイター2.0 スクイジーセット

コンビネイター3.0 スクイジーセット

在庫
限り

お す す め セ ッ ト

アルティメットセット3.0

アルティメットセット2.0

	 コード	 サイズ	 セット参考価格
	 M00065	 25㎝	 ¥13,280
	 M00066	 35㎝	 ¥13,970
	 M00074	 40㎝	 ¥15,000
	 M00067	 45㎝	 ¥15,360

	 コード	 サイズ	 セット参考価格
	 M00052	 25㎝	 ¥12,424
	 M00053	 35㎝	 ¥13,102
	

在庫
限り

付属セット
LIQUIDATOR 3.0

付属セット
LIQUIDATOR 3.0

付属セット
LIQUIDATOR 3.0

付属セット
LIQUIDATOR 3.0

	 コード	 サイズ	 セット参考価格
	 M00055	 25㎝	 ¥8,504
	 M00056	 30㎝	 ¥8,660
	 M00057	 35㎝	 ¥8,762
	 M00059	 55㎝	 ¥9,926

新サイズ▶

新サイズ▶

	 コード	 サイズ	 セット参考価格
	M00060	 25㎝	 ¥9,360
	M00061	 30㎝	 ¥9,570
	M00062	 35㎝	 ¥9,630
	M00073	 40㎝	 ¥10,330
	M00063	 45㎝	 ¥10,450
	M00064	 55㎝	 ¥11,190

在庫
限り

	 コード	 サイズ	 セット参考価格
	 M00011	 25㎝	 ¥3,530
	 M00012	 30㎝	 ¥3,590
	 M00013	 35㎝	 ¥3,690
	 M00071	 40㎝※	 ¥4,330
	 M00014	 45㎝	 ¥3,810

	 コード	 サイズ	 セット参考価格
	 M00006	 25㎝	 ¥2,606
	 M00007	 30㎝	 ¥2,730
	 M00008	 35㎝	 ¥2,988
	 M00009	 45㎝	 ¥3,224
	 M00010	 55㎝	 ¥3,564

※40㎝のみネクスターラバーとのセット

エクセレイターセット3.0

＋エクセレイター
ハンドル2.0

リクイディター
チャンネル3.0

エクセレイターセット2.0

＋エクセレイター
ハンドル2.0

リクイディター
チャンネル2.0

エクセレイターセット

＋エクセレイター
ハンドル

リクイディター
チャンネル2.0

真鍮スクイジーセット

＋真鍮ハンドル 真鍮チャンネル

お す す め セ ッ ト

ステンレススクイジーセット

＋プレミアムハンドル
（バイコンポーネントハンドル）

ステンレス
チャンネル

LIQUIDATOR 2.0
付属セット

LIQUIDATOR 2.0
付属セット

LIQUIDATOR 2.0
付属セット

LIQUIDATOR 2.0
付属セット

	 コード	 サイズ	 セット参考価格
	 M00049	 25㎝	 ¥11,740
	 M00050	 35㎝	 ¥12,430
	 M00084	 40㎝	 ¥13,460
	 M00051	 45㎝	 ¥13,820

新サイズ▶

	 コード	 サイズ	 セット参考価格
	 M00044	 25㎝	 ¥6,964
	 M00045	 30㎝	 ¥7,120
	 M00046	 35㎝	 ¥7,222
	 M00072	 40㎝※	 ¥8,790
	 M00047	 45㎝※	 ¥8,910
	 M00048	 55㎝	 ¥8,386

※40・45㎝はリクイディターチャンネル3.0とのセット。　
　その他のサイズはリクイディターチャンネル2.0終売以降、
　順次3.0に切替・価格変更になります。
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ゼブラウォッシャーカバー
	コード	 品番	 サイズ	入数	 参考価格
	3217	 MS350	 35cm	 10	￥3,500/枚
	3218	 MS450	 45cm	 10	￥4,000/枚

エルゴテックTバー
ウンガーポールに取付可能。
	コード	 品番	 サイズ	 参考価格
	7850-2	 EH250	 25cm	 ￥2,400/本
	7850	 EH350	 35cm	 ￥2,600/本
	10783	 EH450	 45cm	 ￥2,800/本

スイベル可動式
ストリップTバー
	コード	 品番	 サイズ	 参考価格
	5052-2	 SV350	 35cm	 ￥4,150/本
	5052-1	 SV450	 45cm	 ￥4,300/本

7つの角度で
固定できる

       テレプラス (1.25m×段差) 
1段の長さが1.25ｍのアルミ製ポール。
2段～5段まで継ぎ足し・取り外しが可能
	コード	 品番	 全長/最短	 段数	重さ	入数	 参考価格
	7957	 TZ250	 2.5m/1.6m	 2	 0.6kg	 10	￥10,500/本
	7957-4	 TD370	 3.75m/1.7m	 3	 1kg	 10	￥18,200/本
	7957-5	 TV500	 5m/1.8	 4	 1.7kg	 10	￥26,500/本
	7957-6	 TF620	 6.25m/1.9m	 5	 2.4kg	 5	 ￥35,700/本

テレプラス スクリューセット
サイズは段差に合せて4種類（テレプラス用）。
	コード	 品番	 サイズ	 段目	 入数	 参考価格
	4552	 YE250	 25ｍｍ	 2段目用	 5	 ￥1,800/個
	14341	 YE290	 29ｍm	 3段目用	 5	 ￥2,000/個
	14342	 YE330	 33ｍｍ	 4段目用	 5	 ￥2,500/個
	14343	 YE370	 37ｍm	 5段目用	 5	 ￥3,200/個

テレプラス グリップ
テレプラス用グリップ。サイズは段差に合せて4種類。
	コード	 品番	 サイズ	 段目	 参考価格
	4551	 TPG250	 25ミリ	 2段目用	 ￥500/個
	7813	 TPG290	 29ミリ	 3段目用	￥1,100/個
	7814	 TPG330	 33ミリ	 4段目用	￥1,200/個
	7817	 TPG370	 37ミリ	 5段目用	￥1,300/個

　　  クランクジョイント
様々なツールを取り付け300°の範囲で固定できます。
	コード	 品番	 素材	 入数	 参考価格
	2229	 CJAO0	 アルミ＋亜鉛メッキ	 5	 ￥5,500/個
	2229-1	 CJNO0	 ナイロン＋アルミ	 5	 ￥4,000/個

        フィキシクランプ
ブラシを取り付けたり、スポンジやウエスを挟
み込んだりして使用します。
	コード	 品番	 素材	 入数	 参考価格
	4261-3	 FIX10	 プラスチック	 5	 ￥8,000/個

       テレプラス (2m×段差) 
1段の長さが2ｍのアルミ製ポール。
2段～5段まで継ぎ足し・取り外しが可能
	コード	 品番	 全長/最短	段数	 重さ	入数	 参考価格
	0374	 TZ400	 4m/2.3m	 2	 0.9kg	 10	 ￥14,500/本
	7955	 TD600	 6m/2.4m	 3	 1.6kg	 10	 ￥26,000/本
	7955-1	 TV800	 8m/2.5m	 4	 2.3kg	 5	 ￥38,500/本
	7954	 TF100	 10m/2.6m	 5	 3.3kg	 5	 ￥52,300/本

アルミ製ポール。
2段～5段まで継ぎ足し・
取り外しが可能

テレプラス3 3段目継ぎ足
	コード	 品番	 長さ	 参考価格
	5265-3	 T3120	 1.25m	 ￥7,700/本
5265	 T3200	 2m	 ￥11,800/本

（5本／ケース）

テレプラス4 4段目継ぎ足
	コード	 品番	 長さ	 参考価格
	5265-4	 T4120	 1.25m	￥8,300/本
	5265-1	 T4200	 2m	￥12,600/本

（5本／ケース）

テレプラス5 5段目継ぎ足
	コード	 品番	 長さ	 参考価格
	5265-5	 T5120	1.25m	 ￥9,300/本
	5265-2	 T5200	 2m	 ￥13,700/本

（5本／ケース）

使用例

マイクロウォッシャーカバー
	コード	 品番	 サイズ	入数	 参考価格
	0775-3	 NS250	 25cm	 10	￥3,600/枚
	0776-1	 NS350	 35cm	 10	￥3,800/枚
	0775	 NS450	 45cm	 10	￥4,500/枚
	0775-2	 NS550	 55cm	 10	￥5,200/枚

エルゴテック ハンドル
手にフィットする軽量なプラスチック製ハンドル。

【エルゴテック】対応。ワンタッチでチャンネルが
外せます。2.5cm柄が長いXLタイプもあります。
	コード	 タイプ	 品番	 入数	 参考価格
	 6551	 グリーン10cm	 ETG00	 10	 ￥4,200／本
	6551-2	 レッド10cm	 ETG0R	 10	 ￥4,200／本
	6551-3	 12.5cmXL	 ETX00	 10	 ￥4,200／本

固
定
可
能
な

首
振
り
式
。

■角度付

■ストレート（角度なし）

ステンレスチャンネル
エルゴテック ハンドル、エルゴテックスイベル
ロックハンドルに対応。いずれもラバーを固定
する“ツメ”があるのでクリップは不要です。
	 コード	 品番	 サイズ	 参考価格
	 0825-1	 NE250	 25cm	 ￥1,800/本
	 7883	 NE300	 30cm	 ￥2,100/本
	 5195-1	 NE350	 35cm	 ￥2,400/本
	 5214	 NE400	 40cm	 ￥2,700/本
	 5214-1	 NE450	 45cm	 ￥3,000/本
	 4526	 NE550	 55cm	 ￥3,600/本

        エルゴテック 
ロッキングコーン
墜落防止ロックが追加された新型ポール。
エルゴテックシリーズ等のハンドルやＴ
バーには、抜け止め防止ロックができます。
	コード	 品番	 入数	 参考価格
	4261-2	 NCAN0	 5		 ￥2,100	/個

LOCK
！

エルゴテック 
スイベルロックハンドル
ウンガーポールのヘッドコーンに取付可能なエルゴ
テックシリーズ。ワンタッチでチャンネルが外せます。
角度付とストレート（角度なし）の2タイプ。
	コード	 タイプ	 品番	 入数	 参考価格
	5103-2	 角度付	 LA000	 10	 ￥5,800／本
5103-1	 ストレート	 LS000	 10	 ￥5,800／本

旧型の復刻版。ウォッシャー１つ、スクイジーが1つ、
スクレーパーなどの必要な道具が入ります。ワンタッ
チバックル式。(右利き用)
	 コード	 品番	 参考価格
	1173-1	 BB020	 ￥8,800
	 	 	 （1ケース5個）

バケットオンベルト
クラシック

ニンジャ バケットオンベルト
セフティースクレーパーが入ります。左右兼用です。
	コード	 品番	 参考価格
	0959-6	 BB010	 ￥8,800／個
	 	 	 （1ケース5個）

セーフティーバケット（右用）
シャンプーの引き上げ角度で洗剤量が調節できる
プレッシャー機能付き。ワンタッチバックル付。
	 入数	 参考価格
	 24	 ￥7,900／個

オ
レ
ン
ジ

（
コ
ン
ビ
用
）

2518 2518-2

スカイ・
サイドバケット
固定式・可動式
AA-02（青）　固定式
AA-03Ｓ（黄）可動式
	 入数	 参考価格
	 5	 ￥3,500／個

※黄色は可動式です

3767 4852

SSホルダー
右・左ループタイプ
合皮製で、シンプルなデザインです。重さ
220ｇ。右利き用と左利き用があります。
参考価格	 ￥7,200／個
右	 1954
左	 1954-1

SSホルダー 
バックルタイプ
ハーネスにそのまま取り付けられる
バックルタイプ
参考価格	 ￥8,300／個

右	 0420-1
左	 0420-9

Dバケット
内側に脱着可能なベロがつい
ており、ウォッシャーを適度に
絞ることができます。2Lサイズ
	 参考価格	
	 ￥11,300〜12,400

バックルタイプは	・ループタイプワンタッチバックル	・セ
パレートタイプ標準	・ハーネス取付対応タイプの3種で
す。

チャンネルを
しまいやすい
設計！

21939

ツールホルダー 2.0
中の仕切りを改良することで、ウォッ
シャーもスクレイパーも全ての道具がピ
タッときれいに収まるようになりました。
右利き・左利きのどちらでも使えます。

	 コード	 参考価格
	M26876	 ￥6,360／個
	 （1ケース５個）

ワ
ン
タ
ッ
チ
バ
ッ
ク
ル
標
準
装
備

ワ
ン
タ
ッ
チ

バ
ッ
ク
ル

標
準
装
備

ワ
ン
タ
ッ
チ
バ
ッ
ク
ル
標
準
装
備

ドライウォーカーフレックス
■パーツの組み合わせによって、“スクイジー４

本”か“スクイジー２本とシャンパー１本”が
収納できる

■逆流防止機能付の水受けで、溜まった水が
シャンパーや脚を濡らさない

■ベルトへの取付・取外しはワンタッチ
■他社製ほとんどのスクイジー・シャンパーと

も使える

使い方を選べて脚を濡らさない！ツールホルダーがバージョンアップ。

	 コード		 参考価格
	M25962	 ￥16,980／個
	 	 　（1ケース５個）

ドライウォーカーフレックスベース
ドライウォーカーフレックスをすでにお持ちなら、この
ベースを買うだけで、１つにスクイジー２本とシャンパー
１本、１つにスクイジー４本でお使いいただけます。

	 コード		 参考価格
	M25963	 ￥10,520／個
	 	 　（1ケース５個）

クリップ（ワンタッチバックル ベルト側）
		コード	 入数	 参考価格
M24525	 5	 ￥1,450／個

▶　

あ
ふ
れ
た
水
を
外
側
に
誘
導
し
、
脚
が

濡
れ
る
の
を
防
ぐ
波
型
モ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ

◀脚にフィットするように
　背面がカーブ

◀バックル部はボルトや
　ハトメがないフラットな
　ループ式

ポケット
スクレイパー用
スロット付

ウンガー

使用例

多彩な
使用例

モアマン製ホルダーは、ワンタッチバックルが
標準装備！
ベルト掛けに“かえし”が付いているのではずれにくい！
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手にぴったりフィット！

曲面にも対応！ Rスクレーパー
ステッカー・貼り紙剥がしに。曲
面対応の曲がるスクレーパー！
Mサイズ
	 コード	 参考価格
	 7707	 ￥900

サッシや狭い溝の掃除に
コード	 	幅	 参考価格
	14964	 6ｍｍ	 ￥450
	14965	 10ｍｍ	 ￥450
（1ケース20本）

	 コード	 品名	 刃幅	 参考価格
	19036-10	 ステン刃ガム取り	 36 ㎜	 ￥475
	19036-9	 ステン刃ガム取り	 43 ㎜	 ￥488
	19036-8	 ステン刃 Yスキ	木柄	 60 ㎜	 ￥490

カラーハンドル
皮スキ
刃物用ステンレス特殊鋼（HRC52度）
使用！ハガシ作業に。
	コード	 カラー	 刃先幅	 参考価格
	7854		 赤	 36mm	 ￥370
		0792-2	 黄	 42mm	 ￥375
		0792-3	 緑	 45mm	 ￥380

替刃式サッシベラ
替刃は取り替えネジで簡単に交
換できます。刃はステンレス鋼で
サビに強い。全長230mm。
	コード	 刃先幅	 参考価格
	19039-7	 4.5mm	 ￥975
	19039-1	 6.5mm	 ￥975
	19039	 9mm	 ￥1,087

プラサッシベラ
サッシに傷を付けにくい樹脂性の
サッシベラです。軽量で長時間作業
にも最 適です。刃先はL字 構 造で、
14mmの 刃 先 の 他、 狭 い 溝 用 の
7mmの 刃 もつ いて い ま す。 全 長
155mm。
	コード	 刃先幅	 参考価格
	18053-1	 14mm/7mm	 ￥440

木柄サッシノミ
先端は刃付加工。全長190mm。
材質 刃：SK鋼 柄：木柄。
	コード	 刃先幅	 参考価格
	1823-7	 6mm	 ￥950
	1823-6	 9mm	 ￥1,030
	1823-5	 12mm	 ￥1,050

	6ｍｍ

10ｍｍ

らくらくホルダー
手にぴったりフィット！
	 コード	 	 参考価格		
	 10820	 1枚刃	 ￥1,200
	 10821	 2枚刃	 ￥1,500
	 10822	 3枚刃	 ￥1,800

ステンレス
ガム取り・
Yスキ
こびり付いたガム取り等に 

ミゾスキ

48 LINEUP CATALOG vol.14 49LINEUP CATALOG vol.14
※価格は社会情勢等により変動する可能性があります。

サステナブル商品特集 1 

ポリッシャー関連・自動床洗浄機 4 

掃除機・ウェットバキューム・スイーパー 14 

床用ワックス・クリーナー・はくり剤 22 

カーペット・ファニチャーメンテナンス 29 

安全用品 36 

ガラスクリーニング・高所作業 40 

タオル・マイクロファイバークロス・ウエス 57 

高圧洗浄機・スチームクリーナー 60 

送風機・扇風機 64 

エアコンクリーニング 67 

トイレ・浴室・水質管理 70 

厨房・油汚れ・グリストラップ 84 

食器洗剤・食洗機用洗剤・ラップ・キッチンペーパー 86 

ほうき・ちりとり・デッキブラシ・ダスタークロス 90 

水切り・ドライヤー・水取り・バケツ 95 

モップ・フラットモップ・モップ絞り器 98 

清掃用品収納関連 104 

石材メンテナンス 106 

木材メンテナンス 112 

害虫駆除用品 114 

スポンジ・ブラシ 121 

環境測定 126 

電動工具 128 

スプレイヤー・噴霧器 130 

工場・クリーンルーム 133 

病院・嘔吐物処理対策 138 

感染症対策・消毒用アルコール 144 

消臭剤 150 

安全衛生（マスク・防災） 152 

トイレ備品 155 

トイレットペーパー・ペーパータオル類 156 

熱中症対策 158 

学校・体育館 160 

マット・施設備品・梱包用品 164 

エスカレーター・エレベーター清掃 169 

清掃用カート 170 

台車 174 

ユニフォーム 176 

手袋・シューズ 182 

ポリ袋 189 

洗濯洗剤・漂白剤等 192 

業務用シャンプー・リンス・アメニティーグッズ 194 

防災・水害復旧 200 

草刈・ガーデニング・除雪関連 202 

ガ
ラ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
・
高
所
作
業

3枚刃ホルダー
穴あきタイプ
ジュラコン樹脂を本体に使
用しているので衝撃に強い。
　参考価格　￥2,000/個

スクレイパーS-PRO
安全で使いやすい！持ち手をスライドさせるだ
けで刃を収納！専用替刃は角が丸く安全です。
通常の3枚刃ホルダーにも使用できます。
	コード	 	 入数	 参考価格
	17506	 本体（緑）	 10	 ￥2,000／個
	17505	 本体（黒）	 10	 ￥2,000／個
	17507	 替え刃（20枚入）	 ￥1,250／個

刃幅12cm

替刃の交換も簡単です。
道具は一切要りません。

	コード		 品名	 参考価格	 1ケース
	M19171	 バケット22L（プロフィバケット）	 ￥6,170／個	 5個
	M17837	 バケット用キャスター4個	 ￥3,360　	
	M17836	 ダブルツールホルダー2個	 ￥1,350　	 10セット
	M23884	 アクアフィル（専用ホース）1.8m	 ￥2,990／個	 10個

バケット22L
（プロフィバケット）・
アクアフィル
バッケットの内側に目盛り付。
サイズ：W49ｘD24ｘH24cm　
容量：22Ｌ

特別なロッキングシステム採用で安全性アップ。

ポケットスクレーパー
ラバーを付け、より手にフィットし使いやすさアップ。
　コード	 品　名	 1ケース	　　参考価格
M17706		 ポケットスクレーパー（本体）	 20個	 ￥980／個
Ｍ17707	 替刃	5枚入（シングルエッジ）	 20個	 ￥680／5枚入
Ｍ22597	 替刃	100枚入（シングルエッジ）	10パック	 ￥3,400／100枚入

プレミアムスクレーパー
　コード	 品　名	 参考価格
M17832		 プレミアムスクレーパー（本体）	 ￥2,920／個
Ｍ26767	 替刃（ダブルエッジ）20枚	 	￥2,830／20枚入
	 	 	 （1ケース10個）

ホットネオイスト
SY-658
ウェットスーツ素材で保温性
抜群！マジックテープで手首
をしっかり固定できます。手
の平はエンボス加工でグリッ
プも良好で作業性アップ！
サイズ：M・L

	 コード	 参考価格
	 21932	 ￥928／双
	 	 （発送単位	5双）

5枚入 100枚入

替刃

収納時

作業時

			コード	 					品				名	 刃幅	 参考価格	 1ケース
10829	 1 枚刃ホルダーキャップ付き	 4cm	 ￥1,750	 40 個
0463	 2 枚刃ホルダーキャップ付き	 8cm	 ￥1,875	 20 個
5405	 3 枚刃ホルダーキャップ付き	 12cm	 ￥2,325	 20 個
0229	 ３枚刃ホルダー	 12cm	 ￥2,000	 20 個
2322	 ４枚刃ホルダー（特注品）	 16cm	 ￥3,000	 15 個
0189-1	 セーフティーキャップ　３枚刃用	 	 ￥375	 40 個

ナルビー ガラススクレーパー
１枚刃・2枚刃・3枚刃があります。
1～3枚刃の替え刃は1サイズしかありませんが、1・2枚刃の替え刃は
3枚刃の替刃を折って使用します。

セーフティーキャップ
収納時の刃による危険を
防止。スライドさせるだけで、
しっかり固定。

※ハンドルは
　別売です。

通常タイプ ステンレス製

ナルビー替刃
通常タイプ、ステンレス製、熱反・強化ガラス用、ハードプラスチック製の４種
類あります。ステンレス製は錆に強く耐久性があり下地にキズがつきづらい進化
版。熱反・強化ガラス用は刃先が鋭角で折るためのスジも入っていないのでス
ジ残り無しのプロ仕様。ハードプラスチック製はキズを付けたくない物全般に。
	 コード	 		品				名	 参考価格
	0189-3	 1〜３枚刃用替刃（50枚入）	 ￥2,000
	0189-2	 ステンレス３枚刃替刃（20枚入）	 ￥1,700
	 5132-1	 上級者用替刃（強化硝子・熱反硝子専用）３枚刃（50枚入）	￥5,000
	21118-6	 プラハード３枚刃用（10枚入）	NEW	 ￥1,050
	 	 	 （1ケース10個）

 （1ケース10個）
10823

★重い荷物にも対応
ベルト
好きな長さに調節できます。
	 コード	 参考価格
	M17834	 ￥5,050／本
	 	 　（1ケース5本）

スカイ・コード
0.4ミリの硬化ワイヤー入りコードなので安全
です。留め金とコードの接続部が360°回転
するのでからみつきません。
	 コード	 品番	 入数	 参考価格
	 3788	 SL-00	 5	 ￥1,100／本

スーパーカールコード
間延せず、絡まりにくくなっています。フック
部スプリングを改良し壊れにくくなりました。
カラー：ブルー・オレンジ　全長：2m
	 参考価格	 ￥1,800／本

ワンタッチベルト40・50
	 		 品名	 サイズ	 参考価格
	 	ワンタッチベルト40	 1,130×38mm幅	 ￥1,600／本
	 	ワンタッチベルト50	 1,300×48mm幅	 ￥1,800／本

カラー：
青・紺・深緑・黄

★ワイヤーコード入り

コネクター
大事な清掃ツールの落下や紛失防止に！ 
ベルクロタイプ。ストラップ、カラビナー両方
使えます。耐荷重量20ＫＧ、全長1.6ｍ
	 コード	 入数	 参考価格
	 Ｍ23872	 10	 ￥5,740／本

40	 5682-3
50	 5682-1 ★ケブラー芯入り

使用加重：1kg 1619

1619-1

在庫
限り

これまでは５枚入のみでし
たが、100枚入のお徳用も
ラインナップに加わりまし
た。他社と比べても、大変
お買い得です。

冬場の作業に最適な
ウェットスーツ素材！

刃幅：4cm

刃幅：10cm

プロ用
傷が入りづらい！

ステンレス製
サビに強く高耐久！

ハードプラ製
キズを付けない！

強化ガラス・
熱反ガラス用

スクイジー用3枚刃ホルダー
スクイジーハンドルに取り付け
て使える三枚刃ホルダー。
	コード	 　品　名	 参考価格
	2742-1	スクイジー用3枚刃ホルダー	￥2,250
	2742-2	スクイジー用4枚刃ホルダー	￥1,260

4枚刃は
在庫限り

ナルビー プラ1枚刃
ナイロン樹脂に高濃度のカーボンを添加
した非金属性スクレーパー替刃。刃物で
はキズが心配な場所に最適です。1枚刃ホ
ルダーにセットできます。
	コード	 　枚数	 参考価格
	21118	 5枚入（ケース付）	 ￥1,125
	21118-1	 25枚入（ケース無し）	 ￥3,000
	 	 	 （1ケース10個×10箱）

ナルビー 替刃プラ
ハード1枚刃用
従来のプラ刃と比較して刃厚が1.5倍。高
性能カーボンプラスチック採用。
	コード	 　枚数	 参考価格
	21118-5	 10枚入（ケース無し）	 ￥700
	 	 	 （1ケース　個）



ガラスクリーニング・高所作業

ユニバーサルクランプ
	 コード	 参考価格
	 M26543	 ￥6,960／個
	 	 （1ケース5個）

フレッシュ
クリーナー
曲げて使える静電気式ホコリ取り。
	コード	 品名	 長さ（cm）	 参考価格
	4051	 伸縮L	 最長169	 ￥2,000
	4052	 M	 144	 ￥1,800

スミッコブラシ
サッシ用
柄の頭から、水や洗剤を入れる事
が出来るので、効率よく清掃出来
ます。
	 	コード	 				参考価格
	 14803	 ￥890
	 	 （1ケース20本）

目地・溝
ツインブラシ
ハードとソフトの2種類のブラシ
が1本に！とっても便利です。
サイズ：230×65×20mm
	 		コード	 参考価格
	 2822-2	 ￥180
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ペアクリーナー
体を窓の外に乗り出さず、安全にしかもキレイに窓ガラスクリーニングできる
マグネット式ガラスワイパー。強力タイプはペアガラスにも対応。
	コード	 品　名	 サイズ	 ガラス厚	 参考価格
	5592-1	 ペアクリーナー標準	 16cm	 3〜20mm	 ￥8,500／個
	5592	 ペアクリーナー強力タイプ	 19cm	 10〜28mm	 ￥10,500／個
	5592-2	 ペアクリーナー標準スペア	 	 	 各2個入	￥900／個
	5592-3	 ペアクリーナー強力スペア	 	 	 各2個入	￥900／個

ガラス両面を
一度に清掃！

サッシブラシS
汚れがたまりやすいアルミサッ
シの溝や敷居を、ブラシとヘラ
できれいにします。
	 コード	 参考価格
	 2711	 ￥260

ブラシで掃き出す。 ヘラで掻き取る。

EFウィンドー
クリーナー

（シート付）
ヘッドの動きを制御できるロッ
ク機構付窓用ワイパー。レスト
ルーム等の鏡の拭き掃除にも
最適です。マイクロファイバー
の専用シート付。
ヘッド幅		約28cm	
全長	伸縮：996〜1633㎜
	 ハンディ：996〜1633㎜

	コード	 品名	 参考価格
	0948-2	 伸縮	 ￥3,600
	0948-6	 ハンディ	 ￥2,600
	0948-3	 スペアシート	 ￥630

ハンディタイプ
レストルーム等の
鏡の拭き掃除に
も最適です。

伸
縮
タ
イ
プ

チューブダスター
	 コード	 参考価格
	 M29910	 ￥5,000/本
	 	 （1ケース6個）

シーリングダスター
	 コード	 参考価格
	 M21909	 ￥4,500/本
	 	 （1ケース4個）

プロフレックス
ダスター
サイズ：75cm
	 コード	 品番	 参考価格
	 7957-1	 PXD7G	 ￥8,800

ブラシ：
ペット樹脂

ハイポール用
天井払いⅡ
サイズ：36.5×36×9.5cm
	 コード	 参考価格
	 0070-8	 ￥3,770

形状記憶
プレートなの
で自由自在に
形を変えられ
ます

 しっかり挟んで離さない、ネジ式クランプ採用。
 薄い物から厚い物まで対応します。
 お手持ちのエクステンションポールやカーボネイター
などのポールに装着してお使いください。

エクステンションポール（別売）+
ユニバーサルアングルアダプター
（別売）との組合せ例

毛ばたき・はたき
	コード	 品名	 長さ（cm）	 参考価格
	2711-2	 MM尾毛ハタキS	 45	 ￥1300
	2711-3	 MM尾毛ハタキL	 72	 ￥1,550
	3898	 MMチリハライ	 	 ￥270
	0317	 はたき	竹の柄	 	 ￥230

エレキャッチスター
自在
サイズ：ヘッド約30×15cm、
使用時全長約115〜164cm、	
柄：アルミ
	 コード	 	 参考価格
	 2710	 本体	 ￥3,000
	 3350	 頭のみ	 ￥1,900

フラワークリーン　10本／束
	 サイズ	 コード	 	 	 	 参考価格
	 M（46cm)	 青 1368 	 黄 1368-Y 	 ピンク1368-P 	 	 ￥1,430
	 L（70cm)	 青 4473 	 黄 14370 	 ピンク 1366 	 	 ￥1,780
	 伸縮タイプM（102〜154cm)	 青 6588-2 	 黄 6038 	 ピンク6588-1 	 	 ￥2,520
	 伸縮タイプL（115〜166cm）	 青 1023 	 黄 0220 	 ピンク 6588 	 灰 1023-1 	 ￥3,250

モコモ
隙間や入り込んだ場所のから拭き・水拭きに。
	コード	 タイプ	 参考価格
	18059	 ハタキHハンディ	 ￥950
	18060	 ハタキFM2段式	 ￥1,200
	18062	 ハタキ共通スペア	 ￥720
　

ハウスポール
すみっこブラシ
	 サイズ	 参考価格
	 幅約14cm	 ￥1,470

HPベンダー
ハイポールにハウスポール用ツールを
セットできる。
	参考価格	 ￥1,030

ハウスポールベンダー
ハウスポールにハウスポール用ツールを
セットできる。
	 参考価格	 ￥1,030

13段階に角度を調節できます。

ハウスポールアフロクリーン
カラー：黄、灰、青、ピンク
	 サイズ	 長さ（cm）	 参考価格
	 M	 37	 ￥1,960
	 L	 48	 ￥2,410

ハウスポール
最長3ｍまで長さ調節ができる丈夫な伸縮ポー
ル。先端に対応ツールを付けてご使用ください。
	コード	 品番	 長さ（cm）	 参考価格
	7767	 ♯300	 105〜300	 ￥4,400
	7687	 ♯200	 83〜205	 ￥3,610
	7687-1	 ♯130	 83〜134	 ￥1,940

伸
縮
タ
イ
プ
L

伸
縮
タ
イ
プ
M

M

130372472-1

2481 2952-GR4665-Y

L

※
写
真
は
伸
縮
Ｌ

	ヤギ毛100%使用。
	対象物にキズがつきません。
	水洗い出来、お手入れも簡単。

ヤギ毛 100％で柔らかい！

フリック25cmを取り
付けることもできます

使用例



ガラスクリーニング・高所作業

中身が見えて
信頼性アップ！

エンジ

紺

ガラスクリーナー

スクイーズデラックス
ワンタッチオープン式キャップ採用
で容器をしぼると洗剤が出てきます
（500ml）。ウォッシャーカバーに
直接3滴程付けてご使用下さい。

	コード	 容量	 入数	 参考価格
	M24611	 500ml	 6	 ￥1,790／本
	M25147	 5L	 4	 ￥11,360／本
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ウェストポーチ
前ポケット透明
透明素材で中身が見えるため、お客様に安心感を
与えます。小さな心遣いで信頼性を高めることがで
きます。サイズ:W25×D10×H19cm
	 コード	 参考価格
	 2887-2	 ￥3,300

ウェストポーチ
ファスナー付2708
両側から開くファスナー付なので、出し入れが
素早く行えます。フロントにファスナーポケット、
サイド（片側）にも鍵やコインが入るポケットを
装備。サイズ:W23×D14×H8.5cm
	 コード	 色	 参考価格
	 2887-1	 エンジ	 ￥1,900
	 2887-N	 紺	 ￥1,900
	 2887-B	 黒	 ￥1,900

ダブルポシェット（防水タイプ）
左右に分かれたポケットに、スプレイヤーが無理
なく入るように設計されたバックです。水に強い
防水タイプの素材を使用しています。内側には
鍵やコインが入るチャック付ポケットも装備。カ
ラー：青・赤（エンジ）

	 コード	 色	 参考価格
	 2887	 青	 ￥5,050
	 2887-R	 赤（エンジ）	 ￥5,050

青

赤（エンジ）

便
利
な

カ
ー
ド
入
れ
付

▼

ユダウエストバック三段物入
清掃中のウエス入れに。3段に袋が分かれている
ので、濡れた物と乾いた
物などが仕分けできます。

	コード	 参考価格
	1420	 ￥2,800

大容量のウェストポーチ。正面に大型ベルクロ留め
ポケット、サイド片側に細めのケレン等が入る2つの
縦ポケット付。内部は仕切で3つに分かれており、
使いやすさ抜群。サイズ:W23×D11×H15cm

ウェストポーチ0178

	 コード	 参考価格
	 17555	 ￥4,760

プロポケットⅢ ファスナー付
両サイドに小物を掛けるコードが付いています。
裏側に3枚刃などを収納する小物入れ付き。
	 参考価格	 ￥4,000／個

スーパーポシェット(防水タイプ)
様々な作業に対応できるように、５つのポケット
と３つのフック掛け、カードケースを付けました。
ポケット部は両サイドにファスナーを付け、左右
どちらからでも出し入れが可能です。
	 参考価格	 ￥3,200／個

サイドキット サプライポーチ
３ポケット付で手前のポケットにベルクロがつ
いているので物が落ちる心配がありません。
缶の収納もできます。 サイズ：32ｘ29cm
	 コード		 参考価格
	 M24364	 ￥6,780／個
	 	 　（1ケース5個）

これまでで最も効率的な
室内用ガラスクリーニングシステム

室内用ガラスクリーニングキット 
スティングレイ 
インドアクリーニングキット
450 OS
室内の窓掃除における効率と安全性はプロの清掃スタッフにとって非常
に重要です。スティングレイは、大掛かりなＯＡ機器の移動や養生を必
要とせず"時間短縮"が可能です。また高い窓も"脚立"や"はしご"などの
不安全な道具を使わずに長いポールを活かして清掃できます。

三角形のトライパッドは、コーナーなどの掃除も自由自在。

手元の作動ボタンを押すと単三電
池駆動のポンプにより先端のパッド
中心から洗剤が少量吹き出し、吹き
付けと同時に洗浄が可能です。

　使い方はこんなに簡単！

	コード	 品番	 品名	 サイズ	 		 参考価格
	21526-4	 SRKOH	 クリーニングキット450	OS	 最長4.37m	 	 ￥149,170／セット
	21526-5	 SRPD2	 ディープクリーンマイクロファイバートリパッド	 5枚入	 ￥5,700／枚
	21526-6	 SRL03	 プロガラスクリーナー0.5Lボトル	 500ml	 	 ￥1,900／本

スティングレイ

取り外し可能な
タンクは、洗剤
をいつでも補充
できます。

■スティングレイ クリーニングキット450 OS セット内容
スティングレイ	ハンドヘッドユニット	×１(単三アルカリ電池×２)
イージークリップ式ロングポール1.24m	×３
イージークリップ式ショートポール	0.63m	×１
マイクロファイバー	ディープクリーニングトリパッド	×２
収納バッグ×１
※洗剤は別売りとなります

2697 3645 3644

※洗剤は別売

ブラック	798-1BK

	レッド
	 798-1R

	ODグリーン
	 798-1OD

	ディープブルー
	 798-1

	サクラ
	 7798-1

ガラスクリア
低臭タイプなので、レスト
ラン、病院、オフィスなど
の営業中でも周囲の人に
不快感を与えません。
			5Ｌ×3本		￥4,410／本

ガラスウォッシュプロ
スタミナ抜群！洗浄液が汚れてきても
まだまだイケル。スクイジーの滑りが
抜群で水のスジを残さない。ゴムを傷
めず乾きにくく作業性抜群。100〜
200倍希釈で経済的。
	 946ml	 ￥2,750／本

ガラスマジックリン
タバコのヤニや手垢など
も、ひと拭きで落とし、ふ
きスジも残りません。　
	4.5Ｌ×4本	￥2,000／本

ガラスクリーナー
ウンガー
ジェル
ジェル状なので、
ウォッシャーに直接
原液を塗布して使用
できます。微生物分
解性で、肌への負担

が少ない。（希釈倍率100倍になる程
度ウオッシャーに塗布）
	 容量	 品番	 参考価格
	 473ml	 FG050	 ￥2,800／本

タイタン 
グラスグリーム4
Ph7の中性で、520倍濃縮。硬
水用で温泉地などのミネラル分
を多く含む水を柔らかくし、ス
クイジー作業を楽にします。
	3.8L×4本	￥12,000／本

タイタン 
グラスグリーム3
Ph7の中性で、1280倍濃縮で
す。低発泡性でスクイジーの
滑りを良くし、ガラス表面が乾
燥しにくくなります。
	3.8L×4本	￥12,000／本

NライトOne　テレスコピックポール 
伸縮自在なメインポールに2本までのエクステンションポールを継ぎ足し可能で最
長16ｍ（約４階）まで対応可能。
	コード	 品番	 品　　名	 	最長/最短	 重さ	 参考価格
	21945-10	 CF60T	 テレスコピックポール4段	 6m/1.7m	 1.16kg	 ￥201,000
	21945-3	 CF86G	 テレスコピックメインポール6段	 8.6m/1.7m	 1.84kg	 ￥267,000
21766-25	 CF33G	 テレスコピックエクステンションポール2段	 3.2m/1.8m	 0.82kg	 ￥105,000

Ｎライト ホース 
	コード	 	品番	 サイズ	 参考価格
	21945-5	 DLS25	 25m/φ8㎜	￥9,000

Ｎライト アングルアダプターキット 
	コード	 	品番	 サイズ	 参考価格
	21945-11	 NGS15	 15cm	 ￥8,000
	21945-6	 NGS30	 42cm	 ￥22,500
21945-12	 NGS45	 82cm	 ￥28,500

Ｎライト パワーブラシ 
	コード	 品番	 タイプ	 	幅	 毛のタイプ	 参考価格
	21945-4	 NFK28	 コンプリート	 28cm	 先割れ（グリーン）	 ￥26,500
	 21945-9	 NFK41	 コンプリート	 41cm	 先割れ（グリーン）	 ￥32,000
	 21766-24	NUK28	 コンプリート	 28cm	 先割れ無し（グレー）	￥26,500
	 21766-27	NUK41	 コンプリート	 41cm	 先割れ無し（グレー）	￥26,500
	 23391	 NFF28	 シンプル	 28cm	 先割れ（グリーン）	 ￥19,000
	 23391-1	 NF41	 シンプル	 41cm	 先割れ（グリーン）	 ￥25,000
	 23391-2	 NUF28	 シンプル	 28cm	 先割れ無し（グレー）	￥19,000
	 23391-3	 NUF41	 シンプル	 41cm	 先割れ無し（グレー）	￥25,000

ハイドロパワー 
シンプルで効果的な純水精製装置です。素早くカンタンなレ
ジン交換はそのままに、以前のハイドロパワーより精製量が
30％アップしました。トップキャップに組み込まれたTDSメー
ターでレジンの交換が必要か一目で確認できます。

■ハイドロパワーウルトラフィルター 
従来のハイドロパワーの精製量を30&UP。
■Sタイプはレジン6Lパック入り、
■LCタイプはレジン6Lパック3個入り。
	コード	 品番	 品　名	 参考価格
	21766-11	 DIUH1	 ハイドロパワーウルトラフィルターS	 ￥138,000
	21766-12	 DIUH3	 ハイドロパワーウルトラフィルターLC	 ￥328,000

■ウルトラレジンパック
従来のハイドロパワーの精製量を30&UP。Flowaterテクノロジー
２.0により、レジンの飽和度を最適化しタンク全体に効率的に水が流
れます
	コード	 品番	 品　名	 内容	 参考価格
	21766-13	 DIUB1	 ウルトラレジンパック	S用	 6Ｌ×3個	￥58,000
	21766-14	 DIUB3	 ウルトラレジンパック	L用	 6Ｌ×3個	￥58,000

高所のガラスや壁を純水を出しながらブラシ洗浄します。
地上での作業なので安全・安心。資格不要で作業効率もアップ！

ウン ガ ー 　 ハイフロ ー・エヌ･ライト

HiFLO n Lite ウォーターポール システム

■S

■LC

ス
タ
ミ
ナ
抜
群
！

低
コ
ス
ト
で
最
高
の
仕
上
が
り
！

0049-2 4151-413405 4573

5113

21050

■ウルトラレジンパックS用 ■ウルトラレジンパックL用

詰替用5L500ml

注ぎ口付（5L）

■コンプリートタイプ
　（リンスバー付）

■シンプルタイプ
　（リンスバー無し）

ウンガー



ガラスクリーニング・高所作業

四脚アジャスト式
専用脚立SXJ
スタッピー

（上部操作タイプ）
業界初！立ったまま各脚を伸縮
でき、ワンタッチで折りたたみが
できる		上部操作式の専用脚立。
最大使用質量100kg

21611-1
21611-2
21611-3
21611-4
21611-5
21611-6
21611-7

SXJ-120A
SXJ-150A
SXJ-180A
SXJ-210A
SXJ-240A
SXJ-270A
SXJ-300A

0.94〜1.25
1.24〜1.54
1.53〜1.84
1.82〜2.13
2.11〜2.42
2.40〜2.71
2.69〜3.00

6.4
7.4
8.4
9.4
10.9
12.2
14.8

天板の
高さm

質量
kg

￥37,600
￥42,000
￥48,600
￥52,600
￥77,000
￥85,000
￥92,000

参考価格コード 型	式

四脚アジャスト式足場台 
DXJ スタッピー
業界初！かがまずに立ったまま伸縮できる足
場台。段差があってもフラットな足場が確保
できます。四脚とも別々に支柱の長さが調
節可能です。

DXJ-6908A
DXJ-W6908A
DXJ-91209A
DXJ-W91209A

21612
21612-1
21612-2
21612-3

0.60〜0.91
0.60〜0.91
0.87〜1.18
0.87〜1.18

300
420
300
400

825
825
950
950

7.5
8.3
9.1
10.3

天場の
高さm

天場寸法
昇降面mm						長さmm

質量
kg

￥42,000
￥48,000
￥50,600
￥55,000

参考価格型	式コード

軽自動車にも
らくらく
積載できます。

サヤ管式 3連はしご
コンパクト3 LNT
サヤ管構造が厚さ130mmの最薄幅（支柱幅）を実現。
軽量コンパクト化に成功し、軽自動車にもらくらく積載。
最大使用質量100kg

型式
LNT-50A
LNT-60A
LNT-70A
LNT-80A
LNT-90A
LNT-100A

コード
21610
21610-1
21610-2
21610-3
21610-4
21610-5

全長m
4.96
5.99
7.03
8.06
9.07
10.11

縮長m
2.34
2.68
3.03
3.37
3.70
4.04

質量kg
15.1
17.2
19.2
21.3
26.0
28.0

参考価格
￥217,000
￥229,000
￥244,600
￥265,600
￥331,000
￥339,000

大きな滑り止め
端具ユニットを
採用

サヤ管構造で軽量コンパクト！

伸
縮
操
作
バ
ー
が

こ
の
高
さ
だ
か
ら

操
作
ラ
ク
ラ
ク
。

収納状態

開閉式建枠

開閉式作業床

ライトバンにも
余裕で収納。

段差がある場所にも設
置できます。

ALT-2

ATL-2B
ATL-3B
ATL-1WB
ATL-2WB
ATL-3WB

21609
21609-1
21609-2
21609-3
21609-4

〜4.63
〜6.15
〜3.11
〜4.63
〜6.15

2段セット
3段セット
1段セット
2段セット
3段セット

〜3.48
〜5.00
〜1.96
〜3.48
〜5.00

485×950
485×950
485×1250
485×1250
485×1250

50
63
40
57
74

全高m名称 作業床寸法
mm

作業床
高さm

質量
kg

￥285,000
￥382,600
￥270,000
￥365,000
￥400,000

参考価格型	式コード

パイプ製足場 ハッスルタワーATL
超軽量なのに安定感抜群のハッスルタワーに、作業床ワイドタイプが新登
場。独自のパネルジョイントで大幅に揺れを解消。組立・解体もワンタッチ
で行えるオートロックフックジョイント採用。さらに解体後はライトバンに
も余裕で収納できます。　最大使用質量100kg
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※価格は社会情勢等により変動する可能性があります。
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	コード	 サイズ	 重さ	 参考価格
	21767-8	 14cm	 0.2kg	 ￥4,500／個
	21767-9	 30cm	 0.6kg	 ￥6,700／個
	21767-10	 45cm	 0.9kg		 ￥18,500／個

アルミ製で軽量です。設置面には、滑り止め
とパラペット等の保護の為、硬質クッション
フォームが貼ってあります。

アルミエッジ
プロテクター

14cm・30cm・45cm

トリプルＸ ロープガード
三重構造と新素材で開発した最強のプロテクター
です。鋭利な角から確実にロープを保護します。
	コード	 サイズ	 参考価格
	21767-5	 30cm	 ￥4,300／個
	21767-6	 45cm	 ￥5,900／個
	21767-7	 60cm	 ￥7,900／個
	21767-18	 150cm	 ￥19,600／個

レスキューラック
ロープセッティングのミスも少なく、ロープへのダ
メージも最小限に抑えられる下降器です。6本タイプ
は下降スピードも遅くなり、安全に下降できます。
	コード	 	 参考価格
	21767-12	 4本バー	 ￥18,810／個
	21767-13	 6本バー	 ￥22,440／個

■セット内容
スリング、カラビ
ナ、ロープガード、
メインライン、ラ
イフライン、下降
器、カラビナ、ブラ
ンコ、墜落防止
器具、ランヤード、
ハーネス

●吸盤
　ダブル
　カップ

●シングル
　カップ

●吸盤4フィンガー
　アップグレード

吸盤各種
金属、ガラスなどに強力吸着します。

■吸盤ダブルカップ
	 21767-1 	12.5cm×2	 ￥11,000／個

■シングルカップ
	 21767-2 	10cm	 ￥8,250／個
	 21767-3 	12.5cm	 ￥8,800／個

■吸盤4フィンガーアップグレード
	 21767-4 	12cm	 ￥5,400／個
	

￥オープン／セット

ブランコ
セット

透明なラベル
ポケット付。

プロフェッショナル
ロープバッグ
楽に運べるショルダーストラップ付。
色はブラックとレッドの2色、サイズは4種類。
	コード	 サイズ（cm）	 容量	 参考価格
	21768	 S	 45×28	 27.7L	 ￥9,950／個
	21768-1	 M	 60×28	 36.9L	 ￥10,650／個
	21768-2	 L	 60×33	 51.3L	 ￥11,500／個
	21768-3	 XL	85×33	 72.7L	 ￥12,800／個

SKYROTEC
マーク1プラス
ハンドルを握り締めるか、
放している状態の中間で
下降できます。ハンドルの
握り具合で下降スピードを
コントロール。ハンドルを
強く握ると停止します。
200kg（10〜12mm）

参考価格	￥31,000／個21767-15

	参考価格　￥2,750〜7,800／個

TOWAレスキューカラビナ

TOWAレスキュー
（ロックセーフ）

TOWAレスキュー
（オートロック）

TOWAレスキュー
（スクリューロック）

21940 21767-16 7938-2

トイフェルベルガー

KM-3MAXスタティックロープ
■ 9.5・11・12.5mm
ナイロンとポリエステル繊維の混合製品です。
磨耗に強く、優れた操作性と結び目の安定
性も兼ね備えています。水分を含んでも強度
を損なうことがありません。
カラー：	オレンジ（11㎜）、
	 ブラック／イエロー（全サイズ）
　参考価格　　￥630〜156,200

J1320-2

外壁やガラスに傷を付けずにはしごの先端
を安定させます。

ラダー
ミット

　	 	 　参考価格
	 2個パック	 ￥3,600／組

作業者の墜落事故を未然に防ぐ
マルチレストレインセット
従来の安全帯では成し得なかった、一つのア
ンカーから自由自在に自分のお好みで、距離
を決めることができる画期的な商品です。
	コード	 長さ	 色	 参考価格
	21768-6	 3.6m	 Ｓグリーン	 ￥21,000／個
1570	 6m	 イエロー	 ￥24,000／個

TOWAオープンスリング
■ 12・15・20・25mm
様々なタイプのアンカーに取り付けられます。
長さごとに色分けしているので識別取り出し
が容易です。チューブラタイプはガースヒッ
チの際にも高い強度を発揮します。
	参考価格　　￥610〜2,140

軍手タイプ脚立カバー
特殊防滑シートにより滑り止め効果アッ
プ！ 1 袋 4 個入り。
　参考価格	 4個入り￥700

20818

ＱＱフォールアレスター
先行型小型墜落防止器具です。ブランコ作
業・ロープアクセス時において万一の時に
ロックして墜落の危険を防止します。
本体重量：180g　ロープ対応径：10.5〜12mm
	　　参考価格　　　　￥16,700／個

21768-4

リギング
アンカープレート
ミニ

カラー：黒・青・オレンジ　大きさ：8.3×9	cm
重さ：76	g　強度：36	kN
							参考価格　　							￥3,400／個

21768-5

スプラッシュ・脚立足カバー
（両面使用可能）
底面に滑り止め効果のある合成皮革を使用。
　参考価格	 4個入り￥1,200

3604 コード 型　式 色 踏台の
高さm 段数 質量

kg 参考価格

3465-3 PFC‐57C
シルバー

0.56 2 1.7 ￥9,600
3465-5 PFC‐79C 0.79 3 2.4 ￥13600
3465-6 PFC‐57BL2

ライトブロンズ
0.56 2 1.9 ￥12,000

3465-7 PFC‐79BL2 0.79 3 2.7 ￥16,000

踏台 PFC
キッチンやリビングなど
ご家庭での作業に活躍
する軽量タイプ。最大使
用質量100kg

コード 型　式 天板の
高さm

質量
kg 参考価格

21608 LM-90 0.81 3.1 ￥15,600
21608-1 LM-120 1.10 3.7 ￥19,000
21608-2 LM-150 1.39 4.8 ￥23,600
21608-3 LM-180 1.68 5.8 ￥27,600
21608-4 LM-210 1.98 6.9 ￥33,000
21608-5 LM-240 2.27 8.1 ￥56,000
21608-6 LM-270 2.56 9.4 ￥63,600
21608-7 LM-300 2.85 11.1 ￥70,600

軽量専用脚立 LM BENKEI
驚きの軽さで、収納はバーを持ち上げるだけの
簡単操作。最大10尺までの長尺サイズで、
使用状況に合わせてお選びいただけます。

最大使用質量
130kg

レバーを持
ち上げるだ
けで、折り
たたみ出来
る！

コード 型　式 天板の
高さm

はしごの
長さm

質量
kg 参考価格

4865-1 JOB‐60E 0.52 1.12 2.8 ￥17,000
4865-2 JOB‐90E 0.81 1.73 3.7 ￥19,000
4865 JOB‐120E 1.10 2.34 4.7 ￥23,000
3465-2 JOB‐150E 1.39 2.96 6.4 ￥28,600
4865-4 JOB‐180E 1.68 3.57 7.7 ￥35,600
3197-6 JOB‐210E 1.98 4.18 9.8 ￥43,600

はしご兼用脚立
スーパージョブ JOB
ピカのフラッグシップモデル。脚立時でも
はしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん
60mmになりました。最大使用質量100kg

両面幅広
踏ざん
60mm
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屋外の雨どい等清掃向けのセッ
トです。パイプ径は50mmと屋内
用よりも太く、気流をより大きく
取り、雨どい等に積もったゴミや

落ち葉もウェットバ
キュームに吸い込め
る設計になっていま
す。

高所クリーニング システム

屋内向け

屋外向け

38㎜38㎜
パイプ径パイプ径

50㎜50㎜
パイプ径パイプ径

インターロック式で、
 脱落防止も確実です！
インターロック式で、

 脱落防止も確実です！画期的な高所清掃システム画期的な高所清掃システム 超軽量で高強度。超軽量で高強度。
足場不要で最長15ｍ！足場不要で最長15ｍ！スペースバックスペースバック 高品質カーボン採用！高品質カーボン採用！

これまで足場や高所作業車がなければ
難しかった高所の
清掃を、地上から
安全に、しかも一
人で作業する事
が可能です。

独自のインターロック式で安全を確保。
作業中にぐらつかず回転も防ぎます。

LOCK！

パイプには強度と軽量化の両方を実
現できる、カーボンファイバーを採用
しています。

インターナル クリーニングシステム
Internal Cleaning System

エクスターナル クリーニングシステム
External Cleaning System

屋内向けのセットです。パイプ径は
38mmです。工場、倉庫、ショッピン
グセンター、体育館等の高所清掃
に加え、博物館、劇場等の奥行きの

ある清掃場所でも活躍します。標準のセットで
は全長8.8ｍでオプションパイプを追加すると
約１５ｍの高さまで清掃する事が可能になりま
す。フランスのパリCDG空港でも導入されて
いるセットです。

最
長
15
m
の
カ
ー
ボ
ン
パ
イ
プ
で
足
場
を
組
ま
ず
に
高
所
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
！

スペースバック インターナルセット …………………￥705,750
インターナルセット用 追加パイプ（Φ38㎜×1.6ｍ） ￥54,000／本
インターナルセット用 追加パイプ（Φ38㎜×0.8ｍ） ￥34,970／本

SV10102
SV20201
SV20102

スペースバック エクスターナルセット ……………  ￥929,480
エクスターナルセット用 追加パイプ（Φ50㎜×1.6ｍ）  ￥83,160／本
エクスターナルセット用 追加パイプ（Φ50㎜×0.8ｍ）  ￥50,980／本

SV10103
SV20103
SV20104

わかりやすい
動画はこちらから

吸込みパイプの先端に、別売の小型アクションカム（GoPRO等）を取り
付け、その映像をアプリを入れたスマホ等で見ながら作業する事も可
能です。地上からは見えない高所の清掃箇所を確認しながら作業でき
るのでおススメです。また、作業工程を撮影して報告材料として提出す
ることも可能になります。

™

Tips
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●従来のクリーナークロス ●マイクロファイバー

シャープなエッジを持つ超極細繊維が目に見えない凸凹に入り込
み、ミクロン単位の汚れやホコリも余すことなく拭き取ります。

洗剤いらずで手や環境にやさしく、冷蔵庫など
食材が触れるところにも安心して使えます。

ケバが出ず、また、水で濡らして固く絞って使
うと水滴も小さいので拭きあとも残りません。

マイクロファイバーならではの優れた吸水性
で、多量の水も素早く吸い取ります。

マイクロファイバーでできたソフトなクロスだ
から、拭き上がり面を傷つけにくい。

マイクロファイバーとは 髪の毛の100分の1
ほど（0.4μm）の超極細ポリエステル繊維。繊維断
面が鋭角や多角形の形状をしているため、極めて細
かい水分や塵を取り込む性能があり、ガラスや自動
車用のクリーニングはもちろん、壁や床、家具や建
具、浴室やトイレ掃除に至るまでさまざまなクリーニ
ングに多く使用されています。

洗剤
不要
！！

洗剤
不要
！！

洗剤
不要
！！

洗剤不要！！

■拭きあとスッキリ■拭きあとスッキリ

■素早く水を吸い取る■素早く水を吸い取る ■手にやさしい■手にやさしい

■傷がつきにくい■傷がつきにくい

カラー：
青白、ピンク、
緑、黄

あっちこっちクロス
マイクロファイバー使用だから、洗剤なしで驚くほどきれい！

	コード	 サイズ（cm）	 参考価格
	18701	 M		30×40	 	￥1,100／枚
	18338	 L		40×50	 ￥1,650／枚
	

ガラス一発クリーン
乾拭き、水拭きどちらでもOK。水拭きの
場合、二度拭きしなくてもケバ・スジ、曇
りなどが残りません。
カラー：ブルー、グリーン、ピンク

シーバイエス

ウィンドクロス
ガラスクリーニングに特化した
マイクロファイバークロスです。
カラー：ブルー
		サイズ（cm）	　　参考価格
	40×50				￥2,780（5枚入）／袋
	

マイクロクリーン
クロスN
拭き残りの気になるガラス、ステ
ンレス等に効果を発揮します。
カラー：ピンク・ブルー
		サイズ（cm）	　　参考価格
	30×40	 			￥800／枚
	

	コード	 参考価格
17612		￥1,440／袋（12枚入）

マイクロファイバー
ふきん
糸クズが残らず乾燥が早い、清潔感
あふれる白いふきん。フチの色分けで
用途ごとに使い分けできます。
サイズ：30×38cm　カラー（フチ部）：
ブルー、ピンク、グリーン、イエロー
■各色1パック（12枚）売り

あっちこっちあみたわしクロス
ブラシ面でガンコな汚れを落とし、ウラ面のクロス面で
仕上げの拭き掃除！！速乾性にもこだわったブラシ付
きのクリーナーです。キッチン・洗面台など水回りのお

掃除に。
サイズ：21×24cm　カラー（フチ部）：赤、青
		コード	 色	 参考価格	
	7377-3	 赤	 ￥1,300／枚
	7377-4	 青	 ￥1,300／枚

18342

20998
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①

②③

④

⑤

⑥ ⑦

⑧

ダブルなら、1回のすすぎで
最大8面使えます！
ダブルは、2枚のクロスをセンターで
縫い合わせてあるので、1回のすすぎ
で最大8面使えます

	サイズ（cm）	 コード	（カラー）	 参考価格
	45×22	 0705-	1（青）、2（白）、3（ピンク）、4（緑）、5（黄）	 ￥800
	65×22	 1415-	1（青）、2（白）、3（緑）、4（ピンク）、5（黄）	 ￥1,200
		 3596-	1（青）、3（白）、3596（緑）、	 　
	　	 0879（ピンク）、3596-2（黄）	 　
		 3866（青）、4496（白）、3867（緑）、	 　
	　	 3868（ピンク）、4495（黄）	 　
	33×90	 3059	 ￥1,800
	ダブル（45×35×2枚重ね）　0724（白）、-B（青）、-P（ピンク）、-G（緑）、-Y（黄）	￥2,000
	

45×45

45×35

￥1,800

￥1,200

サイズ：30×30cm
1袋25枚入（ビニール袋入）

マイクロクロスmini 
  手のひらに収まる30×30cm
サイズ
  洗濯してもすぐにはヘタらな
い厚さ（300g/㎡）
 ウェストポーチやバッグに入れ
やすいサイズ。
 カラーは全5色！用途に合わ
せて使い分けできます。
  お求め安い1枚100円！

こんなサイズが  ほしかった！

	　コード	 カラー	 参考価格
	NB20786B	 青	
	NB20786G	 緑	
	NB20786R	 赤	
	NB20786W	 白	
	NB20786Ｙ	 黄	
	NB20786BK	 黒	

（1ケース10袋）

￥2,500
／25枚入

マイクロファイバー使用でタオルの風合い！

	 コード	 カラー	参考価格
3896	 青
3896-2	 ピンク
3896-3	 白
3896-1	 黄
6023	 緑
6023-2	 ｸﾞﾚｰ
6023-1	 濃紺
6022-2	 茶
6022-1	 黒

￥4,320
／12枚入

サイズ：50×30cm		
1袋12枚入（無包装）

マイクロファイバー使用で吸
水性に優れ、細かい汚れを
吸収しますので、多目的なダ
スターに最適です！

マイクロダスター
使いやすい

30cm
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	 コード	 参考価格
	 16598	 	￥820／パック（5枚入）

拭き筋がなく、自重の最大10倍の水
分を吸収できる高い吸収性。高温表面
200℃までの清掃が可能。天然素材
から作られており、生分解性100％。
サイズ：20×18㎝

ヴィレダ

セルロースワイプ

ヴィレダ

マイクロタフイージー
便利なディスペンサーボックスに入っ
た半使い捨てのマイクロファイバーワ
イプで、すべての清掃に最適です。非
常に高い洗浄性能を発揮。回収・洗濯
の手間や必要がありません。

洗濯可

洗濯可

シーバイエス

吸水ワイパー
吸水性抜群の１００％天然素材のワ
イピングクロスです。手間のかかる
拭き上げ掃除が楽になります。洗面
台・バスルーム・鏡・ガラスなど、水
を使うあらゆる場面に使用できます。
カラー：ブルー
	 	コード	 参考価格　
	 0868	 ￥1,575／パック（5枚入）
	

クリーンワイプボックス
マイクロファイバークロスが、50枚入った
お得用です。5色展開で、使用箇所に応じ
て、使い分けください。乾湿両用で、20回
以上洗濯しても風合いは変わりません。
サイズ：約30cm×30cm

	コード	 カラー
	23371	 青
	23371-G	 緑
	23371-Y	 黄
	23371-W	 白
	23371-P	 ピンク

￥3,465／箱
（50枚入）

	コード	 カラー
	 5015	 青
	 16217-2	 赤
	 16217-1	 黄
	 16217	 緑
	 16217-3	 白

￥800
／枚

マイクロス
プロ清掃業者愛用の万能クロスです。60cm
×30cmの大判タイプ。縫製がしっかりして
いるので、ほつれや糸屑が出にくいのが特徴
です。
サイズ：約60cm×29cm

	 重さ	 サイズ	 参考価格
	 200匁	 約34×80cm	 ￥1,300／ダース

カラータオル
用途別に色分けする事で、衛生管理がしやすくなります！ 
カラー：青、緑、ピンク、黄
コード：20892-B（青）、-G（緑）、-P（ピンク）、-Y（黄）

雑巾
サイズ：20×30cm		
1袋 10・11・12・13 枚入
（ビニール袋入）

白タオル ■平地付
	コード	 重さ	 サイズ（cm）	 参考価格
	2794	 100匁	 約30×73	 ￥720／ダース
	4000-2	 160匁	 約34×85	 ￥960／ダース
	4000	 180匁	 約34×85	 ￥1,080／ダース
	2613	 200匁	 約34×85	 ￥1,200／ダース
	2750	 220匁	 約34×85	 ￥1,800／ダース

■総パイル 
	コード	 重さ	 サイズ（cm）	 参考価格
	20892-1	 180匁	 約34×80	 ￥1,080／ダース
	20892	 200匁	 約34×80	 ￥1,200／ダース

おしぼりウエス
5kg入

	 参考価格　￥2,400

白タオル・カラータ
オル共、1ダース毎
に包装されており、
衛生的で管理しや
すい！

平地付 総パイル

	 重さ	 サイズ	 参考価格
	800匁	 約70×139cm	 ￥9,600／ダース

吸水バスタオル
各種匁ございます。

				30×30cm　			25枚入	参考価格	￥5,500

マイクロクロス輪留め
プレー中にゴルフクラブを拭きやすいよう、カート等に留
めるためのハトメが付いたマイクロファイバークロスです。
サイズも使いやすいサイズに設計してあります。

タオルの端部分に
文字などが印字でき
る平地が付いている
タオルです

 マイクロファイバーの汚れをかき取る性能はそのま
まに、吸水スポンジの吸水性と使用時の“コシ”の強
さをプラスした新時代のクロスです。
 自重の約5倍もの水を吸収するので拭き残りが少な
く筋も残りにくい。
 洗濯耐久性も400回と耐久性にも優れています。 

名入れも
承ります

ゴルフ場
向け

3348659121594

マイクロファイバーに抗菌性をプラス！

■カラー雑巾30ｇ
	品番	 カラー	 参考価格
23-15	 ピンク	 ￥800／10枚入
23-16	 ブルー	 ￥800／10枚入
23-17	 グリーン	 ￥800／10枚入
23-18	 イエロー	 ￥800／10枚入
		 	 （1ケース10袋）

■白雑巾30ｇ
	品番	 カラー	 参考価格
20827	 白	 ￥500／10枚入
	 （1ケース10袋）

※
リ
サ
イ
ク
ル
品
に
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き
、

真
っ
白
で
な
く
、灰
色
が
か
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。

	　コード	 カラー	 参考価格
	0668	 青	 ￥570／枚
	4081	 黄	 ￥570／枚
	4080	 ピンク	 ￥570／枚

（1ケース　枚／10枚×3箱）

サイズ：33×66cm		

バイフレッシャー
チリ・ホコリはもちろん、手垢や水垢、ガンコな
油膜汚れまで、すっきりキレイに。水拭きでよ
り高い拭き取り効果を発揮。ノンオイルで安
心 耐久性にすぐれ、洗濯して再使用できる
ので経済的です。

手垢や水垢、ガンコな
油膜汚れまで

	 コード	 参考価格
	 5015-1	 ￥800／枚
	 （1ケース10枚）

ガラスマイクロス
仕上がりを重視するガラスの拭き
上げに最適です。絞りやすい・毛
羽がでない・拭き跡が残らない・洗
剤なしで使用可能。保水・吸水性、
排水・乾燥性に優れています。
サイズ：29×45cm	
カラー：青	

1 箱 50枚入

1 箱 50枚入

1 箱 50枚入

ヴィレダ 

r-マイクロタフスウィフト
100％リサイクルポリエステルを使用。
ウシコロナウイルスとバクテリアの
99.99％除去。洗濯約500回の優れた
耐久性。ノルディックスワンエコラベル
のラベル獲得。
サイズ：35×38㎝

	コード	 カラー	 参考価格
	23186	 青	 ￥2,000／パック（5枚入）
	23186-R	 赤	 ￥2,000／パック（5枚入）
	23186-Y	 黄	 ￥2,000／パック（5枚入）
	23186-G	 緑	 ￥2,000／パック（5枚入）

	コード	 カラー	 参考価格
	23185	 青	 ￥6,000／箱（50枚入）
	23185-R	 赤	 ￥6,000／箱（50枚入）
	23185-Y	 黄	 ￥6,000／箱（50枚入）
	23185-G	 緑	 ￥6,000／箱（50枚入）

ヴィレダ

シングルユースクロス
使い捨て用に設計されており、安全で
簡単な取り扱いが出来ます。非常に高
い洗浄性能を発揮。ウシコロナウイル
スとバクテリアの99.99％除去。バッ
グインバッグでパッケージ内の残留物
や汚染を防ぎます。
カラー：青、赤

	 　コード	 カラー	 参考価格
	 23187	 青	 ￥1,950／枚
	 23187-R	 赤	 ￥1,950／枚
	 	 	 （1パック50枚）

マイクロティッシュ
 (50枚入)
半使い捨てタイプのマイクロファイ
バークロスです。50枚入。ティッ
シュの様に引き出して使います。
サイズ：約30cm×30cm
カラー：ブルー、ピンク、イエロー

	　コード	 カラー	 参考価格
	21438	 ブルー	 ￥3,750／枚
	21438-P	 ピンク	 ￥3,750／枚
	21438-Y	 イエロー	 ￥3,750／枚

ヴィレダ PVAクリーン

ポリエステル70％、ポリアミド30％
コーティング：100％ PVA（ポリビニールアルコール）

	コード	 カラー	 サイズ	 参考価格
	20747	 青	 35×38cm	 ￥600／枚
	20747-R	 赤	 35×38cm	 ￥600／枚
	 　（1ケース100枚／5枚×20袋）

	コード	 カラー	 サイズ	 参考価格
	20748	 青	 38×40cm	 ￥920／枚
	20748-1	 赤	 38×40cm	 ￥920／枚
	20748-3	 緑	 38×40cm	 ￥920／枚
	20748-2	 黄	 38×40cm	 ￥920／枚
	 　（1ケース100枚／5枚×20袋）

 銀粒子が繊維の中に埋め込まれており、抗菌性が
持続します。200回洗濯後も銀粒子の効果実証
データ有り。（資料1）
 使用後の菌の繁殖を抑制します。
 乾拭きでも水拭きでも使用でき、拭き残りが少なく
筋が残りにくい。

ヴィレダ ナノテクマイクロ

一般家庭
オフィス

ホテル
外食産業

〈洗濯耐久性〉

400回
洗濯水温60℃での
テスト結果

一般家庭
事業所

ホテル
外食産業

病院
介護施設

〈洗濯耐久性〉

250回
洗濯水温60℃での
テスト結果

マイクロファイバーに吸水スポンジの便利さをプラス。
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高圧洗浄機・スチームクリーナー

業務用高圧洗浄機
HDS 8/17M
ヒートコイル式ボイラーで連続使
用でも安定した温水を供給します。
手元で圧力と水量を調節できます。
動力	200V	50/60Hz別
吐出水量	430	-	800L/h
常用吐出圧力	3	-	17	MPa	
ボイラー加熱温度	80	-	155	℃	
モーター入力	4.2kW	　消費燃料	6.3kg/h	
燃料タンク	25L	　	高圧ホース10ｍ付
本体質量	156kg	
寸法	W1330	x	D750	x	H1060mm
参考価格		￥1,124,000

業務用高圧洗浄機
HD9/23G
ヒートコイル式ボイラーで連続使
用でも安定した温水を供給します。
手元で圧力と水量を調節できます。
動力	200V	50/60Hz別
吐出水量	430	-	800L/h
常用吐出圧力	3	-	17	MPa	
ボイラー加熱温度	80	-	155℃	
モーター入力	4.2kW　消費燃料	6.3kg/h	
燃料タンク	25L	　高圧ホース10ｍ付
本体質量	156kg	
寸法	W1330	x	D750	x	H1060mm
参考価格		￥878,000

業務用高圧洗浄機
HD 4/11CBP
2つの非常に強力な36Vリチウ
ムイオンバッテリーを搭載する
ケルヒャー初のバッテリータイ
プの業務用コードレス高圧洗浄
機です。外部電源が利用できな
い場所に。100Vマシンの吐出
圧力を超える11Mpaの洗浄力。
エンジンタイプ　ホンダ
吐出水量	320〜400L/h
常用吐出圧力	7〜11MPa	
給水温度	60C　
使用時間	30分　
参考価格		￥370,600（標準セット）

冷水タイプ
エンジンパワー

業務用高圧洗浄機
HD 4/8C
ハンドルをコンパクトに収納可能。
汚れをしっかり落とすパワーノズ
ル、洗浄剤散布用ノズルが標準装
備。
動力	100V　50/60Hz)別
吐出水量	400L/h
常用吐出圧力	8MPa
最大吐出圧力	11MPa
モーター	1.4kW　電源コード	5m	
高圧ホース10ｍ付　本体質量	23.7kg
寸法	W380	x	D360	x	H930mm
参考価格		￥175,000

業務用高圧洗浄機
HDS 4/7 U 
100V仕様のコンパクトで使いや
すい業務用温水高圧洗浄機。ダイ
ヤルひとつで操作が可能なので、
作業者を選びません。また大型タ
イヤで移動性にも優れています。
動力	100V	50/60Hz	
吐出水量	400L/h	
常用吐出圧力	7MPa	
ボイラー加熱温度	最大65℃　
モーター	1.4kW	　消費燃料	2.5kg/h	　	
水道ホース6ｍ付　燃料タンク	6.5L
本体質量	69.2kg	
寸法	W620	x	D620	x	H990mm	
参考価格		￥461,000

業務用高圧洗浄機
HD 4/8P
スタンダードモデル、コンパクトで
耐久性に優れた高圧洗浄機です。
縦置き・横置き、どちらも可能。
動力	100V　50/60Hz別
吐出水量	400L/h常用吐出圧力	8MPa
最大吐出圧力	11.5	MPa
モーター　1.4kW　電源コード	5m
高圧ホース10ｍ付　
本体質量	20.5kg	
寸法　Ｗ351	x	Ｄ312	x	Ｈ904mm		
サイズ：W300	D740	H400mm
参考価格		￥127,000

業務用高圧洗浄機
HD 7/10C Food
温水（ 80℃まで）の給水が可能な
ので、油汚れの洗浄が簡単になり
ます。食品衛生面への配慮が必要
な現場に最適です。
動力	200V	50/60Hz	吐出水量	700L/h
常用吐出圧力	10MPa
最大吐出圧力	12MPa
モーター	2.2kW
高圧ホース食品用5ｍ付
本体質量	29kg
寸法	W375	x	D360	x	H925mm
参考価格		￥450,000

業務用高圧洗浄機
HD 10/22S 
ハイパワーのスペック仕様です。便
利なタッチレス3ジェットノズルが
セットに。
動力	200V　50/60Hz別
吐出水量	450	-	900L/h
常用吐出圧力	3	-	22	MPa	
最大吐出圧力	24.2	MPa)	
モーター入力	7.7kW　高圧ホース10ｍ付
本体質量	62kg
寸法　Ｗ560	x	Ｄ500	x	Ｈ1090mm
参考価格		￥675,000

冷水タイプ
ハイクラス

コードレス
タイプ

業務用高圧洗浄機
HDS1000BE
重機や資材にこびりついた頑固な
汚れも強力に洗浄するハイパワー
仕様です。エンジンは信頼性の高
いホンダ製。電源がない現場でも、
水さえあれば温水洗浄が可能です。
ホンダ製エンジン
吐出圧力		6-	21MPa)	
吐出水量	450	-	900	L/h	
ボイラー加熱温度	30-140℃		
出力	13Hp		本体質量	165kg	
寸法	W1100	x	D750	x	H820mm
参考価格		￥2,194,000

業務用超高圧洗浄機
HD 9/50Ge
ケルヒャー最高圧力の超高圧洗浄
機は、驚きの50MPaと超ハイパ
ワー。洗浄だけでなく、付着物など
の除去作業などに使用できます。
ホンダ製エンジン
常用吐出圧力		15	-	50MPa)	
吐出水量	500	-	900	L/h	
最高給水温度	60℃	
ポンプタイプ	最大能力	ケルヒャークラ
ンクシャフトタイプポンプ		出力16kW		
高圧ホース10ｍ付		本体質量135kg	
寸法	W930	x	D800	x	H920mm
参考価格		￥2,200,000

ケルヒャー 高圧洗浄機

ケルヒャー アクセサリー

温水除草アクセサリー

1.　”ガンを支える力”で”トリガー
を引く”ことが可能に
2.　接続部分は360
度 1回転で接続可能

高圧洗浄の
反動力で
連続洗浄！

三相200Ｖ電源

冷水タイプ
三相200Ｖ電源

冷水タイプ
コンパクトクラス
単相100Ｖ電源

冷水タイプ
コンパクトクラス
単相100Ｖ電源

三相200Ｖ電源
ミドルクラス
温水タイプ
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エンジンパワー
冷水タイプ

エンジンパワー
温水タイプ

品　　名 HD4/8P HD4/8C HD10/22S HD7/10CFood HDS4/7C HDS8/17M HD6/15G HD9/23G HDS1000BE HD9/50GE
① 自給用ホース小型機種用 ● ●
② 自給用ホース大型用 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
③ サクションフィルターが必要 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
④ メインフィルターが必要 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
⑤ 高圧ホース10M ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
⑥ サポートレバー ● ● ● ● ● ● ● ● ●
⑦ サイクロンジェットノズル ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
⑧ フォームノズルタンク ● ● ● ● ● ● ● ● ●
⑨ サーフェスクリーナーFR30P ● ● ●
⑩ サーフェスクリーナーFR30Me ● ● ● ● ● ● ● ● ●
⑪ ドレイン機能付きサーフェスクリーナー ● ● ● ● ● ● ● ● ●
⑫ 太陽光モジュール洗浄 ● ● ● ●
⑬ パイプクリーニングホース20m（外径8mm） ● ● ● ● ● ● ● ● ●
⑭ パイプクリーニングホース20m（外径16mm） ● ● ● ● ● ● ● ● ●
⑮ パイプクリーニングノズル ● ● ● ● ● ● ● ● ●
⑯ 温水除草アクセサリー	WR10 ●
⑰ 温水除草アクセサリー	WR20 ●
⑱ 温水除草アクセサリー	WR50 ●
⑲ 温水除草アクセサリー	WR100 ●

■機種別アクセサリー対応表

自給用ホース小型機種用
3mホース、円盤ストレー
参考価格		￥7,500

自給用ホース大型用
ケルヒャーサクションホース7.5M	19㎜
参考価格		￥42,800

サクションフィルター
参考価格		￥28,900

メインフィルター
ファインメッシュ100、ネジ径3
参考価格		￥33,200

高圧ホース10M
高耐久タイプ・食品用タイプあります。上
位機種は高耐久タイプがお勧めです。
52-12 	通常タイプ	 ￥33,800
0040-12 	高耐久タイプ	￥50,700

サポートレバー
参考価格		￥8,600

フォームノズルタンク
参考価格		￥22,000

パイプクリーニングホース
20m（外径8mm）
外径8mm	後方6ヵ所吐出
参考価格		￥116,300

パイプクリーニングホース
20m（外径16mm）
040-5 	対圧12Mpaタイプ		￥41,500
040-6 	対圧25Mpaタイプ	￥85,400

パイプクリーニングノズル
後方3ヵ所,前方1ヵ所
後方3ヵ所各ﾀｲﾌﾟ
参考価格		￥12,500

サーフェスクリーナー FR30P
参考価格		￥76,700

サーフェスクリーナー FR30Me
参考価格		￥110,600

ドレイン機能付き
サーフェスクリーナー
参考価格		￥237,800

太陽光モジュール洗浄 
iSolar800
参考価格		￥457,700〜

サイクロンジェットノズル
0040-8 	一般用	 		￥42,800
0040-9 	HD9/50Ge用	￥374,500

薬剤を使わず温水で除草する！環境にやさしい新しい除草方法です。

WR10
散布幅100mm
参考価格		￥48,200

WR50
散布幅500mm
参考価格		￥97,400

WR20
散布幅200mm
参考価格		￥69,600

WR100
散布幅1000mm
参考価格		￥139,100

8つの新アダプターで、
今までのアクセサリー
も無駄なく使うことが
できます。

20932

21661

41-3

21661-2

121-1

23392 21661-3

13393

13393-3 704

67-5

041-11

040-3
040-4

21803

040-20040-10 040-1

0040-13

0040-14 0040-15 0040-16 0040-17

2165-9
2165-8

2165-7

※各アクセサリーの価格は一例です。対象機種により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

① ② ③ ④ ⑤

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

⑰⑯ ⑱ ⑲

バッテリーは
16	ページを
ご覧ください
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高圧洗浄機・スチームクリーナー
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●	1MPa=10.2kgf／cm2

業務用スチームクリーナー

家庭用高圧洗浄機・スチームクリーナー・リンサー

アイリスオーヤマ

コンパクトタイプ
STM-304N
1.2mのロングホースで、本体を
置いたままラクラク洗浄ができ
るスチームクリーナー。プロの
清掃ノウハウを採用したパーツ
付き。使用シーンごとに更に汚
れを落としやすくなりました。
加熱方式	ボイラー式		タンク容量	約0.3Ｌ
噴射待ち時間	約5分
連続使用時間	最大約12分
電源コード	約2m		スチーム温度	約100℃
参考価格		￥11,200

アイリスオーヤマ

リンサークリーナー
RNS-300
水を吹きつけながら、カーペッ
トの汚れをすすいで強力吸引。
ソファーや、車のシートなどの
布製品の洗浄に大活躍。
定格消費電力：330W
回収タンク有効容量：0.5L
清水タンク容量：0.3L
ホース長さ：直径2.9cm×1m
お湯使用温度：約40℃まで
電源コードの長さ：約3m
参考価格		￥22,400

アイリスオーヤマ 
充電式高圧洗浄機
SDT-L01N 
充電タイプなので電源不要。
さらにタンク式なので水道不
要の高圧洗浄機です。静音タ
イプなのでご近所など周りを
気にせず使用できます。
使用時間:最大約10分/回
最大許容圧力:約4.5MPa
タンク容量：26	L
W480×D280×H480mm
本体重量：7.2kg
参考価格		￥68,540

アイリスオーヤマ 
充電式高圧洗浄機
JHW-201 
据え置きの本体も電源コー
ドもいらない充電式のポー
タブルタイプ。
吐出圧力：2.2MPa
吐出水量：1.8L/min
使用連続使用時間：
強運転約15分・弱運転約40分
定格電圧：DC18V
参考価格		￥39,500

アイリスオーヤマ　高圧洗浄機
FIN801EHG/WHG
業界最高クラスの圧力で噴射される水流
により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗
浄機です。静音タイプ。洗剤吸い込みホ
ース内蔵で洗剤散布しながらの高圧洗浄
が可能です。折りたたみ式取っ手付き。
電源:AC100V（EHG：50Hz専用、WHG：60Hz専用）
常用吐出圧力:約9.0MPa※広角変圧ランス使用時
常用吐出水量:約300L/h※ターボランス使用時
水使用量(1分間):高圧洗浄機:約5L
最大許容圧力:12.0MPa
消費電力:1300w
参考価格		￥33,800

アイリスオーヤマ 2WAYスチームクリーナー
STP-202W
スティックでもハンディでも使える2Way
タイプ。これ1台で家中まるごとお掃除。
スイッチONから約30秒でスチーム噴射
が出来るクイックスタート！

電源:AC100V　サイズ：Ｗ
約30×Ｄ約17×Ｈ約
118cm
重量：約2.9kg　
タンク容量:約300ml　
消費電力:1500W
参考価格		￥30,000

コードレス高圧洗浄機

業務用スチームバキュームクリーナー
SGV 8/5
水や洗剤の使用を控えたい現場に！高
温スチーム洗浄とバキュームも同時にで
きる。吐出圧力8barのパワフルスチーム
で強力洗浄。本体に水を補充することで
連続使用でき、渇水によるダウンタイム
やボイラーの再加熱時間を短縮できます。
電圧：200V	50/60Hz
加熱出力:2800W
タンク容量:5L-	5L
電源コード7.5ｍ
スチーム吐出圧力:8bar	
幅495×高さ965×奥行640mm
本体質量：40Kg

業務用スチームクリーナー
SG 4/4
洗剤を使わず高温のスチーム
で汚れを浮かせて落とします。
豊富なアクセサリーで様々な
場所の清掃が可能です。
電源：AC100V	50/60Hz
消費電力：1,500W　
タンク容量：2.0-2.4L
スチーム吐出圧力：0.4MPa	
W320×D475×H275mm
本体質量：8.0Kg　
コード長：3m

	コード	 参考価格
	21902	 ￥850,000

	コード	 参考価格
	 705	 ￥182,000
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HiKOKI  コードレス高圧洗浄機
AW14DBL(LYP)・AW18DBL(LXP)
水道・電源が無い場所でもコードレスで手軽に高圧洗浄が行えます。しかもポー
タブルタイプなのにパワフル洗浄！圧力可変機能付きで様々な用途に対応可能。
吐出圧力	0.5〜2.0	MPa	　吐出水量	0.5〜1.2	L	/	min	
許容水温	40ºC	以下（水道水のみ）　給水方法	タンク給水	/	水道接続	/	溜め水給水
タンク容量	8L			本体寸法	W302×D254×H473mm
質量	AW14DBL	5.0（バッテリー装着時）、AW18DBＬ	5.2（バッテリー装着時）

	コード	 品名	 参考価格
	1078-6	 AW14DBL(LYP)	 ¥78,300　バッテリー6.0Ah・充電器込
	1078-7	 AW18DBL(LXP)	 ¥87,600　バッテリーMV5.0Ah・充電器込

水圧調整ダイヤル

	コード	 型　式	 	吐出（L/min）	 参考価格
	4522-3	 FCPS	1113-EXⅡ(11MPa)	 13	 ￥560,000
	4522-4	 FCPS	0920-EXⅢ(9MPa)		 20		 ￥750,000
	4522-5	 FCPS	1513-EXⅢ(15MPa)		 13		 ￥720,000
	4522-6	 FCPS	2016-EXⅢ(20MPa)		16			￥940,000
	4522-7	 FCPS	1030-EXⅢ(10MPa)			30	￥1,030,000

ガソリンエンジン駆動式　常温水高圧洗浄機
ジェットマンFCPSシリーズ
徹底した防音効果で抜群の静音性能。小型化設計を
極限まで追求したコンパクトボディで小型車への積
み込みや移動が容易。圧力計・吐出口・取水口・余水
口を前面に集中配置で、見やすさ使いやすさが抜群。

FCPS1113-EXⅢ FCPS2016-EXⅢ・
FCPS1030-EXⅢ

FCPS1513-EXⅢ・
FCPS0920-EXⅢ

徹底した防音対策で抜群の静音性能！

高圧洗浄機用 ボイラーユニット
ホットボックス2
冷水タイプ高圧洗浄機が温水タイプに早変わ
り！冷水タイプでは落ちにくかった汚れやしつ
こい汚れに効果絶大です。白灯油使用で経済的。
電源：100V	50/60Hz		モーター：150W
吐出水量：最大20L/min		吐出圧力：最大19.6MPa
使用燃料：白灯油（12Lタンク）		重量：95Kg
サイズ：W610×D850×H780mm
参考価格		￥670,000

業務用 高圧洗浄機

エンジン式吸引機
HOTJEBLO YALE(エール）SS型

■ トラックマウントに負けない吸引力
■ ２インチホース２本で最長１５０ｍまで延長可能
■ ガソリンエンジン連続７時間運転可能
■ オート制御自動排水機能搭載

「ＨＯＴＪＥＢＬＯふじやま」の吸引機能を独立したマシ
ンが[ＹＡＬＥ]エールです。ハイパワーエンジンを搭載
し、浸水・水漏れ・漏水などの緊急時の場面でも処理
を簡単に解決します。従来利用している高圧洗浄機と
併用した場合、洗浄後の汚水回収にもトラックマウン
ト並みの威力を発揮します。

参考価格						￥2,620,000

●除染作業に ●残水処理に●漏水除去に

小型高圧洗浄機
ジェットマンFC67ターボⅡ
軽量小型の100Vタイプ。業務用高圧洗
浄機でスタンダードとなっている3連プ
ランジャーポンプと誘導モーター搭載
で抜群の信頼性と耐久性。階段でも片手
で持ち運びできる超軽量小型仕様です。
電源：100V		重量：18	kg
サイズ：Ｗ243×D395×H227mm			吐出
圧力：6MPa　吐出水量：50Hz仕様：6L/
分、60Hz仕様：8L/分
参考価格		￥158,000

小型高圧洗浄機
ジェットマン
FCHD0708-Ⅱ
余裕のポンプを搭載し、クラス最大の能
力と抜群の耐久性を発揮。ブラシレスDC
モーター採用により、電圧が不安定な現
場や延長コードを使用する現場にも最適。
電源：100V	50/60Hz	
サイズ：Ｗ410×Ｄ735×Ｈ750mm
吐出圧力：7MPa		吐出水量：8L/分
参考価格	390,000

フォームランス＋ホース
洗剤発泡装置。専用洗
剤を泡状にし、壁や機械
等に吹き付けます。洗剤
が流れ落ちにくく洗浄効
果を一層高めます。
参考価格￥38,700

フラットアングルノズル
洗浄対象に洗浄幅を合わせたい時に使
用します。噴射角度：25°、30°、65°
参考価格￥9,200

バリオジェット
ノズルを回すだけで噴射角度を無段
階に0〜65°まで調節できます。
参考価格￥6,050

ロトマックス
円錐型噴射により、強い打力で能率
の良い洗浄作業が可能です。
参考価格￥24,200

  　蔵王産業　 アクセサリー

洗管ノズル
液送用パイプ、下水管、ボイラーチュー
ブ等の管内洗浄用。噴射パターン
が6種類、サイズが1/8、1/4、3/8
インチの3種類。
参考価格：
10m￥26,000〜		20m￥38,000〜
（SKW3/16）

A	 B	 C

D	 E	 F

ジェットブルームSUS
水の飛び散りがなく、
45cm幅で床面を洗えま
す。固定車輪で前後に動
かせます。
参考価格￥119,000

スピンショット
2つのノズルが回転しな
がら汚れにアタックする
ため洗浄力抜群。水の飛
び散りもありません。
参考価格￥220,000

ヘビー
デューティー

スタンダード

4522-8

4522-9

ホースカバーネオ
高圧ホースの継ぎ手部分(カプラ)に
よる擦れでの建物の損傷から保護。
巻いてマジックテープで止めるだけ。
サイズ500mm×110mm	
ネオプレン(クロロプレンゴム)製
	 コード	 枚数	 参考価格
	1333-6	 6枚入	 ￥2,400
	1333-7	 12枚入	 ￥4,500

コーナーガード
高圧ホース延長時の、コーナーへ
の傷・汚れから守ります。建物の角
部に設置し、ホース類を引っ張る際
に起こりやすい損傷やゴム跡、汚れ
の付着などを防ぎます。
サイズ　220mm×H380mm
プラスチック製
参考価格　　￥3,000

0772-1

21786

5358-1

5358-2

5358-10

5358-11
5358-12

5358-13

※本体のみの価格です。アクセサリーは含みません。詳
しくはお問い合わせください。

84-18

84-16

84-12

84-19

84-17

コ
ー
ド
レ
ス

水
道
不
要

84-3

21645-1



送風機	X-8 ダクトホース	ケース付	
8DHC25

★右のダクトホース ケース付
「8DHC25」と、ピッタリ連結
して使用できます。30メートル先まで届く大風量！

本体にコンセント装備で連結使用可能！
しかもファン部分は360度回転可能!

大人気のエアムーバーミニの機能は
そのままに、サイズはひと回り大きく、
風量を約2倍にアップ！

小型送風機の中でもトップクラスの風量! 
なのに横幅たった27cm。重さも4.7kg
と超軽量!

 持ち運び、保管に便利なケース⼀体型
 スチールワイヤー入りで伸縮、収縮および角度調整可能

 省電力設計ながら最大風量34㎥
 1台で送風と排気が可能
 風量調整可能
 ダクトホース（8DHC25）と組合せれ
ば約38m先まで送風可能
 電源コードが本体に巻きつけられます

1台で送風と排気が可能。右記ダクトホースと組合せれば
約38m先まで送風可能

コード:	6m
本体重量:	6.1kg
W28.5	x	D35.5	x	
H37cm

 スタイリッシュなスリムなデザイン
 エアムーバーPシリーズよりも低
く遠くまで送風することが可能
 横置きでも縦置きでも使用可能
 風量は3段階に調整可能
 6台まで積み重ね可能

 持ち運びに便利な持ち手付
 コンセントを本体に装備
 連結可能

 吹出口は4箇所
 風量は3段階に調整可能
 吹き出し角度を210°調整可能
 噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能
 ノズルは取り外し可能
 水道にワンタッチで付けられるアタッチメント付コード:	2.28m			

ホース:	2.8m
本体重量:	4.58kg		
W32.2	x	D34.5	x	H37

	 コード	 参考価格
	XP10105	 ￥35,000

送風機・扇風機
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	コード	 品名	 　　電源	 参考価格
	18788-2	 CF002GZ	 AC100V/直流40V（ハイブリット）	 ￥17,800
	18788-1	 CF301DZ	 AC100V/直流14.4・18V（ハイブリット）	 ￥16,700
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エアムーバーエアムーバーエアムーバーエアムーバーミニミニミニミニ連 結 タ イ プ

小型送風機の中でトップクラスの風量！

横幅27cm、4.7kgで運搬もラクラク！

連結使用で広い面積も一気に乾燥！

3時間まで設定可能で効率アップ！

0° 90°
20°

45°

風量トップクラス!風量トップクラス!風量トップクラス!

小型軽量!小型軽量!

Xパワー

　　　 　　　　 (メス）

を本体に装備。
連結使用時でも
必要タップは

コンセント

１個でOK！

Ｘパワー 

エアームーバーミニ 
P-230AT

 コンセントを本体に装備。連結使用時
でも必要なタップは1個でOK！
  小型送風機の中でもトップクラスの風量!
 横幅27cm、4.7kgで運搬ラクラク!
 最長3時間までのタイマー機能付き!
  風を吹き出す角度を、置く角度に応じて
4段階に調整できます!
 風量を3段階に調節可能！
コード：6m　重量：4.7kg	
サイズ：W27×D31×H34cm

Ｘパワー 

エアムーバー P-430AT
 コンセントを本体に装備。連結使用時でも必要
なタップは1個でOK！
 エアムーバーミニの約2倍の風量!最大56.6㎥
 横幅35cm、7.7kgで運搬ラクラク!
 タイマー機能付き!最長3時間まで設定可能
 風を吹き出す角度を、置く角度に応じて4段階
に調整できます!
 風量を3段階に調節可能！

コード：6m　重量：7.7kg			
サイズ：W35×D38×H37cm

Ｘパワー 

ターボプロX-34AR
 吹出し角度を360度調節可能！
 真上にも真下にも吹出し可能！
 本体にコンセント装備で連結使用可能！
 ダイヤル式風速切替。
 省エネ設計の外付モーター。
 重量7.3kgの軽量設計。
 積み重ね可能で、収納時も省スペース！
コード：6.1m　
重量：7.3kg			
サイズ：W48.8×
D47.2×H23.9cm

コードレスブロアー 
ＢＬ-24Ｌｉ
コードレス＆軽量で機動性抜群！
小スペースや少しずつ送風・乾燥
させる現場環境に最適！
風量：0〜14㎥/min無段階調節　
重量：6kg（本体）　
サイズ：40×43.5×36cm
連続稼動時間：280分※　
充電時間：90分※ＬＶ-14使用時

参考価格　￥93,500

コードレスハイパワーブロアー 
HP-24Ｌｉ
連続稼動最大280分！※	 	風量は従
来比5倍※BL-24Liの最大風量との比較。

4段階切替可能。コードレス＆大風
量で機動性と乾燥性を両立。
風量：43〜72㎥/min（4段階）
重量：14.5kg（本体）　
サイズ：W55.4×D46.5×H52.2cm
連続稼動時間：70〜280分※　
充電時間：90分※ＬＶ-14使用時

参考価格　￥165,000

マキタ CF002GZ
     CF301DZ
大形ファン＆自動首振りで、広い
場所でも強力に風が行き届く。
羽根径：330㎜　最大風量：240m/
min　タイマー付　サイズ：W439×
D261×H602mm。質量：3.8kg
（バッテリ除く）
※バッテリー、充電器別売

AC
100V

コードレス トレイ付き送風ファン
CF-24Li
コードレスだから作業が超スムーズ！
天板の耐荷重は25kgで必要な物を
置けて便利です。風量無段階のスイッ
チは微妙な風量調整が可能。

連結可能!連結可能!

タイマー付!タイマー付!

積
み
重
ね
可
能
で
、

収
納
時
も
省
ス
ペ
ー
ス
！

積
み
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で
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ス
！

エアムーバーエアムーバーエアムーバーエアムーバーシリーズシリーズシリーズシリーズ
連 結 タ イ プ

横幅27cm、4.7kgで運搬もラクラク！

連結使用で広い面積も一気に乾燥！

3時間まで設定可能で効率アップ！

0° 90°
20°

45°

NEWNEWNEW

Xパワー
　　　 　　　　 (メス）

を本体に装備。
連結使用時でも
必要タップは

 (メス）

を本体に装備。連結使用
しても必要タップはコンセント １個でOK！ (メス）

※バッテリー、充電器は別売です。

最大風量：110㎥/min
最大連続作動：5.5時間
サイズ：W593×D401×H847㎜
羽根径：450㎜　重量：12kg
参考価格　￥90,000
※バッテリー、充電器は別売です。

	 コード	 参考価格
	XP10101	 ￥50,000	

	 コード	 参考価格
XP10100	 ￥21,000	

女性でもラクラク
持ち運びOK！

積
み
重
ね
て

収
納
可
能
！

360度
回転可能！

※詳しくは19 ページをご覧ください
バッテリー、充電器が共有で使えます！

ペンギン Li コードレスマシンシリーズ
Li-ion battery Cordless cleaning machine series

22025

793 793-1

Xパワー スリムエアムーバー PL-700A

Xパワー 送風機X-8
	 コード	 参考価格
	XP10107	 ￥49,000
	

ホース長：7.6m　ホース経：20cm
ホース材質：ポリ塩化ビニール
本体重量:	6.8kg
W31	x	D61.5	x	H39cm

	 コード	 参考価格
	XP10109	 ￥54,000

Xパワー ダクトホース ケース付 8DHC25

直径約60センチの大型ファンが広い空間で大活躍! 横置きでも縦置きでも使用可能! 
複数台使用で大空間にも対応！

ホース⻑7.6m

X-8専用ダクトホース。
ハードケース付で携帯性も抜群！

	 コード	 参考価格
	 XP10108	 ￥61,700	

コード:	4.6m　
本体重量:	8.66kg
W44	x	D44	x	H20.7cm

Ｘパワー 

ミストファン FM-48
 吹出口は4箇所
 風量は3段階
 吹き出し角度を210°調整可能
 水道直結アタッチメント付。

タンク吸水がいらない水道直結型

Xパワー ドラムファン
FD-650DC
倉庫作業や体育館など室内作業にお
ける換気、空気循環に大いに役立ち
ます。またステージ演出の効果器具
としてもご利用いただけます。
風量調整：無段階ダイヤル式
ハネ材質：アルミ
	コード	 参考価格
	 XP10110	 ￥71,300
	

 大径24インチのアルミ
製ファン搭載
 風量が無段階で調整可
能
 移動が楽なキャスター付
 回転する本体により、風
向き調整可能

連結使用時のヒューズ切れで作業がストップすることなくスピーディーな復帰が可能になりました！

	 コード	 参考価格
	XP10102	 ￥60,000	

バッテリーは129 ページをご覧ください。

積み重ね可能で、
収納時も省スペース！

人気の３機種共にサーキットブレーカー搭載で使い勝手を向上！
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※価格は世界情勢等により変動する可能性があります。

送風機・扇風機

スーパーファンN
E-103-N
持ち運びに便利なハンドル付きタイ
プ。床洗浄やワックス塗布後の床面
を乾燥。
サイズ：W530×D550×H800mm	
電源：AC100V　50/60Hz　消費電力：
135/170W　風量：158/199㎥/分
羽：直径450mm　4枚　スイッチ：押しボ
タン式（強・中・弱）　首振り：左右90度・上下
3段階調節　コード：約9.7m		重量：約
9.1kg
	参考価格　￥34,700

スーパーファンS
E-103-S
ハンディタイプなので小スペースの運
搬が可能です。
サイズ：W515mm×D330mm×H590mm
電源：AC100V	50/60HZ　消費電力：
143/150W　風量：155/171㎥/分
羽根：直径	450mm		3枚　スイッチ：ロー
タリー式（強・中・弱）　首振り：左右60度・	
上下3段階調節　コード：約9.7m		重量：約
6kg
	参考価格　　￥28,400

スーパーファンDX
E-103-DX 
洗浄やワックス塗布後の床面をス
ピーディーに乾燥させる、大風量タイ
プの送風機。
サイズ：	Ｗ570×Ｄ380×H835mm
電源：AC100V　50/60Hz　消費電力：	
135／170W　風量：158/199㎥／分
羽根：	直径450mm　4枚　スイッチ：押し
ボタン式（強・中・弱）　首振り：	左右90度・上
下3段階調節　コード：	約9.7m　重量：	約
14.5kg
参考価格　　￥39,900

リンレイ　
パワフルファン
ボックス・スタンド・ハンディ
ワックスの乾燥時間を大幅に短縮す
る風量、長時間使用が可能なモー
ターの安全性、移動や積み込み時
の衝撃にも耐え得る頑強設計等、細
部にまでこだわった送風機です。

ファン径：45cm　
風量調節：３段調整
電源：100ｖ	50/60Hz
風量：最大165/186㎥/min
消費電力:120/160W
コード：10m　
品名	 重量	 参考価格
ハンディ	 9.1kg	 ￥32,400
スタンド	 10.5kg	 ￥37,400
ボックス	 15.7kg	 ￥47,000

パワフルファン
【ハンディ】10031-1

パワフルファン
【ボックス】10031-2

パワフルファン
【スタンド】10031-3

	コード	 品番	 ハネ材質	 参考価格
	21269	 TFZRA-45S	 アルミ	 ￥23,000
	21269-1	 TFZR-45S	 樹脂	 ￥23,000
	

全閉式工場扇
人気の高いスタンドタイプの全閉式大型
扇風機。耐久性・安全性に優れた全閉式
モーターを採用。
風量調整：3段式(強・中・弱)首振角度：左
右90°

高
さ
調
節
可
能
1160
～
1250
㎜

4554

4314

7608

コード:	1.5m　本体重量:	1.76kg
W37.5	x	D41.5	x	H21.5cm
	 コード	 参考価格
	 XP10106	 ￥18,300

Xパワー 

マルチエアダスターA-5
 800Wのハイパワー
 ダスターと掃除機の1台2役
 2段階風量調節可能
 フィルターは水洗い可能

 550Wのハイパワー！ 
 2段階風量調整可能
 9種類のアダプター付

 8種類のアタッチメントで汚
れや水滴の吹き飛しプール
や浮き輪などの空気入れ、
空気抜きもできて布団の圧
縮にも。
 ハイパワーブラシレスモータ
搭載でパワフル吹き飛ばし
 4段階風量切替

サイズ：W17.2xD9.7xH18.3cm
コード：3m　重量：1kg
定格消費電力：550W

サイズ：180×94×300ｍｍ
（BL4025装着時）　
重量：1.5kg（BL4025装着時）　
最大風速：200m/s	　
最大風量：1.1m3/min　
作業時間：約13分〜50分

	コード	 色	 参考価格
	 XP10103	 青	 ￥16,000
	 XP10104	 黒	 ￥16,000

Xパワー 

エアダスターA-2
ホコリや水気を一瞬で吹き飛ばす
ハンドタイプのブロアー。

マキタ 充電式エアダスタ 
AS001GRD
40Vmaxリチウムイオンバッテ
リが使い回せる経済性。

限定発売したブラックが
好評につき定番化!

空気を吹く、入れる、抜く、を1台でこなす
40Vmaxモデル

	 コード	 品名	 対応バッテリー	 付属	 参考価格
	 23169	 AS001GRD	 40Vmax	 バッテリ・充電器・ケース付き	 ￥58,800
	 23102	 AS001GZ	 40Vmax	 本体のみ	 ￥24,200

他のマキタ製品は128 ページの「電動工具」をご覧ください。

NEW
COLOR
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エアコンクリーニング

エアコン洗浄セット
SNJ-Y-1M Ver.2
洗浄セットと高圧洗浄機（AC ジェット 
Ver.2）のセットです。家庭用エアコンの内
部洗浄が簡単に行えます。
	 コード	 参考価格
	 3888-1	 ￥224,250

■洗浄セット
■高圧洗浄機／AC ジェット Ver.2

エアコン洗浄セット
SNJ-Y-1
洗浄セットと小型軽量高圧洗浄機（KYC-
20A）のセットです。家庭用エアコンの内
部洗浄が簡単に行えます。
	 コード	 参考価格
	 3888	 ￥216,750

■高圧洗浄機／KYC-20A

高 圧 洗 浄 機

エアコン洗浄セット

AC ジェット Ver.2
ワンタッチカプラーの採用により、
ホースの脱着が工具なしで簡単に行
えます。圧力調整に便利なワンタッ
チダイヤル採用。6段階調整。
サイズ：Ｗ285×D220×H200		
重量：8.5kg		吸水量：2.9L/min(50Hz)、
3.5L/min(60Hz)		ポンプ最高圧力：
3.5MPa(6段階調節)

　参考価格		　　
￥122,500

エアコン洗浄シート
透明・軽量・ソフトで作業性に優れた新製品！
壁掛け用（40×88×40）と、天カセ用（90×90）は、作業
入り口を増やし入りやすくなっております。

AC ジェット Ver.2 
リール付
20m ホース標準装備。アルミフ
レーム採用で移動も楽々。圧力
調整に便利なワンタッチダイヤ
ル採用。6段階調整。
サイズ：W455×D330×H385		重量：13kg		
吸水量：2.9L/min(50Hz)、3.5L/min(60Hz)		
ポンプ最高圧力：3.5MPa(6段階調節)

　参考価格　　￥187,500

+

+

高
圧
洗
浄
機
が
選
べ
ま
す

　　　商 品 名 	 数量
シルバーNプラス　2.4kg（紙容器）	 2
シルバーリンスプラス　4kg	 1
アルファクリーナー　450ml	 1
イレーサープロ　480ml	 1
エアコン洗浄シート　SA-801D	 1
作業マット（防水）　SM-B50D	 1
壁保護シート（中）　AL-20	 1
支持金具　SP-20（2コ入り）	 1
ドレンホースクリーナー　SF-300	 1
基盤保護シート	ST-10G	 1
pH 試験紙　UNIV	 1
ポリバケツ（10L）	 2
ブラシ	 1
タオル（6枚）	 1
ガムテープ（25m）	 1
携帯ケース	 1
高圧洗浄機	 1

セット内容

●別売備品⼀覧
商品名 品番 サイズ（cm）

エアコン洗浄シート SA-801D 40×88×40
〃 SA-601D 45×110×45
〃 SA-150D 45×150×45
〃 SA-180D 45×180×45

天カセ用洗浄シート SA-P01D 90×90
〃 SA-P02D 125×80
〃 SA-P03D 160×80
〃 SA-P04D 180×80

ドレンホースクリーナー SF-300 1本
壁保護シート（大） AL-30 180×250
壁保護シート（中） AL-20 135×250
作業マット（防水） SM-B50D 185×200
支持金具 SP-20 2コ入り
pH 試験紙 UNIV 9mm×6m

天カセ用シート装着クリップ ST-210 10コ入り

 ワイドな洗浄窓
 洗浄時の水はね飛散を低減
 シートの底に水が溜まりにくい形状

 4方向の洗浄窓で作業性
アップ
 洗浄シートの脱落防止

0981-1 0980-1

送
風
機
・
扇
風
機

0269-10 0269-16

0269-12 0980-12 	300㎜
0980-13 	480㎜

0980-9 	150㎜
0980-11 	200㎜
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ACジェットオプション
品名 孫の手 エンゼルスーパーノズル 自在1頭口直 ランスノズルパイプ短 ランスノズルパイプ長 ニューパール噴口2型
規格 G1/4 長さ200mm G1/4 150mm/200mm 300mm/480mm PF1/4

200mmはオプション

仕様 先端部360度回転＋首振式
隅々まで楽な姿勢で作業OK

ノズル自在部分は首振り式 角度が付いて楽々散布
先端キャップで広角/狭角調整

ねじ込み接着の高耐久パイプ
軽くて短い延長パイプ

ロングタイプで天井カセット
式に

後方のノブで噴霧パターン自在
ノズルの角度も自在調整OK

価格 ¥10,375 ¥3,500 ¥3,040 ¥2,200/¥2,500 ¥1,680/¥2,120 ¥8,000

コードレスエアコン洗浄機

ＡＣジェットスイッチ
取り外し可能なカートリッジタンク
洗剤からリンス剤へ素早くスイッチ！
高圧 ・ 多水量のプロ仕様！
サイズ：W29×D360×H455　質量：5.9kg　
ポンプ形式：ユニフロー式(ツインピストン)　吸
水量：2.2L/min　吐水ホース：φ5×5m　最高
圧力：2.0Mpa　タンク容量：10L　連続作業時
間：45〜200min　充電時間：120min　付属品：
充電器、バッテリー、レバーコック	2型、大孫の手
ノズル、肩掛けバンド、5φ×5mホース、より戻し
金具、カートリッジタンク(10L 樹脂製)×2個

　　参考価格　　　￥198,750

コードレスエアコン洗浄機

AC ジェットスマート
噴射時のみモーター駆動する静音タイ
プ！タンク一体型で持ち運び簡単。
●10L タンクを採用した1.0MPa のポータブ
ルタイプ
●専用18V バッテリー採用。
●作業時間60～300分
サイズ：W365xD235xH450mm
重量：4.8kg　ポンプ型式：ユニフロー式
最高圧力：1.0MPa　吸水量：1.5L/min　調圧機
構：圧力無段階調整　連続作業時間：60 〜
300min　噴霧ホース：φ5mm×2.9m

　　参考価格　　　￥122,500 充電器・バッテリー付
(18V	5.0Ah)

専用バッテリー付
（18V	3.0Ah)

コードレスコードレス

0980-2 0269-9 0980-5



エアコンクリーニング

■掃除機として

■ブロアーとして

コード:	1.5m　本体重量:	1.76kg
W37.5	x	D41.5	x	H21.5cm

	 コード	 参考価格
	 XP10106	 ￥18,300
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※価格は世界情勢等により変動する可能性があります。

エアウィングシリーズ
エアコンからの直接風を防ぎ、空気を
部屋全体に循環させ、効率の良い温度
調整を実現します。今お使いのエアコ
ンに簡単ワンタッチで設置可能、かつ
省エネ対策でも可能。コストパフォー
マンスにも優れています。用途に合わ
せた5種類のラインナップ。

エアコンからの直撃風を防ぎ、効率的に空気を循環！
取り付け簡単、ネジや穴あけ不要。

	コード	 品名	 	 特長	 参考価格
	20807	 エアーウィング・プロ	 万能タイプ	 ￥3,850／枚
	20807-5	 エアーウィング・フレックス	 風向きを3方向に細かく設定	 ￥4,760／枚
	20807-1	 エアーウィング・マルチ	 風向きを自在にコントロール	 ￥3,980／枚
	20807-4	 エアーウィング・スリム	 幅54cm〜70cmまで伸縮自在なスリム	￥2,980／枚
	20807-3	 エアーウィング・スリット（2枚入）	 ライン型吹出口対応	 ￥4,700／2枚

イイナ 業務用
エアコンフィルター （3枚入）
エアコンの吸気口に貼るだけで内部フィルターの汚れを軽
減!。エアコン内部のフィルターの汚れを抑えお掃除の手間
を軽減します。抗菌剤入り繊維を使用。吸気口の大きさに
合わない場合でもハサミ等でカットして使用できます。 
サイズ:60×60ｃｍ

貼るだけカンタン! エアコン内部の汚れを軽減する高性能フィルターです!

	 	 7125-2 	参考価格	 ￥2,250／3枚入

ロボット付壁掛用エアコン
洗浄マニュアルDVD
今や壁掛用エアコン
の主流となったお掃
除ロボット付エアコン
の洗浄実演ＤＶＤ。主
なメーカー全５種類。

　参考価格　メーカー別　各￥7,500／1枚

業務用
天井カセット型
エアコン洗浄マニュアル
DVD

天カセエアコン洗浄業務の研修教材として活用
いただけるエキスパートマニュアルです。
　参考価格　￥18,250／1枚

写真は内容の一例です。
●シャープ		●ダイキン		●パナソニック	
●三菱		●日立

	 容量	 参考価格
	480ml×10本	￥2,000／本

消臭・除菌剤
イレーサー・プロ
スプレーするだけで簡単に消臭・除
菌が行えます。抗菌剤配合。
エアゾール・中性	 　　　容量	 参考価格

	 ４L( 詰め替え用）×2本	 ￥4,400／本
	 450ml×20本	 ￥1,050／本

多目的洗浄剤
アルファクリーナー 
タバコのヤニや油汚れに効果的な多目
的洗浄剤。ツヤ出し剤・帯電防止剤配合。
水拭き不要です。   液体・弱アルカリ性

	 コード	 容量	 参考価格
	 23192	 10ｋｇ	 ￥7,600／箱

多目的洗浄剤
ハイセーフティー 
安全、安心、作業性を求めた多目的洗浄
剤です。カーペット、室内、厨房、浴室等の
洗浄にも使えます。   液体・アルカリ性

洗浄実演

DVD

	 コード	 容量	 参考価格
	 0976	 420ml×10本	 ￥1,350／本

アルミフィン洗浄剤
シルバーミニ
アルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等を落とし
ます。棒状に噴霧するのでフィンの奥まで入り、
泡状になって汚れを浮き上がらせます。エアゾー
ル・アルカリ性

	 コード	 容量	 参考価格
	 4615-3	 10kg	 ￥12,000

廃液中和処理剤
アルカリ排水中和剤
回収したアルミフィン洗浄廃液のアル
カリ洗浄剤のpH を中和します。剥離
剤のハクリ廃液中の樹脂分の除去が
可能です。 液体：酸性

中和剤

	コード	 容量	 参考価格
	10213-3	 2kg	￥30,000

	コード	 容量	 参考価格
	22724	 200ml	￥4,500/ 本

（1ケース12本）

防 カビ・抗 菌・防 臭 剤

防カビ抗菌コート
高耐久
優れた耐久性で、効果が6ヶ月
以上持続！ 約60種類のカビ
を含む2000種類以上の菌に
効果があります。

防カビ抗菌
コートJET
さっとスプレーで簡単施工！
抗菌・防カビ性能が1年相当！
2000種類以上の菌に効果が
あります。

	コード	 容量	 参考価格
	10213-2	 2L	 ￥20,000

防カビ抗菌コート
PLUS
長期間、カビや細菌の繁殖
を抑えます。非流出系のため、
効果が長期間持続します。

強力アルミフィン洗浄剤
シルバーN ファースト
エアコン内部のアルミフィンに付着した
油汚れ・ヤニ等を落とします。強力タイ
プのため、短時間で洗浄できます。消臭
剤配合により、タバコの悪臭が軽減され
ます。銀イオン配合
使用希釈倍率：10〜20倍	
液体：アルカリ性

X パワー 

マルチエアダスターA-5

 800W のハイパワー
 ダスターと掃除機の1台2役
 2段階風量調節可能
 フィルターは水洗い可能

 550W のハイパワー！ 
 2段階風量調整可能
 9種類のアダプター付
サイズ：W17.2xD9.7xH18.3cm
コード：3m　重量：1kg
定格消費電力：550W

	 コード	 色	 参考価格
	XP10104	 黒	 ￥16,000
	XP10103	 青	 ￥16,000

X パワー 

エアダスターA2
エアコンのフィン清掃に。
清掃後の水滴を一気に吹き
飛ばします。

	 コード	 容量	 参考価格
	13709-2	 10kg	 ￥9,400

中性アルミフィンクリーナー
シルバーPH7ファースト
中性タイプのアルミフィン洗浄剤。室外機、
室内機ともに使用でき排水のpH を気にせ
ず洗浄できます。除菌剤BKC 配合で除菌効
果をプラス。
使用希釈倍率：10倍				液体・中性

	コード	 容量	 参考価格
	1938-1	 10kg	 ￥9,400
	1938-2	 5kg×2本	 ￥4,600／本

	 コード	 容量	 参考価格
	10615-1	 10kg	 ￥9,400

アルミフィン洗浄剤
シルバーマイルドファースト
アルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等に。
銀イオン配合。強力洗浄で部材にやさしいア
ルミフィンクリーナー。ムセにくく、泡立ちを
抑えて作業性アップ。
使用希釈倍率：10〜20倍		液体：アルカリ性

アルミフィン洗浄剤（ノンリンスタイプ）
シルバーイージーファースト
銀イオン配合で泡立ちを抑え、作業時間を
短縮。ｐＨコントロール剤と水の働きで洗浄
廃液のｐＨ低下を促進。ノンリンスタイプ（水
で洗い流すタイプ）。
使用希釈倍率：10倍		液体：アルカリ性

洗浄剤 洗浄剤

	 コード	 容量	 参考価格
	4079-2	 10kg	 ￥10,000
	4079-3	 5kg×2本	 ￥5,550／本

アルミフィン用中和・仕上げ剤
シルバーリンスファースト
防錆剤配合でアルミフィンの腐食を防ぎ、
水洗いの水量を減らすことができます。除
菌剤配合で除菌効果をプラス。
使用希釈倍率：原液〜20倍	　液体：弱酸性

中和・仕上げ剤洗浄剤

洗浄剤

	コード	 容量	 参考価格
	13083-1	 20kg	 ￥16,400
	13083-2	 10kg	 ￥9,400
	13083-3	 5kg×2本	 ￥4,600／本

3271 3271-1
5472

PH 試験紙
エアコン洗浄後、アルカ
リ洗剤分の液性を識別
する試験紙です。
測定範囲（PH）１〜14
参考価格　￥3,500

10808

フィン
ストレーナー
折れ曲がったアルミフィン
を修正する道具です。縦に
なぞるだけで、フィンが
まっすぐになります。

　参考価格　￥3,400

13076-1

5165-1

5165-3

多機能
環境測定器
風速計、温湿度計、K タイプ熱電
対温度計、照度計の1台で4役の
多機能環境測定器。
　		品番	 参考価格
		AHLT-100	 ￥33,000

21771-5

すすぎ・二度拭きが不要。

KYC-20A
小型軽量タイプのため、持ち運び・
移動にも便利です。
サイズ：250×230×210mm　重量：9.0kg
吸水量：2.9/3.5L/分		ポンプ最高圧力：
3.5MPa

　参考価格		　　￥115,000

コードレス高圧洗浄機
AW18DBL（SA）形 
高容量5.0Ah リチウムイオン電池で作業時
間は約25～58分。アルミフィン洗浄剤対応。
最大1.5MPa の吐出圧力でフィンの奥まで
しっかり洗浄。マルチボルトバッテリー・急
速充電器付。
	コード	 タイプ	 参考価格
	1078-8	 XP（充電器・バッテリー付）	￥138,500
	1078-9	 NN（充電器・バッテリー別）	 ￥99,500

コードレス

5452
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トイレ・浴室・水質管理

スケールパワー
衛生陶器、洗面台、浴槽、タイルのスケー
ルや、頑固な汚れ落としに。使いやすい
ジェルタイプで、はねたり飛び散ったり
垂れたりしません。強力な除臭・除菌効
果があります。
	コード	 容			量	 参考価格
	1231	 500g×6本	 ￥5,000／本リンレイ R'S PROシリーズ

酸性・中性トイレクリーナー
デイリーアクア（節水トイレ用）

デイリー酸性トイレクリーナー
リンレイがプロ専用に開発したデイリー
ケミカルシリーズです。
	コード	 タイプ	 容量	 参考価格
	2662-1	 中性	 800ml×12本	 ￥700／本
	2662-2	 酸性	 800ml×12本	 ￥700／本
	13361	 デイリーアクア	800ml×12本	￥860／本
	2662-3	 デイリー酸性	800ml×12本	 ￥860／本

シーバイエス

酸性・中性トイレ
クリーナー
日常の管理には手や素材に優しい中性を。
黄ばみ・黒ずみ・水アカなどを強力に分解す
るには酸性をお使いください。
	コード	 タイプ	 容量	 参考価格
	0053	 酸性	 800ml×12本	 ￥725／本
	0493	 中性	 800ml×12本	 ￥725／本
	0493-1	中性ルースター	800ml×12本	 ￥505／本

花王

トイレマジックリン
強力クレンザー
黄ばみ・黒ずみをスッキリ落とすト
イレ用洗剤です。タレ落ちにくい液
でタテ面そうじもラクにできます。
中性タイプ。
	コード	 容量	 参考価格
	0883	 4.5L	 ￥1,400／本

花王

トイレマジックリン
消臭洗浄スプレー
定期的な清掃に最適。便器、便座、
手洗い場、床までこれ１本で洗浄・
除菌・消臭できるクリーナーです。
	コード	 容量	 参考価格
	13183	 4.5L	 ￥1,815／本

花王

トイレマジックリン
消臭洗浄スプレー
消臭ストロング
尿臭に効果を発揮する尿臭ブロッ
カー配合。これ一本で消臭を含め
た洗浄・除菌・防汚の４つの効果を
発揮します。
	コード	 容量	 参考価格
	13183-1	 4.5L	 ￥4,500／本

花王

トイレマジックリン
消臭洗浄スプレー
ツヤツヤコートプラス
シュッとスプレーして便器の表面を
コーティング。汚れをよせつけずト
イレそうじが簡単に。
	コード	 容量	 参考価格
	0883-2	 2L	 ￥1,300／本

ペンギン

トイレ
クリーナー
酸性タイプのトイレの強
力洗浄剤（除菌剤配合）。
	コード	容量	 参考価格
	1130	１7kg	 ￥8,250

スコッチ・ブライト

酸性・中性トイレ
クリーナー
液剤を押し出しやすく、横向き
ノズルでフチの裏側にも容易
に噴霧できます。適度な色と粘
度があり、臭いも抑えています。
	コード	 タイプ	 容量	 参考価格
	18319	 酸性	500ml×12本	￥370／本
	18318	 中性	500ml×12本	￥370／本

超強力尿石除去剤
シトリックス 99
小便器の目皿、トラップ等に固着した尿石
汚れに対し約30分つけ込むよう放置し、最
後によく流水して下さい。
クエン酸ベース・塩酸フリー  液性：PH1　
	コード	 容量	 参考価格
	13921-2	 2L×6本	 ￥6,500／本

●使用前

●使用後

トアレC・トアレS
トイレの尿石、スケール除去および洗浄に。
強力な酸の化学反応と界面活性剤の浸透
力により尿石を除去します。
	コード	 品名	 容量	 参考価格
0632	 トアレC	 1L×12本	￥2,230／本
2236	 トアレC	 10L	 ￥16,000／本
	14555	トアレS	 1L×6本	 ￥2,165／本

医薬用
外劇物

毒物・劇物
取締法
非該当

尿石バスター
強力なのに煙、刺激臭ゼロ！従来
の尿石除去剤と違い、強酸特有の
嫌な刺激臭がせず、尿石を分解中
もガスが発生しないので安心して
使用できます。
	コード	 容量	 参考価格
	20742	 1L×12本	￥2,000／本
　

尿石除 去 剤

酸性　

トイレ・タイルの黒ずみ落としに最後の切り札！

トイレブラシ

強 力汚れ落としトイレクリーナー

スマート アシッド
有機酸と硝酸が強力にカルシウムを分解す
るため短時間で簡単にスケールが除去でき
ます。酸性の水溶液で刺激臭はありません
	コード	 容量	 参考価格
	14070	 1L×12本	 ￥1,800／本
	14070-3	 4L×4本	 ￥6,600／本
	14070-2	 10L×2本	 ￥15,500／本

医薬用外劇物

医薬用外劇物

スマート マイルドアシッド
医薬用外劇物ではないので安心して使えま
す。使用者に優しい薬剤ながらトイレの尿石、
浴室のスケールを強力に洗浄します。
	コード	 容量	 参考価格
	709-6	 1L×12本	 ￥1,500／本
	20040	 4L×4本	 ￥5,600／本
	20041	 10L×2本	 ￥13,000／本強力タ

イ
プ強力タ
イ
プ

有機酸・硝酸
25％未満含有

  使用前   使用後
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有機酸・硝酸
25％未満含有

強力なのに煙、
刺激臭ゼロ！

汚れを落としながらフッ素コートできる！
フッ素ガード便器洗浄
柄付きブラシ
ブラシ、スポンジ部分にフッ素が含浸されて
おり、このフッ素が洗うたびに便器に移るの
で、普段どおりの掃除だけで便器が汚れにく
くなります。ブラシは柔らかく便器のフチ裏
や便器の奥までブラシが届きます。
【材質】ブラシ柄：ステンレス・ポリプロピレン	
ブラシ頭：ポリプロピレン・ナイロン不織布・
フッ素樹脂（水溶性）
【サイズ】高さ37cm	×	幅7.5cm	×	奥行3.5cm
	 コード	 参考価格
	 20967-6	 ￥800／本

使用前

●衛生陶器のスケールに!
●洗面台に付いた水垢に!
●浴槽・タイルの頑固な汚れに!

使用後

超極細繊維のトレピカ
マイクロ素材で汚れを
落とす！ 洗浄するごと
にフッ素がコーティング。

超極細繊維のトレピカマイクロ素材で汚れを落
とす！洗浄するごとにフッ素がコーティング。

超極細繊維のトレピカマイクロ素材使用！
洗浄するごとにフッ素がコーティング。

フッ素ガード
トイレブラシ29細
	 コード	 参考価格
	 20967	 ￥700／本

フッ素ガード
洗浄スポンジ大
サイズ：約14×7×3cm
カラー：イエロー、ピンク、ブルー
	 コード	 参考価格
	20967-10（ブルー）	 ￥430／個

フッ素ガード
洗浄スポンジ
サイズ：約12×6.5×3cm
カラー：イエロー、ピンク、ブルー
	 コード	 参考価格
	20967-2（ピンク）	￥350／個

フッ素ガード
便器洗浄スポンジ
サイズ:約14×7.5×3cm
	 コード	 参考価格
	 20967-1	 ￥550／個

特殊立体製法で陶器を傷付
けずに汚れをしっかり除去。
取り回しの良い短柄で
手の入りにくいリム裏
も効率よく洗浄

特殊立体製法で陶器を傷付けず
に汚れをしっかり除去。
うっかり落としても便器が詰まら
ないようにヒモを付けました。

水だけでも汚れが落ちる。特殊立体製法で陶器を傷付けず
に汚れをしっかり除去。
トラップ専用に作ったのでトラッ
プ清掃が簡単に！

スマートスポンジ
トイレ用短柄付
サイズ:W80×L230
	 コード	 参考価格
	 20959-2	 ￥1,300／個

スマートスポンジ
トイレトラップ用
サイズ:約W50×L195
	 コード	 参考価格
	 20959	 ￥720／個

スマートスポンジ
トイレ用ヒモ付
サイズ:W70×L120
	 コード	 参考価格
	 20959-1	 ￥900／個

大

クスミトリスポンジ
拭くだけで蛇口などのステンレス
がピカピカ。
	 コード	 参考価格
	 0110	 	￥200／枚

GP-035

GP-030

GP-034

イエロー
GP-040

ピンク
GP-041

ブルー
GP-042

イエロー
GP-043

ピンク
GP-044

ブルー
GP-045
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タイネックストイレブラシ	
便器に付着した頑固な尿石も強力にこすり落と
します。
	 品番	 規格	 全長	 参考価格
	①7003	 S	 23cm	 ￥5,400／本
	②7002	 小	 28cm	 ￥5,000／本
	③5596	パイプトイレブラシ	50cm	 ￥5,200／本

スクイジーボール
モップ
便器に傷が付きません。
全長38cm　100本／ケース
参考価格　￥780／本

●
清
掃
時

●
絞
る
時

手を濡らさずに
絞れます！

中芯内蔵でクリーナーが
しなり、便器にフィット！

研磨剤入り
不織布で
ごしごし
洗えます

トイレブラシ
（ケース付O型）
高さ38cm　入数20本
	 参考価格	 ￥1,100／本

テラモト
仕切付きバケツ
約9L　色：青・エンジ
	 参考価格	 ￥4,200／本

キラリア
トイレブラシハード
全長40.5cm
	 参考価格	 ￥400／本

コンドル
トイレブラシNミニ
全長24cm　入数40本
	 参考価格	 ￥400／本

びっくり業務用
ハンドドライヤークリーナー
繊維で洗うので水ハネせず、キズをつけません。
抗菌加工糸を使用。クリーナー部分を自由に曲
げられます。持ち手が、にぎりやすいT字型
高さ47.5cm　
	 コード	 参考価格
	 21293-18	 ￥950／本

びっくり抗菌
トイレクリーナーDX
水がハネないトイレクリーナー。フチや億も
洗いやすい。特殊断面形状の繊維でキズがつ
かずコーティング便器もOK。
全長39cm　
	 コード	 参考価格
	 21293-25	 ￥875／本

びっくり抗菌
トイレクリーナーケース付
使用後、水がたれないように、ケースの受け皿
を持ちやすくしています。ケースの受け皿は取
り外しができ、たまった水が捨てやすいよう
になっています。
高さ44.5cm　
	 コード	 参考価格
	 21293-4	 ￥1,500／本

びっくり抗菌
水がはねない
トイレクリーナー
水がハネないトイレクリーナー。フチや奥も
洗いやすい。特殊断面形状の繊維でキズが
つかずコーティング便器もOK。
	 コード	 参考価格
	 21293-2	 ￥1,000／本

キズノン目皿ポット
クリーナー3P
全長26cm　
	 参考価格	 ￥800（3本入）

トイレブラシ
スウィット
全長38cm　入数10本
	 参考価格	 ￥520／本

すきまピカピカ
10本入
通常のブラシでは届かな
い部分の汚れもしっかり落
とす、隙間専用ブラシです。
1本が18×2cm。グリーン
とピンクが各5本、計10本
のセット。
	 コード	 参考価格
	 21102	 10本入	￥850

隙間専用ブラシ

19993

0962

0577-1

13438

13005-1
10522-1

3782

トイレタワシPP
全長43cm　入数10本
	 参考価格	 ￥270／本

柄が短いトイレブラシ
取っ手部分20cm
	 参考価格	 ￥1,000／本

トイレクリーナー
全長42.5cm　入数12本
	 参考価格	 ￥430／本

BMトイレブラシ
（赤）研磨剤なし
全長約23cm
	 参考価格	 ￥650／本

エディうら洗い
ブラシ
全長40cm　入数10本
	 参考価格	 ￥700／本

トイレブラシワイド
全長42cm　入数12本
	 参考価格	 ￥670／本

男子便器洗いPP
全長29cm　入数10本
	 参考価格	 ￥540／本

スクラビングバブル
流せるトイレブラシ
除菌消臭プラス
ハンドルと洗剤付きブラシから構
成されています。洗剤付きブラシは、
トイレットペーパーのように分解
する素材で、トイレに流すことがで
きます。
	コード	 品名	 参考価格
	23284-1	 本体+替４個付	 ￥848
	23284-2	 付け替え24個入	 ￥976

 3M
トイレ用柄付き
スポンジたわし
従来の柄が長いタイプと比べる
と、平均清掃時間が約50％減。傷
がつきにくい樹脂研磨粒子付き
の不織布使用。柄付きで大便器
に流れにくい。　
	 参考価格	 ￥876／本

21311

1065

0992-3 51830577

0576

4703-1

0577-2

BH-69

BH-67

BF-58

BA-62 BH-80

①	S

②	小
③	パイプ
　	トイレブラ
シ

毛固め目皿のポットに
ピッタリフィット

隅々まで毛が届く
ワイドタイプ

スポンジ内部の芯で
隅々までしっかり届く！

毛が抜けにくく
ヘタりにくいＰＰタイプ

汚
れ
た
ブ
ラ
シ
は

流
せ
る
か
ら
清
潔

便器を傷つけにくい
不織布タイプ

便器を傷つけにくい
スポンジタイプ

作業しやすい持ち手

裏面も洗える

大便器で流出しにくい
柄付き
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　便座用 衛生用品

　　手洗い用品 　

5L 574-3 	 3L 574-2
(ラベンダーの香り)
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ピュアレットSディスペンサー
奥行80mmのスリムボディーに、上質感のあるスタイリッ
シュデザイン。ホワイトとブラックのカラーバリエーション
で、様々なトイレの雰囲気にマッチ。
	 参考価格	 ￥4,460	

便座除菌クリーナー
便座きれいくんV 
トイレットペーパーに含ませ便座を拭
き取った後、ペーパーはそのままトイレ
に流せます。
	 容量	 参考価格
	 5L×3本	 ￥11,605／本	
	 3L×3本	 		￥7,755／本	

シーバイエス

ピュアレット
トイレクリーナーシート
破れにくく、また、汚れをしっかり拭き上
げます。除菌剤配合。
	 容量	 参考価格
	 20枚入	 ￥445
	 専用ケース	 ￥320

便座除菌クリーナー用
ディスペンサー
MD-300B-PHJ
個室スペースに無理なく収まる便
座クリーナー用ディスペンサー。
容量:250mL

参考価格	 ￥1,300

便座除菌クリーナー用
ディスペンサー
トイレクイックル
１枚で汚れをスッキリ落としながら、
除菌もできて衛生的。
	 容量	 参考価格
	10枚入	 ￥170

ピュアレットSパウチ消臭
エタノール・有機酸塩・アルカリ剤の相乗
効果で細菌だけでなくウイルスも除去。ト
イレの嫌なニオイを、ミントの香りによる
マスキング効果と臭気中和テクノロジーの
ダブル効果で消臭します。
容量300ml×6×2
参考価格	 ￥2,115／袋	

ピュアレットSパウチ
エタノールと界面活性剤の効果で細菌
をすばやく除菌。エタノールベースなの
で、便座に残った汗や脂分を簡単に除去
し、すばやく乾燥します。
容量300ml×6×2
参考価格	 ￥1,770／袋	

シャボネット石鹸液
ユ・ム
有色・無臭の手洗い石鹸液。食品衛生
現場などで幅広くお使いいただけます。
香料無添加。手洗いと同時に殺菌・消
毒ができます。■医薬部外品
希釈倍率７〜１０倍（目安）
	コード	 容量	 参考価格
	0369-1	 18kg		 ¥18,315	
	10058	 5kg×3本		 ¥7,725／本
	0369	 3kg×3本		 ¥5,500／本
	1501	 1kg×12本		 ¥2,300／本
	1501-4	 500g×24本		¥1,375／本
	0369-5	 140g×30袋	 ¥500／袋		

クリーン＆クリーンＦ１ 
薬用ハンドウォッシュ
ダブルの殺菌成分配合で「洗浄」と「殺菌」が一度にできる泡タ
イプ・無香料・手肌にやさしい弱酸性。■医薬部外品
原液使用
	コード	 容量	 参考価格
	18300	 4L×3本		 ¥4,000／本
	18301	 ボトル700ml×6本（ケース）		 ¥900／本
	18302	 つめかえ500ml×15袋（ケース）		¥600／袋
	18301-1	 つめかえ容器350ml×12本（ケース）	¥290／本
	5781	 つめかえ容器700ml×12本（ケース）		¥330／本

シャボネットユ・ム P-5
泡状でも使用できる移り香の心配がない石鹸液
香料無添加・手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。
泡タイプの機器・容器にもおすすめです。使用する
容器によって泡状または液状で吐出します。
■医薬部外品  原液使用
	コード	 容量	 参考価格
	0205-5	 5kg×3本	 	¥3,780／本
	0404-7	 1kg×12本（泡ポンプ付）	 ¥2,554／本
	1511-5	 1kg×12本（ポンプ付）	 	¥2,554／本

ビオレU
泡で出てくるハンドソープ
殺菌成分配合・素肌と同じ弱酸性。泡タイプで
2種類の香りから選べます。■医薬部外品
原液使用
	コード	 容量	 参考価格
	7389-2	 4L×3本	 	¥2,850／本
	7389	 2L×3本	 	¥1,500／本
	6880-1	専用ポンプボトル350ml×12本		¥290／本			

薬用ハンドソープ
濃縮タイプなので水で７～１０倍に薄めて使
え、経済的です。手指の殺菌・消毒効果があ
ります。無香料なので、手や食品にニオイが
移りません。■医薬部外品 希釈倍率７〜１０倍
	コード	 容量	 参考価格
	10359	 4.5L×3本	 	¥3,000／本
	1367-7	 2L×3本	 	¥1,500／本		

●カートリッジボトル(別売)
　容量：450mL
	コード	 	 参考価格
	21597-1	 フォーム用	 ¥750
	21597-2	 リキッド用	 ¥700
	21597-3	 スプレー用	 ¥700

ハンドソーププラス
殺菌・消毒用手洗い石鹸。手を洗いながら同
時に殺菌・消毒を行います。優れた洗浄力と
さわやかな香りがあります。7～8倍に希釈し
て使用でき、大変経済的です。
■医薬部外品
希釈倍率７〜８倍
	 容量	 参考価格
	 5L×2本		 ¥6,190／本

ハンドソーププラスC
殺菌・消毒用手洗い石鹸。手を洗いながら
同時に殺菌・消毒を行います。「無香料」「無
着色」なので、残香が少なく、特に食品関係
の用途に最適です。7～8倍に希釈して使
用でき､大変経済的です。
■医薬部外品（無香料・無着色）
希釈倍率７〜８倍
	 容量	 参考価格
	 5L×2本		 ¥6,190／本

ハンドソープボトル600
（容器のみ）
ハンドソープ用泡ディスペンサー付ボトル。
1プッシュの吐出量は約1mL。壁取り付け
用ホルダー付属。
	 容量	 参考価格
	600ml	（空）×6本	 ¥1,890／本

マイルドシトラスの香り フルーツの香り

濃
縮
タ
イ
プ

ハンドソープ（無リン）
水石鹸サワー
	コード	 容量	 参考価格
	0622	 18L	 ￥3,640

ハンドソープ（無リン）
水石鹸レモン
	コード	 容量	 参考価格
	1759	 18L	 ￥5,282

原
液
使
用

原
液
使
用

ハンドソープ（無リン）
薬用ピュアソープ
ピュア
天然由来の原料を使用。無着色・
無香料で食材を洗う場所に。
	コード	 容量	 参考価格
	2443	 18L	 ￥10,906　　
	1839	 5L×2	 ￥3,562／本
	1741	 500ml×12	 ￥720／本

原液使用

14032 14094 14032-1

ノータッチ式ディスペンサー
UD-450-GL

単２アルカリ乾電池×４本使用（別売）

	 コード	 参考価格
	 21597	 ¥19,825
	

手を触れなくてもセンサーが
感知して、石鹸液や消毒液を
吐出・噴射します。

112-2

0388-2

1154-4

1154-3

1154-2 1154-1

2881-1

ラバーカップ 20本／ケース
■和式用 
	コード	 タイプ	 参考価格
	0227	 中：約13φ×56cm	 ￥650／本
	0228	 大：約17φ×58cm	 ￥1,000／本
■洋式用
	コード	 タイプ	 参考価格
	1960	 小：約15φ×60cm	 ￥1,350／本
	1924	 大：約17φ×62cm	 ￥1,600／本
	

■節水便器専用
	コード	 全長	 参考価格
		18310	 約60ｃｍ	 ￥2,250／本

■ニュー洋式カップS ケース付
	コード	 	 参考価格
	5076-5	 	 ￥2,200／本

和式用 洋式用 節水
便器用

ニュー洋式
カップS	
ケース付

パッコンバー ケース付
トイレの詰まり専用に設計・開発された通水用具。特殊
ゴムプレートが便器のトラップ入り口にピッタリくいこみ、
早急に詰まりを解決します。和式・洋式を問わずあらゆる
水洗便器にご使用いただける、備えて安心の、トイレの用
心棒です。
17.5×19.5×高さ58㎝
参考価格　							￥5,500／本

0005-2

ケース付

密閉型
ケースで
スッキリ
収納。
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金属部分の汚れ除去剤
シトリックス 55
汚れた対象物に直接スプレー
し、柔らかいスポンジなどでこ
すって下さい。洗浄後は流水や
濡れたウエスなどでリンスして
下さい。
クエン酸ベース
液性：PH3
	 容量	 参考価格
	710ml×6本×2箱	￥3,200／本

●使用前

●使用後

オレンジバー
超極細ガラス繊維を特殊樹脂
で形成した最新のクリーニン
グアイテムです。 水を付けて
部分的なハードな汚れを強く
擦ります。
サイズ：154×15mm
	参考価格	 ￥2,500／本

	 コード	 品名	 サイズ	 参考価格
①	 3393-1	 ポリッシュバー	 W24xD110xH8㎜	 ￥1,200／本
②	 1057-1	 ポリッシュバー・クリスタル	W23xD110xH15㎜	 ￥1,600／本
③	 3393-2	 ポリッシュバー・オーバル	 W25xD115xH13㎜	 ￥4,300／本

便器の輪ジミ・陶器に
固着した汚れ除去

特殊樹脂＋
超極細ガラス繊維

ステンレスキットNCA
環境にやさしいダイヤモンド研摩布を使用。従来のような薬品を使用する必要があり
ませんから、作業者はもちろん、環境にもやさしいクリーニングシステムです。

流し台メンテセット
引渡し前のステンレス流し台の軽い
水あか・エンボス加工部分の水あか
等がこのセットで簡単に落とせます。

	 	 参考価格
	1セット	 ￥120,000

	 	 参考価格
	1セット	 ￥5,570

カンタン
手作業用

●ローラーミニコ　
●研磨ベルト3種　
●ＨＬベルト　
●フェルトベルト　
●Ｓクロスホイール　

●油脂ワックス2種　
●電動アングル　
●サンディングホーム丸2種
●ポリバフ
●サンディングホーム角2種　

セット
内容

●ナイロンたわし超微粒子×2
●ナイロンたわし#2500×2	
●ナイロンたわし#1500×2　
●ターニングロール#1000×1
●ターニングロール#400×1

●サンディングホーム#8×2　
●サンディングホーム#6×2　
●両面マジックパット×1

セット
内容

施工前

施工後

●使用前

●使用後

スマート

フラッシュ
	コード	 容量	 参考価格
	14071	 1L×12本	 ￥3,500／本
	14071-3	 4L×4本	 ￥11,200／本
	14071-7	 10L×2本	 ￥26,000／本

便器の水垢、輪ジミ、
磁器タイルの黒ズミ、
鉄サビに！

酸性ヌリッパー
塗って軽く洗浄するだけで磁器質タ
イルや目地の黒ずみの汚れ、プール
や噴水のコケ、シンクの水あかや石
鹸カス、トイレパイプの青サビなど
も強力に除去。粘性があるため、壁
面にも使用できます。
	コード	 容量	 参考価格
	2477-4	 946ml	 ￥2,483／本
	2477-2	 3.78L	 ￥8,100／本

	コード	 色	 参考価格
	2006-11	 青	 ￥450
	2006-12	 赤	 ￥450
	2006-13	 黄	 ￥450

酸性洗剤なのに塗り置き可能！

ポリッシュバー
特殊な先端樹脂が陶器の黒ずみや水アカなどをこすり落とします。汚れが
たまりやすいキワや隅の汚れ落としに最適です。 

プロタッチ
	コード	 全長	 参考価格
	41431-9	 195㎜	 ￥1,300

プロソフト
コード	 全長	 参考価格
	41431-8	 210㎜	 ￥1,300

クオリティ
ハブラシ君 1号/5号
カラン周りや、カーペットのシミ抜き、
アク洗いなどにもご使用出来ます。
全長：約16cm　毛足：約2.5cm
	コード	 規格	 線径（Φ）	 参考価格
20610	 1号	 0.1㎜	 ￥2,250
	20611	 5号	 0.15㎜	 ￥2,250

汚れ・サビ落とし

ステンレスブラシ

ステンレスメンテナンス

サビクリーナー
	 容量	 参考価格
	1L×12本	 ￥3,800／本

赤サビも強力除去！粘性タイプ
で、どんなところにも使いやす
くなっています。ニオイが少な
いので、使用者にとって優しい
除去剤です。

強力にサビを除去します。
鉄泉の赤サビも除去できます。

後前

スコッチ・ブライト 
ステンレスクリーナー&
ポリッシュ
ステンレスの汚れ落としと再汚染防止の
保護に（エアゾールタイプ）
液性：弱アルカリ性
	 容量	 参考価格
	420ml×12本	 ￥1,916／本

スコッチ・ブライト 
ステンレスクリーナー 
Pボトル
ステンレスの汚れ落としと再汚染防止の
保護に（スプレータイプ）　液性：中性
	 容量	 参考価格
	480ml×12本	 ￥1,772／本

銅・真鍮・ステンレス専用
汚れとり艶出剤

「緑青落としミラクル酸」で処理した後に使用
し、艶を復元します。
　参考価格					400ｇ	×10本　￥2,500／本
　

銅・真鍮・配管専用
緑青落としミラクル酸
銅・真鍮・配管専用です。トイレ金具・配管の青
サビ・真鍮の緑青等に効果抜群。到底落ちそう
もない古い配管の青サビもほとんど落とす事
ができます。
※ステンレス・大理石等に使用すると変色したり、
　サビを誘発したりする場合があります。

　参考価格　		300ｇ×10本	　￥1,500／本

尿石防止剤
ST-3 20個入
参考価格	￥1,200／個

尿石防止剤
B-2 2×20個入
参考価格	￥1,500／個

尿石防止剤
A 12個入
	参考価格	 ￥1,200／個

尿石防止剤
M 12個入
	参考価格	￥1,200／個

尿石防止剤
K 20個入
	参考価格	￥1,400／個

尿石防止剤
ST-4 20個入
	参考価格	￥1,400／個

尿石防止 剤

ミリオン トイレカラーボール

スクラビングバブル トイレスタンプ
フレッシュソープ 業務用

	 入数	 参考価格
	5コ入×10袋	 ￥200／袋
	

	 コード	 	 入数	 参考価格
	 23284	 本体+替え１個	 ２４個	 ￥402／個
	23284-3	 替え8本	 6パック	 ￥2,808／パック

尿石除去作業後は、尿石の再
付着をどう防止するかが最大
のポイントとなります。

トイレに直接、ピタッとスタンプ。流すたびに、いつもピカピカ。

5598

0219

0167

0015

2181

0472

13921

スクラブシート
（メッシュシート）
微粒子研磨剤で網状のシート
をコーティング処理したクリー
ニングアイテムです。水を付け
て全体的に擦ります。
サイズ：約280×210mm
	 参考価格　
	 5枚入1袋		￥4,120洗面台・SKの汚れ除去 13922

13921-1

4944-1 4980

14071-4

ピューミィ
（クリーナースティック）
トイレ、キッチン、バスのタイル、コ
ンクリート・レンガ表面の汚れ落と
しに最適です。  
縦4×横15×高さ2cm
	 12本入	 参考価格
	 	 ￥770／本

1182

こすってクリーン
衛生陶器の汚れをこすって落とす。洗剤・薬
品不要で、傷が付きにくいハンディタイプ！

サイズ：120×80×厚さ5mm
	参考価格　10枚入1箱	￥5,800

特種構造により、
研磨剤が均一に曲
面を捕らえて汚れ
を落とす！2373

スマート

マルチパッドスポンジ
従来の研磨剤入りのスポンジと違い、
不職布にゴムの微粒子が練りこまれ
たスポンジです。水をつけて使用す
ると頑固な汚れをゴム粒子が吸着し
ていきます。研磨剤未使用

サイズ：
160×60×厚さ34mm

1号

プロタッチ

プロソフト

5号

0871

2318

8385

0136

2012

①ポリッシュバー ③ポリッシュバー・
　オーバル

曲面に対応

②ポリッシュバー・
　クリスタル

在庫
限り

在庫
限り

在庫
限り
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排水パイプ用クリーナー
ZIP-IT
排水管につまっている
髪の毛やゴミなどを、き
つい薬剤を使うことな
く簡単に取り出せます。

参考価格
￥1,000／本

■固定マット
	コード	 タイプ	 色	 参考価格
	2604-1	 ポピュラータイプ	グレー	￥3,900／枚
	2604-2	 ポピュラータイプ	ベージュ	￥3,900／枚
	4623-1	 洋式タイプ	 グレー	￥4,600／枚
	4623	 洋式タイプ	 ベージュ	￥4,600／枚
	5508	 エクセルタイプ	ブラック	￥7,000／枚
	2606	 エクセルタイプ	ブラウン	￥7,000／枚
	2606-2	カスタムタイプ	ブラック	￥4,800／枚
2606-3	カスタムタイプ	ブラウン	￥4,800／枚
	

■取替マット
	コード	 パターン	タイプ
	14397	 ダイヤ	 A※
	14622	 マーブル	グリーン
	14623	 マーブル	イエロー
	14624	 マーブル	ベージュ
	14625	 マーブル	グレー
	14626	 モザイク	 A
	14627	 モザイク	 B
	14628	 和風	 A※
	14629	 和風	 B※
（１ケース300枚入）￥165／枚

　※は在庫限り

抗菌・吸水・消臭の3作用

ダートルマット
●固定マットと取替マットの組み合わせで、大幅な省力
化を実現！
●掃除回数激減、掃除もカンタン。
●消臭効果が特に優れています。
●床の変色を防止します。　●1日中さわやかなトイレに。

								容　量	 参考価格
	3.75L（5〜10倍希釈）	￥16,940／本
	500ml（5倍希釈済）	 ￥1,320／本

芳香ではなく、微生物がニオイを元か
ら分解。落ちにくい尿石も剥がれやすく
なり、流れがスムーズになります。多く
の公共施設で採用されています。

悪臭バイバイ
取替マット（抗菌消臭加工）固定マット（抗菌加工）

 汚れない＋

 臭わない＋

 床の変色防止。
洋式用

マットが尿を瞬間に吸収し、
靴底による汚れを防止します。
1日一回の取り替えで、トイレは清潔（取り替えマットの吸水
力は1枚で小水150cc）

床の変色を防止し、消臭効果も！
臭いも取り除き多層構造取り替えマットで抗菌・吸水・消臭。 ■取替マット構造

■設置方法

	 容　量	 参考価格
	3.75L（50〜100倍希釈）	￥22,000／本
	1L（10倍希釈済）	 ￥1,890／本

バイオと酵素のダブルパワーでパイプ内
の汚れを分解・消臭。油脂による詰まりも
解消します。パイプ内にバイオフィルムが
形成され、汚れの付着も防止します。

パイプ臭バイバイ
排水口からこみ上げてくる悪臭に！

オーバークリーン100
パイプの中の固化した脂肪、石ケン
カス、髪の毛などを化学反応で簡
単に溶かし、同時に悪臭を除去しま
す。浄化槽の機能もいためません。
	コード	 容量	 参考価格
	1690	 1kg×12本	 ￥3,450／本
	0269	 10kg	 ￥26,800／本
※医薬用外劇物

参考価格　￥5,500／本

空き家など、空室にしている部屋のイ
ヤな匂い防止に。注ぐだけで排水管の
蒸発を防ぎます。　容量：1Ｌ×12本

排水管理人オーバークリーンS
毒物及び劇物取締法非該当で環境
に優しい。
	 容量	 参考価格
	 600g×6	 ￥2,100／本

パイプユニッシュ
PRO業務用
こびりついた髪の毛ヘドロ
まで強力に溶かし、つまり・
ニオイを解消します。
	 容量	 参考価格
	400g×24	 ￥422／本

パイプハイター
高粘度ジェル
高粘性のジェルがパイプに密着し、排水パ
イプに付着した髪の毛・ヌメリを溶かします。
	コード	 容量	 参考価格
	14531	 2kg×6	 ￥660／本
	14532	 付替用2kg×6	￥472／本

パイプクリア
ジェル
食品・飲料由来の汚れに
強い成分を効果的に配合
したジェルタイプ！少量・
短時間で排水管の詰ま
り・悪臭を防止します。
	 容量	 参考価格
	 2L×6	 ￥1,080／本

パイプ詰まりを瞬時に解消!

S管トラップ蒸発防止剤 トイレメンテナンスセット
水との併用で安心して使用できる環境にやさしいダイヤモンド研摩
布です。従来のような薬品を使用する必要がありませんから、作業
者はもちろん、環境にもやさしいクリーニングシステムです。
	 粒度	 寸法（mm）	 入数	 参考価格
トイレ用シート（ハード）	 SD800	 100×100	 1枚	 ￥4,950
トイレ用シート（標準）	 SD		0	 100×100	 1枚	 ￥4,950
研摩シートホルダー	 	 50×90	 1個	 ￥660
曲面用パッド	 	 	 1個	 ￥2,140
抗菌ナイロンたわし	 	 150×230	 1枚	 ￥270
トイレ用コート剤（500ml）	 	 	 1缶
刷毛	 	 	 1本
小分け用容器	 	 	 5個
	 			　		以上8点セット参考価格	￥16,800
	

別売
トイレコートシステム
コート剤
	1L　	￥10,900／缶

研摩前 研摩後

	 コード	 セット参考価格
	 1652-1	 ￥4,500

PCSトイレ防汚
トイレコート ミニセット	

	 コード	 セット参考価格
	 3824-8	 ￥3,200

PCS水回りお手軽防汚
簡単コート ミニセット

	 コード	 セット参考価格
	 3824-6	 ￥5,000

PCS浴室防汚
バスコート ミニセット

美観維持(防汚)を実現するために「前処理工程→コーティング工程→日常管理」のメンテナンスをご提案します。
「試してみなきゃわからない…」そんな声にお応えして、お得なコート剤ミニセット登場! テスト施工、小規模施工などにどうぞ!

トイレそうじ 
おたすけシール 命中くん

	コード	 種類	 　　参考価格
	10169-1	 焚き火	 ￥4,000/1シート10 個入
	10166-1	 スリーセブン	 ￥4,000/1シート10 個入
10168-1	 よくできました	 ￥4,000/1シート10 個入
10170-1	 的 1		 			￥600/1シート10 個入

シールが
10個入って
います

小便器に貼っておくだけでトイレ掃除がラクになるとい
う画期的なシールです。命中するとシールの絵柄が変わ
るため、つい狙いたくなり、結果便器の外に漏らすこと
が減少します。
※40℃前後の熱で変化するため冬季等変化しにくい場合があります。

アンモニアクリア
化学消臭と防臭効果の2つの
機能を融合させた、新しいトイ
レ用消臭剤。ミントの香り。
	 	容　量	 参考価格
	 10L	 ￥9,120／本
	550ml×12本	￥1,180／本

トイレの消臭・防臭剤
1日1回、清掃後にニオイの気になる所へ噴霧
します。消臭はもちろん、ニオイの発生その
ものを防ぎます。
	コード	 容量	 参考価格	
	0053-8	 2L×4本	 ￥3,610／本

壁掛け用 床設置用

自動芳香器
AL-100-GL（壁付型） 
本体に芳香剤をセットするだけで、手
軽に芳香浴が楽しめます。動作中と
電池切れ予告、電池切れをLEDでお
知らせします。カギ付き。
アルカリ乾電池単１型１本使用（別売）

	AL-100-GL本体	 ￥7,000
	 芳香剤		150ｇ×12個	 ￥8,000
	 （レモン、アクア）	 	

自動芳香器
500ｍｌ 17511  3.75L 14913

3.75L 14912  1L 17512

550ｍｌ 10L
20882-1  20882

18012

J5486

17513
14556

23272

1150

清掃回数が激減！ 

1652

7404-8

18312-1

貼るだけでトイレ掃除が
ラクになる!! 魔法のシール



トイレ・浴室・水質管理

ウロコ落とし

BEFORE

AFTER

 従来のガラス用ダイヤモンドパッドより、　ダイヤモンド
量を倍増して研磨性能アップ！
 研磨力がアップしていますが、他社製品と比べてガラスに
傷をつけにくくなっています。
 高能率研磨が可能なため、作
業時間が短縮できます。　　

（汚れの状態により多少の前後があります。）

ダイヤモンド量倍増で、
軽い力でスピーディーに磨けます！
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バ スクリー ナ ー

グラスパワー
●付属の研磨布に適量付けてこするだけ!
●ガラスに傷を付けない！ 焼かない！
●カランに付いたウロコ汚れにも使えます。

参考価格	
￥38,000

グラスパワー専用
ハンドポリッシャーキット
広い面積のスケール落としもラクラク。
強力モーターの低速回転がガンコなウロコ汚
れもグングン落とします。
【セット内容】	
コードレス
ポリッシャー×1、
バッテリー×2、	
充電器×1、
パッド台×1、		
替パッド×10枚

コードレス

	コード	 容量	 参考価格
	2032	 1kg		×10本	 ￥10,000／本
	0458	 200g×12本	 ￥2,380／本
	1982-1	 40g×20本	 ￥1,160	／本

浴室、温泉、プールなどの鏡・ガラス・石材・タイルの
表面に付着したウロコ汚れ（スケール）を、表面に
傷を付けることなくカンタンに素早く除去します。

　ガラス・鏡
の

ウロコ汚れ
に

最後の切り
札！

浴
室

ガラス・鏡のスケール除去剤ガラス・鏡のスケール除去剤

　ガラス・鏡の
ウロコ汚れに
最後の切り札！

浴
室

使用前

使用後

　ガラス・鏡
の

ウロコ汚れ
に

最後の切り
札！

浴
室

ガラス・鏡のスケール除去剤ガラス・鏡のスケール除去剤

　ガラス・鏡の
ウロコ汚れに
最後の切り札！

浴
室

1ｋｇ	 200ｇ	 40ｇ

スパクリーン
タイル・石材に付いた温泉
成分による汚れを洗浄。目
地から発生するカルシウム・
温泉スケールを溶解除去。
液性：酸性
	 容量	 参考価格
	 18L	 ￥13,500／箱

温泉のタイル、
浴室石材用洗浄剤

スケールカットP
強力浴槽洗浄剤。ガンコな湯
アカ・石鹸カスをすばやく除
去します。バスクリーナーの
強力タイプです。
使用希釈倍率／3〜20倍　
液性／酸性
	 容量	 参考価格
	4.5L×2本	 ￥5,800／本

ステンレスにも安心の
酸性洗剤

石鹸カス除去剤
浴室の桶や椅子、カランなどにこびりつい
た取れにくい石鹸カスを有機酸の力で除去
します。	液性：酸性
	 コード	 容量	 参考価格
	 20047	 1L×12本	 ￥2,000／本
	 1430-9	 4L×4本	 ￥5,500／本　
	 20048	 18L	 ￥20,000／箱

NEXTバスクイック中性
適度な泡立ち、クイック泡切れ。短時間の作
業でもしっかり洗浄。除菌効果がぬめりやに
おいを抑制。	液性：中性
	 コード	 容量	 参考価格
	23124-2	 800g×12本	 ￥1,037／本
	23124-4	 5ｋｇ×3本	 ￥3,250／本
	23124-3	 20ｋｇ	 ￥12,350／箱

NEXT バスパワー 
弱アルカリ性

「アルカリ」と「特殊溶剤」のダブルパワーでス
ピード洗浄。増粘タイプ。	液性：弱アルカリ性
	 コード	 容量	 参考価格
	23124-5	 800g×12本	 ￥1,037／本
	23124-6	 18kg	 ￥12,350／箱

NEXTバスリセット酸性
酸と浸透性界面活性剤の力で頑固な汚れも
スピードリセット可能。水アカ汚れやもらい
サビ汚れにも効果がある、定期清掃用バス
洗剤です。	液性：酸性
	 コード	 容量	 参考価格
	 23124	 800g×12本	 ￥1,037／本
	 23124-1	 18kg	 ￥12,350／箱

後前

オリジナル
オリジナル

14982

みがい太郎Ⅱ
	品　名	 製品記号	 寸法（mm）	 個数
	サンダー	 S-550	 ̶	 1台
	クラフト	AU-CAPD	50×100×25	 1個
	シート	 AUH-JMD	 100×140	 2枚
	 	 	 合計　￥26,2002610

温泉カビ・苔・　
ヌメリ取り
殺菌剤と亜塩素酸Naと水酸化
ソーダの配合で希釈しても洗浄
殺菌効果が弱まる事の無い強ア
ルカリの洗浄剤です。希釈液を
定期的に散布するだけで黒カビ、
青藻、ヌメリ等の付着を防止し
ます。
	 容量	 参考価格
	 20ｋｇ	￥13,500／箱

18935

ニューバスシャイン
ダブルイオン効果で、石鹸カス、脂
などの汚れに素早くアタック。除
菌・消臭効果に優れ、衛生的な仕上
がりです。
性質：中性
	 容量	 参考価格
	 5L×3本	 ￥3,980／本

バスマジックリン
スーパークリーン
いつものお掃除で洗浄しながら消
臭と除菌が同時にできます。
爽やかなグリーンハーブの香りです。
性質：中性
	 容量	 参考価格
	4.5L×4本	 ￥1,850／本

ホテル バス
マジックリン
すばやいすすぎで、ホテルのユニッ
トバス清掃におすすめ! 浴室の気に
なるニオイもスッキリ消臭！
香りが残らない無残香タイプ
	 容量	 参考価格
	 4.5L×4本	 ￥1,890／本　

バスマジックリン
しつこい汚れもラクラク落とす浴室
用洗剤です。クリーミィな泡が汚れ
を吸着洗浄し、湯アカや皮脂汚れを
しっかり落とします。手肌に優しい
中性タイプです。
	 容量	 参考価格
	 4.5L×4本	 ￥1,750／本

グ
リ
ー
ン
ハ
ー
ブ
の
香
り

泡
切
れ
が
よ
く

香
り
が
残
ら
な
い

無
残
香
タ
イ
プ

アルカリ性	 中性	 酸性

石鹸カスに 日常清掃に 水アカに 銀Agバスクリーナープラス 増粘タイプ

	 コード	 液性	 容量	 参考価格
	 3477-1	 アルカリ性	 18ｋｇ	 ￥10,780／缶
	 3477-3	 中性	 18ｋｇ	 ￥11,950／缶
	 3477-2	 酸性	 18ｋｇ	 ￥11,950／缶

●アルカリ性　●中性　●酸性
優れた洗浄力で泡切れ抜群！除菌・抗菌・消臭効果にも優れます。
無リン、環境ホルモンフリー、PRTR 法非該当で生分解性に優れた
界面活性剤を使用しています。

14237 0107

291514061-1

47022005-1

絶妙な回転速度！

毎日用・スピード型 毎日用・パワー型 定期用・ハイパワー型

	 サイズ（mm）	 入数	 参考価格
	LL（60×100×30厚）	 10 個	 ￥2,000 ／個
	 L（40×60×30厚）	 25 個	 ￥700 ／個
	M（30×50×30厚）	 40 個	 ￥500 ／個

ガラスのウロコ取り
研磨面にダイヤモンドパッドを使用。水をつけながら
こするだけで洗剤やクリーナーでは落ちないガンコ
な水垢・白いウロコ状の汚れを落とします。

LL	 L	 M
20027-22002720027-1

アルタ クラフト
（手作業用）

手作業用の、スポンジ付きタイプです。
サイズ：50×100×25ｍｍ
　　参考価格					　　￥4,950／個

アルタ シート
（角型サンダー用）

角型サンダーに取り付け電動で擦るタイプ。
サイズ：75×140ｍｍ
　　参考価格					　　￥5,990／個

ガラス・鏡クリーニングシステム、アルタ。
ガラス・鏡に付着したウロコ状の水あかを、ダイヤモンドシートで、擦るだけで簡単に落とせます。

標準
（黒/黒）
1921

ハード
（赤/黒）
1314

超ハード
（赤/ピンク）

4404

クレストハード
（赤/青）
2015-2

標準
（黒/黒）
1627

ハード
（赤/黒）
2668

超ハード
（赤/ピンク）

4720

クレストハード
（青/赤）
22015-3

激落ちダイヤ
サイズ：W85×D50×H25㎜
	 コード	 入数	 参考価格
	 22687	 10	 ￥2,900／個

汚れが良くとれる酸性タイプ！
日常清掃にも！

18823-1

マルチイレイサー
ゴム状の繊維の中に研磨成分が練りこまれてい
ます。柔らかいため様々な素材（面）に対応。素材
を傷めにくくケミカルにも耐性が強い。
●用途：ガラス、鏡、メッキ、陶器、ステンレス（鏡
面不可）、石材、タイル等の水垢、サビ、うろこの
除去

	 サイズ（mm）	 参考価格
	 75×110	 ￥4,000／個

	（1ケース12枚）
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カビとり剤・カビ防止剤 プール用・浴場用浄化剤

プール・浴室メンテナンス
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スイミングプール用浄化剤
アクアピル１
本品はアクアピル2の補助剤です。
併用すると更に効果を高めます。
顆粒状の無機質凝集剤が水中の浮
遊微粒子に凝集作用を与え、濾過
能力を高め、水の濁りを取ります。	
正味容量150ml　14個／ケース
	参考価格	 ￥1,500／個

スイミングプール用浄化剤
アクアピル2R
陽イオン高分子凝集剤が、水中に分散して
いる微小粒子を凝集し、フィルターにかかり
やすい大きさの凝集物体を作り、水の透明
度を飛躍的に高めます。300トン前後の
プールに2個使用。約7日間効力を保ちます。
	正味容量148ml　14個／ケース
			参考価格	 ￥2,800／個

スイミングプール用浄化剤
アクアピル2J
アクアピル2Rのジャンボタイプ。
350トン以上の大型プールに便
利です。300〜350トンの水に
対して1個使用。約7日間効力を
保ちます。
正味容量473ml　8個／ケース
	参考価格	 ￥5,600／個

スイミングプール用浄化剤
プールクリアー
有機系。100トン当たり毎日20〜
30ccを自動注入にて使用。
容量3.78L
	参考価格	 ￥32,000／本

プール・浴槽クリーナー
（手動式）
スパバキューム
水圧を利用した手動式ク
リーナーです。水の底に溜
まったゴミや沈殿物を素早
く吸い込みます。　
　参考価格			￥18,000

すくいネット
露天風呂、プール、池の掃
除に!	落ち葉すくいネット。
3段伸縮式ハンドル。
ハンドル：（伸縮式）1.4m
〜3.5m、		網：約	幅50ｘ
縦32ｘ深さ30ｃm　
参考価格			￥12,000　

シーズンオフ用防藻剤
ウィンタークリーン
約半年間、プールに発生する
藻を防ぎます。プール全体の
美観を維持し、シーズン前の
清掃が簡単です。水深等が見
えるため事故防止にも役立ち
ます。
容量：10L
	参考価格			￥35,000／本

給水槽・プール用洗浄剤
パワークリーン
ＺⅡ
FRP製高架水槽・貯水槽
の壁面に付着した赤サビ・
水アカを強力に除去しま
す。FRP等のプラスチック
素材の洗浄剤としても使
用できます。
容量18kg			液性	酸性　
参考価格	 ￥21,320／箱

スイミングプール用除藻剤
アクアピル5
濃縮された陽イオン有機化合物
が藻の繁殖を防止したり、死滅
させたりします。120トン前後の
水中の藻に対して1個使用。5〜
7日間除藻作用を持続します。
正味容量155ml　14個／ケース
　参考価格	 ￥4,400／個

スイミングプール用防藻剤
プールクリアー防藻剤
陽イオン有機系。100トン当たり毎日20
〜30ccを自動注入にて使用。
容量3.78L
　参考価格	 ￥38,000／本

プール用除藻剤

プール用防藻剤
浴場用水質浄化剤
スパーピル１
無害で刺激性のない高分子凝
集剤が水中の微粒子に凝集効
果を与えて水の透明度を高めま
す。1個で約8ｔの水に対し通常
7日前後有効です。
正味容量53mｌ
※約23ｔまで対応できるウルトラ
もあります。
18個／ケース

	コード	 タイプ	 参考価格
	18936-6	 レギュラー	 ￥2,100／個
	18936-1	 ウルトラ	 ￥3,000／個

浴場用浄化剤

プール用浄化剤 プール用浄化剤 プール用浄化剤

プール用浄化剤

アクアピルはスイミングプール用に開発された
画期的な水質管理剤です。
■日本学校保健会推薦で人体に安全。
■きわめて高い凝集性能PAC（ポリ塩化アルミニウム）
　に比べ、3倍から5倍の高い凝集性能。
■どのタイプの濾過機にも対応。■塩素剤との併用可。

アクアピル2はそのままでは濾過機にキャッチされない水中の微細粒子を
濾過機のフィルターがキャッチできるだけの大きな塊りにして、濾過機にか
かりやすくします。その結果、プールの水の透明度がより一層高まります。

ヘアキャッチャー
（集毛器）に投入し
て使用します。

殺菌消毒剤
ピューラックスS
次亜塩素酸ナトリウム6％の殺菌
消毒剤です。飲料水やプール水の
消毒、温泉施設、スポーツ施設など
の浴槽設備の衛生管理にも利用さ
れております。
	コード	 容量	 入数	 参考価格
	2312	 600ml	 24入	 ￥550／本
	2313	 1800ml		6入	 ￥1,200／本
	2314-1	 5L	 2入	 ￥2,450／本
	2314	 18L	 	 ￥4,200／箱

浴用水清澄剤

日常管理から緊急時まで「ハイライトSPAシリーズ」ならどんな時にも対
応できるラインアップを用意しております。また直撒きから機械注入まで
施設に応じた薬剤の選択が可能です。

日産ハイライトMT-90
強力な清澄効果で透明度を維持、浴場水の濁り
を抑えます。優れた除菌作用で浴場水を衛生的
に保ちます。また、浴槽の黒カビやヌメリ及び浴
場・浴室内の悪臭を防ぎます。完全溶解性なの
で濾過機、配管の詰まりがありません。浴室内
の塩素臭も低減。

定期的なレジオネラ対策に
日産ハイライトSPA-FC3
A 剤、B剤の強力発泡効果で配管内のバイオフィル
ムを徹底的に剥離し、レジオネラ属菌などを循環水
中に浮遊させることにより強力に除菌、洗浄します。
濯ぎは1回でOK！余分な水が省けます。劇物・危
険物に該当しないので安心して利用できます。短い
時間（約90分）で強力洗浄。休館日を設ける必要が
ありません。業者委託費用などのメンテナンスコス
トも大幅に削減できます。

	 容量	 参考価格
	 2.5kg×４本	 ￥5,188／本

　参考価格	 ￥20,000

日産ハイライト
SPA90
優れた除菌と衛生効果。レジオネ
ラ対策にも最適です。濁りを抑え
て透明度を維持し、汚れや不快臭
を抑制します。

日産ハイライト
SPA60
優れた除菌と衛生効果。レジオ
ネラ対策にも最適です。濁りを抑
えて透明度を維持し、汚れや不快
臭を抑制します。
	 容量	 参考価格
	 2.5kg×４本	 ￥4,200／本

	 容量	 参考価格
	 2.5kg×４本	 ￥3,500／本

品　名
循環濾過装置 投 入 方 法 使 用 場 面

有り 無し 手まき フローター
機械注入（ハイフィーダー）

日常 スークロ
O-2型・G-1000型 THS型・CHS型 

ハイライトSPA60 ● ● ● ● ● ●

ハイライトSPA90 ● ● ● ●

ハイライトMT-90 ● ● ● ●

溶解性錠剤

レジオネラ菌 対策

速溶性顆粒

徐溶性顆粒

12kg

短い時間（約90分）で
強力洗浄！！

カビとり一発
シリコンコーキングやゴムパッキン内部
に食い込んだ頑固な黒カビも短時間で落
とせます。飛び散りにくいゼリー状。
	コード	 容量	 参考価格
	0481-4	 185g×40本	 ￥1,200／本
	0481-3	 500g×10本	￥2,000／本
	0471-1	 4kg×4本	 ￥12,000／本

アルカリ性

わずか
20〜30分間で

効果抜群！！

カビクリア
根深いカビの奥まで浸透し、ガ
ンコなカビ汚れを強力に素早く
分解。
	 容量		 	参考価格
	5L×3本	 	￥6,950／本

防カビ抗菌コート高耐久
優れた耐久性で、効果が6ヶ月以上持続！
バスクリーナで洗っても、取れにくい！。
エアコン内部・浴室内（エプロン内・壁面
の目地・コーキング・換気扇）の防カビに。
	 容量		 	参考価格
	 2L	 	￥30,000／本

19040

NEWカビクリーナー
強力な洗浄力と泡密着の効果で浴室の壁
やタイル目地等に付着した頑固なカビをこ
すらず簡単に落とします。。
	 容量	 参考価格
	4.5ｋｇ×3本	 ￥4,620／本

10213-1

10213-3

10413
2650-2

5005

3960-1

8935-3 18935-2 18935-3

23388-1 23388-2

18935-4

21637

13867

18935-108935-5

防カビ抗菌コート・PLUS
浴室内の壁面の目地・コーキング、エプロン
内・換気扇に洗浄後に塗布することで、カビ
や菌の発生を抑制します。非流出系のため、
効果が長時間持続します。
	 容量		 	参考価格
	 2L	 	￥20,000／本

強力 カビハイター
密着成分配合で、きめ細かい泡が垂直面
のカビにもとどまって効きます。
容量：1L
	コード	 	 参考価格
	13554	スプレー付×6本	￥710／本
	13555	 付替用×6本	 ￥610／本

洗たく槽カビキラー 業務用
洗濯裏のカビ・雑菌を塩素の力で強力分解。
	コード	 容量	 参考価格
	23273	 550ｇ×18本	 ￥434／本

カビキラー 業務用
カビキラー業務用、ついに発売です！
	コード	 容量	 参考価格
	23271	 520ｇ×18本	 ￥406／本
	23271-1	 5kｇ×3本	￥4,400／本

10213-2

	コード	 容量	 参考価格
	23271-2	 750ml×18本	 ￥1,018／本
	23271-3	付替え750ml×12本	￥692／本

カビキラー
電動スプレー
業務用
スプレー時間が
約1/5に短縮
できる。

在庫
限り

在庫
限り



　焼付き油・油汚れ用洗剤

　アルミレンジフィルター　洗浄システム

ブレークアップS
ラード、ヘッド、食用油などの落ちにく
い油脂類の汚れをすばやく落とす油
脂専用強力クリーナーです。
	コード	 容量	 	参考価格
	0037-1	 5L×3	 ￥5,460／本
	0038	 18L	 ￥15,580

　グリストラップ管理用

グリストネット（10枚入）

グリースクリーン グリーストラップに溜まった油が浮かべておくだけ
でラクラク取れます。  

セットするだけで細かいゴミまでキャッチ。
ダブルラッセル網で伝線しづらく水切れが良い。

浸けている間に違う場所の作業が出来
るので時間を有効活用できます。

ハイパーダクトクリーナー
厨房排気設備(厨房ダクト・ダンパー・排気ファ
ン・付帯設備及びレ
ンジフード)の強力
油汚れ洗浄剤です。
汚れ落ちはもちろん、
ムセにくい洗浄剤で
作業性を重視。

	コード	 容量	 参考価格
	13846	 20kg	 ￥24,000／本

厨房・油汚れ・グリストラップ

洗浄前 洗浄後

誰でも簡単確実にグリストラップの清掃ができる、「スカムセーブネット＆オイルキャッチシステム」浸けておくだけのカンタン・ラクラク洗浄システム ! 
繰り返し使用でき、廃液量もグ～ンと削減できる環境負荷も低減 今までは これからは グリストラップの底の体積汚泥が大幅に減少し、引き抜き清掃の回数を見直せます。

作業台、まな板、壁等の水切りに最適な
25cm幅のコンパクトスクイジー！
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油脂汚れ用強力洗剤
オイルハンター
ストロングRECOBO
長い間手を入れず固着した油汚れな
ど、頑固な汚れも素早く除去する強力
タイプ。基材への影響も少なく、ムセ
にくい設計で作業者の負担も軽減で
きます。
	コード	 容量	 参考価格
	2898-4	 4L	 ￥6,400／本
	2898-5	 18L	 ￥19,000／箱

オイルキラー
ストロング
特殊溶剤がカーボン化した油汚れに浸透
し汚れを浮き上がらせ、ダブルビルダー
パワーが固まった油汚れをグングン溶か
す。従来品に比べ、泡切れがよく作業効
率が大幅アップ！苛性ソーダ入。
	コード	 容量	 参考価格
	0673-1	 4L（希釈用）×4	 ￥3,500／本
	0673-2	 20L（希釈用）	 　￥16,000

ミッケル化学

レンジクリン
頑固な油汚れに強く素早い浸透性、分解
力であらゆる厨房機器の汚れを落とし
ます。
	コード	 容量	 参考価格
	0409	 5L（希釈用）×2	￥4,588／本
	4954	 20L（希釈用）	 ￥14,496　　

スカムセーブネット
伸縮性に大変優れ、流入しようとする
ゴミを残さず収集します。
	 	 参考価格　
	 100枚入	 ￥35,000／箱

セルソーブ
表面に浮上する油面に
散布し回収する油吸着
材です。
	 	 参考価格
		2kｇ	 ￥6,000／箱

ネットホルダー
流入口に装着し、ここにス
カムセーブネットを取り付
けます。
	参考価格　￥35,000／台

オイルパス
グリストラップ用の粉末の油脂分解・消
臭剤です。直接悪臭発生物に振りかけて
使用します。吸着作用が強いので、散布
後すぐに悪臭を吸収します。酵素菌がグ
リストラップの油を分解するので、油カ
ス廃棄の回数が激減します。

投入

第1層

油カス 油カス

第2層 第3層

排水
投入

すくいん棒
沈んだヘドロをキャッチ。
大（180×200×1,200mm）
小（65×140×1,200mm）

	コード	 サイズ	参考価格
	8729-2	 小	 ￥6,800
	8729	 大	 ￥9,800

グリスト
キャッチャー
すくい部に水切り穴がある
ので素早く水切れします。
160×190×1000mm。
参考価格　￥6,000

	 容量	 参考価格
	 1ｋｇ	 ￥1,800／袋

	コード	 サイズ	 入数	 参考価格
	13607-3	 S：16×35㎝(50L)	 10袋	 ￥1,100／袋
	13607	 M：30×35㎝(120L)	 10袋	 ￥1,300／袋
	10473-1	 L：30×45㎝(200L)	 10袋	 ￥1,500／袋

	コード	 サイズ	 入数	 参考価格
	18042-1	 ロール50㎝×10m	 3本入（1箱）	 ￥5,800／本
	18042	 カット50×50㎝(5枚入)	 12袋入（1箱）	 ￥1,100／袋

※強力につき、作業時は必ず保護メガネ、炊事用ゴム手袋を着用してください。

デュアルクリーニングテクノロジーで強力洗浄！

スーパー
ブレークアップTG
フライヤー、オーブンまわり等の焼き付いた
油汚れ用洗剤です。粘性のある洗剤が垂直面
の汚れにもしっかり浸透、強力に分解します。
容量：600ｍｌ×6

￥955／本

繰り返し使用できる浸置き洗浄剤
アルミレンジフィルター
クリーナー
大変だったレンジ周りの洗浄が簡単に出
来ます！特殊金属腐食抑制成分配合によ
りアルミにも安心。五徳、シロッコファン、
汁受け等をそのまま浸け置きできる丸型
広口容器。洗浄後、洗浄液は捨てないで！
繰り返し使用できます。蓋を閉めて持ち運
びOK！
	 コード	 容量	 参考価格
	18085	 18kg	 ￥33,600／本

アルミレンジフィルターがラクに入る
アルミレンジフィルター
洗浄槽
レンジフィルターなどを浸け置きするス
テンレス製の洗浄槽です。繰り返し使用
できる「アルミレンジフィルタークリー
ナー」を入れたまま持ち運びが可能！ ほ
とんどのアルミレンジフィルターのサイズ
に対応。
サイズ（内寸）:130×520×400mm
	 コード	 容量	 参考価格
	18085-1	 約26L	 ￥52,500

マジックリン
除菌プラス
換気扇・レンジなどのしつこい
油汚れをぐんぐん落とすマジッ
クリンに本格除菌性能をプラ
ス！
	 容量	 参考価格
	 4.5L×4	 ￥1,950／本

2465

13558

14799

1864

20826

14785

17538
17538-1

在庫
限り

モアマン ハンディースクイジー
幅25cmのコンパクトサイズ。作
業台、まな板、壁上の水切りに最
適です。衛生に良いとされるグ
リーンラバーを使用。人間工学に
基づいたグリップを使用、快適な
操作性を誇ります。赤、白、緑色
の全3色です。

イージーマルチ
クリーニングツール
スターターキット
手が届きにくかった高所の油汚れ、
手垢などの清掃を安全に簡単にス
ピーディーにこなせます。

	カラー	 		コード	 参考価格　
	 赤	 M19198	 ￥2,390／本
	 白	 M19194	 ￥2,390／本
	 緑	 M19196	 ￥2,390／本
	 	 	 （1ケース10本入）

衛生に良いとされる
グリーンラバー使用

参考価格　￥8,333／セット

●ハンドル（830〜1430×φ30mm）×1
●ホルダー(95×220mm)×1
●クリーニングクロス多用途(120×280mm)×2
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パワーストリームコンク
泡持ちが良く、洗浄力が持続。素早くすすげて、洗
い上がりがスッキリ。薄めても高い洗浄力が持続。
高級アルコール系洗剤並の低手荒れ性を実現。6
倍希釈。
	 コード	 容量	 参考価格
	 10376	 5L	 ￥3,430
	 17567	 18L	 ￥11,260

アクシャル前洗い用洗剤
つけ置きするだけで米飯やタンパク汚れが落
ち易くなります。浸透力に優れた特殊界面活
性剤（非イオン系）配合。中性タイプですので、
安心してお使いになれます。
	 コード	 容量	 参考価格
	 2418-1	 5L	 ￥2,600

ティーポールグリーン
食器洗浄機の予洗・浸漬にも最適な低発泡性
の多目的中性洗剤です。
	 コード	 容量	 参考価格
	13695-3	 5L	 ￥2,750
	13695-1	 10L	 ￥3,940

パフォーミィ
希釈のいらない超コンパクト食器用洗剤。
驚きの洗浄力！持続する強い泡！廃棄量もコンパ
クト！
	 コード	 容量	 参考価格
	 5565	 2L	 ￥1,700

マルフクパワー
すぐれた洗浄力で、食器・調理用具のしつこい油汚
れをすっきり！お得な大容量タイプ。
	 コード	 容量	 参考価格
	 21282	 18kg	 ￥4,890

ファミリーフレッシュ業務用
手にやさしい中性洗剤で、油汚れもスッキリ落とし
ヌルつきが残りません。サッと泡切れてすすぎも簡
単です。洗った後も手肌にイヤなヌルつきが残りま
せん。
	 コード	 容量	 参考価格
	 1478	 4.5L	 ￥1,575

キッチン泡ハイター
クリーミィな泡が密着するので、狙ったところにムダなく使えま
す。希釈の手間がなく、すぐに使えるハンディスプレーボトルです。
	 コード	 容量	 参考価格
	 10274	 1L	 ￥670
	4510-1	 付替用	1L	 ￥480

無リン ディップイット
食器の表面をいためにくい粉末タイプの酸素系漂白剤。陶
器、ガラス、プラスチック、ステンレスなどの食器類や、
まな板やふきんの漂白に最適です。
	 コード	 容量	 参考価格
	20096	 1kg	 ￥14,110

キッチンワイドハイター
粉末タイプの酸素系除菌・漂白剤です。食器
の茶渋や黄ばみ・弁当箱のシミ汚れなどを
スッキリ落とします。酸素系のためメラミン食
器、色物・柄物ふきんに安心して使えます。

	コード	 容量	 参考価格
	0101	 3.5kg	 ￥2,500

バイオガード
除菌コート剤
除菌成分を残すことで、長時間菌
の増殖を抑制。コンタクトポイン
トの除菌作業にも使用可能です。
	 コード	 容量	 参考価格
	20832-1	 5L	 ￥2,145

食添ブリーチ
まな板、食器などの除菌・除臭はもちろ
んのこと、野菜・果物も洗えます。厨房
での食中毒予防に安心してご使用でき
ます。	コード	 容量	 参考価格
	006-1	 1500ml	 ￥340
	006-4	 5L	 ￥1,100
	006-2	 20kg	 ￥3,290

ミツエイキッチンブリーチ
食器、まな板などの除菌・除臭が出来る台所用漂白剤。 
つけ置き洗いで茶渋・黒ずみ・ふきんのシミもスッキ
リした白さに。コスト重視のお客様に。
	 コード	 容量	 参考価格
	 006-7	 5kg	 ￥1,150

ニューウェア
食器の汚れ（渋、汚れの皮膜）の漂白・除去に。
酸素系漂白剤の効果で、タンニンなどのシミ
を強力に除去します。粉末タイプなので使い
やすい漂白剤です。
	 コード	 容量	 参考価格
	13452	 1kg×10袋入	 ￥17,400
	13851	 10kg	 ￥17,460

キュキュット
高い洗浄力に加え、泡の持続性とすすぎの早さを両立。
新技術「ハイブリッド・ウォッシュ」で固まり油も細か
く分解し、一気に落とします。濃密泡なのに、すすいだ
瞬間すばやく泡消えします。
	 コード	 容量	 参考価格
	 848-7	 4.5L	 ￥2,110

キュキュット クリア除菌 
業務用
濃密泡とすすぎの早さを両立した、独自のハイブリッ
ドウォッシュ処方で、固まった油汚れまで細かく分解
し、パッと洗えます。1本で除菌・除渋・消臭・くすみ落
としの4つの効果。
	 コード	 容量	 参考価格
	 848-8	 4.5L	 ￥2,110

ミツエイ食器洗い
油汚れをすっきり落とす、植物成分配合の食器用洗剤。
さわやかなライムの香り。コスト重視のお客様に。
	 コード	 容量	 参考価格
	 0016-3	 4L	 ￥1,200

ローヤルサラセン750gパウチ
パウチタイプは、ゴミの排出を軽減し、倉庫でスペース
もとりません。高濃度台所洗剤6～15倍にうすめて使
用できます。泡立ちがよく、手肌に優しいのが特徴です。
	 コード	 容量	 参考価格
	 812-1	 750g×4袋入	 ￥4,155

ストリームエコ濃縮タイプ
植物系洗浄成分AG配合。高い洗浄力で、かつ高
級アルコール系洗剤並みの低手荒れ性を実現し
ました。6倍希釈で省スペース、かつ経済的。
	 コード	 容量	 参考価格
	 13406	 750ml×4袋入	 ￥1,940

ニッシンクリーナーS
野菜・果物、食器・調理器具の洗浄に。低泡性
ですすぎが簡単。コスト重視のお客様に。
	 コード	 容量	 参考価格
	 16897	 18kg	 ￥3,250

バイオガード
中性洗剤
野菜も洗える中性洗剤。汚れを
しっかり落とすと同時に、バイオ
フィルムを低減させます。
	 コード	 容量	 参考価格
	20832	 5L	 ￥3,285

キッチンハイター
ふきん・まな板などのシミ汚れ・黄ばみ汚れを落とし、同時に除菌・消臭。界面活
性剤と次亜塩素酸ナトリウム配合の塩素系除菌漂白剤です。

	コード	 容量	 参考価格
	1500	 600ml	 ￥440
	1486	 1500ml	 ￥880
2544	 2500ml	 ￥1,340

	コード	 容量	 参考価格
	6889	 2.7kg	 ￥650
0100	 5kg	 ￥1,230

厨房から菌が検出される原
因の１つ「バイオフィルム」。
バイオガードシリーズは2剤
の組み合わせでバイオフィル
ムを制御し、清潔な作業環
境を実現します。

パワークリンキーパー高速すすぎ
洗浄と除菌・漂白が同時にできる、厨房・加工室用　除菌洗
浄剤です。泡切れがよくすすぎが早い。次亜塩素酸ナトリウ
ム配合。金属の腐食防止効果があり、ステンレス・アルミな
どの加工機器にも使えます。
	 コード	 容量	 参考価格
	 125-1	 5kg	 ￥3,200

スマッシュ 業務用
アルカリフリーなのにギトギト油を落とす超浸透テクノロ
ジー。人にも素材にもやさしい油汚れ用洗剤。1本で厨房
からホールまで幅広く使えます。
	 コード	 容量	 参考価格
	 22528	 5L	 ￥5,600

ジフクリームクレンザー
汚れやしみをきれいに落とす定番品のクリームクレンザー
です。天然成分カルサイト粒子が、キッチンやお風呂を傷
つけることなくツヤと輝きを取り戻します。
手に持ちやすい270gのタイプです。
	 コード	 容量	 参考価格
	 1077	 270ml	 ￥265

パイプクリアジェル
厨房・ドリンクバー、洗面所の排水パイプのつまり
防止、除去、消臭に最適な排管洗浄剤です。低コス
トタイプ。
	 コード	 容量	 参考価格
	 18012	 2L　	 ￥1,080

ゆで麺器洗浄剤SP
ゆで麺器洗浄仕上剤
ゆで麺器に付着するスケールとゆで垢を効率よく除去する洗剤で
す。「ゆで麺器洗浄剤SP」の使用後に、「ゆで麺器洗浄仕上げ剤」
を使用するのが特徴です。カゴに付着した垢もスッキリ落とせます。
	 コード	 品名	 容量	 参考価格
	 20740-1	 ゆで麺器洗浄剤SP	 500g	 ￥1,663
	 20740	 ゆで麺器洗浄剤SP	 2.2kg	 ￥6,175
	 20741	 ゆで麺器洗浄仕上剤	 3.5kg	 ￥6,294

クリーミィクレンザーホーミング
がんこな油汚れやこげつきもグングン落とすクレンザー
タイプの洗剤です。なべのこげつきはもちろん、落としに
くい水アカやサビの除去にも効果を発揮。
	 コード	 容量	 参考価格
	 2083	 6kg	 ￥2,000

パイプハイター 高粘度ジェル 業務用
高粘性のジェルがパイプに密着し、排水パイプに付着し
た髪の毛・ヌメリを溶かして落とします。
マイルドな香りで、嫌なニオイがこもりません。目盛り付き
ボトルで使用量が調整できます。
	 コード	 容量	 参考価格
	 14531	 2kg　	 ￥660

スチコンクリーナー
植物系洗浄成分AG配合。高い洗浄力で、
かつ高級アルコール系洗剤並みの低手
荒れ性を実現。泡切れがよく、ヌルつき
が残りません。6倍希釈で省スペース、か
つ経済的。
	 コード	 容量	 参考価格
	 5782	 2L	 ￥1,500
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 食器洗浄機用洗剤 　ラップ・アルミホイル

　クッキングシート・キッチンペーパー・その他
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液体
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カートリッジ
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固形
タイプ

リンス剤

粉末
タイプ

食器洗浄機用スケール除去用洗浄剤

★今までの1/2の使用量でOK！
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クックパー/クックパーＥＧ
業務用クッキングシート。両面シリコーン樹脂加工
で表裏なく使用できるので、作業効率がアップしま
す。オーブン、スチコン、蒸し料理、落し蓋に。「クッ
クパー」は「クックパーEG」に比べ、より密度の高い
紙で耐油性、耐水性、剥離性に優れています。
	コード	 品名	 サイズ（幅×長さ）	参考価格
3780	 クックパー	 33cm×20m	 ￥1200
	0018-4	 クックパーEG	33cm×30m	 ￥1200

リードペーパー
保水性・吸油性・ろ過性にすぐれ、しかも濡れても
丈夫な調理用ペーパー。油切り、ダシこしなど、調
理に幅広く使え便利です。

保鮮シート
フレッシュマスター バット用
水分を適度に保持し、鮮度とうまみをしっかりキープ
する保鮮シートです。吸収したドリップ戻りが少なく
食材がベチャベチャになるのを防ぎます。フィルムに
通気性があり、食材本来の自然な色見を保ちます。
	コード	 サイズ	 枚数	 参考価格
	14793-3	 250×350mm	 50枚	 ￥2,300

シェフたっぷり吸収
二層構造で水分・油分の吸収量と吸収速度を両立！
肉や魚のドリップ、油なども１枚でたっぷり吸収す
るので、使用枚数が少なくてすみ、経済的です。
●100枚×2ロール×6袋入

	コード	 サイズ（幅×長さ）	 参考価格
	5690-6	 22cm×100m	 ￥478
5690-7	 30cm×100m	 ￥505
	5690-8	 45cm×50m	 ￥505
	5690-9	 45cm×100m	 ￥1,025

	コード	 サイズ（幅×長さ）	参考価格
	13234-1	 15cm×50m	 ￥538
	13234-4	 22cm×50m	 ￥738
	13234-13	30cm×50m	 ￥1,018
	13234-2	 45cm×50m	 ￥1,417

	コード	 サイズ	 参考価格
	18937-3	 M　265×260×130	 ￥7,755
	18937-2	 L　390×260×130	 ￥11,385

	コード	 サイズ	 枚数	 参考価格
	0854	 中　275×240mm	75枚×2R×6	￥5,400
	0084	 大　385×240mm	75枚×2R×6	￥7,500
	0084-1	特大480×240mm	80枚×2R×6	￥9,600

	コード	 厚さ	 サイズ	 枚数	 参考価格
	13703	レギュラー	35×60cm	 100枚入	￥2,750
	13701	 厚手	 35×60cm	 60枚入	￥2,750

ジップロックフリーザーパック
丈夫な素材で、冷凍保存、レンジ解凍などに使用できるフリーザーバック。
密封ジッパーで液体も安全です。
	 コード	 サイズ	 枚数	 参考価格
	 13889-12	 M		189×177mm	 35枚入	 ￥540
	 13889-2	 L		273×268mm	 24枚入	 ￥590
	 13889-11	 M		189×177mm	 お徳用120枚入	 ￥1,700
	 13889-10	 L		273×268mm	 お徳用		72枚入	 ￥1,700

	コード	 サイズ	 枚数	 参考価格
	6669-3	275×208mm	120枚×2R×12	￥7,650

キッチニスタ ストレッチフィルムSH
透明性と光沢性に富んでいるプロのバックヤードに
適したストレッチフィルムです。よく伸びピタリと包装
できますのできれいなラッピングが実現できます。
	コード	 サイズ（幅×長さ）	 参考価格
	5690-4	 30cm×750m	 ￥4,095
	5690-18	 45cm×750m	 ￥6,250
	

FMクッキングホイル
使い勝手の良い業務用クッキングホイル。多用途
に使えます。
	コード	 サイズ（幅×長さ）	 参考価格
	0852-2	 30cm×50m	 ￥1,000

キッチニスタラップ
塩化ビニル樹脂。伸びがよく
容器に密着しやすいのが特徴
です。液体も漏れにくい。サイ
ズも豊富にございます。

キッチニスタ
ラップケース
水周りにも強いカッター
付き抗菌仕様のケース。
詰め替え用ラップを使う
ことで化粧箱を廃棄する
手間を省けます。

	コード	 サイズ（幅×長さ）	 参考価格
5690-21	 本体30cm幅	 ￥1,230
5690-22	 本体45cm幅	 ￥1,530
	5690-16	 詰替ラップ	30cm×110m	￥568
	5690-17	 詰替ラップ	45cm×55m	 ￥568

サランラップ
ポリ塩化ビニリデン製で高い
バリア性と安心の耐冷性と耐
熱性。ニオイや湿気を通しにく
く、ぴったり密着します。

キッチンペーパーＥタイプスリム
水切りにも油切りにも最適な強力吸収タイプの
キッチンペーパー。2枚重ね厚手エンボスで丈夫で
コストも安い。コスト重視のお客様に。

カウンタークロス
4色を使う場所で色分けして使い分けできます。厨
房から店内、事務所、ご家庭での拭き掃除にも便利
です。ピンク、青、白、緑からお選びください。

キッチニスタ
抗ウイルス 抗菌ラップ
日本初の抗ウイルス・抗菌ラップ。SIAA
の安全基準適合商品。
	コード	 サイズ（幅×長さ）	 参考価格
	5690-20	 30cm×100m	 ￥625
	5690-19	 45cm×50m	 ￥625

キッチニスタラップ
抗菌ブルー
ラップ片の混入が見つけやすい異物混
入対策用の青く着色されたラップです。
	コード	 サイズ（幅×長さ）	参考価格
	5690-5	 30cm×100m	 ￥648
	5690-11	 45cm×50m	 ￥648
	5690-13	 45cm×100m	 ￥1,285

アクシャルニュースター液体
NR
リンス剤を使用しなくてもウォータースポット
の発生を防ぎ、グラスが一段ときれいに仕上
がる食器洗浄機用洗剤です。無りんタイプ。
	 コード	 容量	 参考価格
	 14737-3	 5kg	 ￥3,225
	 14737	 13kg	 ￥7,300
	 14737-1	 25kg	 ￥12,000　

プロジェンIIプラス
強力な洗浄力を持つ硬水用の洗浄剤。 
スケールの発生を抑えます。 
｢りん｣が規制されている場合にお勧めします。
	 コード	 容量	 参考価格
	 13450-1	 5L	 ￥5,920
	 13450	 10L	 ￥11,230
	 13319	 20L	 ￥21,830　

デターファインコンク 
LA
アルミ食器にも使用できる濃縮液体タイプ
の業務用食器洗浄機用洗浄剤です。優れた
洗浄力とスケール防止効果を、従来製品の
約１／２の濃度で発揮することができます。
	 コード	 容量	 参考価格
	 23346	 6ｋｇ	 ￥7,500

プロデュシャインプラス
「非劇物・無りん」のアルカリ性液体洗浄剤
として開発された、硬水（120ppm 以上
の使用水）でも使用可能な製品で、アルミ
ニウムにも安心して使用できます。
	 コード	 容量	 参考価格
	 10469-1	 10L	 ￥13,100
	 10469	 20L	 ￥23,070

アクシャルニュースター
LS
界面活性剤と特殊分散剤の働きで頑固な油
汚れをスッキリ落とし、汚れの再付着を防ぎ
ます。アルミニウムにも安心して使用できます。
	 コード	 容量	 参考価格
	 14665	 13ｋｇ	 ￥5,600
	 14664	 25ｋｇ	 ￥9,400

デターファインコンク 
LM
濃縮液体タイプの業務用食器洗浄機用洗浄
剤です。優れた洗浄力とスケール防止効果を、
従来製品の約１／２の濃度で発揮すること
ができます。
	 コード	 容量	 参考価格
	 23346-1	 6ｋｇ	 ￥5,100

ニイタカ

ハイソリッドＰＷＨ
油汚れに強く、硬水対応を強化した固形化・
カートリッジタイプの食器洗浄機用洗剤です。
小型から大型の洗浄機に幅広く使えます。
	 コード	 容量	 参考価格
	 4784-1	 4kg×4個	 ￥5,300／個

アクシャル
ニュースターAN
アルカリ成分と特殊界面活性剤の働き
で頑固な油汚れもスッキリ落とします。
水酸化ナトリウムなどの強力なアルカ
リ剤は配合していないので、どなたで
も取り扱えます。無りん。
	コード	 容量	 参考価格
	14665-1	 2kg×8袋	 ￥1,325／袋

デライム
食器洗浄機・ゆで麺器に付着したガンコなス
ケール除去に適しています。特にカルシウム、マ
グネシウム系のスケールに威力を発揮します。
	 コード	 容量	 参考価格
	 13692	 2kg　	 ￥2,710
	 14374	 5kg　	 ￥7,750

デターファイン
エコスーパー
低濃度で強力な洗浄力を発揮します。 
非劇物､無りんタイプで､アルミ製食器類にも 
使用できます。つぶせる容器使用。
	 コード	 容量	 参考価格
	 13292	 2.5kg×4個	 ￥3,190／個

ソリッドウルトラ
高い洗浄力と安全性の融合、さらに環
境への配慮を実現したソリッド洗剤の
新スタンダード。
	コード	 容量	 参考価格
	21057	 3kg×4個	 ￥4,320／個

ニューデュドライ
食器の乾燥を高めるために開発された食器洗浄
機専用の乾燥剤で、使用される原料は全て食品
添加物で構成されており、優れた乾燥効果を発
揮します。
	 コード	 容量	 参考価格
	 13518	 10L	 ￥26,200

アルミ対応

アルミ対応

アルミ対応

アルミ対応

アルミ対応アルミ対応
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ほうき・ちりとり・デッキブラシ・ダスタークロス

座敷ほうき
長柄、短柄 10本／束
	コード	 品名	 長さ	参考価格
23269	 楓	 138cm	￥3,790
	0248-8	 AC6-101	 137cm	 ￥1,510
	0248-10	 MB103	 84cm	 ￥900

八ツ矢 

シダ箒 楓
かえで

よじりバンドで丈夫な設計。
10本／束
	コード	 	 参考価格
	2684	 長柄	 ￥960
	2685	 短柄		 ￥680

コンドル

庭箒ブルロン 
30本／束
	コード	品番	 長さ	 参考価格
	0338	 AL	 123cm	￥1,100
	0298	 AS	 73cm	 ￥650

テーロンホーキ
プラスチック芯入りで、毛先
の曲がりクセを防止します。
全長：740㎜　毛：シダ
	コード	 参考価格
	7772-1	 ￥860

プラ芯入り

コンドル

自由箒ツイン
ツインブラシで両端が太い
青色毛材。階段や壁際、コー
ナーもしっかり掃けます。
全長135cm・幅約32cm、
	コード	 品名	 参考価格
	6584	 本体	 ￥1,200
	6584-2	 スペア	 ￥700

BMコーナー
ブルーム30
角度が決め手！コーナー
の汚れを効果的に掃きだ
します。
全長101.5cm・幅約30cm、
コード	 品名	 参考価格
	4285-1	 本体	 ￥2,300
	4343-1	 スペア	￥1,300

自在ほうき
サイズ：30、45、60cm
長さ：120cm　スペアあり
	コード	 幅	 参考価格
	0346	 30㎝	 ￥1,320
	0347	 45㎝	 ￥1,930
	4023-1	 60㎝	 ￥2,400

キャッチブルーム
サイドにもブラシを植えてあり、壁際
のゴミもキャッチ。家具や壁に当たっ
ても傷を付けません。
	コード	 品名	 ブラシ幅	 参考価格
	0474	 大（柄付）	 45cm	 ￥1,980
	1330	 小（柄付）	 30cm	 ￥1,730
	1647-1	スペアブラシ大（金具付）	￥1,430
	1647	 スペアブラシ小（金具付）	 ￥1,180

HG ブルロンTF-32/TF-45
高温高圧蒸気滅菌処理や次亜塩素酸ナトリ
ウム滅菌処理に対応。ゾーニング対応。
カラー：ブルー、グリーン、レッド、ホワイト、イエロー

	コード	 品名	 幅×長さ（cm）	 参考価格
	10555	 TF-32	 34×136	 ￥3,400
	10554	 TF-45	 47×136	 ￥3,900
	10557	 スペア（TF-32用）	 ￥1,550
	10556	 スペア（TF-45用）	 ￥2,100

シダほうき
長柄、短柄 10本／束
	コード	　　長さ		 参考価格
	0175	 長柄（ポリ）	128cm	 ￥740
	2141	 短柄	 74cm	 ￥380

コンドル ミニ箒
穂のコシが強く、タバコの吸
いがらなど粗ゴミの拾い掃
きに最適です。 
全長約95cm		穂：天然草
幅約16cm
	コード	 参考価格
5624-1	 ￥1,050

赤シダ
ビックホーキ
幅約50cm のワイドタイ
プ。倉庫などの広いスペー
スの掃き掃除にピッタリ！
	コード	全長（cm）	参考価格
	3975-1	 130	 ￥1,380

竹ぼうき（5段締）
	コード	 品名	 参考価格
	0408-1	 赤	 ￥1,070
	0408-4	 黒	 ￥1,120
0408-5	 黄	 ￥1,360

コンポほうき
天然繊維2種の穂を混合。適
度な弾力で掃きやすい。
	コード	 品名	 全長	 参考価格
	5562-2	 173長柄	135cm	￥1,900
5562-5	 180短柄	82cm	 ￥970

ほうき

50cm の
幅広タイプ

EF
ラグブルーム
 掃除機や粘着ローラーで
は取りきれなかったカー
ペットに深く入り込んだ毛
髪や繊維クズなどを3枚の
ブレードがかき出します 。リ
バーシブルヘッドでハードフ
ロアにも対応。
全長136cm・幅34cm
	コード	 	 参考価格
	6589-9	 	 ￥3,500
	6589-11	スペアヘッド	￥2,050

カ
ー
ペ
ッ
ト
の
中
の
毛
髪
・
繊
維
ク
ズ
を

根
こ
そ
ぎ
か
き
出
し
ま
す
！

イタリアンブルーム
ブラック
毛先が先割れになっており、凹凸
面のある床でも、しっかり掃ける。
マンション共用部でよく使われて
いるエンボス床にも最適です。
全長140cm・幅約30cm
	 コード	 品名	 参考価格
	 20762	 本体	 ￥1,300
	 20762-1	 スペア	 ￥900

エ
ン
ボ
ス
床
に
最
適
！

ポリホーキS
コシの強い極太の穂で重いゴミも
掃きだします。
	コード	 全長（cm）	 幅（cm）	 参考価格
	3101-3	 長柄130	 27	 ￥1,360
	3101-1	 短柄87	 27	 ￥1,060

溝ホーキ 中 
AZ197
溝のゴミ一掃！穂幅が側
溝の幅に合わせ11cm。
柄が長くて掃きやすい 
全長：880㎜
	参考価格			￥600

混穂175 
コンポ化繊ほうき
長柄
太さの違う2種類の穂は、水に強
く、耐久性抜群です。
長さ125cm	
　参考価格	 ￥1,425

ネオブルロン
コシのあるPP 繊維で重量ゴミま
で掃き取れ、耐水性も抜群。
	コード	 全長	 参考価格
	6573	 C:		126cm	 ￥1,000
	5524	 F:		122cm	 ￥1,100

C（
カ
ッ
ト
型
）

F（
フ
ラ
ッ
ト
型
）

ほうき

バーテック

衛生管理用ほうき
クネットタイプ
直角（90°）まで曲げることができ、
機械や棚の下、隙間も簡単に清掃で
きます。全長113cm
	コード	 サイズ	 タイプ	 参考価格
	5436-10	 30cm	 ソフト	 ￥5,700
	5436-9	 30cm	 ハード	 ￥5,300
	5436-11	 45cm	 ソフト	 ￥6,600
	5436-12	 45cm	 ハード	 ￥6,400

BM-2ホーキ 26
	コード	 柄	 幅	 参考価格
4472	 一本柄	 26cm	 ￥1,700
4472-2	 伸縮柄	 26cm	 ￥1,900

BM-2ホーキ 30
	コード	 柄	 幅	 参考価格
4472-1	 一本柄	 30cm	 ￥1,800
4765	 伸縮柄	 30cm	 ￥2,000

荒神ほうき
ポリ柄パーム
長さ20cm		12本×
ケース

	参考価格　￥220

5654-2

18030
5562

一本柄
約1010㎜

一本柄
約1010㎜

ヘッドが１８０°動き
床面にフィット。

次ページの
エコBM チリトリ
にセットできます。

アルミ柄で
軽くて使いやすい！
チリトリとセットでどうぞ！

化繊ホーキB
水に強くて耐久性抜群。コシ
の強い穂で小石や砂も掃け
ます。
	コード	 タイプ	 全長	参考価格
	10445	長柄B	125cm	￥1,070
	10446	短柄B	 76cm	 ￥690

耐熱
シルバーほうき
高温滅菌処理が出来るので衛生的
( 耐熱温度120℃ )。ステンレス釘で
毛を止めてあるので錆が出ない。
	コード	 長さ（cm）	掃幅（cm）	参考価格
	20691	 短柄	80	 25	 ￥1,650	
	2415-4	 長柄123	 29	 ￥1,860

楓	 AC6-101

MB103
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ホームダストA
サイズ：256×340㎜
	参考価格　　￥600

2way チリトリ
本体を回転させるだけで、溝掃除
も掃き掃除も一度にできるテラモ
ト独自の機能チリトリです。
サイズ:W27.2cm×D29.5cm×
H66cm( 横掃除時)
色:ダークブラウン、ダークグレー
	参考価格　￥3,200　

ダストリー
PP 
ほうきとチリトリをセッ
トにできるので、飲食
店 や 商 店・店 舗 な ど
ちょっとした清掃に役
立ちます。景観を損なわ
ないスマート収納。
ほうきサイズ：幅約22㎝
×高さ81㎝
参考価格　￥1,800

砂利分別
十字チリトリ 
落ち葉などのゴミと砂利
をいっしょに掃きこんで
も、スリットから砂利だけ
を落とせます。収納時に
箒を固定できます。
サイズ：約34×54×33cm
参考価格　￥1,400

ブンチリ
TW-BL
サイズ：277×120×820㎜
（ハンドル含む）
	①参考価格　　￥2,000

三ツ手ちりとり
A-BL
サイズ：330×290×470㎜
	②参考価格　　￥1,400

①

②

ちりとり捨楽
市販のゴミ袋をセットするだけ
でチリトリに早変わり。ゴミを
集めてそのまま楽に捨てるこ
とができて便利です。スリムタ
イプはレジ袋を装着できます。
	コード	 サイズ	対応ゴミ袋	 参考価格
	3956	 大	 70L	 ￥2,200
	3957	 小	 45L	 ￥1,650
	3957-1	スリム	 レジ袋	 ￥1,470

枝葉ちり取り
フゴ 170L
庭や公園の清掃作業に！
厚地の生地で丈夫です。プ
ラスチック芯入りで開口部
が閉じません。また上部・
側面・後部に取っ手が付い
ており、運搬・ゴミ空けが
簡単。サイズ：間口59×高さ57×
奥行57cm

	 容量	 参考価格
	 170L	 ￥3,000

大
小

スリム

サイズ：W28.5×D31×H67cm（使用時）
重量：約710g
色：ツートン、緑、青、アクアブルー、黒

エコBM-2チリトリ
巡回清掃作業に便利な定番の超軽量チリ
トリ。女性でもラクラクお掃除ができます。
チリトリが自立するので、掃除中や収納す
る時に便利です。

	 コード	 参考価格
	 	4992	 ￥3,150

粘着式

ちりとり

八ツ矢

研磨材入り
ナイロンデッキ
	 コード	 参考価格
	 0552-1	 ￥5,160

コンドル ステンレス HG デッキブラシ
毛が抜けにくく、ヘッドにネジやリベットを使用してい
ないネジコミ式デッキブラシ。全長：約136cm
	 コード	 幅（cm）	 参考価格
	 7870-5	 18	 ￥4,200
	 7870-4	 24	 ￥4,700

ナイロン
デッキブラシ
全長：115cm		
	コード	 種別	 参考価格
	10793-1	 木柄	 ￥1,250
	0552	 竹柄	 ￥700

シダ
デッキブラシ
全長：115cm		10本／束
	コード	 参考価格
	0249	 ￥900

ナイロン
シダ クリップ式

※ハンドル・クリップ等は別売です。

ジョイント式

パワーブラシスーパー （ジョイント式・クリップ式）
W180㎜　毛丈80㎜
	コード	 　方式	 　対応ハンドル	 参考価格
	23218	 ジョイント式	 早乙女製差込・段付き木柄	 ￥6,600
	23218-1	 クリップ式	 セイワ、テラモト、山崎産業	 ￥6,600

研磨材入り

交換ヘッドも
あります。

交換ヘッドも
あります。

テラモト

EF フラットブラシ
柄が縦横自在に動くので、様々な場所
に使用できます。	全長：約132cm	
	コード	 幅	 参考価格
6671-1	 20cm	 ￥2,750
	6571-3	 スペア	 ￥1,950
	6571-2	 30cm	 ￥3,200
	6571-5	 スペア	 ￥2,500

コンドル

ブラシワイパー付
1本でブラシと水切りの2役。
全長：約137cm、幅：約46cm
	コード	 品名	 参考価格
	1518	 本体	 ￥3,700
	1518-2	 ブラシスペア	 ￥1,900
	1518-3	 交換ワイパーゴム	 ￥600

高砂

ナイロンデッキ60cm
金具付スチール柄
幅広で水に強くコシがありプール
等に最適。	全長：135cm
	 コード	 参考価格
	 20786	 ￥2,800

テラモト

ホースデッキブラシWS
ホースを柄にセットすると、ブラシ部
から水が出るので、効率良く洗浄が
できます。	全長：約117cm
	 コード	 参考価格
	 6590	 ￥2,150

テラモト

ワイドデッキ
幅18cmと24cｍの2種類あり
ます。	全長：約130cm
	 コード	 幅	 参考価格
	 5629	 18cm	 ￥1,520
	 10194	 24cm	 ￥1,620

柄の先端に
ホースを取
付ます。

狭い隙間にも入ります！

1本2役!ブラシ	 水切り

ワイドな60cm 幅

柄はねじ込み式

デッキブラシ

交換ヘッドも
あります。

長さ120cm

4

スプラッシュ・
エンボスブラシ
タイル目地やエンボス床の溝に入
りやすい極細毛が汚れをかき出し
ます。ソフト毛を採用。
ブラシ長さ3cm
	コード	 品番	 参考価格
	4851-1	 B-600E	 ￥1,200

スプラッシュ デッキブラシ
	 コード	 品番	 　　品　　名	 参考価格
①	4091	 B-600	 スプラッシュ・デッキブラシ（固定式）	 ￥1,100
②	4094	 B-600T	 スプラッシュ・デッキブラシ（研磨剤入）	￥6,000
③	4093	 B-603	 スプラッシュ・目地ブラシ	 ￥3,000
④	4092	 B-602	 スプラッシュ・コーナーブラシ	 ￥5,000

1

2

3

■ハンドルは100 ページの「クレンリネスハンドル」をご使用ください。
A:木製

B:樹脂製

コンドル ブラシA・B全長：約136cm
	 コード	 品名	 参考価格
	 1495	 本体	 ￥2,000
	 1494	 交換ヘッド	 ￥700
	 10573	 本体	 ￥1,600
	 10573-1	 交換ヘッド	 ￥760

A

B

交換ヘッドも
あります。

プロテック

トップローラーワイド・
トップローラースーパーワイド
カーペットや布製ソファーに使える伸縮柄付きのワ
イドタイプの粘着シート。収納カバー付
■ トップローラーワイド
	①テープ幅210㎜×15ｍ巻（90回分）	 ￥4,200

■ トップローラースーパーワイド
	②テープ幅285㎜×12ｍ巻（50回分）	 ￥5,900

粘着式カーペットクリーナー
ミセスロール
	コード	 タイプ	 テープ幅	 参考価格
	1335	 レギュラーⅡ	 195㎜	 ￥3,100

オフィスコロコロ HG
強粘着 L 伸縮柄 160㎜
	コード	 テープ幅	 参考価格
	4765-15	 160㎜	 ￥2,600
	

195mm

160mm

紙芯内径
76mm

紙芯内径
38mm

195mm

160mm

紙芯内径
76mm

紙芯内径
38mm

ミセス
ロール 195mm

160mm

紙芯内径
76mm

紙芯内径
38mm

オフィス
コロコロ HG

① ②5194 5469

6774-1

1488

0413

10558

6595-6

20929 6890

取替用テープ
（3本入お得用タイプ）
■幅195㎜×紙芯内径76㎜
①長さ12m（約42回分）巻	 ￥2,200

■幅160㎜×紙芯内径38㎜
②裏ワザカット	（ミシン目入90回巻）	 ￥770
③ダニ・花粉　（約90回分）	 ￥770

① 1337 ② 10346-1

③ 10346-2 ③ 2028-4

溝
の
中
で
も

使
え
ま
す
！

伸縮式
610～970㎜

超軽量
 710ｇ
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※価格は社会情勢等により変動する可能性があります。

ほうき・ちりとり・デッキブラシ・ダスタークロス

➡

一
枚
ず
つ
取
り
出
せ
ま
す
。

ポルベック
アプリケーター P 
作業性に優れたプラスチック 軽
量タイプ。 

テラモト

ライトモップⅡ
耐久性に優れたアルミタイプ。 

	規格	 コード	 参考価格
	45	 4534-1	 ￥5,200／本
	60	 4964	 ￥5,700／本
	90	 4778	 ￥7,200／本

（1ケース10本入）

	規格	 コード	 品名	 参考価格
	45	 0633	 P-45N	 ￥5,250／本
	60	 0500	 P-60N	 ￥7,000／本

（1ケース6本入）

ダスタークロス 
レギュラー 50シート
各50シート入  2箱／ケース　

	コード	 サイズ（㎜）	 参考価格
0587-1	 S：165×470	 ￥3,248／箱
	0936-1	 M：165×670	 ￥4,595／箱
	1972-1	 L：165×970	 ￥6,493／箱

ダスターキット
ダスターホルダー×1個
伸縮ハンドル×1本
お試し用クロス×3枚

	コード	 サイズ	 参考価格
	0725	 S	 ￥15,143
	1783	 M	 ￥16,523
	0722	 L	 ￥19,995

イージートラップダスター
粘着剤入り不織布が、
捕らえたダストを逃がさない！  
幅125㎜×150㎜×250枚／ロール

ソニカルダスタークロス
除塵性能と使いやすさに優れたお求
めやすいダスター。両面使用可能。
各50シート入 3箱／ケース　
	コード	 サイズ（cm）	 参考価格
	1870-2	 S：20×47	￥2,259／箱
	2405-3	 M：20×67	￥2,988／箱
	2405-4	 L：20×97	 ￥4,533／箱

	コード	 種別	 サイズ（㎜）	 参考価格
	4948-1	 45	 480×205	 ￥1,000／枚
	5213-1	 60	 660×205	 ￥1,350／枚
	5213-2	 90	 960×205	 ￥2,000／枚
	 	 	 	 （1ケース40枚入）

	コード	 種別	 サイズ（㎜）	 枚数	 参考価格
7695-4		 E-49	 200×490	 100枚入り	 ￥3,360／箱
7695-3	 E-65	 200×650	 100枚入り	 ￥4,300／箱
18672	 E-95	 200×950	 100枚入り	 ￥6,520／箱
		 	

	コード	 品名	 サイズ（㎜）	 枚数	 参考価格
	7695-2	 T-49	 200×490	 80枚入り	 ￥6,400／箱
	7695	 T-69	 200×690	 70枚入り	 ￥6,300／箱
	7695-1	 T-99	 200×990	 50枚入り	 ￥7,800／箱
		 	 	

	コード	 	 参考価格
	0608-5	 1箱2ロール入	 ￥9,218
	619	 イージーフリップホルダーキット	M	￥13,905
	609-9	 イージーフリップホルダーキット	S	￥10,430

クイックルワイパー業務用
ヘッドウラ面に波紋形状・ラウンド形状を採用し、
シート中央部まで汚れが入り込みシート全面で汚れ
をキャッチ！軽量で壁や天井などの高いところの
清掃にも使えます。
ハンドル長1,367㎜	　ヘッドサイズ500×110㎜

	 参考価格　￥2,300

キット
内容

ポルベック
ダスタークロス 45・60
静電気の力で、細菌はもとより塵や埃を効率よく
吸着します。毛足が長いため、凸凹にも追従し高い
捕集能力を発揮します。 
	規格	 コード	 サイズ（㎜）	 入数	 参考価格
	45	 0529	 200×480	 1ロール130枚×3ロール	￥22,500
	60	 2015	 200×655	 1ロール100枚×3ロール	￥22,500

	規格	コード	 サイズ（㎜）	 入数	 参考価格
	60	 2672	 200×655	 1ロール50枚×6ロール	￥26,400
	90	 0827	 200×950	 1ロール40枚×6ロール	 ￥31,200

P

ポルベック
ダスタークロス HR60・90
構成繊維にPET ボトルリサイクル原料を50％
以上使用したエコマーク商品。耐水性・耐久性
にも優れしかも両面使用可能で経済的。 

エンボス加工で、
拭き取り性能を
アップしました。

シートタイプ

除　塵

3655-3

クイックルワイパー
業務用 立体吸着
ウェットシート
	 参考価格
	30枚入／袋	￥1,715／袋

3655-4

クイックルワイパー
業務用ドライシート
	 参考価格
50枚入／袋	￥1,510／袋

3755-1

プロテック

マイクロファイバーパッド再生WT
水拭き・から拭き兼用です。洗濯し、繰り返し使用
できるため経済的です。

水拭きもカラ拭きもできる！
マイクロファイバー素材が、洗剤なしで
も強力に汚れをかき取ります

ライトダスターE
日常の清掃に！経済的な
エコノミータイプ

ライトダスターT
耐久性・耐摩耗性に優れ
たダスタークロス
一枚ずつ取り出せ保管に
も便利です｡
両面使用可能です｡
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■平金具付スペア

コンドル

ドライワイパー
	コード	 幅	 参考価格
	10358	 60cm	 ￥2,700
	10358-1	 スペア60	 ￥1,250
	1663	 45cm	 ￥1,600
	0359	 スペア45	 ￥550
	2803	 40cm	 ￥1,500
4601	 スペア40	 ￥500

テラモト 

ドライヤー60・90・120・150
広範囲の水切りに便利なワイドタイプ。大型でも移
動がラクなキャスター付きがお勧めです。
	コード	 規格	 参考価格
	6592	 60cm	 ￥5,600
	6592-1	 60cmスペア	 ￥1,600
	5255	 90cmキャスターなし	 ￥6,800
	5255-1	 90cmキャスター付き	 ￥9,900
	10583	 90cmスペア	 ￥2,700
	4789	 120cmキャスターなし	 ￥10,200
	4482	 120cmキャスター付き	 ￥12,000
	7169	 120cmスペア	 ￥3,500
	21650	 150cmキャスターなし	 ￥14,000
	4363	 150cmキャスター付き	 ￥15,000
	21650-1	 150cmスペア	 ￥4,400

コンドル

ドライワイパー特大
両端の工夫により、効率よく水を捕らえて
かき出します。特に広い場所の水切り作業
に向いています。

	コード	 サイズ	 入数	 参考価格
	0702	 60ｃｍ	 5本	 ¥5,600／本
	0748	 90ｃｍ	 5本	 ¥6,800／本
	5409	 120ｃｍ	 5本	 ¥10,200／本
	0702-1	 スペア60cm	 10個	 ¥1,650／個
	0739	 スペア90cm	 10個	 ¥2,700／個
	5409-1	 スペア120cm	 10個	 ¥3,500／個

水切り

	コード	 種別	 幅	 参考価格
	14984	 クリップ式	 30cm	 ￥3,250
14985	 〃	 45cm	 ￥3,625
	14986	 〃	 60cm	 ￥4,625
	4989-3	 〃	 90cm	 ￥10,000
14987	 ジョイント式	 30cm	 ￥3,250
14988	 〃	 45cm	 ￥3,625
	14989	 〃	 60cm	 ￥4,625
	14987-1	 替えゴム	 30cm	 ￥1,250
14988-1	 〃	 45cm	 ￥1,500
	14989-1	 〃	 60cm	 ￥2,000

エンボスドライヤー
特殊柔軟ゴムが床の形状に追従し、凹凸の
ある床でもしっかり汚水を捉えます。

	コード	 幅	 参考価格
	 0003-9	 33cm	 ￥1,750
	 0003-8	 40cm	 ￥1,800
	 0003-12	 48cm	 ￥1,850
	 7169-2	 33cmスペア	 ￥620
	 7169-1	 40cmスペア	 ￥680
	 7169-3	 48cmスペア	 ￥740

テラモト 

ニュードライヤー
床に溜った水や、掃除した後の洗浄水な
どを集めて除去します。

	 コード	 幅	 参考価格
	 0003-2	 33cm	 ￥1,260
	 0003-1	 48cm	 ￥1,360
	 14404	 33cmスペア	 ￥420
	 14403	 48cmスペア	 ￥440

テラモト 

FXドライヤー
エッジの効いた柔らかなゴムが特長。樹
脂製なので軽量で扱いやすく、サビの発
生もありません

BMドライヤー
洗浄後の汚水や雨水を素早く取り除きます。
	幅	 ヘッド　	 替えゴム　　
	33cm	 ￥1,100	 0877-2 	 ￥600	 0328-5
	48cm	 ￥1,400	 2941-1 	 ￥700	 0329-1
	60cm	 ￥2,100	 0877-1 	￥1,100	 0877

ハンドルは別売です

水切り・ドライヤー・水取り・バケツ

クレンリネスドライヤー
柔らかく弾力のある素材で凸凹に対応します。
	コード	 品番	 参考価格	 入数　　
	2103-B	 D-35	 ￥1,400	 10本／ケース
	1914-B	 D-45	 ￥1,500	 10本／ケース
	2117-B	 D-55	 ￥1,800	 10本／ケース
	4599	 SD35	 ￥500	 20本／ケース
	1534	 SD45	 ￥550	 20本／ケース
	3041	 SD55	 ￥600	 20本／ケース

■ハンドルは100 ページの
「クレンリネスハンドル」を　
ご使用ください。

■ハンドルは139 ページの
「FX ハンドル アルミ柄」

　をご使用ください。

	 コード	 規格	 参考価格
	 0003-11	 40cm 本体	 ￥1,650
	 0003-13	 40cmスペア	 ￥560
	 0003-7	 48cm 本体	 ￥1,700
	 0003-10	 48cmスペア	 ￥630

耐油ドライヤー
油に対して高い耐久性のあるゴムを採用した、
汚水・油をムラなく除去できるドライヤーです。
油をよく使う工場現場の清掃に。

耐油ゴム使用
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●病院　●トイレ等の水回り　●ホテル　
●旅館  ●レストラン　●ファーストフード　

●オフィスビル　●マンション　●デパート　
●スーパー　●各種店舗　●工場　●学校　

いろんなところで大活躍！！

リップ部はソフトゴム製で、
しかも先端が二重になって
いるため水分を効率良く集
めることができます。

美容
室でも大人気！

FDA( アメリカ食品薬品局) の基準を満たしたグラスファイバー製！

衛生面で優れるグリーンラバーを使用した
ゾーニング対応のプロ向けフロアスクイジー！
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水切り・ドライヤー・水取り・バケツ

水
切
り
・
ド
ラ
イ
ヤ
ー
・
水
取
り
・
バ
ケ
ツ

メジャーカップ
洗剤の希釈に便利。
	コード	 サイズ	 参考価格
	21514	 500ml	 ￥500
	1823-3	 1L	 ￥500
	1823-2	 2L	 ￥850

鉄道型水取り
水や汚水を集め取るのに便利
です。
サイズ：W305×D354×
H513㎜
	参考価格　　￥5,000

	5・8・10・
13・15・20L

セレクトバケツ
優しい持ち手。食品衛生法適合食品や飲料水にも安心して使えます。広
口タイプもあります。
	コード	 型番	 容量	 参考価格
	10256	 B-5	 ５L	 ￥675
	1375	 B-8	 ８L	 ￥750
	1036	 	B-10	 10L	 ￥900

	コード	 型番	 容量	 参考価格
	0510	 B-13	 13L	 ￥1,100
	0376	 B-15	 15L	 ￥1,250
	1243	 B-20	 20L	 ￥2,000

2.3L の大容量！
何度も捨てに行く
必要がありません。

アーバンちりとり
D-BL
大量のゴミもあふれにくい
デザインです。
サイズ：W337×D326×
H532㎜
	参考価格　　￥1,650

水取り
水切り作業用ツールです。ド
ライワイパーとセットでご使用
ください。
材質: 亜鉛引鉄板
	参考価格　￥5,600

プロフィット

スケールバケツ
目盛付バケツ。
容量：20L
参考価格　￥1,850

最大吸水容積：2.3L　重量：1,700g
W450×D125×H893㎜（立姿時）	W450×D310×H732㎜（座姿時）

ウォーターパン

	コード	 品名	 入数	 参考価格
	0600	 本体	 10台	 ￥8,000／台
	4184	 スペアブレード	 20枚	 ￥1,600／枚

水とり

バケツ

67754448-1
1026

1007-1

ヘッドの形が水を逃がさないよう工夫してあ
り、アイスクリーム、たまご、プリン、豆腐など
の、様々な水っぽいゴミに対応。雑巾等に比
べとても楽でスマートなので、お客様の多いレ
ストラン等での使用にも最適。

ライトウォーターブルーム

水気の多いゴミや髪の毛の処理
に最適のワイパー型ブルーム。

スペアゴム

サイズ：W400×D40×H1165㎜			重量：430g
	コード	 品名	 入数	 参考価格
	CG10100	 本体	 10本	 ￥4,200／本
	CG20100	 スペアヘッド	 10個	 ￥2,600／個
	CG20101	 スペアゴム	 1個より	 ￥1,300／個

グングン吸水激絞りワイパーF AZ259
驚きの吸水力。簡単操作でしっかり絞る。
拭き幅約27cm		柄の長さ71〜103cm

コンドル

PVA スポンジワイパーGR-WET
折絞り機能付きの吸水用スポンジワイパー。
ハンドルをステンレス化、耐久性を向上。
幅270×奥行70×全長940〜1320㎜
　参考価格　　￥3,400

シルバーワイパーU
手を濡らさずにスポンジが絞れるレバー付
モップ。
拭き幅約18cm		全長1425ｍm

	コード	 品名	 参考価格
	5621	 本体	 ￥1,540
	5622	 替スポンジ	 ￥500
	13245	 専用ケース	 ￥713

	コード	 	 参考価格
	1301	 本体	 ￥3,300
	1302	 替スポンジ	20個入	 ￥1,700／個

専用保湿ケース

手を汚さず

モップが
 絞れます！

4553

35cm 幅・45cm 幅

テラモト 

吸水ローラーミニ
ローラーを転がすだけで施設内やグラウンドに溜まった大量
の水を吸収し除去します。ローラー1本あたり約1.5リットルの
吸水量！　ローラー幅468mm
※FX ハンドルは付属しておりませんので別途お買い求めくだ
さい。
	 コード	 参考価格
	 5077-5	 		¥11,500

コンドル 

ニュー除水ローラー
強力な除水能力で水たまりを短時間で除水できます。樹脂製
で軽く移動が楽にできるので、駐車場などの広々としたスペー
スの除水に最適です。※平滑な床面（P タイルや人工大理石な
ど）ではご使用になれません。土のグラウンドや砂地では、水
たまりに不織布シートを広げて使用します。地面の状態に合わ
せて絞り圧の調整が可能です。タンク横の排水口から素早く
排水できます。
	 コード	 参考価格
	 23247	 		¥304,500

テラモト 

吸水ローラーミニ
スペアスポンジ
ローラー幅115mm×4個セット
	 参考価格	 		¥7,500

※FXハンドルは
　別売です。

フレームを押さえる
だけで簡単に排水
できます。

5077-8

■ハンドルは139 ページの
「FX ハンドル アルミ柄」

　をご使用ください。

FDA( アメリカ食品薬品局) 認可材料使用で表面に凹凸がない為衛生的で
す。赤、青、白、緑、黄色の全5色です。本体耐久温度121℃、グリーンラバー
部耐久温度-40℃～+80℃。幅40cm と60cm の 2種類あります。

下
記
の
モ
ア
マ
ン	

グ
ラ
ス
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り
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水が逆流しない
構造です。

伸
縮
ハ
ン
ド
ル

• FDA( アメリカ食品薬品局) 認可材料使用
• グラスファイバー製で軽くて丈夫です!
• 直径:3.2cm　長さ:140cm
• 表面に凹凸がない為衛生的です
• ねじ込み式ハンドル
• 赤、青、白、緑、黄色の全5色です。

モアマン グラスファイバーハンドル

モアマン スクリュー型フロアスクイジー
青、黄色の2色あり。共に幅35cm と45cm の2種類あります。
※下記のモアマングラスファイバーハンドルはもちろん、他社製ハンドルにも
取り付け可能です。

	カラー	　コード	 参考価格　
	 赤	 M16823	 ￥5,140／本
	 青	 M16822	 ￥5,140／本
	 白	 M16824	 ￥5,140／本
	 緑	 M16821	 ￥5,140／本
	 黄	 M16820	 ￥5,140／本
	 	 	 （1ケース6本入）		

  40ｃｍ幅
	カラー				コード	 参考価格　
	 赤	 M16530	 ￥4,970／本
	 青	 M16533	 ￥4,970／本
	 白	 M16529	 ￥4,970／本
	 緑	 M16532	 ￥4,970／本
	 黄	 M16534	 ￥4,970／本
	 	 	 （1ケース6本入）				

  60ｃｍ幅
	カラー				コード	 参考価格　
	 赤	 M16170		 ￥6,050／本
	 青	 M16178	 ￥6,050／本
	 白	 M16169	 ￥6,050／本
	 緑	 M16172	 ￥6,050／本
	 黄	 M16179	 ￥6,050／本
	 	 	 （1ケース6本入）				

■スペアラバー
	 幅	 品番	 参考価格　
	40cm 用	 M16892	 ￥2,150／本
	60cm 用	 M16981	 ￥2,410／本
	 （1ケース12本入）				

他社製スクイジー

ハイジェニック
フロアスクイジー

モアマン ハイジェニックフロアスクイジー

■35㎝幅
	カラー	 			コード	 参考価格　
	 青	 M66352B	 ￥1,150／本
	 黄	 M66352Y	 ￥1,150／本
	 	 	 （1ケース10本入）				

■45㎝幅
	カラー	 			コード	 参考価格　
	 青	 M66452B	 ￥1,350／本
	 黄	 M66452Y	 ￥1,350／本
	 	 	 （1ケース10本入）				

	 他社製ハンドルにも取付け可能です！ヤマザキ テラモト
セイワ 等

在庫限り 在庫限り

在庫限り

在庫限り

在庫限り
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プロフィット フラッシュモップハンドル
作業性抜群で高品質な仕上がりをサポートする「軽量バランス設計」。
サイズ：22φ×全長1,420㎜

プロフィットフラッシュワックスラーグ
超繊維クラレの「コスモトロン」の使用により、優れた
液ばなれと抜群の作業性
を発揮、確かな膜厚を実
現します。（1ケース20枚入）

プロフィット フラッシュホルダー
船底形状のホルダーが床
面にしっかり均一に追随。
脱着容易なマジックテープ
ストッパー採用。
（1ケース6個入）

フラットタンク
スウィングモップ
専用タンク。
参考価格				￥12,000

TR
タンクⅡ
移動しながら作
業できる便利な
キ ャス タ ー 付
ワックスタンク。

参考価格
￥20,000

フリーハンドルモップ

	コード	 品　名	 参考価格
	10077	 FH40（1400アルミハンドル付）	 ￥6,500
	10077-1	 FH40S（伸縮式アルミハンドル付）	￥7,200
	3467	 FH40H（ホルダーのみ）	 ￥5,400

	コード	 品　名	 参考価格
	13999	 FH24（1400アルミハンドル付）	 ￥5,400
	10253	 FH24S（伸縮式アルミハンドル付）	￥6,200
	13999-1	 FH24H（ホルダーのみ）	 ￥4,500

■ホルダーサイズ：110×400㎜

■ホルダーサイズ：110×240㎜

ハンドル長：1,400㎜　
ハンドル長（伸縮式）：980〜1,600㎜

FH40

FH24

タートルモップ糸付（モケットモップ）
階段・部屋隅等のワックス塗布に
135×90×55㎜

タートルモップ糸付（タフモップ）
階段・部屋隅等のワックス塗布に
135×90×55㎜

	コード	 品名	 参考価格
	10505	 タートルモップ糸付	 ￥1,700
	10078-2	 替糸（5枚入）	 ￥1,120／枚
	

	コード	 品名	 参考価格
	10505-1	 タートルモップ糸付	 ￥1,600
	3068-6	 替糸（5枚入）	 ￥960／枚
	

ウレタン系ワックスもOK ！

10枚入　参考価格	 　￥2,500／枚

モケットモップ MM420
スウィングモップ用クロス（ムートンタイプ）毛足12㎜

145×420㎜

10枚入　参考価格	 　￥2,400／枚

タフモップ TM420
スウィングモップ用クロス（カットタイプ）

155×420㎜

スパイラルモップ SC4215
スウィングモップ用クロス（ループタイプ）
10枚入　参考価格　￥2,500／枚

145×420㎜

モケットモップ MM6420
スウィングモップ用クロス、毛足6㎜
10枚入　参考価格　￥2,400／枚
　

145×420㎜
	コード	 品　名	 参考価格
	10133-5	 SM40（1400アルミハンドル付）	 ￥7,200
	10133-4	 SM40S（伸縮式アルミハンドル付）	￥7,800
	10133-1	 SM40H（ホルダーのみ）	 ￥6,000

参考価格　￥1,720	（1ケース6本入）

	コード	 サイズ	 参考価格
0966	 45cm	 ￥4,700
	1852	 60cm	 ￥5,500

	コード	 サイズ	 参考価格
	0332	 45cm	 ￥2,860
	1711	 60cm	 ￥3,470

スウィングモップSM40シリーズ
船底タイプで、弧を描くように滑らかに作業できます。
ホルダーサイズ：130×400㎜
ハンドル長：1,400㎜　
ハンドル長（伸縮式）：980〜1,600㎜

船底タイプ

汎用ワックス用
（厚塗りに）

汎用ワックスに

ウレタン系・
コーティング塗布に

速乾用
（高濃度ワックスに）

コーティングに

汎用ワックスに

汎用ワックスに

速乾用
（高濃度ワックスに）

モケットモップMM424/260
毛足12㎜のムートンタイプ。
品名	 品名	 サイズ（㎜）	 参考価格
	10078-1	 MM424	 120×420	 10枚入￥2,500／枚
	10078-6	 MM260	 120×260	 5枚入￥1,920／枚

タフモップTM424/260
裏地が柔らかくなり、速乾性◎。
	コード	 品名	 サイズ（㎜）	 参考価格
	3068-2	 TM424	 120×420	10枚入￥2,400／枚
	3068-5	 TM260	 120×260	 5枚入￥1,600／枚

ループL420/260
ループコスモトロンＬＣ420の後継品です。
	コード	 品名	 サイズ（㎜）	 参考価格
	8433	 L420	 130×420	 10枚入￥3,000／枚
	8433-3	 L260	 120×260	 5枚入￥2,500／枚

ソフトモップS424/260
裏地が柔らかいソフトタイプ。カットタイプ
	コード	 品名	 サイズ（㎜）	 参考価格
	4312-4	 S424	 120×420	 10枚入￥2,000／枚
	4312-6	 S260	 120×260	 5枚入￥1,400／枚

ワックス塗布用

1077-9

3068-1

10078

10078-3

0875

3535

リスダン 

ワックスマンDX
ワックス塗布機
タンクにワックスを入れ床を滑らす
だけで、早く、キレイに、簡単に立っ
たままワックスがけができます。
洗って使えるコスモトロンモップ付。
全長120cm、
ワイパー25×11cm、
タンク容量1200ml
	コード	 参考価格
	13914	 本体	 ￥24,500
	5797	 替モップ×10枚	￥3,050／枚

ダイヤル式
で微妙な
ワックス液
量を調整で
きます。

2284

618-6

5704-2

モップ全長:1,275㎜		ボトル容量：500ml　
ホルダー：440×100㎜
充填可能薬液：一般的な床用洗剤、アルコール除菌剤、
1,000ppm以下の次亜塩素酸ナトリウム水溶液など
	 参考価格	 ￥18,058／セット

3M

水が出るモップツール

3M

ウエット ディスポーザブル
モップ

Mサイズ	430×115㎜	30枚入

	参考価格				30枚入	￥2,516／箱

表面のマイクロファイバー層と裏面の
液体吸収層で汚れを効果的に除去。

• 手元のボタンを押すことで必要に
応じて水や薬液を床に吐出できる。

• 清掃後はシートを捨てるだけで、
モップシートを洗う必要がない。

• 従来型の糸モップとバケツを用い
た清掃と比べて清潔で大幅な時間
短縮を実現。

5704-2

M 替糸（8寸幅）
10枚／ケース
	コード	 品番	 糸重	 使用時長さ	 参考価格
	0397-1	 No.2	 60匁	 約19cm	 ￥380／枚
	0397	 No.3	 70匁	 約21cm	 ￥440／枚
	1382	 No.4	 80匁	 約21.5cm	￥500／枚
	7055	 No.5	 100匁	 約19cm	 ￥580／枚

特紡替糸（8寸幅）
8×40・8×50・8×70
10枚／ケース
	コード	 糸重	 使用時長さ	 参考価格
	4132	 40匁	 約16ｃｍ	 ￥240／枚
	0223	 50匁	 約17ｃｍ	 ￥295／枚
	1505	 70匁	 約21ｃｍ	 ￥405／枚

プレス替糸（6寸）
10枚／ケース

	コード	 規格	 参考価格
	0398	 60×15×90匁	 ￥580

ワンタッチモップ
24cm・8寸幅用　柄：木
	コード	 ハンドル長さ	 参考価格
	0364	 135cm（4.5尺）	 ￥1,900
	0365	 150cm（5尺）	 ￥2,000
	21320-1	 ヘッドのみ	 ￥500
	2678	 金具	 ￥275

プレスモップ
17cm・6寸幅用　柄：木
	 全長	 参考価格
	 135cm	 ￥1,200

スプリング
モップ #8
24cm・8寸幅用　柄：木
	 全長	 参考価格
	127.5cm	 ￥1,050

意匠モップ台
Ｍ替糸を、クリップ式ハンドルで
使用するための商品です。ゾーニ
ング対応の5色を用意。
サイズ：24cm・8寸幅用

	コード	 カラー	 参考価格
	3343-2	 色付	 ￥600
	2678	 金具	 ￥275

ネオカラー
モップ #8
24cm・8寸幅用　柄：スチール
	 全長	 参考価格
	 約132cm	 ￥900

※ヘッド各色有：
　緑・桃・白・黄・青

純綿等、
特注可能です。

純綿等、特注可能です。

※オレンジ色の色付もあります。

スプラッシュ・
ラーグキャッチャー
開閉がワンタッチで可能なので、
簡単にラーグの装着・取り外し
をすることができます。内部に
ステンレスが入っているので、
折れにくい設計です。
8寸幅用　色：青、赤、黄、緑、白

参考価格　			￥1,200

スプラッシュ・
ラーグキャッチャー
開閉がワンタッチで可能なので、簡
単にラーグの装着・取り外しをする
ことができます。内部にステンレス
が入っているので、折れにくい設計
です。
6寸幅用　色：青、白

参考価格　			￥1,200

ここに替糸を挟
んで使用します。

ここに替え糸を
挟んで使用します。

8寸モップ

6寸モップ

0360 0362

3600

14253

14261

14424

14252

0180

5205

5205-1

モップ・フラットモップ・モップ絞り器

在庫限り

指に負担のか
からないボタ
ンタイプ吐出
方法

2つ穴からの
定量吐出で水
や薬液を安定
して供給

薬剤の種類を問わない
取り外し式ボトル。

国産によるサイズの
最適化を実現。



角
型
セ
ッ
ト

丸
型
セ
ッ
ト

丸型モップ部
角型モップ部

柄の長さ：約108〜130cm
	コード	 タイプ	 拭き幅	 参考価格
	58-1	 角型セット	 34cm	 ￥6,570	
	58-2	 丸型セット	 26cm	 ￥6,300

モップを上げ下げするだけ
で、洗浄と脱水が切り替え
できます。

使い方簡単！

モップはマイクロファイバー
繊維使用。洗剤を使わなく
てもお掃除できる万能繊維
です。

洗剤不要！

バケツサイズは直径約３２
cm、高さ２９cm。もう収納
スペースに困ることはありま
せん。

コンパクトに進化！
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クレンリネス ワンタッチシリーズ このマークが付いている商品は、青、赤、黄、緑、白の5色があり、
使用する場所によりツールの色を5色に分けられます。

5色の色分けカラーリング

クレンリネスハンドル
		 コード	 品番	 材質	 長さ	参考価格
	①	21978	 HFR-400P	 グラスファイバー（5色）	 128cm	 ￥1,400
	①	21978-1	 HFR-500P	 グラスファイバー（5色）	 143cm	 ￥1,600
	②	2221-1	 HSG-2000	 グラスファイバー伸縮（5色）	 91〜165cm	 ￥4,200
	③	2228-1	 HFR-400P-0	グラスファイバー（黒）	 128cm	 ￥1,400
	③	21978-BK	 HFR-500P-0	グラスファイバー（黒）	 143cm	 ￥1,600
	④	2220-1	 HSG-2000-0	 グラスファイバー伸縮（黒）	 128cm	 ￥4,200
	⑤	1542	 HA-400P	 アルミ	 128cm	 ￥1,600
	⑤	0331	 HA-500P	 アルミ	 143cm	 ￥1,800
	⑥	0159	 HSA-200P	 アルミ伸縮	 102〜189cm	 ￥3,000
	⑦	2226	 H-400	 木製（クリップ付）	 135cm	 ￥1,500
	⑦	2227	 H-500	 木製（クリップ付）	 150cm	 ￥1,700
	⑧	2220-2	 HSG-5EL	 グラスファイバー伸縮（白）	 91〜164cm	 ￥8,000
	⑨	2226-1	 HMA-400P	 アルミ三つ折り式	 52〜130cm	￥11,250

1 2 3 4 5 6 7

ながもちモップ替糸
10枚／ケース	※SS-6000・SS-8000はホスピタル用
	コード	 規格	 品番	 幅	 糸重	 参考価格
	3504	 替糸6寸	 SS-6200	 17cm	 300g	 ￥910
	3509	 替糸6寸	 SS-6500	 17cm	 335g	 ￥960
	3468	 替糸8寸	 SS-8300	 23cm	 260g	 ￥890
	3500	 替糸8寸	 SS-8500	 23cm	 300g	 ￥930

ヨリクロモップ替糸
	コード	 規格	 品番	 幅	 糸重	 参考価格
	10432	 替糸6寸	 MSS-6200	 17cm	 240g	 ￥910
	10437	 替糸8寸	 MSS-8300	 23cm	 200g	 ￥890

マジクロモップ
独自の糸を、ループ状にする
ことで、水拭き作業での軽い
拭きごこちを実現。 

	 品番	 参考価格
	MC-500	 ￥1,400

軽い拭きごこち

18067

マジクロモップホルダー
	 品番	 サイズ（cm）	 参考価格
	M-500H	 横45×縦9	 ￥3,500

かがまずモップ交換
独自のロック機構で、
かがまずモップ交換できます。

18072

マイクロモップ400ホルダー
	 品番	 サイズ（cm）	 参考価格
W-400N	 横40×縦10	 ￥3,500
W-400N-0（黒）	 横40×縦10	 ￥4,800

手を使わなくてもモッ
プの取り換えができる
ワンタッチプッシュ式

2429-4

2429

マイクロモップ400（水拭き用）
	 品番	 サイズ（cm）	 参考価格
WF-400	 横43×縦15	 ￥1,400

4133

クリップ
	品番	 サイズ（cm）	 参考価格
	H-CS	 横9.0×縦15.5	 ￥900

使用例

0276

長さ調節が簡単な
レバー式を採用

8 9

サイズ：横50×縦11cm

モップリンガー 8寸

参考価格				￥36,000

モップリンガー
BW-30
サイズ：
W430×D430×H140
　参考価格　￥32,000

コンドルスクイザー R
強力に絞れる手動ハンドル式。
サイズ：W310×D360×H295㎜
	 参考価格	 ￥5,500

	

8寸モップ
絞れます！

プレス式バケツしぼり器
モップを上から押し当て余分な水分を絞る、手を触れる必要の
ないフラットモップ用しぼり器。46cm のフレームに対応。
サイズ：
W66.5×D36.8×H40.8cm 	コード	 品番	 参考価格

	6512-1	 FGQ90088YEL	 ￥15,000

モップバケットY
フロント部分は低く、背面が高い設
計で作業中も背中や腰への負担を
和らげます。また、廃液が捨てやす
いハンドル付です。
サイズ：W520×D370×H430㎜
容量：36リットル　重量：4kg
参考価格　　　￥7,800

サイズ：W256×D240×H590㎜
重量：2.4kg
参考価格　　　￥6,800

モップリンガーY
テコの原理を応用した加圧機構で、
モップのパフォーマンスを最大に発
揮します。

下記のモップバケット専用設計です。
（ペール缶には装着できません）

コンドルスクイザー V
ペダルを踏むだけで楽な姿勢で絞れます。 
サイズ:W310×D360×H295㎜

	 参考価格	 ¥5,200

8寸モップ
絞れます！

モップ絞り

缶キャリー
金属製でとても丈夫です！
		参考価格	 ￥6,800／台

（1ケース2台入）　

U カンキャリー
カラー:ブルー、ブラック

	コード	 品名	 参考価格
	1765-1	 Uカンキャリー（ブルー）	 ￥5,800
5337-3	 Uカンキャリー（ブラック）	 ￥7,000
	13429	 Uカンキャリー用アダプター	 ￥1,200（4個入）

アダプターを4個取
り付ければ、プラス
チック缶にも対応。

1511

2051-1

2052

5572

1765

7892-2

BY10103

マイクロキャリーバッグ
マイクロモップ400が20枚入り、清掃前
の持ち運び・作業後の収納に便利なバッ
グです。
カラー：青・赤・黄・緑・白
W46×D16×H24cm
	 コード	 品番	 参考価格
	 4942	 BAG-1（青）	 ￥1,100

トルネード回転モップ 角型セット・丸型セット
脱水力・収納力・安定性にすぐれた進化型回転モップ！日本初の一槽式洗
浄バケツだから収納もコンパクト！

Easy Lock 式

バッグに入る
収納時52ｃｍ！

三つ折り式



4㎝

3.3㎝
山型カット

丸
型

カット

側
面
植
毛

ガタつかない！
特殊ねじ込みヘッド

ナイロンたわし内蔵モップとた
わしの１台
２役！

糸が千切れにくい
小型軽量モップ

フレキシブルヘッドで、
低い隙間の奥にも
入り込む！

肉厚アルミでしならない！
ガタツキ無しの特殊ねじ込み式ヘッド採用。

ハクリ作業に
最適な
重量モップ！

抜群の吸水性・吸油性！
山型カットの
目地用ブラシ。

丸型カット＆側面植毛で
あらゆる場所に対応！

しならず軽量丈夫なハンドル！現場が求めたモップ・ブラシです！ フラットモップ   をホルダーに付けたまま洗えて絞れる！
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SYR システムモップ・ブラシ SYR バケット & モップリンガーシステム

SYR不織布モップ 
（150ｇ）
カラー：青（樹脂部分）

SYR 重量モップ （560ｇ）

　コード	 参考価格
		SY10113	 ￥1,800

サイズ : 全長 23×幅 3.3×高さ4cm
カラー：青（ブラシ部）

SYR目地ブラシ

SYR 16オンス 
スモールチェンジャーモップ（450ｇ）
モップの内側にナイロンたわしを内蔵しており、ヒールマーク等の汚
れにもハンドルから手を離さずに瞬
時に対応できます。
モップ部長さ：約 30cm

モップ部長さ：約 20cm

0.9ミリの
肉厚アルミ
（リブ付）
使用！！

色付なので
汚れが目立
たない！

（前ページのSYR フラットモップホルダーとSYR フラットモップ使用時）

ループ状糸&
ステッチ付で
耐久性抜群！

大 量 の 水 分を
保てるので、
広い面積を
一度に作業
できます！

使い方
動画は
こちら！

最適
モップ

最適モップ

16オンス
スモールチェンジャー
モップ

最適
モップ

フリーダムⅡ
ミディモップ

最適リンガー NU3

U2最適リンガー

最適
モップ

最適モップ

16オンス
スモールチェンジャー
モップ

最適
モップ

フリーダムⅡ
ミディモップ

最適リンガー NU3

U2最適リンガー

SYR フリーダムⅡミディモップ（268ｇ）
	コード	 カラー	 参考価格
SY10102B	 青	 ￥1,300
SY10102R	 赤	 ￥1,300

　コード	 	 参考価格
	SY10104	 重量モップ	 ￥1,300
	SY20117	 専用アタッチメント	 ￥760

　コード	 参考価格　
　S993711	 ￥800

（1ケース50枚入）

SYRシステムモップハンドル

	 コード	 全長	 参考価格
	SY10106	 90cm	 ￥1,250
	SY10107	 130cm	 ￥1,550

サイズ : 全長 90cm、135cm		
重量：300g（90cm）、365ｇ（135cm）
カラー：黒（樹脂部分）

サイズ : 全長 24.5×幅 11×高さ4cm
カラー：青（ブラシ部）

SYRスイベルデッキブラシ
　コード	 参考価格
	SY10112	 ￥2,300

LTS-R 用
ツールホルダー
両サイドに各1本、計2本取付可能になります。
（TC20-R には装着できません）

　コード	 参考価格
		SY20114	 ￥2,000

サイズ : 全長 30×幅 10×高さ9cm
カラー：青（ブラシ部）

SYRスクレイパーブラシ
　コード	 参考価格
		SY10114	 ￥3,200

	コード	 カラー	 参考価格
	SY10103B	 青	 ￥1,500
	SY10103R	 赤	 ￥1,500

SYR フラットモップホルダー
サイズ :41.6×14.8cm

　コード	 参考価格
		SY10120	 ￥3,180

SYR フラットモップ
サイズ（モップ部分）:40.5×14cm
　コード	 参考価格
		SY10119	 ￥1,270

4色のタグ付で、
ゾーニングに
対応しています。

モップを両サイドに取付けるためのホルダーです。

バケットに装着できる小型のバケツです。

オ
プ
シ
ョ
ン
装
着
例

丈夫な肉厚
プラスチック
採用！安定性抜群の

幅広キャスター

使いやすい
大きな開口部！

最適
モップ

最適モップ

16オンス
スモールチェンジャー
モップ

最適
モップ

フリーダムⅡ
ミディモップ

最適リンガー NU3

U2最適リンガー

背面にサインボードを
付けられます！

（NU3・U2共に）

現場の声から生まれたプロ仕様で作業性アップ！

バケット＆リンガーセット NU3
力が入れやすいリンガーと、しっかりセットできてグラつかない丈夫なバケットの
セットです。グリッドフィルター付で拭き取った砂粒を床に戻しません。また、下記
のオプションを取り付けることで、作業効率を上げることができます。

●リンガー単品		サイズ:H66（ハンドル除く）×W28.5（内寸19）×D23cm　重量：3kg
●バケット単品		サイズ:W29.5×D49×H78cm　重量：3.3kg

セット時サイズ:W29.5×D50×H108（ハンドル除く）cm　重量：6.3kg

	　品　名	 コード	 	 カラー	 	 参考価格
バケット＆リンガーセット	SY10108-	 B（青）・	R（赤）・	Y（黄）	 ￥20,250
バケットのみ	 SY10116-	 B（青）・	R（赤）・	Y（黄）	 ￥10,250
リンガーのみ	 SY10115-	 B（青）・	R（赤）・	Y（黄）	 ￥10,250

取っ手付で、
持ち運びも
ラクラク！

最適
モップ

最適モップ

16オンス
スモールチェンジャー
モップ

最適
モップ

フリーダムⅡ
ミディモップ

最適リンガー NU3

U2最適リンガー

ファーストフード店等に人気の小型タイプ

サイズ :W29.5×D49×
H66.5（ハンドル除く）cm　
重量：4ｋｇ　
カラー：青、赤、黄

バケット＆リンガーセット U2
優れた作業性と小型化を両立！ NU3を一回り小さくしたコンパクトサイズですが、機
能は全く変わりありません。

	 コード	 カラー	参考価格
SY10109B	 青	 ￥16,250
SY10109R	 赤	 ￥16,250
SY10109Y	 黄	 ￥16,250

ツールバケット
NU3、U2 共に最大で 3 個まで装着
できます。
サイズ量：W28.3×D20×H20.5cm
容量：約 4L　重量：0.4ｋｇ
	 コード	 カラー	 参考価格
SY10110B	 青	 ￥2,750
	SY10110R	 赤	 ￥2,750
SY10110Y	 黄	 ￥2,750

NU3・U2用

サイドツールホルダー
両サイドに各1本、計2本取付可能になります。
	コード	 対応製品	 参考価格
	SY20100	 NU3用	 ￥2,000
	SY20101	 U2用	 ￥2,000

バケット＆リンガー
セット
TC20-R
高さを抑えたコンパクト設計。
収納時にスペースを取らず、オ
フィスや店舗等にピッタリ。
セット時サイズ:W35×D45×
H73.5（ハンドル含む）cm
容量：13L　重量：4.98㎏

　コード	 参考価格
		SY10118B	 ￥16,250

バケット＆リンガー
セット
LTS-R
腰への負担が少ない高さ
で作業でき、少ない力で
しっかりモップが絞れます。
セット時サイズ:W30×D57
×H105.5（ハンドル含む）
cm　容量：14L　
重量：6.28kg

　コード	 参考価格
SY10117B	 ￥20,250

SY20115

TC20-R でフラットモップ
を絞るには、このパッドが
必要です。（LTS-R には付
いてきます）

LTS-R・TC20-R 用
ソフトパッド
	参考価格	 ￥1,670

そのまま絞れる！そのまま絞れる！そのまま絞れる！

そのまま洗って、そのまま洗って、そのまま洗って、

高さを抑えたコンパクト設計。収納
時にスペースを取らずオフィスや店
舗等にピッタリ

腰への負担が少ない自然な
位置で作業でき、少ない力で
しっかりモップが絞れます。

次ページのバケット＆リンガーセット「TC20-R」もしくは「LTS-R」との組
み合わせで、フラットモップをホルダーに付けたまま洗浄と絞りが可能にな
り、作業効率が大幅に向上します。

◦サインボードは36	ページを
　ご覧ください



■バケットホルダー
参考価格	
￥4,100	

コード
TF10119

色
黒

これは
便利！ 逆さに収納出来て

水切れもバツグン！

■ツールフレックス 
規格	 コード	 カラー	 参考価格
15〜20㎜用	 TF10100-	 （黒/ピン黄）・　W（白）・　G（緑	在庫限り）　	 ￥770
20〜30㎜用	 TF10101-	 （黒/ピン赤）・B（青）・G（緑）・R（赤）・W（白）・Y（黄）	・RB（赤+ゴム黒		在庫限り）		 ￥790
25〜35㎜用	 TF10102-	 （黒/ピン黒）・B（青）・G（緑）・R（赤）・W（白）・Y（黄）	・RB（赤+ゴム黒		在庫限り）	 ￥860
30〜40㎜用	 TF10103-	 （黒/ピン黒）・B（青）・G（緑）・R（赤）・W（白）・Y（黄）	・RB（赤+ゴム黒		在庫限り）	 ￥860
	

色
黒
青
赤

参考価格	
5 個入り	￥1,500
5 個入り	￥1,500
5 個入り	￥1,500

	コード
TF10109
TF10109B
TF10109R

■ツールフレックス 
   アルミレール・壁用フック（5個入）

■ツールフレックス パイプ用
参考価格	
￥1,500
￥1,500
￥1,500
￥1,500
￥1,500
￥1,500
￥1,600

	コード
TF10104
TF10105
TF10105R
TF10106
TF10106R
TF10107
TF10108

色
黒（在庫限り）
黒
赤（在庫限り）
黒
赤（在庫限り）
黒
黒（在庫限り）

Φ18㎜パイプ用
Φ20㎜パイプ用
Φ20㎜パイプ用
Φ22㎜パイプ用
Φ22㎜パイプ用
Φ25㎜パイプ用
Φ28㎜パイプ用

品　　名

■ツールフレックス スペアラバー
規格	 コード	 カラー	 参考価格
15〜20㎜用	 TF20100-	 （黒）・　W（白）・　G（緑）・　	 ￥360
20〜30㎜用	 TF20101-	 （黒）・B（青）・G（緑）・R（赤）・W（白）・Y（黄）			 ￥360
25〜35㎜用	 TF20102-	 （黒）・B（青）・G（緑）・R（赤）・W（白）・Y（黄）		 ￥360
30〜40㎜用	 TF20103-	 （黒）・B（青）・G（緑）・R（赤）・W（白）・Y（黄）		 ￥360
	

■ツールフレックス アルミレール
全長	 コード	 カラー	 参考価格
35cm	 TF10113-	 （黒）・B（青）・G（緑）・R（赤）・W（白）・Y（黄）		 ￥1,440
50cm	 TF10114-	 （黒）・B（青）・G（緑）・R（赤）・W（白）・Y（黄）			 ￥1,960
90cm	 TF10115-	 （黒）・B（青）・G（緑）・R（赤）・W（白）・Y（黄）		 ￥2,760
	

■ツールフレックス パイプ用フック
参考価格	
￥1,500
￥1,500
￥1,500

コード
TF10110
TF10111
TF10112

品　名
Φ18㎜パイプ用
Φ20㎜パイプ用
Φ22㎜パイプ用

色
黒（在庫限り）
黒
黒

FDA 承認
FDAの承認を得た材料を使用。

HCV-EU 認証
HACCP制度にも対応。

NSF 認証
公衆安全衛生の分野で国際的に認
められた第三者の認証機関。

■ツールフレックスワン 追加ホルダー 2個入り
コード	 カラー 参考価格

TF10118- 	（黒）・B（青）・G（緑）・O（オレンジ）・
P（紫）・R（赤）・W（白）・Y（黄）	

2個入り
￥1,950

■ツールフレックスワン 94ｃｍ セット
セット内容:アルミレール（94㎝）×1本、ホルダー×5個、
取付用ブラケット×3個、エンドキャップ×2個、取付ネジ

コード	 カラー 参考価格

TF10117- 	（黒）・B（青）・G（緑）・O（オレンジ）・
P（紫）・R（赤）・W（白）・Y（黄）	

1セット
￥7,780

■ツールフレックスワン 54ｃｍ セット
セット内容:アルミレール（54㎝）x1本、ホルダー×3個、
取付用ブラケット×2個、エンドキャップ×2個、取付ネジ
コード	 カラー 参考価格

TF10116- 	（黒）・B（青）・G（緑）・O（オレンジ）・
P（紫）・R（赤）・W（白）・Y（黄）	

1セット
￥5,840

■ツールフレックスワン フック 3個入り
コード	 カラー 参考価格

TF20120- 	（黒）・B（青）・G（緑）・
R（赤）・W（白）・Y（黄）	

3個入り
￥1,760 	 コード	 カラー	 参考価格

	 TF20110	 黒	 2個入り￥940
	

■ツールフレックスワン 壁用マウント 
　2個入り
　壁用マウントなら、レールなしでも使えます。
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清
掃
用
品
収
納
関
連

清掃用品収納関連

HACCP 対応

コード	 カラー 参考価格

TF20107- 	（黒）・B（青）・G（緑）・O（オレンジ）・P（紫）・R（赤）・W（白）・Y（黄）	 ￥200

■ツールフレックス エンドキャップ

	 コード	 参考価格
	 TF201106	 2本入り￥180
	

■ツールフレックス アンカーボルト 
　2本入り

ゾーニング（色分け）で、
衛生管理を確実に！

置き場所に困った“長物”の収納に！

■ツールフレックス スペアピン 2個入り
	 コード	 カラー	 参考価格
	 TF20104-	 （黒）・B（青）・G（緑）・R（赤）・W（白）・Y（黄）			 2個入り￥180

■ツールフレックス スペアピン 大 2個入り
	 コード	 カラー	 参考価格
	 TF20105	 黒			 2個入り￥180

ツールフレックス ワン
本体表面から凸凹を極力無くしたサーフェスデザインで汚れが付きにくく、もし付いてもホル
ダー・レール共に工具なしで取り外して水洗いできるので食品工場など衛生面を重視する場所
にもぴったりです。ホルダー1個で5kg の耐荷重！重いツールでもしっかりホールドします。

お掃除ボックス1800 
事務所、店舗、病院、学校、工場、⼀般家庭など
幅広いシーンでの道具の整理に役立ちます。

ツールフレックス 

押すと

キャッチ!

サイズ：幅455×奥行400×高さ1790㎜
	 コード	 参考価格
	 1851-1	 ￥71,400

清掃システム
ラックA 
サイズ：幅840×奥行440×
高さ1818㎜
	コード	 参考価格
	7640	 ￥55,500

大
型
収
納
タ
イ
プ

省
ス
ペ
ー
ス
タ
イ
プ

モップハンガー RC 型（１２本掛）
モップなどを簡単に脱着できるアーム型フック。

モップハンガー RC 型コンパクト（6本掛）
モップなどを簡単に脱着できるアーム型フック。

瞬
時
に
脱
着
で
き
る

ア
ー
ム
型
フ
ッ
ク

サイズ	 本体：約W930×D505×H1375㎜、
	 受皿：約W845×D345×H27㎜（内寸）
	 コード	 参考価格
	 0337-1	 ￥35,000

サイズ	 本体：約W536×D505×H1375㎜
	 受皿: 約W453×D345×H27㎜（内寸）
	 コード	 参考価格
	 0337-2	 ￥33,000

スイッパー 掃除用具入れ 
耐久性抜群！ 丈夫なスチール製。

	 コード	 品名	 サイズ	 参考価格
	 4472-4	 SWA-600	 W600×D400×H1790㎜	 ￥65,750	
	 4472-12	 SWA-900	 W880×D515×H1790㎜	 ￥103,750

掃
除
用
具
は
別
売
で
す
。

掃
除
用
具
は
別
売
で
す
。

掃
除
用
具
は
別
売
で
す
。

スマートフォン等
のバーコードリー
ダーで読み取ると、

YouTube にて商品の動画
を見ることができます。



	 外壁洗浄剤	 外壁洗浄剤
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学校・体育館 160 

マット・施設備品・梱包用品 164 

エスカレーター・エレベーター清掃 169 

清掃用カート 170 

台車 174 

ユニフォーム 176 

手袋・シューズ 182 
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防災・水害復旧 200 
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石
材
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

ピカソ
タイル・御影石・－般外壁材についたサビ・水あか・雨じみ等の
強力な汚れ落としに効果的な洗浄剤です

	 コード	 容量	 参考価格
	 2018	 4L×4本	 ￥16,800／本
	 1143	 18L	 ￥64,000　　■施工前 ■施工後（部分）

タイル、
御影石、
外壁用

特殊洗浄剤

オリーブ
石材・コンクリート等に付いた油の洗浄・除去に効果的な洗剤です。
がんこな油じみ除去には湿布が効果的です

	 コード	 容量	 参考価格
	 1677	 4L×4本	 ￥12,600／本
	 3127	 18L	 ￥50,400■施工前 ■施工後

石材用
油除去剤、
外壁洗浄剤

コロンバン（酸性タイプ･中性タイプ）
水に濡れると滑りやすくなる石材・床材に、スリップ防止効果を与えます。
表面にミクロン単位の凹凸をつくることにより、摩擦係数を高め、スリップを防
止します。防滑性重視の酸性タイプと、美観重視の中性タイプの2種類あります。
	コード	 容量	 参考価格　　
	0693	 4L×4本	 ￥16,800／本
	 3877	 18L	 ￥64,000　　

ノンスリップ剤

石材メンテナンス

	コード	 容量	 参考価格
	5240	 4L×4本	 ￥10,200／本
5399	 18L	 ￥40,900

	 コード	 容量	 参考価格
	 21043	 4L×4本	 ￥6,800／本
	 21043-1	 18L	 ￥25,200　

ピタゴラス
外壁・屋根・床材の水あか、コー
キングのたれじみ洗浄剤。養
生の簡素化を可能にしたバイ
オ・ハイパワー洗浄剤です。

アンドレ
外壁材の軽度な水アカ除去に効果的です。ステンレス・アル
ミのサビが除去できます。酸性タイプですがデリケートな素
材にも使用可能な
セーフティータイプ。

ドレストン
優れた洗浄力により、頑固な汚れを短時間で除
去する超強力洗浄剤です。あご下付近など汚れ
が蓄積しやすい箇所の洗浄や、長年蓄積された
水あか、シリカスケールの除去に最適です。

外壁・屋根・
床材の水あか、
コーキングの

たれじみ洗浄剤

洗　剤

パワー花子
頑固な水あかの洗浄剤。頑固な水あかや数年にもわたり蓄
積された通常の酸性洗剤では除去できない汚れの除去。
酸性（フッ化水素アン
モニウム4％以下含
有）

エフロクリーナー
頑固なエフロを綺麗に除去します。有毒ガス、刺激臭なしで
使いやすい。環境配慮の有機酸タイプ。

水あか
除去剤

水あか除去洗剤 
Aタイプ・Bタイプ（増粘）
タイル・石材・金属等に固着した硬質系の
水あか汚れ・サビをスピーディに除去、洗浄
する強力酸性洗剤です。（洗浄後の防汚処
理は、艶復元コート・タイルガードプロ・バ
スブライトプロ等の使用部位にあわせた
コート処理をお薦めします。）

	コード	 品名	 参考価格
	189-2	 Aタイプ	1kg×15本	 ￥2,200／本
	189-3	 Aタイプ	10kg×2本	￥13,500／本
	1896-5	 Bタイプ	1kg×15本	 ￥2,600／本
	1896-2	 Bタイプ	10kg×2本	￥16,500／本

油汚れ・
ヒールマーク

除去剤
	 コード	 容量	 参考価格
	 7675-1	 4L	 ￥5,400
	 7675	 10L	 ￥11,100

アルクリーナー
油汚れ・煤煙・ヒールマークの除去を目的としたアルカリ洗浄剤です。外壁や床のコンクリート・
石材・タイルの洗浄に最適です。内外床壁面の重汚染部の洗浄。特に、磁器タイル・御影凹凸床
面の洗浄。汎用アルカリ洗浄剤の数倍の洗浄効果。素材を白く傷めるようなことがありません。

	コード	 容量	 参考価格
	13334-1	 3.78L×4本	 ￥5,700／本

マジックアマドーレ×
バイツー

2
従来品を2倍に濃縮し、経済的でさらに
使いやすくリニューアル。壁面雨だれ、重
汚染外壁、腰壁、看板やテントの雨だれ
除去に。鉱物油系油汚れ除去に優れて
います。

オールクリーン
タイル、レンガ、吹付けタイルの洗浄剤に。汚
れのひどい外壁に対して抜群の浸透力で汚れ
を分解させます。アルカリ洗浄剤では落ちな
い汚れ（水あか・シリコーンだれ・サビだれ・カー
ボン系の汚れを落とすことができます。）コー
ティング加工面の洗浄もOKです。
	 コード	 容量	 参考価格
	 1636	 20L	 ￥30,000

アブラリムーバー
アルカリ性・動植物油用。飲食店の油
汚れ洗浄に最適です。湿布剤ネンドル
と併用することで、石材内部に染み込ん
だシミも除去できます。

	コード	 容量	 	参考価格
	7832-1	4kg×4本	 ￥8,000／本
	7832-2	 18kg	 ￥30,800

　処理前 　処理後

オイルゲッター
鉱物油用。エンジンオイル・潤滑油等の
洗浄に、ネンドルとの併用で効果大。

	コード	 容量	 参考価格
	2888-3	 1L×6本	 ￥3,300／本
	2888-2	 4L×4本	￥8,400／本 ※ネンドルと混ぜ合わせて貼り付け。

　処理前 　処理中 　処理後

	コード	 容量	 参考価格
	13907-1	 480ml×6セット	￥8,100／セット	

ステインマジック石材用
ハードフロアについたコーヒーやワイン、
また花びらなどの有機系のシミを消す
洗剤です。Ａ液とＢ液を1：１で混ぜ合わ
せてスプレーします。回収不要なので手
軽に使用できます。必ず取り扱い説明書
を読んでご使用ください。

ガムリムーバー
ガム、チョコレート等を凍結し、
除去します。石床、道路などのガ
ムとりに。

	コード	 容量	 参考価格
		2753-2	 330ml	￥2,160／本

ガム
除去剤

ダビンチ
浸透性・被膜性シリコーンの除去
に効果的な洗浄剤です。石材に付
いたシリコーンをいためずに除去
できます。
	コード	 容量	 参考価格
	1739	 4L×4本	 ￥12,600／本
	1739-1	 18L	 ￥50,400

トルネード
洗浄剤と混ぜるとペースト状になり長時間の湿布が可能です。 洗浄
剤と併用することにより石材に浸透したシミ、汚れを吸着除去します。
	コード	 容量	 参考価格
	3661-2	 1kg	 ￥2,300／本
	3661-1	 5kg	 ￥9,900／本
	3661-6	 10kg	 ￥16,800／本

ネンドル
石材内部に浸透した取れにくいシミや汚れを除去する際の湿布・
吸着剤です。イシクリーンシリーズの洗浄剤と混合して使用します。

	 コード	 容量	 参考価格
	 10310	 2kg×6箱	 ￥4,300／箱
	 10398	 10kg	 ￥18,800

　処理前

(洗浄剤併用)

　処理後

湿布吸着材

外壁の水あか・
黒ズミ・鉄サビ

洗浄剤

シリコーン
除去剤

（アルカリ性）

スマート 外壁洗浄剤シリーズ
有機酸含有で取れにくい
汚れも除去できる洗浄剤
です。腐食防止剤入りで、
すぐに水で流せば素材
も痛みにくい。非劇物の
マイルドタイプ（ 無印）、
劇物のW（強力）、T（超強
力）の3種類ございます。

	マイルド/無印　	 強力/W　	 超強力/T

	コード	 品名	 容量	 参考価格　　
	20049	 外壁洗浄剤	 4L×4本	 ￥5,000／本
	20050	 外壁洗浄剤	 18L	 ￥18,000
	14153	 外壁洗浄剤W	 4L×4本	 ￥5,500／本
	14153-1	 外壁洗浄剤W	 18L	 ￥20,000
	14153-2	 外壁洗浄剤T	 4L×4本	 ￥8,000／本
	14153-4	 外壁洗浄剤T	 18L	 ￥28,000

	コード	 容量	 参考価格
	 	 4L×4本	 ￥7,000／本
	 	 18L	 ￥28,000

	コード	 容量	 参考価格
	1411-2	 4kg×4本	 ￥10,600／本
	1411-3	 18kg	 ￥36,500

	コード	 容量	 参考価格
	20055	 4kg×4本	 ￥6,360／本
	20056	 18kg	 ￥26,400

ピカ－ト1000
ベランダ、手すりなどアルミ材の美観
回復にサッとひと拭き！ 施工が簡単
な表面保護・美観回復剤です。適度な
光沢とウエット感を与えます。はっ水性。
	 コード	 容量	 参考価格
	3450-7	 1L	 ￥15,000
	3450-2	 4L	 ￥42,500
	3450-5	 18L	 ￥142,500

劣
化
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ガリレオ
大理石・御影石・擬石・タイル等の艶出し、保護及び汚れ防止に効果的なコーティング保護剤です

	コード	 容量	 参考価格
	2005	 1L×6本	 ￥17,800／本
	0869	 4L×4本	 ￥62,300／本
	3854	 15L	 ￥207,900

▼ガリレオ塗布

（共に1時間後拭き取り）

▼無塗布

■耐酸性実験

コンクリートシーラー
多孔性のコンクリートの床面を、硬い特殊
合成樹脂で完全にシールします。コンク
リートの床から発生する粉塵をシャットア
ウトし、浮遊、付着を防ぐとともに、水、薬品、
油による腐食から床を守ります。
	 コード	 容量	 参考価格
	 0001	 18L	 ￥26,100

石床プロコート
低温多湿造膜強化樹脂配合の石床用ワッ
クス。あらゆる石質系床材に対応し、安定
した光沢・耐久性能を発揮。
	 コード	 容量	 参考価格
	 4065	 18L	 ￥24,600

タイルキング
タイルのサビ・水あか・塩害・汚れ防止に効
果的なコーティング剤です。塗りやすく高
耐久、外壁材の光沢復元・保護・変色防止
等プロの実力を引き出します
	コード	 容量	 参考価格
	3573-1	 4L×	4本	 ￥18,100／本
	3573-2	 16L	 ￥65,300

ストーンキープ
クリーナーA＆B
石材表面に付いた頑固な汚れはもちろん、
これまで諦めていた内部のシミまできれ
いにし、石本来の風合いを復元する２液性
風合い復元漂白剤です。
	 容量	 参考価格（A/B液セット）
各	3.78L	 ￥11,170／セット
A液：1+B液：1+お湯：1で使用します。

ストーンライフコート
大理石・御影石・テラゾーなどの天然
石材専用仕上剤です。透明感のある素
晴らしい光沢が得られ、また密着性に
優れているので、 鏡面仕上げはもちろ
ん、あらゆる表面状態に使用できます。

	コード	 容量	 参考価格
	 1651	 18L	 ￥30,930

ストーンライフ
クリーナー
大理石、御影石、テラゾーなどの天
然石材専用クリーナーです。 使用
希釈倍率を調整することにより、表
面洗浄およびハクリ作業ができま
す
	コード	 容量	 参考価格
	1190	 18L	 ￥30,930

天然石・
テラゾー用
ワックス・
クリーナー

建築石材用
コート剤

（ヒートレス
ガラス）

アリストン・ニユートン・クレストン
（自然色仕上げ）（濡れ色仕上げ） （多孔質石材用）

石材に1回塗布することにより石材に深く浸透。化学反応により耐
光性に優れた防水層を形成し、メンテナンス清掃の負担を軽減。 御
影石、大理石、偽石、コンクリート、タイル、セメント目地などの保護及
び汚れ防止、エフロ（白樺）、結露、タイル目地のカビ防止に。

	コード	 品名	 容量	 参考価格
4684	 アリストン	 4L×4本	 ￥18,100／本
	5450	 アリストン	 16L	 ￥65,300
	0673	 ニュートン	 4L×4本	 ￥18,100／本
	4603	 ニュートン	 16L	 ￥65,300
	7611	 クレストン	 4L×4本	 ￥18,100／本
	10367	 クレストン	 16L	 ￥65,300

石材用
浸透性保護剤・

防汚剤

	コード	 容量	 参考価格
	7085-2	 4L×6本	 ￥27,795／本
	7085-1	 10L	 ￥47,415

ウォーター・クリーンガード
建物の外装材の壁面・ガラス及び浴室内の壁面（樹脂製、陶器タイル、石材等）・鏡等を
無機系（シリカ）コート被膜で表面が親水状態を形成し、水だけで汚れが流れやすくなり、
セルフクリーニング効果で汚れを防ぎます。

外壁材・
壁面コート剤

■施工前 ■施工後

しゃらく
水をあまり使わないで作業が出来、傷がつき
にくい粘性タイプの超微粒子研磨剤です。「粗
め」「並」「細め」「極細」の用途に応じた4
種類ございます。
	コード	 粒子	 容量	 参考価格
	10841	 粗め	 380g	 ￥4,800／本
	14097	 並	 380g	 ￥4,800／本
	13189	 細め	 250g	 ￥4,800／本
	13189-1	 極細	 250g	 ￥4,800／本

びっくり粉
液体洗剤では落ちにくい頑固な汚
れ、水あかや石鹸カス、ウロコ除去
に最適。磁器タイル、御影石、蛇口、
鏡、 ガラスなどに使える超微粒子
の研磨剤です。超微粒子研磨剤使
用の為、洗浄表面を傷めにくい。
	コード	 容量	 参考価格
	7396-2	 500g	 ￥2,850

エフロジェル
垂れにくく使いやすいジェルタイプ
のエフロ除去剤です。頑固なエフロ
も溶解して除去します。目地などを
傷めにくい。
	コード	 容量	 参考価格
	0471-7	 4kg	 ￥6,000／本

インパラス
エフロレッセンス（エフロ白華・はなたれ）、
温泉スケールの剥離・除去に効果的です。
御影石等の石材の変色・水あか・シミの洗
浄・修復ができます。

	 コード	 容量	 参考価格
	 1200	 4L×4本	 ￥18,900／本
	 4207	 18L	 ￥67,200 ■施工前 ■施工後

ビートル
コンクリートやモルタルの中のカル
シウム分が水分等により溶解され、
表面にしみ出し、白色の物質を作り
ます。ビートルはこの（白筆・はなた
れ）の除去に効果的な洗浄剤です

	コード	 容量	 参考価格
	2310	 4L×4本	 ￥8,400／本
	2311	 18L	 ￥33,600

強力
エフロ落とし

	 コード	 容量	 参考価格
	709-4	 1L×12本	 ￥2,300／本
	709-5	 4L×4本	 ￥7,300／本
	 719-4	 18L	 ￥28,300

ハッカトル
エフロレッセンス（白華）、温泉スケールの除去。（原液使用）ハッカトルの原液を薬品ハケ、
ブラシ等で塗布してください。塗布と同時に中和反応が起こりエフロが溶け出します。この
作業を繰り返します。

超強力
エフロ落とし

エフロ除去

コート剤

研 磨 剤

H-7 屋外設置物用ガラスコート剤
屋外設置物の美観維持・メンテナンス
頻度の低減を目的に強靭な被膜性能
を実現した反応型ガラス系コーティン
グ剤です。硬く透明な保護膜が屋外設
置物の表面に強く密着し、紫外線・酸
性雨などによる劣化や雨ジミ・ドロの
跳ね返りなどの汚れの固着からガード
します。 普段のお手入れは年に1、2回
水拭きするだけ！簡単メンテナンスで
美しさをキープします。
	 参考価格	 1セット		￥14,000

屋外設置物の
黒ずみ防止

ガラスコート剤

●コート剤100ml　●専用スポンジ×2個
●専用クロス×2枚

施工済 未施工 施工済

TOSHOイシモール
天然石や人造石、セラミックタイルなど
あらゆる石材に適合する浸透保護材。
フッ素樹脂を配合したコーティングが皮
膜を形成し長期間美観を維持します。
	コード	 容量	 参考価格
	13301	 3.78L×4本	 ￥22,950／本
■液性：弱アルカリ性

21044
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	 参考価格
	 ￥18,000

	 参考価格
	 ￥6.500

がんこな
スケール、

黒ずみ落としに

ミヤキ ダイヤブラシ
耐薬品性・耐久性に優れた、ダイヤモンドチップ入りの超硬質ブラ
シです。水を流しながら研磨するだけで、石材、タイルなどに付着
した頑固な水あか・エフロ・温泉スケール等汚れを除去します。

ミヤキ グリーンブラシ
ブラシより柔らかい基材にキズをつけにくい柔軟性のあるブラ
シです。水を流しながら研磨するだけで、水あか・エフロ・温泉
スケール等の汚れを除去します。

ECサビ落しクリーナー
塗るだけで簡単にサビを除去。中性タイプで素材を傷めにくく嫌な臭い無
し。垂直面でも垂れにくいジェルタイプと、普通の液体タイプがあります。
 ●ジェルタイプ
	コード	 容		量	 参考価格
	20780-10	 1kg	 ￥4,720
	20780-11	 500g	 ￥3,370
	20780-16	 5kg	 ￥22,810
	20780-17	 10kg	 ￥40,000

●液体タイプ
	コード	 容		量	 参考価格
	20780-7	 18Lノズル・コック付	￥62,230
	20780-5	 4L	 ￥16,330
	20780-6	 500mlスプレー	 ￥2,480

表面汚染の
洗浄に

マシンペーパー（15インチ）
コンクリート、モルタル仕上げ、カーペット裏生地剥がし作業、ウレタン
削りなど。

サイズ、
番手共に
特注にも
対応します。

コンクリート
モルタル仕上げ

大理石・
テラゾー用
研磨パッド

特殊レジン・ダイヤモンドを使用した新しい大理石
の研磨です。特殊樹脂で固めたダイヤモンドディスクと
パッドが一体化しているため、石材研磨の難しい技術は不要です。また鏡面仕
上げまでたったの４工程ですので、作業時間も大幅にカットすることが可能で
す。またステップ５パッドを使うと、グロスチェッカーで１００以上の驚きの超
鏡面仕上がりが実現できます。

チーターパッド

	コード	 17インチ	 参考価格
	18722	 ステップ1〜5セット	 ￥236,800

ツイスター ダイヤモンドパッド
従来パッドに組込まれた粗い金属製の破砕粒子でワックスを削ぎ落とす今までのメンテナンスと違い、ツイスターダイヤモンドパッドは、フロアパッドの繊維
に微細な人工ダイヤモンドを組込むことで、ワックス層を磨きながら汚れを落とす画期的なフロアパッドです。従って、従来のメンテナンスで毎回行っていた
ワックスの重ね塗りの必要がなく、頻繁なワックス剥離の必要もありません。剥離剤の使用回数を劇的に減らすことで、環境にやさしいフロアパッドです。

ダイヤモンドの密度と硬度により機械的にメンテナ
ンス工法ができます。パッドの種類ごとに違うサイ
ズのダイヤモンドを入れる事により修復ができ、日
常清掃も高度の光沢を維持する事が出来ます。

粗	 細

白	 黄	 緑

ステップ1 ステップ2 ステップ3

強洗浄 中間洗浄 日常洗浄 バフィング用

赤 黄 SC SG

2番目のステップとし
て、イエローパッドは
床面を整えツヤを出
していきます。

ワックス床表面の洗
浄+研磨効果を高め
「よりツヤを出す」
洗浄用パッドです。

使い古された石材
床の重度の汚れ用
に。傷やシミを効
果的に除去し、次
のツイスター工程
の準備にご使用下
さい。

白 緑 SCパッドで洗浄
後のバフィングに
よりツヤを上げ、よ
りワックスの塗膜
を強靱にします。最初のステップとして

小さな傷や汚れを除去
し、ツヤを上げるため
の基礎作りをします。

最終ステップで床面を
仕上げます。日常・定
期的に使用すれば光沢
の維持を実現します。

 赤 白 黄 緑 SC SG
13インチ ――― ――― ――― 		￥9,460	 3891-1 	 ――― ―――
15インチ ￥13,570	 13552 ￥10,570	 3890-1 ￥10,570	 3890-1 ￥10,570	 3890-1 ――― ―――
17インチ ￥15,020	 1355-8 ￥11,680	14029-2 ￥11,680	14029-9 ￥11,680	 14029 ￥15,020	14029-8 ￥15,020	 2942-3
18インチ ――― ――― ――― ――― ――― ―――
20インチ ――― ――― ――― ￥13,340	 3012-2 ￥17,120	 3012-7 ￥17,120	 2912-2

カビ除去剤

カビセンサー
塩素未使用のカビ除去剤です。目や頭が
痛くなる事がなく、使用者に優しい洗剤
です。中性タイプでカビに塗布すると菌
に反応し、除菌、漂白します。
	 コード	 容量	 参考価格
	 20057	 10L	 ￥16,000

スプレーなどで吹き付けると、
有機物（微生物やカビ）に泡と
なって反応します。

トーレス
基材を傷めにくい中性タイプのサビ取り剤
です。大理石、御影石、タイル、コンクリート、
アルミ、ステンレス、真鍮、銅等についたサビ、
黄ばみの汚れ落としです。
	コード	 容量	 参考価格
	0520-1	 1L×12本	 ￥5,400／本
	0520	 4L×4本	 ￥16,800／本
	0520-2	 18L	 ￥64,000

強力サビとり剤

エコソフィ

コケ落とし外壁クリーナー
希釈液をコケにスプレーしてこすらず4日
以上放置するだけ。御影石など各種石材、
磁器タイル、外壁、塗装面などの汚れ落と
しにも使用できます。
	コード	 容		量	 参考価格
	21780-2	 20Lノズル・コックセット	
￥63,550
	21780-3	 5L	 ￥16,430
	21780-1	 1L	 ￥4,720

サビとり・カビとりなど

ペーパー・パッド・ブラシ

パッド・ブラシ

	品番	 番手	 参考価格
	23278-1	＃40	 ￥3,650／枚
	2153	 ＃60	 ￥3,650／枚
	 	 ＃80	 ￥3,550／枚

	コード	 番手	 参考価格
	23278	 ＃24	 ￥5,500／枚
	0727	 ＃30	 ￥5,350／枚
	

極細ステンレス0.15mm植毛によるステンレスブラシ。ナイロンのブラシでは
届かない(当たらない)箇所の凹凸にまでしっかりとアプローチ。今まで落と
せていなかった細かい凹凸の中の汚れもしっかり掻き出します!

レボテック オットセイブラシ 2nd

	 コード	 サイズ	 参考価格
	 1991-6	 12インチ	 ￥36,000
	 1991-4	 14インチ	 ￥40,000

コケ
除去剤

10355

4708-4

クオリティ ぴかQ
鋭く、しなやかな超極細0.1φステンを植毛したブラシでほんのわずかな力と水の
みで表面汚染をかき出します。また洗剤が必要な汚れでも従来の1/10の使用量
で効果を発揮します。お使いのワンタッチハンドルにて利用可能です。

	 参考価格
	 ￥7.500

●塩ビシート、カラクリート、コンクリート面、石材凸凹面、　各種ウッドデッキ、
塩ビタイル、磁器質タイルに。※	大理石、プラスチックには適しておりません

色 白 青 赤 緑 黄
品番 QW01 QB01 QR01 QG01 QY01
コード 17536 17536-B 17536-R 17536-G 17536-Y

従来の常識を覆す「線端洗浄」

ダイヤモンドディスク SRシリーズ
石材フロアの光沢復元を目的とした再研磨に最適な製品です。段差

（リッページ）除去、中仕上、仕上の3工程において最適なディスクを
用いることにより最良のツヤを得ることが可能です。困難とされて
いた御影石の研磨も可能です。

※価格の下の（　）内は品番です。
 青 黄 橙 赤 緑 黄緑 茶 灰 白

大理石用
￥12,648
（60）
4842-10

￥12,648
（150）
4841-9

￥6,936
（300M）
4842-7

￥6,936
（500M）
4842-5

￥5,712
（1000M）
4841-10

￥5,712
（2000M）
4841-12

￥5,712
（3000M）
4841-11

――――
￥9,636
（8000M）
10895

御影石用
￥8,160
（300G）
4842-8

￥8,160
（500G）
4842-9

￥8,160
（1000G）
4841-7

￥8,160
（2000G）
4841-13

￥8,160
（3000G）
4841-14

￥8,160
（4000G）
4841-15

￥10,120
（バフ白・バフ黒）

4841-16

作業工程 リッページ除去 中仕上げ 仕上げ
仕上がり 粗面仕上げ 水磨き仕上げ 鏡面仕上げ

■ダイヤモンドディスク ＳＲシリーズ

マーブル
（大理石）

グラニット
（御影石）

コケシラズ
コケ・藻を効果的に除去するだけ
でなく、発生を抑制します。水洗
い・ブラッシングは必要ありませ
ん。スプレーするだけの簡単施
工。基材を傷めにくい中性タイプ。
	コード	 容量	 参考価格　
	20888	 1L	 ￥2,400／本
	20882-1	 4L	 ￥8,000／本
	20888-2	20L	 ￥36,000／本
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木
材
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

スクール木床用
シックスクール配慮、乳化性
ワックス。白木の床や柱に
最適。

	コード	 内容量	 参考価格
	7673	 18L	 		¥20,800

木材メンテナンス

アクロンAB
古家増改築後のあく洗い。新築木部のシミ、手あか、トノコ、あく、
汚れ落としに。天井、ランマ等手作業の困難な所の洗いが簡単で、
キレイに出来ます。

	 コード	 　　　　　容　量	 参考価格
	 2075	 ●A液、B液：各4L入×2セット	 ￥14,200／セット
	 1139	 ●A液、B液：各18L入×1セット	 ￥38,500／セット

あく洗い自慢
風化して黒ずんだ木材を新品の様に
蘇らせます。アクロンAB、ノーベル
ABなどで構成されるセットで施工
方法を説明したDVDも付属してい
ますので安心してご使用になれます。

	コード	 	 参考価格
	1054	 フルセット	 ￥53,900／セット
	1054-1	 木肌美人なし	 ￥26,200／セット

木肌美人
玄関廻り外装構築物の白木の保護及び汚
れ防止に最適です。日焼け防止剤入りで、
日焼け、風化、劣化から保護します。塗膜
をつくらないので、木の香りを保ちます。
また気温が低い日（零下4℃迄可）でも塗
布作業ができます。
	コード	 容量	 参考価格
	1762	 4L×4本	 ￥27,800／本
	1772	 16L	 ￥99,000

古家
あく洗い、
新築美装

古家のあく、
汚れ落とし

レブライト
美しい木肌も、日焼けや汚れ等により時がたつにつれ美しさを失います。レ
プライトは塗るだけ、木質をいためずに誰でも簡単に作業ができて、使用後
の変質・変色も無く、木肌本来の美しさを甦らせてくれます。

	コード	 容量	 参考価格
	2073	 1.8L×12本	 ￥4,200／本
	0912	 18L	 ￥35,200

白木の
シミ抜き

ノーベルAB
ノーベルABは漂白効果があるので塗るだけで、木部のカビやシミを簡単に
除去します、使用後の変質・変色もなく、木肌本来の美しさを甦らせてくれま
す。白木の漂白洗浄や古い家のあく洗いの仕上げにご使用ください。
	 コード	 							容　量	 参考価格　　
	 2074	 A液、B液		各1.8L×6セット	 ￥7,100／セット
	 0914	 A液/18L	 ￥30,800
	 0913	 B液/18L	 ￥30,800

白木の
カビ取り

漂白

ケストル
木工塗装の塗膜除去剤。ラッカー、アクリル、ウレタン、フタル酸系塗膜の除去に。中性タイ
プなので木質を傷めません。塗布すると表面に揮発抑制の膜を作り、主成分を有効に浸透
させます。粘性タイプなので垂直面でも必要量を容易に塗布でき、仕上りがきれいです。

	 コード	 容量	 参考価格　
	 1438	 4kg×4本	 ￥7,400／本
	 1860	 20L	 ￥30,000

白木用
浸透性保護材、

防汚剤

木材用
浸透性保護材、

防汚剤

汚れ 日焼け
干割れ
防止剤 補修マジックDX

家具、カウンターなどの木質部のへこみ、欠け、割れ、引っかきキズ等の補修が短時間
にできます、専用電気コテを使う本格的キットですが誰にでも簡単に作業できます。

	コード	 	 参考価格
	4394	 フルセット	 ￥37,800／セット

木材
補修キット

木部用
はくり剤

木肌一番
木造の浴室、風呂、桶、すのこ等の保護・汚れ防止
に最適です。木材に塗布することにより内部に深
く浸透し、化学反応によって極めて耐候性に優れ
た厚い防水層を形成。長期にわたり風化・劣化・汚
れなどから木を保護し、守ります。
	 コード	 容量	 参考価格
	 0289	 4L×4本	 ￥23,800／本
	 7610	 16L	 ￥85,900

白木美人（水性タイプ）
建築物の外部・内部の木部の汚れ防止に最
適な保護剤です。木部の日焼け及び干割れ
防止に。（芯持ち材の干割れは防止できま
せん）
	 コード	 容量	 参考価格
	 3982-2	 4L×4本	 ￥16,500／本
	 3982	 16L	 ￥59,400

ジムフィニッシュS
ポリウレタン樹脂使用の体育館フ
ローリングを中心とする木床用油
性シーラー兼仕上げ剤。すべる危
険がなく激しいスポーツにも耐え
る高耐久の皮膜が得られます。
	 コード	 容量	 参考価格
	13519	 18.9L	 ￥39,160

ウッドキープ

中性リムーバー増粘
フローリング用
水に弱い床材に最適な中性剥離
剤。増粘タイプで床材への染み込
みを抑え、素早く皮膜をを除去。
	コード	 容量	 参考価格
	3526-1	 5L	 ￥5,940
	3526	 18L	 ￥17,250

ドライワックスオフ特撰
汚水の出ないフローリング用はくり剤
がさらにパワーアップ。はくりされたワッ
クスは膜状になり、軽くは
くりできます。水が大量に
使えない材質に最適です。

	コード	 容量	 参考価格
	20771	 4.5L×4本	￥19,800／本

乳化性
仕上剤

火気厳禁

木床用
油性シーラー
兼仕上剤

リンレイ
ハイテク フローリングコート
床材メーカーと共同開発した高硬度UV塗装・
鏡面仕上・木質床材専用樹脂ワックス。耐摩耗
性・耐傷つき性・耐水性に優れています。つや
消しタイプもあります。

リンレイ
白木用ワックス
白木の柱・長押などを汚れから保護し、木目
を生かした自然な美しいツヤを出します。特
殊成分が浸透し、老化や腐食を防ぎます。防
カビ剤配合です。

	コード	 容量	 参考価格
	10117	 4L×3本	 ￥7,240／本
	10116	 18L	 ￥23,460

	コード	 容量	 参考価格
	20844	 700ml×12本	 ￥930／本
	10149	 4L×4本	 ￥3,500／本

リンレイ ハイテクフローリングコート
つや消し40（光沢値約40）
つや消し20（光沢値約20）
様々なツヤ消しフローリングに対応した
2タイプの「つや消し樹脂ワックス」です。

	コード	 品名	 容量	 参考価格
	13109	 つや消し40	 4L×3本	 ￥9,000／本
	13186	 つや消し20	 4L×3本	 ￥9,000／本

抗菌剤配合

木床用
仕上剤

木床用
はくり剤

カビシラズ
木材のカビ防止剤　丸太・ログ
ハウスをはじめ、浴室の天井・
壁面のカビ防止・保護に。タイ
ル目地・コンクリート・モルタル・
天然石等にも効果的です

	 コード	 容量	 参考価格
	 2152	 4L×4本	 ￥7,100／本
	 3524	 18L	 ￥26,400

カビスケ
松、桧、台桧等のアオ取り、木材の
カビ取り・除去に最適。木材・木工
の漂白洗浄や、 浴室のカビ、タイ
ル目地、コーキングのカビ取りに
も使えます。

	コード	 容量	 参考価格
	1356	 4L×4本	 ￥7,100／本
	0866	 18L	 ￥26,200

木部のカビ
除去・防止剤

火気厳禁　スプレー厳禁 火気厳禁　スプレー厳禁 火気厳禁　スプレー厳禁

無塗布
（8ヶ月使用）

3回塗布
（8ヶ月使用）



　　　ゴキブリ用

害虫をお客様の目に触れさせない！
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歩行性害虫用忌避テープ
ニックスARテープ
貼るだけで誰でも簡単に害虫対策が
できます！ 様々な害虫に対する高
い忌避効果を長期間（屋内で1年～3
年）発揮します。
	コード	 テープ幅×長さ	 参考価格
	20-3	 1.5cm×10m	 5巻入￥37,800

ゴキブリムエンダー
噴霧後30分置くだけで、部屋全体の害虫
を駆除。火災報知機や、精密機器などへ
の事前養生は不要です。120プッシュ
	コード	 容量	 参考価格
	141-20	 52ml×12本	 ¥4,875／本

ゴキブリ用誘引毒餌剤
ミサイルジェルD
ゴキブリの誘引・喫食に優れ即効性のある成
分がゴキブリを確実に駆除。
	コード	 容量	 参考価格
	141-10	 30g×4本	 ¥15,000／4本セット

ゴキジェットプロ
ゴキブリの動きを止め秒速ノックダウ
ン！ノズル付で狭い隙間も容易に。
	コード	 容量	 参考価格
	10712	 450ml×30本	 ￥1,875／本

トータルキラー・
エクストラS
効果は長時間持続。ノズル付で狭い隙
間にもスプレー。
	コード	 容量	 参考価格
	1599	 380ml×12本	 ￥1,610／本

水性エクスミン乳剤 
SES
即効性と残効性に優れ、有機リン剤抵
抗性害虫に対しても効果があります。
	コード	 容量	 参考価格
	0072-3	 1L×10本	 ￥14,063／本
	0072-5	 6L	 ￥70,313
	0072-6	 18L	 ￥156,250
	

ゴキラート5FL「SES」
素早いフラッシング・ノックダウン
効果を示し確実に致死させるピレ
スロイド系の水性懸濁型乳剤（フロ
アブル剤）です。
	コード	 容量	 参考価格
	1899-10	 2kg	 ￥36,250

レナトップ水性乳剤2
ハエ、蚊、ゴキブリ、ノミ、ナンキンムシ、イエダニ
に即効性で優れた殺虫力を示します。溶剤を使わ
ない水性乳剤のため、匂いや刺激がありません。
	コード	 容量	 参考価格
	142-10	 1000ｍｌ×6本	 ￥20,000／本

ゴキブリトラップPP
ＰＰ製で水に強いので厨房等に最適で
す。
	コード	 容量	 参考価格
	140-7	 20枚1セット	 ￥1,500／セット

　

ゴキブリバスター 
レギュラーサイズのトラップで
徳用10セット入。プロ用粘着剤
使用で誘引剤（エサ）付。　

　　　　　　　　　　ハエ・蚊・蛾 用

アースジェット
強力ジェット噴射でハエ・蚊を落とす！低刺激・
無香料！
	 コード	 容量	 参考価格
	10712-2	 450ml×30本	 ￥788／本

コバエジェット
殺虫成分と昆虫成長制御剤で即効性と残効性
のダブル効果！排水溝や配管などの狭い所に
も簡単に処理できる、すき間ノズル付き。
	 コード	 容量	 参考価格
	141-21	 450ml×20本	 ￥3,125／本

虫コナーズ
スプレータイプガラス用
ガラスに噴霧するだけで、害虫を寄せ付けな
い。
	 コード	 容量	 参考価格
	18991-2	 450ml×30本	 ￥2,813／本

チャドクガ用固着剤
チャドクガ毒針毛固着剤
ドクガ類幼虫にめがけて噴射すると、固着剤によ
り幼虫は動けなくなって葉等に固着され、毒針毛
の被害を抑えます。殺虫成分を使用していません。
	 コード	 容量	 参考価格
	141-22	 180ml×30本	 ￥1,575／本

液剤

液剤 液剤

トラップ

毒餌剤

エアゾール

エアゾール

エアゾール

エアゾール

エアゾール

エアゾール

エアゾール

色：半透明
※写真の茶色部は
剥離紙です。

キッチンとの境目に貼って、害虫が
キッチンから客席へ移動するのを阻止。

テーブルのフチに貼って、テーブル上へ這
い上がるのを阻止。

7号登録
推奨品

プロ用ゴキブリ駆除剤 
安心して使えるピレスロイド系殺虫剤です。
特に即効性に優れています。 専用ノズルが
付いていますので噴射にも適しています。
	コード	 容量	 参考価格
	141-11	 420ｍｌ×30本	 ￥1,800／本

エアゾール

トラップ

 
	コード	 容量	 参考価格
	18834	 5セット×2パック入×36セット	 ￥600／セット
　

アース
業務用ハニカム
防虫ファンＤＢ
食品工場やコンビニなどの異物
混入防止、衛生対策としてご使
用ください。使用時間約720時
間（単2アルカリ乾電池×2）

	 コード	 品名	 参考価格
	　240-14	 本体	 ￥5,625
	　240-13	 取替カートリッジ	 ￥3,000／11個

ウルトラベープ
PRO 1.8
もう虫をよせつけない！ 薬剤の含浸
量を高めた新カートリッジにより、
効力が1.8倍にアップ。屋外でも確か
な殺虫・忌避効果を発揮します。
1.8Tは自動タイマー運転専用器具と
カートリッジのセットです。

	 コード	 			品				名	 参考価格
	 22491-5	 ウルトラベープPRO	1.8セット	 ￥61,560／セット
	 20031	 ウルトラベープPRO	1.8Tセット	 ￥73,440／セット
	 20032	 取替カートリッジ	 ￥43,200／個

　

　光誘引補虫システム

　害虫の駆除と侵入防止に

 飛来昆虫対策用 蛍光管カバー

記憶形状フィルムですので
自然と蛍光管に巻き付きます。

モスクリーンカール
お使いの蛍光管に巻くだけで昆虫や害
虫の飛来を防ぎます。場所に応じて選
べる３タイプ。蛍光管落下時の飛散の拡
大も防ぎます。※25本セット

金鳥

フライキャッチャー
ハエの好む臭いと色で誘引します。
	コード	 容量	 参考価格
1828-4	 10個入1袋×40　	￥1,125／袋	
	

業務用コバエがホイホイ店頭用
誘引剤配合ゼリーがコバエを容器に誘い込みます。
	 コード	 容量	 参考価格
	 20069	 160g入×20個	 ￥2,563／個	
	

フライマグネット
専用ベイト剤（誘引剤）でハエ・コバエを効
果的に誘引します。
	 コード	 参考価格
	 240-10	 ￥2,463／個	
	 （1ケース12個）

デミ・ダイヤモンドセット
小バエ用防除と調査兼用トラップ。
ステーション50+粘着シート100
	 コード	 参考価格
	 141-18	 ￥13,000

飛
来
虫
用

調
査
兼
用
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7号登録
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三共デミリン発泡錠
投げ込むだけで、雨水ます・側溝・浄化槽
などから発生する害虫を駆除。
	コード	 容量	 参考価格
	18989	 1％			3ｇ×100錠	 ￥7,875
	 18990	 3％			2錠×10袋入	 ￥1,300

駆除剤（幼虫）

誘
引
・
補
虫

誘
引
・
補
虫

誘
引
・
補
虫

駆除剤（幼虫）

電池式

業務用
チョウバエバスター
排水口にまくだけで、チョウバエの幼虫を駆除。
排水口の洗浄・除菌・防臭効果もあります。
	コード	 容量	 参考価格
	20068	（25g×10包）×12箱	￥3,000／箱

単一電池（4本）単2電池（2本） 電池式

	色	 コード	 品名	 忌避率	 透過率	 参考価格
	クリア	 16-4	 MC-K40	 20～50%	 80％	 ￥31,250/セット
	ペールイエロー	 16-3	 MP-Y40	 40～70%	 60％	 ￥39,600/セット

サイズ：２００×1,190ｍｍ　
対応蛍光管：４０W（３５W以下はカットして、65W以上は２本つな
いでご使用ください）		

虫の好光で誘引し、特殊粘着シートで駆除する
捕虫器。殺虫剤が使えない場所でも安心。

品名 ルイクスC ルイクスF ルイクスS ルイクスP ルイクスH
カラー ホワイト ホワイト ホワイト シルバー（ステンレス） シルバー（アルミ）
サイズ（W/H/D） 275/130/64mm 160/500/155mm 235/860/250mm 341/46/200mm 620/132/74mm
参考価格 ¥18,000 ¥32,000 ¥58,000 ¥33,200 ¥54,300
交換用シート（LIMEXシート） 12枚入　¥4,000 ――― 12枚入　¥5,500 12枚入　¥4,500 12枚入　¥5,500
交換用シート（蛍光） 12枚入　¥3,200 12枚入　¥3,800 12枚入　¥4,400 12枚入　¥3,600 12枚入　¥4,400
交換用シート（シルバー） 12枚入　¥3,600 12枚入　¥4,400 12枚入　¥4,800 12枚入　¥4,000 12枚入　¥4,800
交換用LEDランプ ショート　¥7,000 ロング　¥13,000 ロング　¥13,000 ショート　¥7,000 ロング　¥13,000

 C

L u i c s
コンパクトタイプ スタンドタイプ

 S

吊下げ/壁掛けタイプ

 H

置型/ビルトインタイプ

P

フレキシブルタイプ

 F
1751-8 1751-4 1867-W 1751-9 1751-10

在庫
限り

※壁掛設置の際には別
売ユニットが必要で
す。

害虫駆除用品

在庫限り



　 ネズミ用

防鼠ブラシ（RR-40）
ダクトや排水口などに差し
込み、巻き付けて使用。
W270×H55×D55
	コード	 入数	 参考価格
240-12	 100個入	 ￥660／個
　

忌避スプレーネズミZ
強力6m噴射!ハーブ成分。
	容量	 参考価格
	480ｍｌ×2本セット	 ￥2,800／セット

　　　ハチ用

B&G残留噴霧器
エクステンダー
バン1ガロン
8インチショートノズル仕様。
軽量で耐久性に優れたステン
レス製ボディー。タンク容量3.8L
W168×H480（タンク本体高370mm）
　参考価格　　￥139,000

散布機
ベビーダスター
手動式で、粉剤を撹拌しながらの送風
により均一な散布が可能。小型軽量
で小スペースの処理に最適です。
　参考価格　　￥15,000

7号登録
推奨品

噴霧器

7号登録
推奨品

噴霧器

 アリ・白アリ・ムカデ・ヤスデ・ゲジゲジ・ダンゴ虫用
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ローデント
ベイター
殺鼠剤を配置するベイトス
テーション。プラ製で腐食
しないので長期間使用可能。
	 入数	 参考価格
	24個入	 ￥1,763／個

防鼠
ビニルテープ
電線や配管に巻くだけで
長期の忌避効果を発揮。
人体に対する安全性と持
続 性 に 優 れ て い ま す。
19mm×20m/巻
	 入数	 参考価格
	200巻入	￥2,308／巻

業務用ネズミ粘着板
プロボードBT
丈夫で安価！ おすすめで
す。ドライエリア専用。
	 入数	 参考価格	
	 100枚入	 ￥165／枚

チューレス
ねずばんパテ 
トウガラシの辛み成分に
よる高い防鼠効力。難燃性、
不乾性、耐寒性、耐熱性に
優れています。1kg入
	 入数	 参考価格
	10袋入	 ￥3,750／袋

スーパー
アフピリンゲル 
12種類の天然植物抽
出成分を主原料とした、
不快な害虫の忌避剤で
す。300ml 入
	 入数	 参考価格
	30個入	 ￥3,000／個

ネズミ強力忌避剤 
ダブルパワー 

「ゲルの揮散」と「固形の
安定」で、速く！ 長く！
効く！ 植物成分で安心。
ゲル350g+固形剤30g
	 入数	 参考価格
	24個入	 ￥1,300／個

乾電池式 ネズミ撃退器 
ネズミ撃退器に電池式が登場。屋内
であればどんなところにでも使用可能
に。暗くなると超音波が出るナイトセ
ンサー機能と、常時超音波が出る機能
の切り替えが可能。
	 コード	 参考価格
	 240-16	 ￥6,900／個

クマリン系殺鼠剤
エンドックス
そのまま撒いても使え、毒
餌にしても効果的です。 
粉末状毒エサ剤。
	容量	 入数	 参考価格
	1kg	 12個入	¥7,650／個

ラットレイBT
特殊カットで四隅に毒餌が
こびり付きにくく、汚れても
水洗い可能。
	 入数	 参考価格
	20枚×25袋	￥23,450／ケース
　

強力殺鼠剤
スーパーデスモア
新しい殺鼠剤。抵抗性ネズミに
も効く強力タイプ。しぶとい
スーパーラットに効く。
	コード	 容量	 参考価格
	140-14	 500ｇ	 ￥27,813

7号登録
推奨品

業務用ネズミ粘着板
プロボード10

（連結）
ハーフサイズの10枚連結
タイプ。大型現場での大量
使用に。
	 入数	 参考価格
	 20セット入	￥1,500／セット

業務用ネズミ粘着板
プロボードS

（ハーフ）
超強耐水紙・高性能特殊粘
着剤を採用。ハーフサイズ
で鉄骨やスキ間に設置可能。
	 入数	 参考価格
	 200枚入	 ￥190／枚

★超耐水紙
　仕様

★超耐水紙
　仕様

忌避具 毒餌剤 毒餌皿

毒餌皿

毒餌皿

粘着ボード 粘着ボード 粘着ボード

忌避 忌避 忌避忌避 忌避

7号登録とは…

7号登録
推奨品

実体顕微鏡

顕微鏡VCT-VBL1e
20倍・40倍に変更可能
　参考価格　　￥29,800

建築物における衛生的環境の確保に関す
る法律は、多数の人々が利用する特定建築
物について、環境衛生上の維持管理に関す
る規制を設け、人々の健康の確保を図るこ
とを目的として、昭和45年に制定されま
した。そして、昭和55年には、環境衛生管
理業務を行う業者、いわゆるビルメンテナ
ンス会社の質の向上を目的として、建築物
衛生法にビルメンテナンス会社の登録制
度が設けられました。登録業者は8業種に区分されています。
7号登録 建築物ねずみ昆虫等防除業
建築物におけるネズミ、昆虫等人の健康を損なう事
態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業

エ
ア
ゾ
ー
ル

7号登録
推奨品

業務用ネズミ粘着板
プロボードＬ 
本のようにボードを開き設置
する強力粘着ネズミ捕り。 超
強耐水紙・超強力粘着剤使用。
	タイプ	 参考価格
	無地100枚入	 ￥220／枚
	両面黒10枚×10	￥2,200／10枚

★超耐水紙仕様

粘着ボード

240-15 140-1
140-17

140-8

142-18

18707
18707-5

142-9

18707-3

142-19 142-20

17529-1 18707-1

140-12
140-10 140-23

無地
両面黒

巣のアリ退治 
アリを巣ごと全滅させる。
	 容量	 参考価格
	 4L×4本	 ￥4,095／本

7594-8

白アリスモークマン
	 容量	 参考価格
	 100ｇ×3缶	 ￥9,375／缶

21297-2

シャットアウトＳＥ
家の周り（犬走りの外側）に
沿って散布する殺虫剤です。
	 容量	 参考価格
	 3kg×4袋	 ￥4,528／袋

18996

ノックダウン
ダスター
建物外周に散布してムカデ・
ヤスデ・ダンゴムシを駆除。
	 容量	 参考価格
	 3kg×4袋	 ￥3,125／袋18995

イヤな虫
キンチョールN
即効性と持続性・展着性
に優れています。
	容量	 参考価格
	450ml×24本	￥2,145／本

7594-6

アルゼンチンアリ・イエヒメアリ・
ダンゴムシ・ムカデ殺虫剤
Hohtoトラスト
薬剤が仲間に伝わる非忌避性殺虫剤。
	 容量	 参考価格
	 88ml	 ￥8,800

水性アリシス無色
	 容量	 参考価格
	 4L×4本	 ￥7,250／本

サイベーレ0.5SC
安全性が高く飲食店などの厨房
から食品加工場など食を扱う場
所に。
	 容量	 参考価格
	900ml×12本	 ￥8,500／本
	142-8

ムシロック油剤
ムカデ・ヤスデ・ゲジの侵入
防止に。残効性に優れていま
す。
	 容量	 参考価格
	 4L×4本	 ￥8,500／本
	18982-1
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イ
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ベ
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ト
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ベ
イ
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剤
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粉
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アドビオン
アントジェル
ゲル状のアリ駆除剤。隙間もOK。
	 容量	 参考価格
	30ｇ×4本入	 ￥12,000／箱
	

141-8

ネオターマイト
キラー粒状
	 容量	 参考価格
	 20kg	 ￥27,000／袋
	

アリアースジェット
即効性ですばやくアリ駆除。
	 容量	 参考価格
	450ml×20本	 ￥1,350／本

141-15

シロアリハンター
	 容量	 参考価格
	15個×12	 15個入￥11,338／箱

21297-1

ハチアブマグナムジェット
バズーカ砲方式で、大量に遠くまで噴射。遠くのハ
チの巣の退治に。

	コード	 容量	 参考価格
	20898	 550ml×20本		￥2,590／本
	

カダン
ハチ駆除剤 
超激取れ
2個入。薬剤不使用。

	 容量	 参考価格
	2個入×10箱	 ￥2,140／箱
	

	コード	 容量	 参考価格
	18994	 Ｖ	480ｍｌ×6本		 ￥5,625／本
	18993	 Ｌ	300ml×6本	 	￥3,438／本

ハチノックＶ・Ｌ
3m強力噴射の業務用巣処理剤。スズメバチの巣に
は4～5本ご用意ください。

ハチノックＳ
屋外活動での必需品。襲ってくるハチに噴射し
ながら逃げてください。

	 コード	 容量	 参考価格
	18992	 100ml×10本	￥2,048／本

携
帯
用
殺
虫
剤

エクストラクター 
ポイズンリムーバー
強力型
毒蛇、毒虫等の毒液や毒針を
吸引作用で抽出する応急手当
器具です。

	 参考価格	 ￥4,000／セット

業務用スズメバチ誘引捕獲器
庭木などに吊るすだけでスズメバチをキャッチ。薬剤
不使用。業務用サイズ。
	コード	 	 参考価格
	20802	 12セット入	 ￥2,500／セット
	20802-1	 専用誘引剤12セット入	 ￥1,600／セット

蜂武者・
手袋付

《セット内容》
防護ヘルメット、
防護服、手袋
サイズ：フリーサイズ

参考価格	￥98,750
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20802-2 20802-3
0841-4

6545-2

21297-4
21297-3

ムシロック
強力ムカデゲル 
ムカデが嫌がる成分で侵入をブ
ロック!置くだけ簡単なゲルタイプ。
	 容量	 参考価格
	300ｇ×12個	 ￥3,250／個
	

忌
避

18982-2

害虫駆除用品

シロアリ用 シロアリ用シロアリ用シロアリ用



　　　　　　　 クモ・カメムシ用

　　　　　　　 ハト用・カラス用

カラス撃退用具
カラスなぜ逃げる
ラセン状のトゲトゲがギラギラ光ってカラス
を脅します。取り付け簡単。竹竿や支柱などに
固定すれば、樹上にも設置出来ます。

	 	 参考価格
	どこでも取付タイプ	 ￥2,500

　　　ヘビ用

　　　　　　　 コウモリ・小動物忌避用 

ヘビ撃退殺ヘビスプレー
ハブノック・ネオ
ハブ被害対策用に開発された、強力ヘビ撃退ス
プレー。十分離れてハブに噴射し、5秒以上たっ
ぷりと薬剤をかけてください。噴射後2～4時間
で衰弱し、6～24時間で死亡します。
	コード	 容量	 参考価格　
	21270	 300ml×６本	 ￥6,875／本

ヘビ忌避剤（顆粒タイプ）
スネークアウェイ
アメリカEPA（環境庁）で認可された一般ヘビ、
毒蛇に効果のある唯一の忌避剤です。人間・
ペットには害が無く少量の散布で長期間の効
果が保持でき安全性の高い薬剤です。
	 コード	 容量	 参考価格　
	21270-1	 1.8kg×6袋	 ￥13,400／袋

スーパーコウモリ
ジェット
コウモリをハッカ油の臭いで
外へ追い出します。（効果は
約3-6時間持続）
	 容量	 参考価格　
	420ml×24本	 ￥1,595／本

コウモリいやがる袋
天井裏、屋根裏、戸袋などコ
ウモリが住み着きそうな場所
に貼るだけ。
	 容量	 参考価格
	 2枚入	 ￥2,250／箱

コウモリ寄せ付け
ない 忌避剤
即効性と持続性の2種類の
強力忌避成分によりコウモリ
を2か月忌避。
	 容量	 参考価格
	220ｇ×24個	 ￥2,750／個

アニマルトラップ
MODEL1079セイフティ
W26×D81.5×H31cm
	 コード	 参考価格
	 21764-3	 ￥31,105／台

アニマルバリア
ブラックミニ
猫をケガさせず、超音波で追い
払います。配線不要の乾電池式
で設置も自由です。
W280×D650×H280
	コード	 入数	 参考価格
	21764-2	 24個入	 ￥8,000／個

業務用強力動物よけ
粒剤 大容量 5L
	 コード	 参考価格
	 20910-3	 ￥8,750

設置型センサー式猫忌避スプレー

猫まわれ右 
びっくりスプレー セット
24時間赤外線センサーが猫の動きを感知
し、自動でスプレーを噴射、猫を驚かせて追
い払います。電池式で設置も自由です。
	 コード	 噴射回数	 入数	 参考価格
	 321-4	 約50回	 8台	 ￥6,720／台

ヘビ捕獲棒 長五郎
伸縮式ヘビ捕獲棒です。107～158cmまで3段階に伸縮させ
ることができます。ハンドルを握るとハサミ部が閉まりヘビを
捕獲します。
	 コード	 		参考価格
	 21270-2	 ￥24,750

　　　 小動物捕獲器

　　　 浄化槽・汲み取りトイレ

浄化槽
無臭元
水洗トイレ浄化槽の
悪臭対策。有機物を
無臭の分解生成物に
変える脱臭剤。

　	630g[210g×3袋］	　参考価格	￥2,025

	コード	 容量	 参考価格
	7652-1	 300g×20本　	 	￥750／本

浄化槽 殺虫プレート 
チャッポリン ロングサイズ 
浄化槽用蒸散性殺虫剤。分解性樹脂とパ
ルプの混合紙を使用することで殺虫成分
を最後まで均一に放出。
	100枚入		参考価格　￥2,000／箱

くみ取り便所
悪臭対策
無臭元ＬＬ
持続性くみ取りトイ
レ専用消臭剤。くみ
取り便所の悪臭除
去に。

ポータブルトイレ用
消臭液
プロアーケン
ポータブルトイレの気に
なる匂いを中和します。

			1kg×16箱	 参考価格￥1,800／箱

浄化槽用環境浄化微生物

エコサクセス２０Ｌ
えひめＡＩ-１
消臭（悪臭の抑制）・スカム減少・汚泥削
減・水質改善に。
			20L	 参考価格	￥16,500

100倍
希釈

収納時
（約0.7ｍ）

軽いので女性で
もラクラク！

I型

II型

	 コード	 参考価格
	 20902	 ￥1,450／枚

（1ケース50枚入）
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カメムシコロパー
カメムシに直接(殺虫)、または
窓枠、換気孔等に噴霧してくだ
さい。(侵入防止)
入数：420ml×30本
	コード	 参考価格
	18991	 ¥2,975／本
	

カメムシ用
キンチョール乳剤
カメムシを含む広範囲の害虫に有
効で残効性にも優れています。
	コード	 容量	 参考価格
	8991-2	 1L×3本	 ¥34,375／本
	

カメムシクモスプレー
殺虫成分と持続性の忌避剤のＷ
効果でカメムシ・クモを殺虫忌避
します。
	 コード	 容量	 参考価格
	 8991-1	 18L	 ￥35,938

カメムシ忌避剤
虫ロック カメムシが
嫌がるゲル
虫が嫌がる成分でカメムシを寄せ付
けません。付属のフックを使い、簡単
に吊るせます。

クモコロパーFL
希釈せずに使用。軒下や壁面のコー
ナー部などの処理に最適です！
500mlボトル(トリガー付）1本+
詰め替え用2L×2本
	 コード	 参考価格
	 7594	 ￥14,875／セット

天井・外壁・物陰のクモの巣クリーナー
くもの巣キャッチャー4
スイッチを入れると電池の力で先端が
グルグル高速回転し、この回転運動に
よって、高いところにあるクモの巣でも、
巻き取ることができます。
●最長：約2.4m（四段階・伸縮自在）
●電源：単2電池2本
●本体：ABS樹脂
●シャフト：グラスファイバー
●連続使用：約60分
	 コード	 参考価格	
	 18816	 ￥9,000

クモ退治
クモの巣予防
クモの巣を張らせない！軒下など手の
届かない場所にもラクラク噴射。クモ
に直接スプレーで駆除もできます。
	コード	 容量	 参考価格
	22757-1	 450ml×6本	 ￥1,500／本

カメムシ退治プラス
忌避防除剤
強力噴霧で噴霧量も多く広い範
囲を短時間で処理。予防としても
使用できます。
	 容量	 参考価格
	420ml×６本	 ￥3,750／本

殺虫
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忌避
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乾電池式

液剤 液剤 液剤

エアゾール
エアゾール

エアゾール忌避

バードレスマット Ⅰ型・Ⅱ型
ハトが集まる場所に設置するだけ。プラスチック製で鳥を傷
つけません。
	コード	 品名	 サイズ	 入数	 参考価格
	21762	 I型	 W600×H100×D60	 60個入	 ￥1,813／個
	21762-1	 II型	 W600×H139×D76	 48個入	 ￥2,313／個
	21762-2	 止め具C-Ⅰ型用	 	 120個入	 ￥275／個
	21762-3	 止め具C-Ⅱ型用	 	 100個入	 ￥325／個
	21762-4	 クランプ	 	 100個入	 ￥750／個

ハト飛来防止ジェル
ハートジェル
塗るだけの簡単施工でハトを
寄せ付けない。市販のコーキ
ングガンに装着して使用しま
す。
	 容量	 参考価格
	285g×24本	￥7,000／本
	

鳥よけフィルム1707J
信頼のドイツ製。透明で丈夫なポリカー
ボネート製で建物外観への影響が最小限
です。粘着テープは3M 製で耐候性、耐水
性抜群！1枚の長さは50cmです。

テープで取付けるだけ！
安価に施工でき、透明で
目立たない耐久性抜群な
鳥よけです。

防鳥糸掛け器
F1 実之守 小太郎
ヒヨドリ・カラス対策。果樹園鳥獣被害に防
鳥糸掛け器。ミシン糸でヒヨドリ、カラスか
らりんご・みかん・梨など果物を守ります。
糸5000ｍ×1本付	 参考価格	 ￥7,600

	コード	 容量	 参考価格
	22757-2	 160ml×36個入	￥2,500／個
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トコジラミ検査キット
 むしむし探偵団
トコジラミシリーズ
トコジラミの糞を瞬時にその場で判定できます。
	コード	 容量	 参考価格　
	21765	 10テスト入り	 ￥16,500／箱

トコジラミトラップ
トコジラミ誘因調査
トラップ
ヒト由来の誘引成分を配合したトコジラミ誘
引調査トラップ。 本体+誘引剤セット。
	コード	 内容	 参考価格　
	21765-1	 トラップ、誘引剤各1個	 ￥5,000／箱

ダニ用防虫シート
防ダニシートS
畳の下、じゅうたんの下、押し入れなどに敷いて
おくだけでダニを駆除できます。薬剤のニオイ
が少ない微香タイプ。90 cm×90 cm
	コード	 容量	 参考価格　
	21765-3	 1袋4枚入り×20個	￥2,038／袋

トコジラミ駆除用水性乳剤
水性ゴキラート乳剤SES
水性乳剤なので臭いが少なく、室内での散
布に最適です。 
残留噴霧：20〜30倍希釈で
1ｍ四方50ml噴霧
	 コード	 容量	 参考価格　
	1899-9	 2L×2本	 ￥34,400／本

ノミ、ダニ駆除用粉末殺虫剤
スミスリン粉剤 SES
粉末状の殺虫剤なので畳の裏やカーペット
の裏などに散布した場合、長期間（2週間～
1ヶ月程度）効果が持続します。
	コード	 容量	 参考価格　
	0072-4	 350ｇ×30本	 ￥1,750／本

南京虫をベッドに這い上がらせない

ブラックアウト
ベッドの脚を伝って這い上がってくるトコジ
ラミを防ぎます。トコジラミが逃げられな
い素材で出来たトラップです。
	 コード	 　　参考価格
	 21765-2	 ￥2,825／個

ノミ、ダニ駆除剤

フマキラー ND-03
屋内塵性ダニ（ツメダニ、ヒョウヒダニ、コナ
ダニ）用として承認を受けた医薬部外品。畳、
カーペット、ソファー（布製）、ベッドのマット
レスなどに直接噴霧が可能です。
	 コード	 容量	 参考価格　
	21765-4	 2L×2本	 ￥11,500／本

　　　 トコジラミ（南京虫）用

　　　　　　　ダニ・ノミ用
Ｗトラップ
空間ガード 
ヤブ蚊・マダニスプレー
蚊成虫・マダニの忌避・駆除剤。庭作業の前に
草むらなどにスプレーするだけ。
	コード	 容量	 参考価格　
	18982-5	 580ml×15個	￥1,550／個

近年南京虫による被害が全国の宿泊施設で相次いでいます。その最大の原因は訪日客の持込
によるものと推測されます。南京虫がマットレスの中に卵を産むと被害はマットレス交換だけ
でなく施設の駆除費など 多額の損害を被ってしまいます。持ち込まれる前に事前対策をとり、
被害を最小限に抑えましょう。 

（トコジラミ）とは…

南 京 虫

日本では戦後に大流
行し、その後一時絶滅
したといわれていましたが、
近年再び日本でもホテル・旅
館を中心に急激に被害が拡
大しています。南京虫に刺さ
れると、アレルギー反応も加
わり、激しいかゆみが生じ、
刺された痕は1～2週間以上
残ります。

■クリーンレスト マットレスカバー

■クリーンレスト ピローカバー■クリーンレスト ピローカバー

近年相次ぐ南京虫被害から大切な資産を守る！！

 コード サイズ（cm） 参考価格
 CR001 シングル（97×195×18～38） ￥8,000
 CR002 セミダブル（120×195×18～38） ￥10,000
 CR003 ダブル（140×195×23～46） ￥12,000

 コード サイズ（cm） 参考価格
 CR004 スタンダード（51×71） ￥4,500
 CR005 クイーン（51×76） ￥5,000
 CR006 キング（51×91） ￥6,000

南京虫が一番入りやすいとされる
チャック部分にカバーを装着。
ダブルでブロックします。

ジップ・アンド・クリック（特許）
孔のサイズを1μmまで下げて編み上げる。
(1μm＝0.001mm)南京虫の成虫は5mm。
マットレスの中に南京虫を入れません。

孔のサイズを1μmまで下げて編み上げる。
(1μm＝0.001mm)南京虫の成虫は5mm。
マットレスの中に南京虫を入れません。

Mircron One （特許）製法

南京虫を見つ
けやすよう、す
きりした鮮やか
な白色を採用。

色合い優れた防水性で、カビの発生を
防ぎます。

防水性と通気性を両立（上面）

洗濯しても破れません。洗濯OK!

防水
（上面）

米国医師
推奨

アレルゲン
ブロック

南京虫
ブロック

通気性
あり

洗濯可能 ケミカル
フリー

クリーンレスト

120 LINEUP CATALOG vol.14
※価格は社会情勢等により変動する可能性があります。

判定剤 トラップ

トラップ 液剤

液剤 粉末

忌避
ス
プ
レ
ー

害虫駆除用品
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ハンドパッド・スポンジ

スポンジ・ブラシ

スパットクリン
	コード	 品名	 	 参考価格
	3170-1	 手洗い器用	10枚入	￥180／枚
	5658	 トイレ用	 10枚入	￥180／枚

ステンレスタワシ＃30・40・80
	 コード	 サイズ	 参考価格
	14288	 30g	 ￥120／3個
	10927-1	 40g	 ￥200／2個
	1548-1	 80g	 ￥200

30g
80g

亀の子タワシ
サイズ：大、小  

ネットバスクリーナー 

	コード	 サイズ	 	 参考価格
1548-4	 大	15cm	 	 ￥200／個
1548-8	 小			9cm	 1袋2個入	￥200／袋
	

	サイズ（mm）	 	 参考価格
	55×90×200	 	 ￥780／個

サンドクリーン
頑固な汚れ落としに。業務用布タワシ 
	コード	 種別	 参考価格
	12222-1	 細目	 ￥7,000／10個
	2291-1	 小中目	 ￥9,000／10個
	2476	 大中目	￥10,000／10個
	2476-1	 荒目	 ￥10,000／10個

3Ｍ 衛生用ハンドブラシ
まな板や作業台、床などの洗浄に。漂白剤で除
菌ができて衛生的。女性でも持ちやすい。
	 サイズ（mm）	 	 参考価格
	 60×170	 10個入	 ￥1,532／個

スモークオフスポンジ
壁紙、吸音タイル、布張り家具等、水が使
えない箇所のクリーニングに。
参考価格			￥1,800／個

3M パッドホルダー
№961
脱着可能なハンドパッドホルダーです。複数
のパッドを取り替えながら用いる場合に適し
ます。
	 サイズ（mm）	 	 参考価格
	 80×118	 10個入	 ￥1,565／個

■961取替え用パッド
　（黒・茶・緑・青・赤・白・ソフトスカウアー）
	 入数	 参考価格
	10枚/ 袋、6袋/ケース	 ￥348／枚

■961取替え用ハイプロパッド
	 入数	 参考価格
	10枚/ 袋、12袋/ケース	 ￥348／枚

3M ハンドブラシ
パッドの種類は汚れや作業に合わせて
黒・緑・青・白の4種類があります。
	 サイズ（mm）	 参考価格
	 95×150　10個入	￥1,565／個

スコッチ・ブライト

№961用 取替えパッド
上記3M パッドホルダー№961に装着して
使うハンドパッドです。
サイズ：88×127mm

ドライクリーニング用
スポンジ

ハイプロパッド
0514

黒	 4234

赤
	 0088

茶	 0513-1

ソフトスカウアー
4416

青
	 5633

緑	 0513

白
	 4438

黒	 0144-1

青	 0144

緑	 4238

白	 4237

0708

1978-1

2006-9

青	 5578-3
赤	 5578-2

トイレ用
手洗い器用

0901

自然にやさしい植物性繊維使用。

型くずれしにくい。

市販品に見られない
水切れの良さ

水を含ませこするだけ。
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害
虫
駆
除
用
品

スマート マルチイレイサー
ゴム状の繊維の中に研磨成分が練りこまれ
ているツールです。柔軟性があるため様々な
素材（面）に対応します。素材を傷めにくく、ケ
ミカルにも耐性が強くなっています。
●用途：ガラス、鏡、メッキ、陶器、ステンレス
（鏡面不可）、石材、タイル等の水垢、サビ、う
ろこの除去

	 サイズ（mm）	 参考価格
	 75×110	 ￥5,600／枚

	（1ケース12枚）

マルチパッド
パッド繊維に練りこまれたゴムの微粒子が頑
固な汚れを消しゴムのように除去し、吸い上げ
ます。研磨剤不使用で素材を傷めずどなたで
もゴシゴシ安心してご使用いただけます。
●用途：日常清掃に。素材を選びません。

	サイズ（mm）	 参考価格
	 240×115	 ￥2,000／5枚入1袋

	（1ケース12袋）

研磨剤 不使 用

18823-1
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スポンジ・ブラシ

ス
ポ
ン
ジ
・
ブ
ラ
シ

キクロン
	タイプ	 サイズ（cm）	 色	 参考価格
	A（小）	7.5×11.5×3.5	 黄・桃・緑	 ￥230／個
	C（大）	 9×12.5×4	 黄・桃・青	 ￥300／個

ヴィレダ スポンジタワシ
無数の突起と波型加工で、ガンコな汚れもスイスイ
かき取る！洗浄力に優れた新しいスポンジです。
サイズ：W140×D63㎜
	 コード	 カラー	 参考価格
	 2074-7	 青	 10個入　￥350／個
	 2074-5	 赤	 10個入　￥350／個
	 2074-6	 黄	 10個入　￥350／個

メッシュクリーナーGA005
	 参考価格	 ￥750	（10入）

フライヤーたわし
№94
洗いにくいフライヤーのチューブの裏側まで
キレイに洗える帯状のタワシです。
	 サイズ（mm）	 参考価格
	　101×635　12枚入	 ￥636／枚

スコッチ・ブライト

おそうじ消しゴム
					コード	 タイプ	 品番	 サイズ（cm）	参考価格
①	 13352-1	 BIG	 OK826	 10×30×4	 ￥500
②	 13352	 JUMBO	 OK846		 14×30×4	 ￥600
③	 2719-1	 ネオM	 OK830	 6×9.5×2	 ￥180
④	 2709-1	 ネオL	 OK831	 6×19×2	 ￥330

波型の
ザラザラが
効く！

抗菌処理ナイロンたわし
ファブリックシート
水だけでこんなに甦る。 サイズ：150×230ｍｍ
カラー：ピンク・黄・青			20枚入		
	 		参考価格 	 ￥270／枚

ゴッシュカップクリーン
カップの内側と外側を一度に洗えます。
サイズ：W130×D45㎜
	 コード	 サイズ（幅）	 参考価格
	 4099-3	 小（7.5cm）	 ￥463／個
	 4099-2	 大（8.5cm）	 ￥700／個

パワーパッド3008
キズをつけにくい樹脂研摩粒子を含んだ板状のたわし
	 サイズ（mm）	 参考価格
	 150×230　10個入	 ￥278／個

スコッチ・ブライト

18567

パワフルネットたわし№9100
立体的に編んだネットのエッジで汚れを
しっかり落とす。
	 サイズ（mm）	 参考価格
	 88×155　10個入	 ￥696／個

スコッチ・ブライト

お風呂洗いに
最適！

3991

20982

2000

パワフルネットたわし№9200
特殊ネットで傷を付けずに汚れを落とす。薄
手で折り曲げやすく、食器のふち・グラス等が
洗いやすい。
	 サイズ（mm）	 参考価格
	 80×150　10個入	 ￥158／個

スコッチ・ブライト

3991-1

ライトクリーニングたわし
キズを付けたくない食器や洗面台、バスタブなどに。
Sサイズ（75×115mm）10個入	 ￥320／個
Lサイズ	（90×150mm）10個入	 ￥422／個

スコッチ・ブライト
（青・ピンク・黄）

青 ピンク 黄
コード（S） 2809-1 2809 0786
コード（L） 1789-1 2805 1789

黄 桃 緑 青
コード（A） 3232 3232-5 3232-2 ー
コード（C） 3249 3249-P ー 3249-B

ネットスポンジ №9400
3種類の繊維で油汚れもしっかり落とす。や
わらかく洗うものの形にぴったりフィット。
	 サイズ（mm）	 参考価格
	 65×160　10個入	 ￥372／個

スコッチ・ブライト

青 緑 ピンク 黄
コード 20788 20791 20790 20789

NEW
カラークリーナー
キズがつきにくく頑固な油汚れをしっかり落と
します。
	 サイズ（mm）	 参考価格
	 160×80×35	 ￥480／個

青 緑 黄 赤
コード 10736 10737 10735 10727

	 ピンク	 2408-P
	 黄	 2408-Y
	 青	 2408-B

①

②
③

④

パワースポンジ
衛生陶器3005
傷を恐れず頑固な汚れを落とす（抗菌スポンジ）
	 サイズ（mm）	 参考価格
	 130×100　10個入	 ￥466／個

スコッチ・ブライト

2295青

2295-1黄
2807
ピンク

傷つきにくいがんこたわし
ナイロン不織布（樹脂研磨粒子付き）。
	 サイズ（mm）	 参考価格
	83×140　10個入　￥474／個

スコッチ・ブライト

かなり高いかなり高い 高い高い 中程度中程度 低い低い （研磨材ナシ）（研磨材ナシ）

スコッチブライト 業務用たわしスコッチブライト 業務用たわし

クリーニング力の目安
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11
ハイパッド
鍋釜用

がんこたわし
荒目

ナイロンたわし
No.96

グリーンパッド
No.96 PRO

がんこたわし
厨房用

傷つきにくい
がんこたわし

傷つきにくい
がんこたわし荒目

パープルパワーパッド
No.2003

がんこたわし
異物混入対策用

寸胴鍋のコゲを
かき落とすたわし

ステンレスたわし
業務用

ハンドパッド業務用
No.7447

パワーパッド
No.2001

抗菌
カラーたわし
No.3007

スポンジエース

パワースポンジ
No.3001

パワフルネット
たわしNo.9100

パワフルネット
たわしNo.9200

高耐久ネット
スポンジNo.9300

ネットスポンジ
No.9400

ライト
クリーニングたわし

パワースポンジ
No.3005

パワーパッド
No.3008

多用途スポンジ
異物混入対策用No.3030

ブルーパッド
No.99PRO

がんこたわし厨房用
鍋、厨房機器等についたガンコな汚れに。

スコッチ・ブライト

	 サイズ（mm）	 参考価格
	83×140　10個入　￥348／個

がんこたわし荒目
頑固な汚れも面白いほど良く落ちる。
	 サイズ（mm）	 参考価格
	83×140　10個入　￥696／個

3M ハイパッド鍋釜用
厨房機器などにこびりついたしつこい汚れに。
	 サイズ（mm）	 参考価格
	100×150　　10個入	 ￥522／個

※スコッチブライトは異物混入対策設計となっています。
※写真中の　  数字は、下記洗浄力チャートと対応しています。

17 18 19

寸胴鍋のコゲをかき落とすたわし
寸胴鍋の底まで届く縦長サイズで、つかみやす
い30mm の厚手タイプです。

3M

	 サイズ（mm）	 参考価格
	60×140　10個入	 ￥522／個

パープルパワーパッド№2003
樹脂研磨剤と極太ナイロンの組み合わせで、
傷をつけにくい。

スコッチ・ブライト

　サイズ（mm）	 参考価格
　	130×160　10枚入　￥394／枚

スコッチ・ブライト

スコッチ・ブライト

グリーンパッド№96 PRO
「切って」、「丸めて」、使えるシート状のたわし。
金属よりも硬い研磨粒子を含んでいるので、器
材表面を短時間かつ省労力で研磨できます。

スコッチ・ブライト

	コード	 品名	 サイズ（mm）						参考価格
	250-2	 №96	PRO	 230×150	　￥356／枚
	250-5	 №96	PRO	HALF	 115×150	　￥3,112／箱（20枚入）

●カチカチ汚れに！
●ちぎれにくい！

ブルーパッド№99 PRO
「切って」、「丸めて」、使えるシート状のたわし。
金属よりもやわらかい研磨粒子を含んでいる
ので傷つけずにベタベタ汚れを落とす。

スコッチ・ブライト

	コード	品名	 サイズ（mm）	 参考価格
	250-1	 №99	PRO	 230×150	 　￥356／枚
	250-4	 №99	PRO	HALF	115×150	　￥3,112／箱（20枚入）
入数：1ケース60枚入		(10枚×6箱)/PRO
入数：1ケース120枚入(20枚×6箱)/PRO	HALF

●ベタベタ汚れに！
●ちぎれにくい！

スポンジ・タワシ

0946

がんこたわし異物混入対策用
細長く持ちやすい。目立つ青色。

スコッチ・ブライト

	 サイズ（mm）	 参考価格
	60×125　10個入	 ￥348／個

1790-1

ナイロンたわし№96
汚れ落としからサビ落としまで使えるシートタイプ。

スコッチ・ブライト

	 サイズ（mm）	　　　　　参考価格
　150×230	　10枚入　￥278／枚

0137

21821

13383

2437

4176

21104-1

ハンドパッド業務用 
№7447
汚れ落としからサビ落としまで使えるシートタイプ。

スコッチ・ブライト

	 サイズ（mm）	　　　　参考価格
　150×230　20枚入　￥340／枚

1279

スポンジエース
食器洗浄から床面の汚れ落としまで使えます。
Sサイズ（75×115mm）10個入	 ￥233／個
Lサイズ	（90×150mm）10個入	 ￥350／個

スコッチ・ブライト

青 黄 ピンク 緑
コード（S） 18783 1807 18782 1807-1
コード（L） 1788-2 1788 1788-1 1788-3

青
緑

黄
ピンク

スコッチ・ブライト

多用途スポンジ異物混
入対策用　№3030
強靭な“青色不織布”が異物混入のリスクを抑え、
調理器具も傷つけにくい。 （1ケース10個入）
2807-5 	S サイズ（75×115mm）	 ￥226／個
2807-6 	Lサイズ	（90×135mm）	￥340／個

HACCP インター
ナショナル認証取得

緑
青

黄

ピンク

高耐久ネットスポンジ
№9300厚手・薄手
漂白剤で除菌ができるので衛生的です。
厚手（80×160×35㎜）10個パック	 ￥539／個
薄手（80×160×20㎜）10個パック	 ￥467／個

青 緑 ピンク 黄
厚手コード 1298-3 2666-5 2666-1 1298-2
薄手コード 1298-1 1298-1G 1298-1P 1298-1Y

スコッチ・ブライト

ソ
フ
ト
で

泡
立
ち
抜
群
！

あらゆる食器洗いに
（銀系抗菌剤入り）

水アカ、茶しぶに。水を含ませこするだけ。

10736-1 	青- 小（140×70×20㎜）	￥300／個

入数：1ケース60枚入		(10枚×6箱)/PRO
入数：1ケース120枚入(20枚×6箱)/PRO	HALF
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スポンジ・ブラシ

ス
ポ
ン
ジ
・
ブ
ラ
シ

チャンネルブラシ
	コード			ブラシ材質	 	 参考価格
	5773-1	 塩ビ	 I 型	 ￥390
5772	 〃	 J 型	 ￥440
	1506	 真ちゅう	 I 型	 ￥530
	3961	 〃	 J 型	 ￥625

	コード			ブラシ材質	 	 参考価格
	0842	 ワイヤー	 I 型	 ￥470
	1844	 〃	 J 型	 ￥560
	1596-1	ステン	 I 型	 ￥565
	3962-1	 〃	 J 型	 ￥680

シューズブラシ
	コード	 品名	 参考価格
	3018	 シューズブラシ（PP）	 ￥200
	1414	 シューズブラシ（パーム）	 ￥180

VB クリーナー 長さ41cm　
	コード	 品名	 参考価格
	10706-1	 VBクリーナー	 ￥1,600
	10706-2	 スペアマイクロファイバー	 ￥600

洗車ブラシひまわりⅡ
	コード	ハンドル長さ	 参考価格
	3770	 2.0m	 ￥4,600
	1645	 1.5m	 ￥3,613
	3895	 スペアブラシ	 ￥1,950

水出し
タイプ

洗車ブラシ
	コード	 タイプ	 参考価格
	1303-1	 ワイド純毛	 ￥1,200
	1645-2	 エルPP 先割	 ￥820
	13030	 ワイドブルー	 ￥1,200
	13458	 パキン	 ￥1,130

衛生管理用たわし
	コード	 タイプ	 幅	参考価格
	5426-9（青）	 Mソフト	 80mm	￥1,840
	5426-8（青）	 Mハード	 80mm	￥1,840
	20990（青）	 L	 90mm	￥2,000

〈カラー〉白・赤・青・黄・緑

使用場所によって色分けできます

細かな所に

歯ブラシ型ブラシ
長さ：17.8cm　カラー：赤・緑・白・黄・青
	参考価格	 ￥576

HG スリムブラシ柄付
ヘッドがスリム（幅約20mm）で柄
が長いので、手が届きにくいすき間
の清掃に。長さ35cm
	 参考価格	 ￥1,350

MM 網戸ブラシ
網戸やエアコンのフィル
ターの掃除に、水はねし
にくくネットを傷めない。
幅約23cm
参考価格	 ￥750

ハンドブラシ
手編み EC127
洋服、家具、窓枠、網戸、
ブラインド、すだれ等の
ホコリ払いに。
 幅約15cm
参考価格	 ￥975

ブラインドクリーナー 布付
ブラインドを挟んで汚れ除去！
	コード	 品名	 参考価格
	10706	 ブラインドクリーナー布付	 ￥1,200
	10707	 スペア布	 ￥380 A	 B	 C	 D	 E（在庫限り）

36
cm

15cm

バーチカルブラインド
専用

純毛使用で
熱に強い！

毛
先
が
先
割

マルチブラシ 01-3
ゴムの微粒子が汚れを抱き込
む！洗浄傷も入りません。
	品名	 参考価格
	マルチブラシ	 ￥3,000
	 ハンドル取付金具	 ￥1,800

ステンレスブラシ
	コード	 品名	 参考価格
	14611-3	ステン刷毛ブラシ70	 ￥3,000
	14682-1	ステンコーナーハンドブラシ（ハード）	￥5,600
	14683	 ステンコーナーハンドブラシ（ソフト）	￥5,600
	14684	 ステンフロアーブラシ195ジョイント式	 ￥7,400

ハブラシ君
テスター用ハブラシ型
ステンレスブラシ
	コード	 	 参考価格
	20610	 1号	 ￥2,250
	20611	 5号	 ￥2,250

ハンドル取付用金具アマドーレブラシ 1991-5
壁面の雨だれ洗浄やノンスリップシート
床のスポット洗浄に。バーナー仕上げ
御影石スポット洗浄に。カスタマイズ
セットを付けると、ワンタッチハンドル
でも使用できます。
W185×D60×H55㎜　毛丈：35㎜
	 	 参考価格
	ステンレス製	 ￥6,200/ 個
	 カスタマイズセット（ブラシ別）	￥2,020/ 個

毛素材:
極細ステンレス線
0.15㎜

カスタマイズセット
（ブラシは別売）

ブラシ

5号（緑）
線径0.1㎜

1号（白）
線径0.15㎜

	 赤	 5436-R
	 緑	 5436-G
	 白	 5436-W
	 黄	 5436-Y
	 青	 5436-B

1991-1

01-5

5678 7718

ヴァイカン ハイジーンシステム食品工業用ブラシ
■ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め金で留めているので、毛が抜けにくい。
■ボディーは丈夫なソリッドタイプのポリプロピレン製で、破損などによる異物混入の危険性を軽減。
■熱湯（120度）・洗剤・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。

高砂

HPM ベーカリー
磁性ブラシ
外形寸法：L350×D35×H110mm
毛の長さ：50mm　
耐熱温度：120℃
	参考価格　　￥4,950

高砂

HPM ショートハンドル
磁性ブラシ
外形寸法：L215×D55×H75mm
毛の長さ：33mm　
耐熱温度：120℃
	参考価格　　￥5,300

高砂

HPM ニューハンド
磁性ブラシＳ
外形寸法：L120×D45×H45mm
毛の長さ：25mm　
耐熱温度：120℃
	参考価格　　￥4,100

高砂

HPM ニューハンド
磁性ブラシ丸型
外形寸法（φ×H）：約110×90mm
毛の長さ：45mm　
耐熱温度：120℃
	参考価格　　￥7,150

金属検出器対応ブラシ「HPM シリーズ」
■金属検出器で検出できるカラーの毛を使用　 ■耐久性に優れた毛材を使用　 ■4色のバリエーションで色分けが可能。
■安心・安全の日本製　■日本人の体型にあわせた設計　■毛抜けしにくい構造

3202
741-1

21164

14298（黄）
3202-2B（青）

20792-13（赤） 21153（青） 20792-5（青）

20792-2

3413-7（赤）

スペアブラシ

2
メ
ー
ト
ル
！

HACCP 認証品

ダスターバケ
	 コード	 品　名	 幅	 参考価格
A	 21025	 ダスターバケ810	 ３インチ	￥2,920
B	 21025-4	 ダスターバケ356	 ３インチ	 ￥1,290
C	 21025-1	 ダスターバケ810	 2.5インチ	￥2,070
D	 21025-5	 ダスターバケ356	 1.5インチ	 ￥640
E	 1607-1	 コーナーバケ356	 1.5インチ	￥1,000
	

ロングハンドルブラシ
4182・4186

ベーカリーブラシ
4587・4589

パン製造業など細かな粉末
の清掃に。
色：白、緑、青、赤、黄　
サイズ：L325×Ｄ30×64mm
　	　　毛丈：50mm

　	耐熱温度：121度

	コード	 2852	 2852-3B（青）
	品番	 4587	 4589
	毛質	 ソフト	 ミディアム
	参考価格	￥2,450	 ￥2,450

パウダーブラシ
4582 粉末の清掃に適したブラ

シ。ブラシ幅がワイドのた
め広い面積の清掃に適し
ています。
色：白・緑・青・赤・黄　
毛質：ソフト　
サイズ：L280×D28×
H95mm　毛丈：60mm
耐熱温度：121度
参考価格　　￥4,200

ハンドルがセットになっ
たビンクリーナー。ハン
ドル付きのためミンチ
機械の筒の洗浄が安全
に行えます。
色：白・緑・青・赤・黄　
毛質：ハード　
サイズ：ブラシφ90	
全長480mm		
毛丈：30mm
耐熱温度：121度
参考価格　　￥4,300	

ミートミンサーブラシ
538190

コード	 2847	 2848	 13673	 2849-B	 2850-B	 2851-B
	品番	 5375	 5376	 5377	 5378	 5379	 5370
ブラシ径（mm）	 Φ１０	 Φ20	 Φ35	 Φ40	 Φ50	 Φ60
参考価格	￥1,750	￥1,850	￥1,950	￥2,100	￥2,200	￥2,300

■ソフト（4190）
コード				3670- □
色	 青-1		 緑-G		赤-R
	 白 -W		黄 -Y
参考価格					￥3,000

  ■ハード（4192）
	 6248- □
	青-B		紫- 		緑-G
赤 -R	白 -W			黄 -Y
	 ￥3,300

■ソフト（4182）
コード	 354-5
参考価格	 ￥3,600

■ハード（4186）
	 354-4
	 ￥3,950

パイプクリーナー
5375・5376・5377・5378・5379・5370
あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリー
ナー。
色：白、緑、青、赤、黄　耐熱温度：120度
毛質：ハード　全長：500ｍｍ

女性にも使いやすいコンパ
クトサイズのソフトブラシ
色：白・緑・青・赤・黄　
サイズ：L170×D55×
H45mm			
毛質：ソフト
毛丈：25mm　
耐熱温度：121度
参考価格　￥2,200

ハンドブラシソフト
3587 

手によくなじむワイドブ
ラシ。広い面積の清掃
に向いています。
色：白、緑、青、赤、黄、橙、
紫、桃　
サイズ：L190×D66×
H60mm		毛質：ハード
毛丈：39mm　
耐熱温度：121度
参考価格　　￥3,950

ハンドブラシハード 
3890

エルゴのミックデザイン
のハンドブラシ。握りや
すく長時間の使用でも
疲れにくい。
色：白・緑・青・赤・黄　
サイズ：外径90×70×
95（φ130）mm　
毛質：ハード毛丈：45mm
耐熱温度：121度
参考価格　　￥4,200

ハンドブラシ/丸3885
短い柄付きでブラシ部の
幅がワイド。オールラウン
ドに使えます。

色：白、緑、青、赤、黄　
サイズ：
L250×D70×H60mm
毛丈：36・40mm　
耐熱温度：121度

長い柄付きブラシ部。大形鍋や
シンクなど深く手の届きにくい
場所の清掃に。

色：白・緑・青・赤・黄　
サイズ：
L400×D70×H60mm
毛丈：36mm　
耐熱温度：121度

ショートハンドルブラシ
4190・4192

タイヤ、下まわりのヨゴレに

在庫限り

在庫限り
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環
境
測
定

データロガー
多機能環境計測器
風速、照度、温度、湿度の測定/SDカー
ドへのデータ記録が可能な多機能環
境測定器。
	 品番	 参考価格
	 AHLT-102SD	 ¥41,200

ホルムアルデヒド
検知器 FP-31
ホルムアルデヒドの簡易測定に。検
知TABを本体にセットするだけの
簡単測定。見やすい大画面表示。
	コード	 品番	 参考価格
	6984-9	 FP-31	 ¥75,000

ビル管理台
環境測定、粉塵計などビル管理
に必要なアイテムをコンパクト
にまとめられるワゴンです。移動
もらくらく行えます。
	 コード	 参考価格
	21771-3	 ¥20,000　

簡易水質検査キット シンプルパック 遊離残留塩素用
衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発。 検水をシンプルパックに
吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。測定にあた
り、経験や専門知識は不要です。
	 コード	 キット内容	 参考価格
	 6984-7	 48回分+カラーチャート4枚	 ¥4,300

遊離残留塩素濃度測定用試薬
DPD試薬 No.1
飲料水やプールの残留塩素測定用。粉末と
違い風などによる飛散がないので、屋外など
での用途に適しています。
	 コード	 	 参考価格
	8936-10	 100錠入り	 ¥2,000

室内環境測定セット IES-5000
浮遊粉塵、気流、⼀酸化炭素(CO)、二酸化炭素(CO2)、温度、相対湿度の空気環境の主
要6項目を同時に測定し、「空気環境の測定結果報告書」を作成できます。従来品との比
較で、体積は約1/4、質量は約1/3と小型化を実現。測定操作はタブレットPCから無線
操作で実施でき、その場でポイントの追加、名称変更も可能です。※タブレットは別売です。

	 コード	 品名	 参考価格
	 21771	 IES-5000	 ¥1,857,750
	 23531-1	 専用タブレット	 ¥104,900
	 23531	 粉塵計IES用LD-21型	 ¥569,500

IAQモニター
Model 2212
1つのプローブで室内のCO、CO2、温度、湿
度を同時に測定できます。メモリー機能付で
オプションのプリンター接続も可能。更に付
属の計測ソフトウェアで測定データのモニタ
リングも可能。
	 コード	 品番	 参考価格
	 21772-1	 Model	2212	 ¥360,000

オートビルセットⅢ
（Model2100）

建築物衛生法規制6項目を1台で測定、報告書を自動作
成。低コストで使いやすさ、小型軽量を実現しました。7
インチのタッチパネルフルカラー大画面液晶で女性や年
配の方も簡単に測定いただけます。折り畳み式の新デザ
イン採用。
	 コード	 品番	 参考価格
	 21771-1	 Model	2100	 ¥2,082,500

アスマン通風乾湿計
アルコール温度計仕様 RHG-1-AL
アルコールタイプの棒状温度計の水銀レス
仕様。
	 	 参考価格
	 電動式セット	 ¥96,000

普通騒音計　NL-27
計量法、JIS C 1509_1クラス2、 IEC 61672_
1Class2規格に適合。１０７ｄＢの広いリニアリ
ティレンジを有し、３０～１３７ｄＢの騒音レベル
をレンジ切り替えすることなく測定が可能です。

	 コード	 	 参考価格
	 23532	 検定付	¥146,000

残留塩素測定器 DPD法/試薬
飲料水、プール用水などの水中に溶存する塩素
を簡単、迅速に測定。
	コード	 	 参考価格
	6984-8	 測定器	（試薬100回分付）	 ¥12,100
	5644-2	 測定器	（試薬なし）	 ¥10,500
	0905	 試薬（100回分）	 ¥1,800
	5419	 試薬（500回分）	 ¥6,800
	2125-1	 ヨウ化カリウム（20g）	 ¥3,700

風速計  SA-111型
小型軽量プローブ分離型。ワイヤレスで風速・
温度・湿度の測定が可能。
	 コード	 参考価格
	 5644-6	 ¥138,000

アネモマスター ライト
Model 6006-Do
高い信頼性とシンプルな操作性を実現し
たコンパクト風速計です。風速と温度が測
定できます。
	 コード	 品番	 参考価格
	 22809	 Model	6006-Do	 ¥59,800

PH試験紙
PHをカンタンに測定することが
できます。測定範囲（PH）1~14
	 コード	 参考価格
	 10808	 ¥3,500

浮遊粉塵測定

相対湿度測定

一酸化炭素・二酸化炭素測定 一酸化炭素・二酸化炭素測定

気流測定 気流測定

残留塩素測定

 ビル環境測定セット

残留塩素濃度測定用
ニューチェックキット 
誰でも簡単に個人差なく測定でき、中間の値も
正確に読み取ることができます。

	コード	 品　名	 参考価格
	18935-8	 残留塩素・pH	 ¥15,000
	18935-11	 残留塩素	 ¥9,000

放射温度計
レーザーマーカー機能で狙いがつ
けやすい。表示部にバックライト
機能付。
測定範囲:-50〜+580℃
サイズ:39×145×75mm
	コード	 品番	 参考価格
	5269-2	 CT-2000DS	 ¥8,300

ハンディ水質計
アクアブシリーズ
操作が簡単な水質測定器。残留塩素
の濃度管理に最適。通常版のAQ201、
塩素高濃度用、食品工場などに最適
なAQ202Pがあります。
	コード	 品番	 参考価格
	21771-6	 AQ201	 49,800
	21771-7	 AQ202P	 54,800

デジタル濁色度計
DTC-4DG
手のひらサイズで濁度と色度を
同時に測定し、ワンタッチで表示
の切替ができます。試薬不要。
	 コード	 参考価格
	 21771-4	 ¥148,000

ハンディタイプ光沢計
グロスチェッカー 
IG-331
軽量コンパクトで操作が簡単。光
沢度をリアルタイムで数値化。測
定角を60°/20°切り替えが可能。
	 コード	 品番	 参考価格
	4474-1	 IG-331	 ¥59,800

光沢計
グロスメーター
JG-100
データメモリとアベレージ計算が
ワンタッチ。高精度な⼀体形タイ
プ。スティック、キャリングケース付。
	 コード	 品番	 参考価格
	 5652	 JG-100	 ¥154,380

ビル環境測定セット

デジタル粉塵計
LD-3S
質量濃度変換係数をあらかじめ入力す
ることにより、測定値を簡単に質量濃
度変換して表示します。
	 コード	 品番	 参考価格
	 5419-11	 LD-3S	 ¥230,000

錠剤タイプ

SDカードへの
記録も可能

◦校正料は別途発生します。 ◦校正料は別途発生します。

軽くて小型な分析セット。

環境測定
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チェーンソー・
草刈機・芝刈り機

＋

カスタマイズ
工具の使用感をアプリで

ADP11とスマホアプリで自分好みに最適設定

スマホアプリADP11

通信
アダプタ
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電動工具

●小型軽量

充電式
インパクトドライバ

■TD002GRDX（40Ｖ）
バッテリBL4025×2本・
充電器・ケース付
TD002GRDX	 ￥76,700	

■TD172DRGX（18Ｖ）
バッテリBL1860B×2本・充電器
DC18RC・ケース付
	 TD171DRGX	 ￥71,600	

■TD162DRGX（14.4Ｖ）
バッテリBL1460B×2本・充電器
DC18RC・ケース付
	 TD161DRGX	 ￥67,400

■TD090DWX
（10.8Ｖ差し込みタイプ）
バッテリBL1013×2本・充電器・ケース付

	 TD111DSMX	 ￥27,000

充電式
ペンインパクト
ドライバ
TD022DSHX
バッテリBL7015×2本・充電器
DC07SB・アルミケース付

参考価格	 ￥22,700	

充電式
ドライバドリル
DF330DWX
バッテリBL1013x2個・
充電器DC10WA・ケース付

参考価格	 ￥29,200

充電式
ランダムオービットサ
ンダ BO180DRF
バッテリBL1830・充電器DC18RC付

参考価格	 ￥47,700

充電式
レシプロソー
JR184DRG
バッテリBL1860B・充電器DC18RF 付

	参考価格	 ￥51,400

充電式
ポリッシャー 
PV300DRG
バッテリBL1830・充電器DC18RC付

参考価格	 ￥62,200

ミニサンダ
S-555M
参考価格	 ￥15,000

充電式
レシプロソー
JR188DRGX
バッテリBL1860B×2・
充電器DC18RF 付
参考価格	 ￥77,200

充電式
マルチカッター
CP100DZ
参考価格	￥8,700（本体のみ）

充電式
仕上げサンダー
BO380DRG
バッテリBL1860B・充電器DC18RF 付

参考価格	 ￥60,400

充電式

空気入れ
MP181DZ 
参考価格	 ￥18,900
	 （本体のみ）

充電式

ケトル
KT360DZ
参考価格	 ￥21,400
	 （本体のみ）

充電式

スタンドライト
ML811
参考価格	 ￥28,400
	 （本体のみ）

充電式

スタンドライト
MR005GZ
参考価格	 ￥36,600
	 （本体のみ）

充電式

ワークライト
ML807
参考価格	 ￥9,700
	 （本体のみ）

充電式
扇風機
CF102DZ
参考価格	 ￥10,700
	 （本体のみ）

充電式
保冷温庫
CW001GZ
参考価格	 ￥71,500
	 （本体のみ）

18v

18v 18v18v

18v 18v

18v

14v

14v

充電器
DC18RF・
DC18RD（2口）
	コード	 品名	 参考価格
	3992-6	 DC18RC	 ￥16,900
	3992-5	 DC18RD	 ￥28,200

14Vバッテリー
	コード	 品名	 容量	 参考価格
	2659-8	 BL1460B	 6.0Ah	 ¥22,400
	13637	 BL1430B	 3.0Ah	 ¥16,900

18Vバッテリー
	コード	 品名	 容量	 参考価格
	4103-5	 BL1860B	 6.0Ah	 ¥24,400
	2659-5	 BL1850B	 5.0Ah	 ¥23,000
14437	 BL1830B	 3.0Ah	 ¥19,000

18v

40v

14v

7.2v

10.8v

10.8v

10.8v

AC100v

AC100v

21574

21574-1

21574-3

2144821478-4

1135-2

23183-1

21578

3993-27

13781-8

3261-3

1030-13
4003-5

3997-19

3997-18

23479

547-1

23480

21574-2

40Vバッテリー
	コード	 品名	 容量	 参考価格
	13601-1	BL4025	 2.5Ah	 ¥24,400
	070-6	 BL4040	 4.0Ah	 ¥28,700
	070-9	 BL4050F	 5.0Ah	 ¥39,200

40V 充電器
	コード	 品名	 口数	 参考価格
	3992-8	 DC40RA	 1口	 ¥16,900
	0314-13	 DC40RB	 2口	 ¥29,200

パワーソースキットXGT4
充電器、BL4025ｘ２、ケース
	 コード	 品名	 参考価格
	 23102-7	 A-71984	 ¥79,900

パワーソースキット 1
充電器、BL1860Bｘ２、ケース
	 コード	 品名	 参考価格
	 22537	 A-61226	 ¥78,900

パワーソースキットXGT6
充電器、BL4050Fｘ２、ケース
	 コード	 品名	 参考価格
	 23102-6	 A-72039	 ¥109,400

パワーソースキット 2
充電器、BL1860Bｘ4、ケース
	 コード	 品名	 参考価格
	 22537-1	 A-67094	 ¥127,700

18v

40v

40v

36v

仕事と趣味の二刀流で大活躍!

▶204 ページ

青	 オリーブ	 黒	 イエロー	 パープル

3993-28



　 消毒用エタノール（アルコール）が使用出来るスプレイヤー

介護・看護用スプレイヤー溶剤が使用出来るスプレイヤー

	 コード	 参考価格
	 14316	 ￥900／個
	 	

手軽に使えるリーズナブル価格。
保管時にスペースをとらない薄型
設計。 容量：500ml

	コード	 参考価格
	17515	 ￥350／個
	 	 （1ケース12個）

光による内容物劣化を防ぐ遮光スプレイヤー

遮光遮光

130 LINEUP CATALOG vol.14 131LINEUP CATALOG vol.14
※価格は社会情勢等により変動する可能性があります。

サステナブル商品特集 1 

ポリッシャー関連・自動床洗浄機 4 

掃除機・ウェットバキューム・スイーパー 14 

床用ワックス・クリーナー・はくり剤 22 

カーペット・ファニチャーメンテナンス 29 

安全用品 36 

ガラスクリーニング・高所作業 40 

タオル・マイクロファイバークロス・ウエス 57 

高圧洗浄機・スチームクリーナー 60 

送風機・扇風機 64 

エアコンクリーニング 67 

トイレ・浴室・水質管理 70 

厨房・油汚れ・グリストラップ 84 

食器洗剤・食洗機用洗剤・ラップ・キッチンペーパー 86 

ほうき・ちりとり・デッキブラシ・ダスタークロス 90 

水切り・ドライヤー・水取り・バケツ 95 

モップ・フラットモップ・モップ絞り器 98 

清掃用品収納関連 104 

石材メンテナンス 106 

木材メンテナンス 112 

害虫駆除用品 114 

スポンジ・ブラシ 121 

環境測定 126 

電動工具 128 

スプレイヤー・噴霧器 130 

工場・クリーンルーム 133 

病院・嘔吐物処理対策 138 

感染症対策・消毒用アルコール 144 

消臭剤 150 

安全衛生（マスク・防災） 152 

トイレ備品 155 

トイレットペーパー・ペーパータオル類 156 

熱中症対策 158 

学校・体育館 160 

マット・施設備品・梱包用品 164 

エスカレーター・エレベーター清掃 169 

清掃用カート 170 

台車 174 

ユニフォーム 176 

手袋・シューズ 182 

ポリ袋 189 

洗濯洗剤・漂白剤等 192 

業務用シャンプー・リンス・アメニティーグッズ 194 

防災・水害復旧 200 

草刈・ガーデニング・除雪関連 202 

ス
プ
レ
イ
ヤ
ー
・
噴
霧
器

スプレイヤー・噴霧器

ブラックスプレイヤー
黒色の遮光性ボトルで、次亜塩素酸水等
の紫外線により劣化する液体に最適です。
		容	量：500ml　
	 コード	 参考価格
	 19995-11	 	¥1,200／個
	 	 （1ケース6個）

親指プッシュタイプで軽～い操作性！

ダイヤスプレー

エクセレント
№3530
溶剤系に強い特殊設計。
有機溶剤系の噴霧・ク
リーナー・防錆剤・しみ
抜き剤などに。
		容	量：500ml　吐	出	量	：	
1	m	l　サイズ：W95×
D172×H224㎜		色：アイ
ボリー・ライトブルー
	参考価格		¥1,900／個

（小箱12個）

ダイヤスプレー

ウォッシングスプレー
№813
1ストロークで約2mｌ の液が噴射
できるのでおしりや体の洗浄に最
適です。傾けても使えます。
		容	量：350ml　吐	出	量	：	2m	l
	色：ライトブルー
	参考価格	 	¥1,300／個

（小箱12個）

★溶剤系に強い！ ★ほどよい噴射力、少ない水量でおしり・
　からだの汚れを洗い落とす。

遮光性ボトル採用で、次亜塩素酸水等の紫外線に
より劣化する液体に最適です。特殊構造加工によ
り逆さ状態でもスプレー可能。　容	量：500ml

遮光スプレーボトル 500ml

広口スプレイヤー
従来のものより補充口を広くカットして
おり、洗剤等をこぼさず補充できます。 
		容	量：500ml	カラー：青、赤

キリスプレイヤー

ダイヤスプレー №500 ピストルタイプ 
アイロンがけから、園芸・業務用まで幅広い用途で使用できます。
スプレーのスタンダード・モデル
		容	量：500ml　吐	出	量	：	1	m	l　色：レッド、グリーン、イエロー
	参考価格　　　		¥760／個			（1ケース12個）

丈夫で使いやすい！
ビルメンテナンスの
定番商品！

	コード	 色	 参考価格
	2151	 青	 ￥650 ／個
	3732	 赤	 ￥650 ／個
		 	（1ケース12個）

霧スプレイヤー

	コード	 色	 参考価格
	4809	 レッド	 ￥880／個
	 4811	 アイボリー	 ￥880／個
	 4810	 グリーン	 ￥880／個
	14405	 ブラック	 ￥880／個
	 	 	 （1ケース12個）

逆さ噴霧もOK のスタンダードモデル。
ノズルをしめると止まり、ゆるめると噴。
		容	量：500ml　カラー：レッド、アイボ
リー、グリーン、ブラック

ダイヤスプレー 
№705 スウィング500 

	0544-60544-5	0544-1

ダイヤスプレー

№535 エレファント
上方・下方にらくに噴霧できる
特殊ノズルタイプ。園芸用・
酪農用消毒・その他に。
		容	量：535ml　
	 参考価格	 	¥1,440／個
	 （1ケース12個）

★
上
・
下
方
向
に

　
噴
霧
可
能
！

13422

14618 14619

★大容量タイプ
ダイヤスプレー 

№550 アルファ 
大型ピストルタイプ。
⼀回のハンドル操作で2ml
噴霧。広範囲の噴霧や液を
多く使用するときは、
1000ml 大型ピストルタ
イプが大変役立ちます。
		容	量：1000ml
色：レッド、グリーン
	参考価格				¥1,280／個

（1ケース12個）

1000㎖

13339-1 13339-2

ダイヤスプレー

№715・№718  スウィング（半透明）
スウィングシリーズ半透明ボトルタイプ。ポリエチレン製の半透明ボ
トルは、薬品に強く、ビルメンテナンスなどの作業に使用できます。
		 品名	 	容	量　	 参考価格
	 №715	 500ml	 	¥900／個
	 №718	 1000ml	 	¥1,220／個
	 	 	 （1ケース12個）

36563657	36493658	

2828283028272829

№715
（500ml） 

№718
（1000ml） 

14619-1

キャニオンスプレイヤー
■耐久性が強く壊れにくく使いやすい。（水使用時連続約
50,000回噴霧可能）　■フレキシブル管採用で逆さ噴
霧可能。　■フィルターケース付でゴミを吸い込みにくい。
■霧状からJET まで霧の角度も調整可能。　■内容物
によって色分けできるよう、5色を用意。
カラー：赤・青・緑・黄・白　容	量：500ml

	コード	 色
	17501	 青
	17501-G	 緑
	17501-R	 赤
	17501-W	 白
	17501-Y	 黄

参考価格	￥650 ／個
	 （1ケース12個）

キャニオン 親指スプレイヤー
○片手に持って親指でプッシュするだけで簡単霧吹き
○取っ手が後ろにあるので噴霧液が手にかかりません
○製品ラックやバケツのフチ等にも掛けやすいデザイン
○キャニオン製で軽くて丈夫!!    		容	量：500ml　色：白、黒
	コード	 色	 参考価格
	21442-1	 白	 ￥1,000 ／個
	21442	 黒	 ￥1,000 ／個

マイクロスプレー
洗剤の種類や希釈倍率によってキャッ
プの色を使い分け、区別できます。携
帯しやすい２５０ｍｌボトルです。別売
の替ボトル（蓋付）をストックし、交換
するだけで簡単に補充できます。２倍・
３倍・５倍・１０倍・３０倍の希釈が簡
単にできる希釈メモリ付。

★携帯しやすい250ml サイズ！

カラー：赤・青・緑・黄・白・黒　容量：250ml、
重量：75ｇサイズ：底径7.5×高さ23.5㎝　
材質：トリガー/PP、ボトル/PP、キャップ/PE　

コード	 色
	5636-2	 青
	5636-22	 白
	5636-19	 赤
	5636-20	 黄
	5636-21	 緑
参考価格￥600／個
（1ケース20個）

■替ボトル（キャップ付）	コード	 色
	5636	 青
	5636-10	 白
	5636-7	 赤
	5636-8	 黄
	5636-9	 緑
参考価格￥800／個
（1ケース10個）

マイクロスプレー黒
光の透過を防ぎ、薬液を紫外線の影響から保
護できます。別売の替ボトル（蓋付）をストッ
クし、交換するだけで簡単に補充できます。
■マイクロスプレー黒
参考価格￥800／個
（1ケース10個）

■替ボトル（キャップ付）
参考価格￥600／個
（1ケース20個）

5636-235636-24

遮光

逆さ噴霧もOK！

広い補充口で補充がラクラク！ 手軽に使える
リーズナブル
タイプ

逆さ噴霧もOK！スウィングシリーズ



クリーム状の泡を幅広く散布できるスプレイヤーです。
泡は洗浄面に貼りつき液垂れせず、洗剤がじっくり
汚れを分解洗浄します。
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スプレイヤー・噴霧器

マキタ
10.8V 充電式噴霧器
MUS053DWH
タンク容量：5L
10.8VバッテリBL1015、
充電器DC10WC付
	参考価格	 	¥23,900

マキタ
14.4V 充電式噴霧器
MUS103DSH
タンク容量：10L
14.4VバッテリBL1415、
充電器DC18SD付
	参考価格	 	¥47,700

マキタ
18V 充電式噴霧器
MUS156DRF
タンク容量：15L
18VバッテリBL1830、
充電器DC18RC付
	参考価格	 	¥96,500

業務用 蓄圧式泡スプレイヤー

グロリア シリーズ
 プロが使うスプレーとしてあらゆる業界で幅広くお使い頂けます。
 耐薬耐油性能の高いハイグレードな容器にシール材として、バイトン（フッ素ゴム) を使
用。酸性やアルカリの洗剤に対しても⼀定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。
 ノズルチップを変更する事により多様な泡を作り出すことが可能になります。

グロリア FM10
最大使用容量：1L　重量：0.6kg
サイズ：130×200×315ｍｍ
	 参考価格	 	¥12,000　

グロリア FM50
手元に圧力計を配置、タンク内の残圧や吐出能力が
瞬時に確認出来るため、一定の効果で作業をするこ
とが可能です。またFM50にはタイヤチューブに使わ
れるコネクターを装備しており、自転車用の空気ポ
ンプ等を使用することで簡単に蓄圧することが出
来ます。
最大使用容：5L　重量：3.6kg　
サイズ：225×280×625ｍｍ
	 参考価格	 	¥36,000　

泡スプレイヤー
各種洗剤小分け用の泡タイ
プスプレイヤーです。
	 容量	 参考価格
	 600ml	 ¥757
	 	 （1ケース12本）

フォームガンS
水道にホースで繋げ、水圧の力で自
動的に洗剤がクリーミーな泡状で噴
霧します。壁面などにもよく付着し、
汚れを落としやすくします。ダイヤル
で希釈倍率が6段階に調節可能。洗
浄に効果的な泡をつくり出す。接続
はワンタッチ。立ったままで洗浄作業
ができ、すすぎもスピーディ。
	参考価格	 ¥15,530

エ
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プ
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高性能は使いやすさと耐久性に現れる。

オプション伸縮ノズル（コックなし）
サビずに伸縮が滑らかなステンレス製パイプ
	コード	 品名	 全長	 ノズル	 参考価格
	18051	 №2050	 	65〜160cm	 単頭式	 ¥3,500
	21571	 №2100	 	70〜210cm	 単頭式	 ¥4,000
	3657-5	 №2300	 	70〜210cm	 2頭式	 ¥5,200
	4809-10	 №2510	 	95〜300cm	 単頭式	 ¥5,600
	4809-9	 №2530	 	95〜300cm	 2頭式	 ¥6,800

ダイヤスプレー プレッシャー式噴霧器
	 コード	 品名	 容量	 			ノズル	 ホース	 参考価格
	 21392	 №8760	 6L 用	 ノズルパイプ	45cm	 1.5m	 ¥6,250		
	 3401	 №7400	 4L 用	 単頭式ノズル	39cm	 2m	 ¥7,200
	 0861-3	 №7450	 4L 用	 単頭式伸縮ノズル	65〜160cm	 2m	 ¥9,400
	 0861-2	 №7700	 7L 用	 単頭式ノズル	39cm	 2m	 ¥8,600

	 №8760	 №7400	 №7450	 №7700	 	 	

№2050

№2100

№2300

№2510

№2530

■３段階に泡を調整可能
基本的に泡の状態を決めるのは洗剤自体の発泡性能で
す。濃縮洗剤の場合は水との希釈率によって変わってき
ます。付属のフォームカートリッジを交換することで本体の
方で泡のかたさを３段階に調整することも可能です。

10.8v

18v

14v

泡スプレイヤー

荒

細

中

19991

0687

21573

2845-7

2835-14

1179-1

19904
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工場・クリーンルーム

多目的クリーナー
TAC-205 
オイル・グリースの洗浄に。有機溶
剤中毒予防規則の適用を受けない
ノンフロン・ノンエタンタイプの強力
洗浄剤。　480ml×30本（10×3）
　参考価格　　￥630／本

KFラストスプレー 
TAC-501
水分が付着した金属でも
使用可能な機械、ギヤ、刃
物の防錆潤滑剤。電気回
路の回復にも有効。ボル
ト、ナットの緩めにも。
420ml×30本（10×3）
	参考価格	￥750／本

ブレーキ＆パーツクリーナー

Reglass TAC-207
各自動車メーカー純正洗浄適合品。逆
さ噴射OK。速乾性でスピーディーな
作業ができます。工作機械のグリス、
油汚れの洗浄に。840ml×30本
　参考価格　　￥570／本

ブレーキ＆パーツクリーナー

ジャンボサイズTAC-200 
有機溶剤中毒予防規則の適用を受け
ないノンフロン・ノンエタンタイプの
速乾タイプ。徳用タイプで逆さ使用も
OKです。　840ml×30本
　参考価格　　￥630／本

防錆潤滑剤
CZ43 
強力な浸透力。金属表面の水
や湿気を気にしない水置換
性タイプ。2WAYノズルで
様々な場所へのスプレーが
可能です。
420ml×20本
	参考価格	￥880／本

スーパーフリップ7
TAC-714 
フッ素系樹脂が主成分でシリコン
も微量含有。対象樹脂はフェノー
ル、エポキシ、ポリエステル、ウレタ
ン、ＰＣ、ＰＳ、各種ゴムです。
420ml×30本（10×3）
	参考価格	￥2,180／本

ニューベストクリーナー
TAC-732 
金型に付着した樹脂などを剥離。ポリ
アセタール樹脂、塩ビ樹脂、エポキシ樹
脂などに最適です。
300ml×24本（12×2）
	参考価格	￥2,500／本　参考価格　　￥750／本

シリコーンTSPレッド
主成分がシリコンオイルで、熱可塑
性樹脂全般に。食品衛生法、食品
添加物の規格基準に合格。二次加
工が出来ないタイプ。
420ml×30本（10×3）

　参考価格　　￥1,530／本

ペリコート α 
シリコーンオイルを主成分とした、高
い離型性能を有する熱安定性に優れ
た離型剤です。塗装、メッキ等二次加
工をする成形品には使用できません。
420ml×24本

　参考価格　　￥1,200／本

ペインタブル201 
植物油脂が主成分です。熱可塑性樹脂
全般に。塗装、メッキ、など全ての二次
加工に優れています。食品衛生法、食品
添加物の規格基準に合格。
420ml×30本（10×3）

フッ素セパレート
TAC-730 
フッ素樹脂配合の乾燥皮膜タイ
プで油性を嫌う製品、部品などに
最適。使用可能温度は約－50℃
〜＋250℃、油膜を嫌う製品に。
420ml×30本（10×3）
	参考価格	￥2,220／本

　参考価格　　￥2,200／本

ザ・ワールドTAC-735
ABS・PP・スチロールなどのガス
焼け防止。金型温度の高いとき
の防錆剤や油汚れの除去、剥離用
シールはがしにも。
420ml×30本（10×3）　

ニューパワー5
TAC-712
フッ素系樹脂が主成分でシリコンは
全く含有しておりません。対象樹脂
はポリカーボネート、フェノール、Ａ
ＢＳ、ＰＢＴ等の離型に最適です。
420ml×30本（10×3）
	参考価格		￥2,300／本

新アタックガード
TAC-725
油・ワックス・シリコンを一切使用
しておりません。気化性防錆剤タ
イプで油分を嫌う金型に適してお
ります。
420ml×30本（10×3）
	参考価格	￥2,250／本

ニューエースガー
ドジャンボ（有色）
TAC-722
ノックピンのすきまからに
じみ出ることがありません。
濃色グリーン有色タイプ。
480ml×30本（10×3）
	参考価格	￥1,800／本

ニューエースガー
ドジャンボ（無色）
TAC-723
ノックピンのすきまからに
じみ出ることがありません。
無色タイプ。
480ml×30本（10×3）
	参考価格	￥1,800／本
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超微粒子テフロン系潤滑剤
ザ・キングTAC-529 
超微粒子テフロン系。使用可
能温度は約-53℃〜+250℃
まで、広範囲の温度条件でご
使用でき、タッピングや摺動
面等に適しています。
420ml×30本（10×3）
	参考価格	￥4,000／本
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一般工場用洗剤(無リン） 部品洗浄用工場洗剤（無リン） 食品工場用洗剤（無リン） 静電気防止剤(無リン）

ケアソフト クッションキングEX
三層構造の超厚クッションが、立ち仕事の疲労を軽減。

	コード	 品番	 サイズ	 厚み	 参考価格
	21595	 F-211-6	 約610×910mm	 約22mm	 ￥25,000
	21595-1	 F-211-15	 約910×1520mm	 約22mm	 ￥61,300

	コード	 	 　参考価格
	10874	 本　体	 ￥105,000
	3760	 高密度紙パックTN-45
	 	 （5枚入）	 	￥3,500

クリーンルーム用バキューム
CV-G104C
精密機器関連施設や医療機関など
で使える微細塵対応。広い場所にも
対応できる、高清浄大容量タイプ。
吸込仕事率：320W　
集塵容量：4.5L　
サイズ：327×283×657mm
重量：10.2kg

クリーンルーム用バキューム
トランクタイプ
CV-G12CT
●ULPA(ウルパ)フィルター 
●ゴミ捨てサイン 
●高密度紙袋式 
●キャスター付き 
吸込仕事率:105W(消費電力500W)
集塵容積:1.5L
捕塵粒子径:0.1μm
フィルター捕塵性能:99.99%
コード長さ：5m

ナ
ノ
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タ
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シートを１枚ずつ
はぎ取って使えます。

粘着マットDP-2
（ディスポーザブルタイプ）

抗菌効果のある使い捨て靴拭きマット。
汚れたら剥がすだけ。枚数表示付で30枚剥がせます。
※別売ゴムマットベースにはめ込んで使用します。

	コード	 品番	 サイズ	 厚み	 参考価格
	7620	 F-195-7	 694×840mm	 約2.5mm	 ￥11,600
	7620-1	 F-195-15	 840×1438mm	 約2.5mm	 ￥23,100

	コード	 品番	 サイズ	 厚み	 参考価格
	7620-2	 F-95-7-2	 750×900mm	 約8mm	 ￥10,800
	7620-3	 F-95-15-2	 900×1500mm	 約8mm	 ￥21,600

■DP-2用 ゴムマットベース

クリーンルーム用ドライバキューム
ニルフィスク

GM80C
0.01μmの粉塵を99.97% 除去
する特殊フィルターを装備したド
ライバキュームです。クリーンルー
ムなど厳しい清潔レベルが求めら
れる現場に最適です。
消費電力：850W
集塵容量（ペーパーバッグ）：9.5L
サイズ：530ｘ305ｘ305mm
重量：6kg
コード長：10ｍ
	 コード	 参考価格
	 21938	 ￥220,800

ULPA標準

工場用洗剤・一般用
工場の床、壁、機械類の汚れ落し。
ガンコな鉱物油の汚れもパワフ
ルに洗浄する多目的洗剤。腐食
防止剤配合。５～200倍希釈。
	 容量	 参考価格
	 20kg	 ￥15,920／箱

工場用洗剤
部品洗浄用
鉱物油からグリースまで、工場内 
油汚れを強力洗浄。特殊防錆剤配
合で金属類にも使用。部品・機械
洗浄用。現液～２００倍希釈
	 容量	 参考価格
	 20kg	 ￥13,680／箱

工場用洗剤
食品工業用
抗菌剤配合の中性洗剤。食品工
場内の床、壁、機械等のあらゆる
汚れの洗浄と除菌が同時にできる。
	 容量	 参考価格
	 5L×2	 ￥16,660／本

エレナックス
特殊カチオンポリマー配合。あら
ゆる場所の静電気発生防止に。防
汚効果も。１００倍～200倍希釈。
	 容量	 参考価格
	 5kg×2	 ￥7,840／本
	 500ml×6	 ￥1,940／本

クリーンルーム用 ドライバキュームクリーナー

	 コード	 品名	 参考価格
	 20848	 本　体	 ￥82,000
	 3231	 高密度紙パック	TN-15	（5枚入）	￥1,300／袋

クリアスプレー
TAC-309
ゴム製品、合成繊維などの
静電気・帯電防止・帯電除去
に。透明樹脂材料に使用可。
食品衛生法、食品添加物の
規格基準に合格。
420ml×30本（10×3）
参考価格　￥1,500／本

強力浸透防錆潤滑剤 
ネジトルCZ-27 
素早く深部に浸透し、優れ
た潤滑性を発揮。瞬間発
泡で飛び散りがありませ
ん。固着したネジもこれで
解決。逆さ、横向き360度
噴射できます。
335ml×20本（10×2）
参考価格　￥1,950／本

-20～+210℃に対応 
耐熱グリス・スプレー 
TAC-509
-20〜+210℃。高温の潤滑
箇所、長期の寿命を要求され
る潤滑箇所、水・水蒸気の掛
かる潤滑箇所に効果がありま
す。モリブデン不使用。
420ｍｌ　30本入（10×3）
参考価格　￥1,100／本
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精密機器のゴミ・ホコリに
エアークリーナー
DME TAC-407
参考価格　￥1,200／本

タッピングスプレー
たつぞうくん
S-107 
あらゆる金属加工に適した精
密金属加工用切削スプレー。
工具の寿命を延ばします。切
粉のはけを良くし、むしれや
焼付けを防止します。
420ml×24本（6×4）
参考価格　￥1,330／本

拭き取り磨き仕上げ用・
大判高級ウエス
A-1 
クリーニングクロス
縫製工場からのＴシャツ類のハギレ
生地を大判サイズにカットした白色新
布の綿メリヤス生地。伸縮性があり、
吸水性、吸油性に優れ、各種原料の
拭きとり、製品の仕上げの磨き作業
に。食品、一般製造、精密の必需品。
参考価格		　10kg￥13,500／箱

拭き取り磨き仕上げ用・
小判（手形）高級ウエス

手形サイズ
クリーニングクロス
縫製工場からのＴシャツ類のハギレ
生地を小判の手形サイズにカットし
た白色新布の綿メリヤス生地。伸縮
性があり、吸水性、吸油性に優れ、各
種原料の拭きとり、製品の仕上げの
磨き作業に。食品、一般製造、精密の
必需品。
参考価格		10kg￥11,500／箱

おしぼりウエス
綿100％のおしぼり生地。ほつれ
による糸クズの心配がありません。
何度も洗って使えるので経済的。
水、泥、油、溶剤、塗料、インキなど
の拭き取り、汚れ落としに。広範囲
な汚れのビルメンテナンス清掃に
も最適です。
参考価格		5kg　￥5,000／袋

荒拭き取りから仕上げまでの
一般用
メリヤスウエス
バングラディッシュ縫製工場からの
Ｔシャツ類のハギレ生地を大判サイ
ズにカットした白色新布の綿メリヤ
ス生地。伸縮性があり、吸水性、吸
油性に優れ、水、泥、油・溶剤・塗料・
インキ、工具・部品などの拭き取りに。
印刷・自動車整備・板金塗装・建築
塗装・機械製造工場に最適。
参考価格		5kg￥5,380／袋

ジムクリスタル
塗床の保護・つや出しに。エポキ
シ、ウレタン塗り床専用の樹脂
仕上剤。密着性が良く、耐水性
に優れています。　
容量：20L

■塗り床対応ワックス

　参考価格	　￥26,200／缶

コンクリートシーラー
多孔性のコンクリートの床面を、硬
い特殊合成樹脂で完全にシール。
コンクリートの床から発生する粉
塵をシャットアウトし、浮遊、付着を
防ぎ、水、薬品、油による腐食から
床を守ります。　容量：18L

■コンクリート床専用シール剤

　参考価格	　￥26,100／箱

ショップ500
濃 縮アルカリ系 多目的クリー
ナー。工場内の床から壁、天井ま
で、さまざまな表面の洗浄が可
能です。　容量：18L

■鉱物油用クリーナー広範囲の仕上げ処理に最適

細部の仕上げ処理に最適

洗ってくり返し使えます！

　参考価格	　￥10,140／箱

■J-ショップ	500による各種素材への影響

ショップ600
界面活性剤と特殊溶剤によ
り、工場内の広範囲の汚れを
強力に落とします。　
容量：18L

■鉱物油用クリーナー

　参考価格	　￥16,580／箱

■J-ショップ	600による各種素材への影響
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※リサイクル品につき、
真っ白でなく、灰色がかる
場合もあります。
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共布マスク
G7630
サイズ:フリー・男女兼用
カラー：ホワイト、ブルー、グリーン、ピンク

5枚入り　参考価格	￥2,750　

制電フード
CJ4035
ツバなしタイプ。高い静電性能で、
調整ベルト付き。
サイズ：M、L
カラー：ホワイト、ブルー

参考価格	￥1,800

制電サンダル　
G3000
 履きやすさに優れたスリッパタイ
プ 「清浄靴」 耐摩耗性に優れる。
オーム（IEC61340-4-3に準拠）
ワイズ：３Ｅ・ソール：ポリウレタン
サイズ：Ｓ（２４㎝）、Ｍ（２５㎝）、
Ｌ（２６㎝）、ＬＬ（２７㎝）
カラー：ホワイト、グレー
参考価格　		￥2,730

アドクリーンシューズ・ロングタイプ

G7730
高い静電性・耐加水分解性で、衝撃
を吸収、安定感とバランス保持が保
てます。スムーズな動きをサボート
します。
ソール：エーテル系ポリウレタン
	コード	 参考価格
	21603	 22〜28cm	￥10,300
	21603-1	 29、30cm	 ￥12,800

クリーンスーツ
CJ1032 
導電性繊維ベルトロンを使用し、性
能を確保すると同時に経済性をも
追求したスタンダードクリーンスー
ツ。底性塵性、高耐久性。ネームタッ
グ止め付き。ペン差し付き。ウエスト
ゴム仕様。
男女兼用　サイズ:Ｓ、M、L、ＬＬ、3Ｌ、	4L、5L
カラー：ホワイト、ブルー

	コード	 サイズ	 参考価格
	21607	 S〜5L	 ￥5,600

食品工場フード
AQ450 
ひんやりとした爽やかなアクア
クール素材。吸汗速乾性に優れて
います。顔にしっかりフィットする
ため、毛髪落下とズレを防止でき
汗止めにも効果を発揮します。
サイズ：M（58cm）、L（61cm）
カラー：ホワイト

参考価格	￥2,700

	コード	 サイズ	 参考価格
	21602	 22〜28cm	 ￥7,400
	21602-1	 29〜30cm	 ￥9,300

アドクリーンシューズ・短靴
Ｇ7770 
IEC規格登録制度に合格しておりEPA
（ESD保護区域）内での使用に適合。
サイズ:22.0〜30.0（27.0以上は1ｃｍ刻み）

食品工場向け上着
SP252-1
着脱容易なフード⼀体型上着。首回
りにニット素材とテーピースナッパー
を採用。首元にしっかりフィットし異
物の落下を防止。
男女兼用　
サイズ:Ｓ、M、L、ＬＬ、3Ｌ、4L、5L
カラー：ホワイト

参考価格　　￥7,800

食品工場向けパンツ
SP562-1
男女兼用　
サイズ:Ｓ、M、L、ＬＬ、3Ｌ、4L、5L
カラー：ホワイト

参考価格　	　￥5,600

伸縮性生地「ポプリン」を使用。
伸縮性のあるストレッチ素材だから、体
にしっかりフィットして動きやすい！紫
外線遮蔽効果による防透性に加え、防汚
性と制菌性にも優れた高機能素材です。

	2枚入り　参考価格	￥1,720

共布マスク（ネックガード）
ＣＢ7611 
サイズ:フリー・男女兼用
カラー：ホワイト、ブルー、グリーン

フード一体型

ウエスト総ゴム
仕様、
ファスナー付、
ベルトループ付

メガネマスク
ホルダー付

 通気性+撥油性+強度=
 付加価値モデル

4532PLUS
●油脂類を含んだ粉じんの浸透が少な
く、肌や作業着への油汚れを軽減。
●SSMMS不織布で格段の通気性。

●プラントメンテナンス作業に
EN	規格：タイプ６(	ミスト防護用密閉服)	適合品
EN	規格：タイプ５(	微粒子防護用密閉服)	適合品
EN	規格：静電気防護	適合品

参考価格　￥1,331／1着

安全性+ 快適性=作業性
4540 PLUS
作業性の良さを重視し、バリア性と快
適性を融合させたモデル。塗装･工場
清掃メンテナンス作業推奨
●本体生地はポリプロピレン不織布に
ポリエチレンフィルムをラミネートし、高
い防護性能を発揮

●背中のブリーザブルパネルでム
レを軽減
●塗装・製薬・工場清掃メンテナ
ンス作業推奨
EN規格：タイプ6（ミスト防護用密閉服）適合品
EN規格：タイプ5（微粒子防護用密閉服）適合品	

参考価格　￥1,464／1着

携帯用油処理剤セット
緊急油もれ対策用として現場ですぐに使用で
きます。コンパクトサイズで携帯に便利なビ
ニールバックに油処理剤⼀式を収納しました。
希釈ボトル、軽量カップ、ゴム手袋付き。
	 コード	 参考価格
	 20904	 ￥6,950／セット

作業着等の有害金属除去剤
エントレールＢ
有害金属汚れと油汚れを同時に
洗浄除去できます。作業着、肌着、
毛布などに付着した金属除去に。
■希釈倍率：５〜100倍
	コード	 容量	 参考価格
	2490	 18kg	 ￥18,920／箱

油吸収シート
3M オイルソーベント（シートタイプ・片面ラミネート）
油を吸っても水に沈みにくいので油水分離層での使用可能。工場の床
にこぼれた油のふき取りに適しています。親油性とはっ水性を有し、水
をほとんど吸収することなくオイル・有機溶剤などを速やかに吸収。
使いやすいシートタイプ。厚みの違う2種類から選べます。
	コード	 品名	 厚さ	 枚数	 吸油量	 参考価格
	0132-5	 HP-156	 約4.5㎜	 100枚/箱	 108L/箱	 ￥30,430
	0132-2	 HP-255	 約7.5㎜	 50枚/箱	 96L/箱	 ￥30,430

手洗い用液状ソープ
ワンタッチクリーナー
ES
指紋に入ったしつこい汚れをしっかり落
とします。

	コード	 容量	 参考価格
	13103-1	 16kg	 ￥23,750／缶
	13103-2	 5kg×2	 ￥8,630／本
	1648-1	 2kg（ポリボトル）×4	 ￥5,450／本
	1817-1	 2kg（ピロ包装）×4	 ￥3,630／袋

工業用粉石鹸

ユーゲルDX
こびりついた汚れを素早くきれいに落
とすパーライト研磨粒子ベースの粉末
ピンク洗剤です。水なしでもご使用で
き、洗浄力に優れた工業用手洗い洗剤。
無リン酸塩
	 容量	 参考価格
	 6kg	 ￥1,450

化学繊維高性能油吸着材
オイルキャッチングシートCF
用途に合わせた4つ切りカット。 
水中に混入している油の吸着にも効果を
発揮し、油吸収後も水面に浮いたまま回収
できます。自重の10～15倍の吸着力。
サイズ：40×50×0.4cm　100枚入
　参考価格　￥18,000／箱

Ｋ-スクリット
機械の修理時などの油汚れや、工業系
のしつこい汚れをスッキリ落とす。天然
特殊スクラブ入りハンドソープ。
	コード	 容量	 参考価格
	3056	 18ℓ（詰替用）	 ￥15,000／箱
	3266	 2.5ℓ（ポンプ付ボトル）×6	 ￥4,000／本
	3577	 2ℓ（詰替用）×8	 ￥2,000／袋

スクラブ入り
《強力》油落し専用ハンドソープ HPネイルブラシ

ソフトタイプ
手に馴染む大きさのネイルブラシ
です。柔らかい繊維で皮膚を傷つ
けず汚れをキレイに落とします。
外径寸法:80（L）×30（D）50（H）
材質:本体/ポリプロピレン　毛/ポ
リエステル　耐熱温度:120℃
カラー:白、赤、黄、緑、青
　参考価格　　　¥850/個

ネイルブラシ 
No.6440
ワイドタイプ。丈夫な毛並みで
爪先から爪の間の汚れもきれい
に落とせます。
サイズ：L123×W48×H38mm
カラー：グリーン・ブルー・レッド・
ホワイト・イエロー・オレンジ・パー
プル・ピンク
	 コード	 参考価格
	 3230B（青）	 ￥1,600／個

不織布研磨材
ケンマロン・スーパー
ワークへのなじみ性、耐水性、
耐油性が向上。凹凸部分によ
くなじみ、細部まで均⼀な研
磨面が得られます。湿式作業
でも研磨力が持続します。
■足付け・ボカシ研磨　■金属塗
装の足付け	■車両の下地処理

コード グレード 色 砥粒 粒度 参考価格
4548 Ｃ（コース） ■■■■ Ａ 80相当 ￥360／枚
4013 Ｍ（ミディアム） ■■■■ Ａ 120相当 ￥360／枚
4549 Ｆ（ファイン） ■■■■ Ａ 240相当 ￥360／枚
13901 ＶＦ（ベリーファイン） ■■■■ Ａ 400相当 ￥360／枚
4550 ＳＦ（スーパーファイン） ■■■■ Ｃ 600相当 ￥360／枚
4544 ＵＦ（ウルトラファイン） ■■■■ Ｃ 1500相当 ￥360／枚
4544-2 ＭＦ（マイクロファイン） ■■■■ Ａ 3000相当 ￥360／枚

サイズ：150×230mm　箱入り数：10枚		
ケース入り数：10枚×6／ケース	

　参考価格　￥340／枚

スコッチブライト 不織布表面処理材
工業用パッドNo.7447 
合成繊維による不織布は柔軟で強度が
あり耐薬品性にも優れたオープン構造
を持ち、その効果は長時間持続します。
サイズ：150×230mm　箱入り数：20枚／箱

1279

0673-6

2923

サイズ M L XL XXL
コード 13643-1 13643 13644 13643-2

23529（青）

21598

21599

21600

21601

21604

21605

21606

4110-4

HP-156
HP-255

Lサイズ



床消毒用のディスポーザブルモップ
作業時間も大幅短縮！

不織布の脱着が簡単で衛生的。
タンク一体型で効果的＆経済的。
（従来の方法の1/2〜1/3の消毒剤で済み、
1Lで約150㎡の消毒が可能）

モップ全長：1,300mm		ホルダー幅：300mm
タンク容量：1,000ml		
重量：1,200g（満タン時2,200g）
●不織布10枚付

品名
本体

スペア不織布

コード
1372
2769

参考価格　	
￥28,350

100枚入￥14,500

さ
ら
に
丈
夫
で
扱
い
や
す
く
な
り
ま
し
た
！

HSG-2000-5

WF-400-5
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病院・嘔吐物処理対策

FXハンドル アルミ柄
アルミ製でとても軽量。手にフィットしてす
べらないソフトグリップを標準装備。
138cm・150cm・伸縮柄と、用途に合わせ
てサイズが選べます。
カラー：緑、赤、青、黄、白

■Sサイズ
長　さ	 入数	 参考価格
138cm	 10	 ￥1,800／本
色 緑 赤 青 黄 白
コード 10025 10025-R 10025-B 10025-Y 10025-W

■Lサイズ
長　さ	 入数	 参考価格
150cm	 10	 ￥2,000／本
色 緑 赤 青 黄 白
コード 10020 10020-R 10020-B 10025-Y 10020-W

■伸縮柄
長　さ	 入数	 参考価格
110〜180cm	 10	 ￥3,000／本
色 緑 赤 青 黄 白
コード 10019-G 10019 10019-B 10019-Y 10019-W

■260g
	 重量	 入数	 参考価格
	 260g	 10	 1,950／枚
色 緑 赤 青 黄 白
コード 10027-G 10027 10027-B 10027-Y 10027-W

■300g
	 重量	 入数	 参考価格
	 300g	 10	 2,100／枚
色 緑 赤 青 黄 白
コード 10027-1G 10027-1 10027-1B 10027-1Y 10027-1W

ラバーメイド

クイックコネクト
フレーム
マイクロファイバーパッド用フレームです。
軽量で作業がしやすいアルミ製。MRIルー
ムでの使用可。壁や機材を痛めないプラス
チック製のエンドキャップ付き。

ラバーメイド

マイクロファイバー ウェットパッド
バクテリアや汚れを取り除く水拭き用パッド。ジグザグ織り（特許出願
中）が頑固な汚れもしっかり除去。

ラバーメイド

マイクロファイバー ドライパッド
ジグザグ織り（特許出願中）と高密度のマイクロファイバーがホコリや
チリをしっかりキャッチ。

ラバーメイド クイックコネクト ハンドル
衛生的でメンテナンスも簡単なアルミ製フレーム。ハンドルとフレー
ムはワンタッチで接続。すばやい組み立てと取り換えが可能。
カラー：黄

	コード	 品番	 製品名	 カラー	入数	 参考価格
	10640	 FGQ41000	 46cmウェットパッド	 青	 12	 ￥2,100／枚
	10640-2	 　　〃	 〃	 緑	 12	 ￥2,100／枚
	10640-3	 　　〃	 〃	 赤	 12	 ￥2,100／枚
	10640-1	 FGQ41100	 61cmウェットパッド	 青	 12	￥2,800／枚
	1224-8	 FGQ41500	 スクラバー付46cmウェットパッド	 青	 6	 ￥2,600／枚
	1443-7	 FGQ42500	 スクラバー付61cmウェットパッド	 青	 6	 ￥3,200／枚
	1224-5	 FGQ41600	 フリンジ付46cmウェットパッド	 青	 6	 ￥3,100／枚
	1224-12	 1863895	 エグゼクティブウェットパッド46cm	 灰	 12	 ￥2,100／枚

コード	 品番	 製品名	 カラー	入数	 参考価格
14110	 FGQ41200	 46cmドライパッド	 緑	 12	 ￥2,700／枚
1224-6	 FGQ42400	 61cmドライパッド	 緑	 12	 ￥2,800／枚
1224-10	 FGQ43600	 91cmドライパッド	 緑	 12	 ￥4,000／枚
1223-9	 FGQ41800	 フリンジ付46cmドライパッド	 緑	 6	 ￥3,400／枚
1442-9	 FGQ42600	 フリンジ付61cmドライパッド	 緑	 6	 ￥4,200／枚
1224-9	 FGQ43800	 フリンジ付91cmドライパッド	 緑	 6	 ￥5,500／枚
1224-11	 1867397	 エグゼクティブマルチパーパスダストパッド46cm	灰	 6	 ￥3,400／枚

	コード	 品番	 製品名	 入数	 参考価格
	0173-5	 FGQ75006	 ストレートハンドル133cm	 6	 ￥2,100／本

色 黄 青 緑 赤
コード 0173-5 0173-9 0173-10 0173-11

	コード	 品番	 製品名	 参考価格
	10639	 FGQ560	 46cmフレーム	￥3,900／個
	1228-1	 FGQ570	 61cmフレーム	 ￥4,500／個
	 	 	 （スクイジー付）
	1225-1	 FGQ580	 91cmフレーム	 ￥5,300／個
	 	 	 	 6個／ケース

FXメッシュ替糸ループ制菌

カラー：緑、赤、青、黄、白	サイズ：幅約24×糸長約24cm

制菌加工糸使用で病院などに最適。ループ形状とテープ加工で
丈夫なモップ糸を実現しました。糸の先端はループ形状で、さら
にテープ加工を施しているので糸が抜けにくく、洗濯後に糸が絡
んだりほつれたりする心配がほとんどありません。

ディスインフェクター 30
本体のタンクに薬剤を注入し、モップ感覚で床に薬
剤を塗布できます。
専用の特殊クロスは手を触れずに簡単に着脱でき極
めて衛生的です。
モップに比べ、大幅に作業時間が短縮、　メンテナン
スも容易です。

消毒液塗布モップ
体に優しく疲れにくい小面積接地構
造。約400mlの 優 れ た 保 水 性

（HWD-450の場合）。洗濯して繰り
返し使えて、塩素系漂白剤の使用可
能。
●材質：柄/	アルミ、ホルダー/PP	樹脂+	
ガラス繊維、糸/	アクリル

マイクロモップ400
（ＭＲＩ室対応）セット

金属を持ち込むことができないＭＲＩ室でも使用でき
るモップセット。ホルダーのリベットやネジなどを金
属部品から樹脂に変更。ワンタッチプッシュ式の開閉
ロック機能を採用し、手を使わなくてもモップの取り
替えが可能です。金属を使用していないフラット型
モップは、アルミよ
りも軽量であるた
め扱いやすく、作
業者の負担も軽
減できます。

院内清掃の基本は、清潔度エリアの区分けとそれに準じた用具の色分けです。

FGQ41000

FGQ41100

FGQ41200

FGQ41500

FGQ42500

FGQ42400 FGQ43600

FGQ41800

FGQ42600
FGQ43800 1867397

FGQ58000

FGQ57000

FGQ56000

FGQ41600 1863895

金属を一切使用していない
ため、ＭＲＩ室の清掃にも対
応した軽量型フラットモップ
セットです。

床、壁のウイルス除去に！
素早く軽い力で塗布が可能な
消毒液塗布専用モップ！

■クレンリネスハンドル グラスファイバー伸縮
				HSG-2000
				全長91〜165cm

■マイクロモップ400
  （水拭き用）
				WF-400　	幅43×縦15cm

■マイクロモップ400ホルダー
　（MRI室対応）
				W-400Ｎ-MRI				幅40×縦10cm
				(受注生産)

	 コード	 参考価格
	 2429-6	 ￥28,300／セット

【セット内容】
ハンドル+専用ホルダー+モップ2枚

3M

水が出るモップツール
モップ全長:1,275mm		ボトル容量：500ml
ホルダー：440mm	x	100	mm
充填可能薬液：一般的な床用洗剤、
アルコール除菌剤、	1,000ppm以下
の次亜塩素酸水など
	参考価格	 ￥18,058／セット

使い捨てタイプなので衛生的です。
3M

ウエット 
ディスポーザブル
モップ

	サイズ	 	 参考価格
	M	 430×115mm	30枚入	 ￥2,516／箱

表面のマイクロファイバー層が床の汚れを効果的に
除去し、裏面の液体吸収層が水や油を吸収します。

指に負担の
かからない
ボタンタイ
プ吐出方
法

2つ穴からの
定量吐出で水
や薬液を安定
して供給

病院の待合室、病室、共用部の床の衛生管理に。

識別リボン付
で、カラーゾー
ニングに対応

識別リボン付
で、カラーゾー
ニングに対応

ＭＲＩ室
対応

4133 41354134 4136 4137

2221-1 2221-32221-2 2221-7 2221-5

■消毒液塗布モップ（替モップ1本付）
	 コード	 品番	 サイズ（長さ×幅）	 参考価格
	 21770	 HWB-450	 142×45cm	 ￥15,720
	 21770-1	 HWB-350	 142×35cm	 ￥14,300

■消毒液塗布用 替モップ
	 コード	 品番	 サイズ（幅）	 入数	 参考価格
	21770-2	 HWB-450S	 45cm	 5枚	 ￥2,740／枚
	21770-3	 HWB-350S	 35cm	 5枚	 ￥2,460／枚

■24リットルバケツ（青）
	コード	 品番	 参考価格
	0743-2	 BK-24-1	 ￥12,800

■24リットルバケツ用絞り器
	コード	 品番	 参考価格
	0743-4	 BK-24W	 ￥4,800

2429

618-6

5704-2

ループ形状

清潔で安全な
制菌加工
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Q856	 Q861	 Q871	 Q881	 Q891

医療用廃棄物容器ホルダー
SK-F 本体
容器に合わせて幅、奥行、高さが変えられる医療廃棄用段
ボールホルダー本体。国内ほとんどの医療廃棄用段ボール
に対応。ダンパーを採用しているため、ふたの開閉はとても
静かです。低い位置で踏
み込みやすい大きなペ
ダルを採用。

	コード	 重量	 参考価格
	14995	 6.5kg	 ￥31,250

	参考価格　￥670
（1台用2個セット）

■移動用キャスター
  （別売）14996-2

医療用廃棄物容器ホルダー
SK-F 蓋
使用する容器に合わせて蓋をお選び下さい。
	 サイズ（幅×奥行×厚み）	 参考価格
	 小：	345×345×22	
	 中：	395×395×32	
	 大：	465×435×42
	 A3：465×370×42

￥6,250

国内のほとんどの医療廃棄物用
ダンボールに対応します。
段ボール容器＆蓋
セット例

ポルベック

ダスタークロス 45・60
静電気の力で、細菌はもとより塵や埃を効率
よく吸着します。毛足が長いため、凸凹にも
追従し高い捕集能力を発揮します。 

	コード	 サイズ（mm）	 入数	 参考価格
	0529	 45：200×480	 1ロール130枚×3ロール	 ￥22,500／箱
	2015	 60：200×655	 1ロール100枚×3ロール	 ￥22,500／箱

ダスターホルダー
軽くて楽 ！々ワンタッチストッパーでクロ
スの取り付けも簡単！ 
	コード	 サイズ	 入数	 参考価格
	0588	 S（45cm）	 6	 ￥11,808／個
	0583	 M（60cm）	 6	 ￥13,215／個
	0584	 L（90cm）	 6	 ￥16,693／個

ダスターハンドル
	コード	 サイズ	 入数	 参考価格
	0582	 S（1120mm）	 6	 ￥3,333／本
	4239	 M（1354mm）	 6	 ￥3,333／本
	4459	 L（1454mm）	 6	 ￥3,333／本
	4459-1	 3段伸縮（610〜1300mm）	6本入		￥2,800／本

C×S

ナノトロリー
さまざまな清掃シーンにデザイン
できるよう、60種類のアクセサリー
から必要な機能を選ぶことができ
ます。作業内容に最も適したスタイ
ルで、効率化が図れます。
サイズ：W49×L84×H109mm
	 参考価格	 ￥67,780

C×S

トロリーハーフ
限りなくコンパクトなサイズです。狭
い場所でも使いやすく、保管場所の
確保も容易です。作業内容に合わせ
アクセサリー（別売）を選ぶことがで
きます。
サイズ：W41×L62×H106cm
	 参考価格	 ￥49,500

C×S

メンテナンストロリー
清掃用具を効率的に収納すること
ができます。大型トレイにはモップ
リンガー、掃除機などを載せること
ができます。ジッパーがついた「フ
タ付き大容量バック120L」付きで、
回収したゴミを簡単に取り出せま
す。
サイズ：W55×L99×H130mm
	 参考価格	 ￥57,780

リンレイ

ハイジェニックカート
B100
病院清掃に最適な清掃カート。効
率作業・感染対策に適応。ゾーニン
グ別に色分けした蓋付き容器。クロ
ス、モップなどの使用前後の交差
汚染を防止。スマートで分かりやす
いオペレーションが可能。
サイズ：W550xL940	xH1,020mm
	 参考価格	 ￥130,000

3M

ダスタークロス レギュラー
50シート
除塵性能と使いやすさに優れた、
プロが選んだダスターの定番。
	コード	 サイズ	 入数	 参考価格
	0587-1	 S（45cm）	 50シート	￥3,248／箱
	0936-1	 M（60cm）	 50シート	￥4,595／箱
	1972-1	 L（90cm）	 50シート	￥6,493／箱

C×S

ジョンマスター 
プロHD ドライモップ
最高ランク（0.27デニール）のウルトラマイクロ
ファイバー採用により、細かいホコリや汚れを逃
がさずキャッチできます。汚れのひどいエリアの
除塵に最適です。
	 コード	 サイズ	 入数	 参考価格
	 20651	 40cm	 10	 ￥2,560／枚	
	 19044	 60cm	 10	 ￥2,560／枚

C×S

ジョンマスター 
スタンダードダンプモップ
最高ランク（0.27デニール）のウルトラマイクロ
ファイバー採用により、1回の水拭きで99％のバ
クテリアを除去できます。 カラー：青／赤
	コード	 サイズ	 色	 入数	 参考価格
	63-3	 25cm	 赤	 20	 ￥855／枚
	63-9	 25cm	 青	 20	 ￥855／枚
	18883-4	 40cm	 赤	 20	 ￥980／枚	
	18883-1	 40cm	 青	 20	 ￥980／枚	
	18883-2	 60cm	 赤	 20	 ￥1,460／枚
	18883-5	 60cm	 青	 20	 ￥1,460／枚

ラバーメイド

マイクロ
ファイバークロス
●約500回まで洗濯が可能。漂白剤使用可能。
●使用場所に応じて色分けでき、交差汚染のリスクを軽減。
	コード	 品番	 品名	 入数	 参考価格
	19944-1	 FGQ61000	 多目的用クロス　黄	 12	 ￥800／枚
	19944	 FGQ62000	 多目的用クロス　緑	 12	 ￥800／枚
	19944-R	 FGQ62000	 多目的用クロス　赤	 12	 ￥800／枚
	14304	 FGQ62000	 多目的用クロス　青	 12	 ￥800／枚
	6512-3	 FGQ63000	 ガラス用クロス　青	 12	 ￥800／枚
	1224-13	 1867398	エグゼクティブシリーズ	ガラス用	グレー	 12	 ￥800／枚
	1224-14	 1863890	エグゼクティブシリーズ	ブラウン	 288	 ￥300／枚
	1224-15	 1863888	エグゼクティブシリーズ	グレー	 288	 ￥300／枚

ラバーメイド ハイダスター
糸くずが出にくく、チリも逃さない除塵用パッド。93度までの水温で洗濯可能なため、
漂白剤を使わなくても殺菌が可能。サイズ：全長730mm
	 品番	 製品名	 入数	 参考価格
1.	FGQ85000	 ハイダスターパッド付き	 6	 ￥4,500／本
2.	FGQ85200	 ハイパフォーマンス	ダスト棒	パッド付き	 6	 ￥5,100／本

ラバーメイド

マイクロファイバーフレキシフレーム

C×S

TASKI ウルトラプラス
モップフレーム
ジョンマスター専用のフレーム。用途に応じて３
種類の幅を用意しました。ロック式クリップ採用
により、ハンドルをロックさせることで床だけでな
く壁面天井の作業をスムーズに行えます。
	 コード	 サイズ	 入数	 参考価格
	 6757-20	 25cm	 1	 ￥3,890／個
	 6757-17	 40cm	 1	 ￥4,800／個
	 6757-18	 60cm	 1	 ￥5,960／個

C×S

ジョンマスター 
スタンダードダンプHDモップ
最高ランク（0.27デニール）のウルトラマイクロファ
イバー採用により、1回の拭き取りで99％のバクテ
リアを除去できます。汚れのひどいエリアの水拭
きに最適です。
カラー：青／赤（40用のみ）
	コード	 サイズ	 入数	 参考価格
	63-7	 25cm	 20	 ￥1,630／枚
	18883	 40cm	 20	 ￥1,870／枚	
	19046	 60cm	 20	 ￥2,800／枚

C×S 

TASKI ウルトラプラス
モップハンドル
伸縮タイプなので、どなたでも効率よく作業が行
えます。
	 コード	 参考価格
	 6757-16	 ￥5,730／本

C×S

ジョンマスター 
スタンダードドライモップ
最高ランク（0.27デニール）のウルトラマイクロ
ファイバー採用により、細かいホコリや汚れを
逃がさずキャッチできます。
	コード	 サイズ	 入数	 参考価格
	 63-2	 40cm	 20	 ￥980／枚	
	19045	 60cm	 20	 ￥1,460／枚

Jonmaster

HYGEN

水拭き用 水拭き用

除塵用

伸縮タイプ

除塵用

ラバーメイド フレキシフレームは、より早くそして効率的な清掃をサポート。
カーブしている面でも汚れをしっかりキャッチ。

■曲面、平面の両方に使用できるしなやかなフレーム。
■取替え可能なカバーは５種類。用途によって使い分けが可能。
■中心部分にゴミなどを集めやすい独自の弓形デザイン。
■丈夫で割れにくく、漂白剤や過酸化物の使用も可。

	コード	 品番	 品名	 サイズ（cm）	 色	 入数	 参考価格
	14673	 FGQ85500	 フレキシ	フレーム	 33.3×11×4	 BK	 6	 ￥8,300／個
	14678	 FGQ85600	 フレキシ	フレーム	ダストカバー	 27×11×1	 GR	 12	 ￥1,400／枚
	14677	 FGQ86100	 フレキシ	フレーム	ハイパフォーマンスカバー	27×11×1.5	 WH	 12	 ￥1,400／枚
	14676	 FGQ87100	 フレキシ	フレーム	ガラス用カバー	 27×11×0.5	 BL	 12	 ￥1,400／枚
	14675	 FGQ88100	 フレキシ	フレーム	浴槽・タイル用カバー	27×11×1	 YL	 12	 ￥1,400／枚
	14674	 FGQ89100	 フレキシ	フレーム	ウェットカバー	 27×11×1	 BL	 12	 ￥2,000／枚

Q855

53cm

2

1

41㎝

FGQ63000	 FGQ61000	 FGQ62000-RD・GR・BL	 1867398	

サイズ:
40.5×
40.5cm

サイズ:
30.5×
30.5cm

18638901863888	

	コード	 サイズ（mm）	 入数	 参考価格
	2672	 60：200×655	 1ロール50枚×6ロール	 ￥26,400／箱
	0827	 90：200×950	 1ロール40枚×6ロール	 ￥31,200／箱

ポルベック

ダスタークロス HR60・90
構成繊維にPETボトルリサイクル原料を
50％以上使用したエコマーク商品。
耐水性・耐久性にも優れしかも両面
使用可能で経済的。 

1224-2

1225-2

20649 2640-6

20649-1

21648-2

14996



病院・嘔吐物処理対策

●サイズ：W33×D26×H113cm
●清掃幅：33cm
●清掃面積：300㎡		
●重量：5.0ｋｇ
●集塵バッグ容量：4.5L		
●運転音：70db	
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ハイジェニッククリーナー
（多目的強力洗剤）
強力洗浄と除菌・消臭を同時に行える多目
的洗剤。２度拭きの必要がないため幅広
い用途に使用可能。３０秒接触での除菌
効果。EPA登録除菌剤配合。優れた経済性
（標準希釈倍率：100倍）。低臭。

	コード	 容量	 参考価格
	2063-3	 4L×3本	 ￥5,340／本

■強力洗浄＋除菌効果

NEWアルテクト速乾
（病院用樹脂ワックス）
耐アルコール性特化・高耐久・低臭・
速乾・ドライ方式対応・抗菌剤配合
のワックスです。

	コード	 容量	 参考価格
	2898	 18L	 ￥27,000

低臭タイプ

速乾性

抗菌性

耐アルコール性

ハイパーアルテクト
（耐アルコール白化性強化タイプ
病院用樹脂ワックス）
白化の起き易いジェルタイプ手指消
毒剤に対応。塗布後の早い段階か
ら耐アルコール性能を発揮。
低臭タイプで抗菌剤配合。
	コード	 容量	 参考価格
	2898-7	 18L	 ￥31,520

低臭タイプ

抗菌性

耐アルコール性

病院用ケミカル

病院向け高性能バキューム
FA15 Silenzio
高密度なHEPAフィルターを吸気側と排気側
にＷで標準装備。軽量・小型・長さ12ｍコード
採用で、スムーズな取り回し。1200Ｗモーター
の採用で強力な吸引力。切替スイッチで53dB
の静音モードに切替。
消費電力：強1200W/弱600W
サイズ（cm）：W34×L41×H39
集塵容量：6Ｌ		重量：7kg
	 コード	 参考価格
	 87-8	 ￥57,000

病院向け高性能バキューム
シルバー 400-Ⅱ
バッテリー駆動式だから電源コード不要。コン
パクトボディで圧倒的な作業性を実現しました。
アップライト並の清掃能力で、最大1,875㎡/
時の清掃が可能です。 50dB/Aの超静音で、
病院やオフィスビルでの仕様が可能です。
清掃幅：625mm
	 コード	 参考価格
	 5258-10	 ￥490,000

超静音設計

18.5cm18.5cm
超静音設計超静音設計

46dB46dB
超静音設計

超静音設計超静音設計

5353dBdB 5050dBdB
静音モード静音モード

超静音設計

18cm18cm
超静音設計超静音設計

25cm25cm
超静音設計 超静音設計

24.5cm24.5cm
超静音設計

超静音設計

18.5cm18.5cm
超静音設計超静音設計

46dB46dB
超静音設計

超静音設計超静音設計

5353dBdB 5050dBdB
静音モード静音モード

超静音設計

18cm18cm
超静音設計超静音設計

25cm25cm
超静音設計 超静音設計

24.5cm24.5cm
超静音設計

HEPA
フィルター
装着可能
(別売)

抗菌アルコート
（病院用樹脂ワックス）
床に付着した細菌の増殖を抑えま
す。抗菌性・耐アルコール性・速乾性
を兼ね備えています。
	 コード	 容量	 参考価格
	 	 18L	 ￥26,000

速乾性

抗菌性

耐アルコール性

メディックAg
医療施設に最適な、優れた耐アル
コール性・耐久性。乾燥性が向上し、
スムーズな作業を実現。W抗菌剤
配合で抗菌性能を強化。雑菌の繁
殖を防いで臭気の発生を抑える防
臭効果。
	 コード	 容量	 参考価格
	3186-1	 18L	 ￥22,000

速乾性

抗菌性

耐アルコール性

	 コード	 参考価格
	TC10100	 ￥148,800
	

トルネード 
ローム13
コードを気にせずスピーディー
な作業が可能！最長50分・広範
囲（約180畳）可能！幅広ヘッド
と軽量設計で操作性抜群！

★詳細は14 ページを
ご覧ください

HEPAフィルター
標準装備！

H
E
P
A
フ
ィ
ル
タ
ー

標
準
装
備
！

業務用ゲロポン№182-W
嘔吐物に振りかけるだけで水分を吸収
し簡単、すばやく凝固！ 
飲食関係ほか、学校、病院、施設、レ
ジャーなどに便利です。
	 容　量	 参考価格
	 950g	 ￥3,600／本	

●キット内容
使い捨てマスク…１枚　使い捨てエプロン
…１枚　使い捨て手袋２双…４枚　使い
捨て帽子…１枚　使い捨て靴カバー…１
足　計量カップ…１個　ポリ袋(回収袋)…
２枚　高吸収シート…１５枚　紙製ヘラ…
２枚　使用マニュアル…１枚

■嘔吐物凝固剤

■汚物処理キット

■汚物処理キット

	 コード	 参考価格
	 13255	 ￥650

かんたん汚物処理キット
常備しておくことで、突発の汚物をス
ピーディに処理できるセットです。感染
リスクのある嘔吐物、排泄物などをすば
やく安全に処理できます。分かり易いマ
ニュアル付です。処理1回分。

	コード	 容　量	 参考価格
	13559	 10kg	 ￥2,080　　
	3899	 5kg×3本	 ￥1,350／本
	17602	 1.5kg×8本	 ￥440／本
	17602-1	 600g×20本	 ￥220／本

除菌・漂白剤
病院用ハイター 
病院・施設で幅広い用途にお使い
いただけます。医療用器具や環境

（床など）にも優れた除菌効果のあ
る、高品質の製品です。

■嘔吐物の処理に

ハイターＥ
（塩素系漂白剤）
タオル、モップの除菌・漂白に

	コード	 容量	 参考価格
	1968	 5kg×3本	 ￥800／本

■リネン、血液汚れの
処理に

■リネン、血液汚れの
処理に

※除菌剤は入っておりません。汚物回収後の除菌作業が必要な場合は、
　別途キッチンハイター等をご使用ください。

ゲロポン№175-W
塵取りとヘラが付属している
ので手を汚さずに処理できま
す。マスク・ポリ手袋なども
セットになって安心・安全な処
理が可能です。
●セット内容：箱（組立て式チリ取
り兼用箱）、へら、ペーパータオル、
嘔吐物凝固剤100g、マスク、ポリ
手袋、手提げポリ袋
	参考価格	 ￥1,200／セット	

ゲロポン-S№178-W
（付属品9点セット・
イラストマニュアル付）
上記ゲロポンよりエプロンや
マニュアル等の付属品が充実
し、より安心・安全な処理が可
能。
●セット内容：箱（組立て式チリ取
り兼用箱）、嘔吐物凝固剤100g、
ペーパータオル、イラストマニュア
ル、へら、キャップ、靴カバー、マス
ク、ポリ手袋、ポリ袋、エプロン
	参考価格	 ￥1,800／セット	

■嘔吐物凝固剤セット

■嘔吐物凝固剤セット

おがくず
嘔吐物の処理に使用します。
1袋（90×60cm袋）
	 コード	 参考価格
	 1134	 ￥1,500	

ルビスタ 嘔吐物処理キット
嘔吐物処理に必要な器材がすべて梱包されています。
	 コード	 参考価格
	 1711-1	 ￥2,700

らくらく汚物処理キット2
嘔吐物に限らずオシッコの後始末、飲み物汚れなども簡単に処理。
	 コード	 参考価格
	 10935	 ￥4,980／セット

【内容物】
・環境除菌/洗浄剤ルビスタパウダー	1包
・添付文書	………………………… 1枚
・PPE（使い捨てマスク/使い捨てエプロン/
	使い捨て手袋）	 ………………… 各1組

・調製用水	…………… 1本
・吸水ポリマーシート	 1枚
・ペーパータオル	 ……50枚
・ポリ袋	……………… 1枚
・使用方法説明書	…… 1枚

■嘔吐物処理キット

【内容物】
・エプロン…1枚		・手袋	 …………2双
・マスク	 ……………………………1枚	
・ゴミ袋	……………………………2枚
・液状汚物の吸収処理剤(60g)	 … 1個

・使い捨てホウキ	 …… 1個
・使い捨てチリトリ	 … 1個
・ペーパータオル	 …… 5枚
・オキシヴィルTb	(除菌剤)
				……………………… 1本

10846-1

5752

5752-1

HPワンミニッツバスター
ウエットクロス30P
たった1分の接触で、菌とウイルスを99.9%
除去。米国ＥＰＡ認証除菌剤配合（第4級アン
モニウム塩）。ドアノブ、テーブル、ベンチ、ベッ
ド、等の洗浄・除菌に。30枚入
サイズ：幅300×奥行200mm

HPワンミニッツバスター
除菌洗浄液ネオ
20倍希釈で嘔吐物処理後の仕上げ除菌
洗浄。ドアノブや手すりなど、良く触れる
環境表面から治療室や手術室、フロア・
トイレの床面、壁面などに。

	コード	 参考価格
	21520-1	 ￥400／本
	 	 （1ケース30袋）

	コード	 容量	 参考価格
	21520-3	 4L	 ￥4,500／本
	 	 	 （1ケース4本）

HPワンミニッツバスター
床用ウェットシート45・60
優れた洗浄効果で血液除去・油脂除去。
1枚で約30平方メートル清拭可能。1枚
ずつ袋に入っているから使いやすい。使
い捨てで菌の拡散がない。1袋5枚入

	 コード	 種別	 サイズ	 参考価格
	 21520-2	 45	 220×480ｍｍ	 ￥820／本
	 21520	 60	 220×640ｍｍ	 ￥1,000／本
	 	 	 	 （1ケース20袋）



消毒用アルコール

手指消毒用アルコール

消毒スタンド等弱酸性次亜塩素酸水
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感染症対策・消毒用アルコール

ビエリモ
除菌できる範囲が広く、コロナウイルス・ノロウイルス・O-157
やインフルエンザにも対応でき、消臭効果もあります。ビエリ
モの成分は次亜塩素酸水（HOCｌ）であり、もっとも簡単な分
子構造をもつ消毒剤です。生成の原料である、次亜塩素酸ナ
トリウム・塩酸、また生成される次亜塩素酸水（ビエリモ）も食
品添加剤として厚生労働省に認定された安全な成分です。超
音波噴霧器で空間を瞬間除菌します！

強力な消臭力とアルコールより
高い除菌力！

	コード	 品			名	 濃度	 参考価格
	19962	 500ml黒ボトル	 100ppm	 ￥1,600
	19994-1	 5Lプラスチックボトル	 200ppm	 ￥7,000
	19994	 5Lバロンボックス	 200ppm	 ￥7,000
	19980	 10Lバロンボックス	 200ppm	 ￥12,000
	19990	 20Lバロンボックス	 200ppm	 ￥18,000
	2000-1	 超音波噴霧器	HM-201	（26畳対応）		￥50,000
	2000-3	 超音波噴霧器	MX-200	（14畳対応）		￥35,000
	19995	 スプレー空ボトル500cc（黒）		 ￥1,000 	コード	 品番	 規格	 サイズ（mm）	 参考価格

	21632-4	 OT-559-011	 POP１面	 小	W322×D410×H1140	 ￥35,300
	21632-3	 OT-559-013	 POP１面	 大	W322×D410×H1370	 ￥38,300
	21632-6	 OT-559-012	 POP４面	 小	W322×D410×H1140	 ￥42,800
	21632-5	 OT-559-014	 POP４面	 大	W322×D410×H1370	 ￥46,600
	3621-3	 OT-550-856-6	 専用ゴムウェイト	 オープン価格

	コード	 品番	 タイプ	 サイズ（mm）	 参考価格
	23028-1	 E-212	 ショート	 W180×D155×H525	 ￥35,750
	23028	 E-213	 ロング	 W355×D290×H1300	 ￥39,250

 優れた除菌効果
 高い安心と安全性
 強力な消臭効果

HM-201

MX-200

超音波
噴霧器
26畳  対応

超音波
噴霧器
14畳  対応

ハンドスキッシュEX
速乾性擦り込み式手指消毒剤。感染予防対策向け備蓄に。
■指定医薬部外品・非危険物
	コード	 容量	 参考価格
	1412-2	 4.5L×3本		 ¥3,260／本
	1412-4	 つけかえ用800ml×6本	 ¥760／本
	1412-3	 本体ロングノズル800ml×6本		 ¥900／本

アルコールボトル600
（容器のみ）
手指用、アルコール用霧スプレーディスペ
ンサーボトル。1プッシュの吐出量は約
3ml。壁取り付け用ホルダー付属。
	 容量	 参考価格
	600ml	（空）×6本	 ¥2,290／本

14177

ゴージョージェル
エタノールを有効成分とする速乾性
の外皮消毒剤。使いやすさを考慮
してゲル状の製剤になりました。
保湿成分配合
	 容量	 参考価格
	 60ml×24本	 ¥720／本
	 215ml×12本	 ¥1,618／本
	 350ml×12本	 ¥2,615／本

13433 514 13527
	 60ml	 215ml	 350ml

C×Sセーフタッチ 
アルコールジェル
皮膚を清浄にし、速乾性に優れ、手指に
すり込み易いゲル状のアルコールです。
保湿剤を配合していますので手肌にうる
おいを保ちます。
	コード	 容量	 参考価格
	20879-1	 800ml×6本	 ￥2,542／本
	

C×Sセーフタッチ 
ジェルディスペンサー
衛生的に優れたカートリッジ式。
継ぎ足しによる細菌混入の心配が
ありません。
サイズ:150×245×100ｍｍ
	コード	 入数	 参考価格
	20968-4	 10台	 ￥1,180／台
	

Ｎスター
アメリカ疾病予防管理センター
(CDC)や食品衛生検査指針で推
奨されている「複数のウイルス」で
効果を検証済みのアルコール消毒
剤です。
弱酸性	保湿成分配合	
100%食品成分
	コード	 容量	 参考価格
	20953	 1L×12本	 ￥2,375／本
	20953-1	 5L×4本	 ￥7,125／本

オートディスペンサー
F-1409S
センサー感知式で手をかざすだけで
⼀回分の薬液を自動噴射。大容量の
1000mlを補充できる容器。乾電池
式。

サニッシュMD
NITE公開の新型コロナウィルスに有効な
界面活性剤（塩化ベンザルコニウム）を配合
しております。グリセリンを配合し、肌荒れ
を防ぎます。法令（消防法危険物）による保
管場所等の制限はありません。
	コード	 容量	 参考価格
	13197-8	 5L×3本	 ￥5,920／本

センサー付で
自動噴射

センサー
タイプ

	コード	 品番	 タイプ	 サイズ（mm）	 参考価格
	5886-8	 YE-10-ID	 	I-F	 W310×D450×H1308	 ￥30,000
	5886-10	 YE19-ID	 大容量	 W310×D470×H1310	 ￥37,500

アルコール噴霧機 I-F・ 
I-F大容量タイプ
ペダル式で衛生的に消毒が可能。
背面下部にキャスターが付いており、
本体を傾けることで簡単に移動が可
能。黒色も受注生産可能。

大
容
量
５
L
容
器
を
設
置
可
能

アルコール除菌剤
75
調理器具・機械類・調理設備などの除
菌に！エタノール濃度70容量％以上
配合のアルコール製剤のため、医療
機関、高齢者施設等において、消毒用
アルコールの代替品として、手指消毒
に使用が可能です。

	コード	 容量	 参考価格
	22865	 5L×2本	 ￥5,480／本

■アルコール70％以上配合

	コード	 容量	 参考価格
	13197-6	 5L×3本	 ￥5,590／本
	13197-7	 20L	 ￥14,420／本

サニッシュ60
グラム陽性球菌・グラム陰性桿菌から
エンベロープの 無 いウイルスまで
様々な細菌・ウイルスにアタックしま
す。成分は100%食品添加物原料な
ので安心して使用できます。消防法上
の危険物に該当しません。

■アルコール60％以上配合

アルコール除菌剤EX
アルコールの除菌力と新配合の食品添加物との相乗
効果により､除菌効果がパワーアップ。有機物などの汚
れの中でも除菌力の失活は起こりません。長時間除
菌効果が持続。手指にもやさしいタイプです。
	 コード	 容量	 参考価格
	1297-5	 550ml×12本	 ￥820／本
	 1297	 5L×3本	 ￥5,590／本

食品添加物エタノール製剤
ユービコールノロV
食品添加物のエタノール製剤。ブドウ種
子抽出物配合。冬場のウイルス対策に最
適の除菌剤です。トイレのドアノブや調
理器具・フロア廻りまで幅広くお使い頂
けます。飲食店から食品工場、お子様や
お年寄りのいる施設などにも最適です。

	コード	 容量	 参考価格
	1412-8	 19Ｌ		 ¥15,430／本
	1412-7	 5L×3本	 ¥5,290／本
	1412-6	 600ml×12本		 ¥1,840／本

ノロウィルス
対策に

ミセル消毒スタンド
(足踏み式)
容器に触れずに手指消毒が
できるのでより衛生的に行えます。
トレイサイズ：W198×D210mm（内寸）

▶

制
作
デ
ザ
イ
ン
例

ペ
ダ
ル

POP	4面/小・ホワイト POP	1面/大・ホワイト

転倒防止に
専用ゴムウェイトの
使用をお勧めします。

POP１面はブルー・
グリーン・ピンクの３
色からお選びくださ
い。

コード 品　名 容　量 参考価格

23364-1 ファミリーガード　除菌スプレー
無香料　業務用 300ml×12本 ¥484／本

23364 ファミリーガード　手指のアルコール
消毒ジェル　業務用 500ml×10本 ¥1,540／本

23364-2 ファミリーガード　アルコール除菌65　業務用 5L×4本 ¥3,500／本

23364-3 ファミリーガード　手指のアルコール消毒剤　業務用 1000ml×6本 ¥2,800／本

23364-4 ファミリーガード　手指のアルコール消毒剤　業務用 5L×4本 ¥9,300／本

ファミリーガード
幅広い場所での除菌、消毒に対応したSCジョンソン製の新シリーズ。
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オキシヴィルTb
（トリガー無し）
過酸化水素を活性化させる新技術

「0.5％加速化過酸化水素（AHP）」に
よる新しい高性能の除菌・除ウイルス
剤です。米国環境保護庁（EPA）で認
可された除菌剤です。
	コード	 容量	 参考価格
		10199	 946ml×12本	 ￥1,800／本	

0.5％活性過酸化水素
オキシライト
0.5％加速化過酸化水素により、細菌
やウイルスを短時間で除去。界面活性
剤配合で洗浄と除菌を1回で行います。
除ウイルス効果、洗浄効果を高めてい
ます。原液使用。シーバイエス独自処
方の国内製造品です。
	コード	容量	 参考価格
	21901-2	 5L×3本	 ￥5,990／本
	21901-1	 450㎖×6本	 ￥1,360／本

アルコール
ウェットワイパー フキフキ
置 き 場 所を 選 ば な いコンパクトで
ティッシュのように取り出して使いや
すいポップアップ式のアルコール除菌
シート。
1枚サイズ：150×200mm
	コード	 容量	 参考価格
	22279-1	 120枚入×24袋	￥735／袋

イージースプレー
オキシヴィルファイブ
スターターセット
洗浄・除菌・除ウイルスが拭きとり
で同時にできる多目的高レベル除
菌クリーナー登場。カートリッジ
に薬剤が封入されているので薬剤
に触れず簡単に正確な希釈ができ
ます。

	コード	 品名	 参考価格
	20884	 スターターセット	 ￥1,975／セット
	20884-1	 カートリッジ40ml×4本×2	￥975／本

オキシヴィルTbワイプ
細菌やウイルス除去に優れる新技術

「0.5％活性過酸化水素（AHP）」を含
浸させた、使い捨てタイプのワイプで
す。拭くだけで、高レベルの洗浄・除
菌・除ウイルスを実現できます。
	コード	 容　量	 参考価格
	10199-4	 160枚×6本	 ￥3,110／本	

溶かすだけ タブレット型 
塩素系 除菌剤
細菌・ウイルス対策に！水に溶かして
すぐに使えるかんたん除菌剤。タブレッ
ト型なので、計量の手間がなく、収納は
省スペース、軽くて持ち運びがラク。
	 コード	 容　量	 参考価格
	 22434-1	 200錠	 ￥13,680／箱	
	 22434	 20錠	 ￥1,368／箱	

■除菌・除ウィルス剤

■除菌・除ウィルス洗浄剤

■除菌シート

■除菌・除ウィルス剤

■除菌・除ウィルス剤

タブレット型

カートリッジ

高度汚染ゾーン向け除菌洗浄剤

ハイプロックス アクセル
高度汚染ゾーン向け除菌洗浄剤。洗浄能力・除菌作用・人体へ
の健康と安全性・生分解性(100%生分解)に優れ、リスクの高
いエリア(手術室、ICU、隔離室、救急室、救急車など)で使用で
きます。予め16倍に希釈してあるスプレータイプとウェット
ティッシュにしたワイプタイプもあります。

■高レベル
　除菌清掃に

環境除菌・洗浄剤 
ルビスタ
ワンステップで除菌
と 洗 浄が できる改
良型の塩素系除菌・
洗浄剤です。調製液
は塩素臭が少なく、
金属やプラスチック
などに影 響 の 少な
い製剤です。

	コード	 品　名	 参考価格
	1711-2	 ルビスタ	パウダー	5g×12包	 ￥3,120
	1711-3	 ルビスタ	パウダー	5g×60包	 ￥13,800
	1711-6	 ルビスタ	ワイプ	100枚入	 ￥1,100
	1711-7	 ルビスタ	ワイプ	詰替用100枚入	 ￥840
	1711-5	 ルビスタ	ワイプ	300枚入	 ￥5,080
	1711-8	 ルビスタ	ワイプ	詰替用300枚入	￥2,700
	1711-9	 ルビスタ	調製ボトル	1.5L用	 ￥860
	1711-4	 ルビスタ	スプレーボトル	500ml用	 ￥570

	 コード	 品　名	 容量	 参考価格
	 4881	 ハイプロックス	アクセル（希釈用）	 3.8L×4本	 ￥7,000／本
	 4881-1	 ハイプロックス	スプレー	 1L×12本	 ￥1,400／本
	 4881-4	 ハイプロックス	ワイプ	 160枚×12個	 ￥2,500／個

■感染防止対策・　除菌剤

希釈倍率
16倍〜
64倍

ＮＡＢＣ（ナバック）
（トイレ室内用感染防止洗剤）
除菌、クリーニング、消臭を可能にす
るトイレクリーナーです。清潔な香り。

ワイバーン
（殺菌・抗菌剤）
殺菌・抗菌・消臭を同時に行い、カビ等
の繁殖も防ぐマイクロバンの標準タイ
プの殺菌剤です。中性なので水で洗浄
可能なあらゆる素材、様々な用途に使
用できます。洗浄力はありませんので
清掃後に使用してください。原液使用。
液性／pH:7.0（中性）

HPワンミニッツバスター
ウエットクロス30P
1分の接触で、菌とウイルスを99.9%
除去します。塩化ベンザルコニウム配合。
ドアノブ、テーブル、ベンチ、ベッド、等の
洗浄・除菌に。30枚入
サイズ：300×200mm

HPワンミニッツバスター
床用ウェットシート
45・60
洗浄液を多く含んでいるので1枚で約
30㎡清拭可能。1枚ずつ袋に入ってい
るから使いやすい。使い捨てで菌の拡
散がない。1袋5枚入

ゼットワン
（ワイバーン＋ウイルス対策作用）
標準タイプの殺菌剤ワイバーンの効果
にウイルス対策作用が加えられた殺菌
剤です。ワンステップで施工可能です
が、清掃後に使用していただくと⼀層効
果的です。米国にてコロナ不活化対策
に使用実績あり。
希釈率：250～65倍
液性／PH11.5（強アルカリ性）

	コード	 容量	 　　参考価格
	 5635	 950ml×12本	 ￥1,200／本
	 14096	 3.8L×4本	 ￥4,580／本
	 7352	 19L	 ￥22,350

	コード	 容量	 参考価格
	20815	 3.8L×4本	 ￥13,800／本

	 コード	 参考価格
	 21520-1	 ￥400／袋
	 	 （1ケース30袋）

	コード	 容量	 参考価格
	20815-1	 3.8L×4本	 ￥12,700／本

消臭剤入除　菌

■トイレ用感染防止
　クリーナー

米国環境保護局
EPA登録商品
米国環境保護局
EPA登録商品

米国環境保護局
EPA登録商品
米国環境保護局
EPA登録商品

除菌洗浄剤

ハイプロックス
スタビル
ヘルスケア施設の清掃に理想的
な濃縮タイプの除菌剤です。安定
化酸化水素なので効果が持続し
ます。

■除菌清掃に

	コード	 容量	 参考価格
	13432	 3.8L×4本	 ￥6,300／本

希釈倍率
64倍〜
256倍

エリエール除菌できる
アルコールタオル
大容量 本体400枚
大容量 つめかえ用400枚 
ふきとり効果で菌を除去します。高
濃度アルコール配合。アロエエキス
配合。たっぷり使える大容量400
枚入り。身のまわりのふきとり除菌
や手の汚れ落としに。経済的なつめ
かえタイプです。
1枚サイズ：140×190mm

	品名	 コード	 容量	 参考価格
	本体	 23245	 400枚入り×6個	 ￥1,900／個	
つめかえ用	 23245-1	 400枚入り×8パック	 ￥1,500／パック	

コロナウイルスに対する効果の緊急対応性がEPA(アメリカ合衆国
環境保護庁)に追加認証されています。

アルコール・塩素の消毒・殺菌を超える。

ＨＤＱニュートラル
(感染防止洗剤)
中性で、広範囲の細菌を除去するように
設計された四級アンモニウム塩の除菌
クリーナー。床、壁、その他の硬質面に
使用します。消臭効果があり、リンスの
必要もありません。ワックスはむしろ光
沢が上がります。高希釈倍率で経済的。

	コード	 容量	 参考価格
	5698-1	 3.8L×4本	 ￥7,400／本

	コード	 容量	 参考価格
	4054-2	 3.8L×4本	 ￥9,480／本

HALT（ハルト）
病院レベルに対応したワンステップの感
染防止剤で、バクテリア・ウイルス・ウド
ンコ病菌・真菌を殺します。ノロウィルス・
イヌパルボウイルス・血液由来病原体に
も有効です。１：６４の希釈で使用します。

ノロウイルス対応

グリーン
ニュートラル除菌
クリーナー 

（環境配慮型中性除菌クリーナー）
用途が広く、防感染洗浄も消臭もで
きます。院内感染防止レベルの除菌
剤入り。ノンリンスで使用可能。

ＤＭＱ
（床用中性除菌クリーナー）
除菌力のあるクリーナーです。
ワックスの光沢度を落とさず、中性
洗剤の機能と除菌効果をもたらし
ます。院内感染防止レベルの除菌剤
入り。

	 コード	 容量	 参考価格
	 6512	 3.8L×4本	 ￥4,820／本
	 7867	 19L	 ￥22,200

	コード	 容量	 参考価格
	5698-4	 3.8L×4本	 ￥4,950／本

■感染防止クリーナー

ノロウイルス対応クリーナー

■病院内全般の除菌清掃に

■病院内全般の除菌清掃に

米国環境保護局
EPA登録商品
米国環境保護局
EPA登録商品

米国環境保護局
EPA登録商品
米国環境保護局
EPA登録商品

米国環境保護局
EPA登録商品
米国環境保護局
EPA登録商品

米国環境保護局
EPA登録商品
米国環境保護局
EPA登録商品

米国環境保護局
EPA登録商品
米国環境保護局
EPA登録商品

米国環境保護局
EPA登録商品
米国環境保護局
EPA登録商品

米国環境保護局
EPA登録商品
米国環境保護局
EPA登録商品

米国環境保護局
EPA登録商品
米国環境保護局
EPA登録商品

レモングリーンDD
希釈倍率を変える事で床・拭き掃除・
トイレ・洗面・浴室と幅広い用途に
対応出来ます。

	 コード	 容量	 参考価格
	 2477-5	 3.8L×4本	 ￥7,050／本

ノロウイルス対応

■除菌剤配合日常洗剤
米国環境保護局
EPA登録商品
米国環境保護局
EPA登録商品

米国環境保護局
EPA登録商品
米国環境保護局
EPA登録商品

国
内
製
造
品

	 コード	 種別	 サイズ	 参考価格
	 21520-2	 45	 220×480ｍｍ	 ￥820／袋
	 21520	 60	 220×640ｍｍ	 ￥1,000／袋
	 	 	 	 （1ケース20袋）

米国環境保護局
EPA登録商品
米国環境保護局
EPA登録商品

米国環境保護局
EPA登録商品
米国環境保護局
EPA登録商品
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感染対策用品

感染対策用品

感染症対策・消毒用アルコール
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エアゾール式空間除菌剤

除菌シールドケア Ag+
清掃後の室内など、無人空間となるタイミ
ングで全量噴射ワンプッシュで空間除菌。
拭き取り不要のエアゾール式。銀イオン

［Ag+］の「微量金属作用」が細菌類の増殖
を抑え、柿渋エキスの効果で強力消臭。１缶
で約20～２５㎡に使用可能。 

CO2濃度測定器

CO2 mini
経済産業省ガイドライン準拠の
CO2モニター。光学式検知方式採
用。自動キャリブレーション機能
付。USB方式電源。

業務用室内専用オゾン発生装置

エアフィーノ VS-50S
人体に影響の無い低濃度オゾンの高い除
菌力で、ウイルス・細菌類をしっかりと除去。
広さに応じて低濃度オゾンの量を５段階か
ら最適に設定します。また、人を検知すると
自動で発生量を通常モードの半分に制御。

非接触赤外線
温度計
E122
触れずに測る高精度温度
計。瞬時に温度を測定。

除菌剤＋シリコン配合ツヤ出しクリーナー

トレマークwith除菌
拭き掃除で汚れを落としながら洗浄、防
汚コーティングができる日常用中性洗剤
トレマークの後継品。従来品トレマーク
に除菌成分（塩化ベンザルコニウム）を配
合で衛生管理もできる日常用洗剤の理想
形が誕生。 液性／中性

抗ウイルス・抗菌ガラスコーティング

Dr.ハドラス
抗菌性能、抗ウイルス性能と安全性にお
いてSIAAの基準をクリアしている「抗
菌」「抗ウイルス」「防汚」「防傷」の4つ
の機能を持つ業界初のコーティング剤。
誰でも簡単に施工が可能。

持続型消臭・除菌・抗菌スプレー

サニマイスター・デオ
即効性に優れた除菌成分で効率的に除
菌、ウイルスを不活化。スプレーした表面
に抗菌成分が定着。3ヶ月抗菌性が持続。
気になる臭いを素早く消臭。臭い防止、
防カビ効果も。

	コード	 容量	 参考価格
	21056-3	 200ml×24本	 ￥2,250／本

	 コード	 参考価格
	22330-4	 ￥13,000／個

	 コード	 参考価格
		21925-1	 ￥64,800

	 コード	 参考価格
		20977	 ￥29,800

	 コード	 参考価格
		 21925	 ￥18,000

	コード	 参考価格
	21633-5	 ￥272,250／台

	コード	 参考価格
	22988	 ￥24,000／個

	コード	 容量	 参考価格
	14034-2	 500ml×12本	￥2,475／本
	14034-3	 3.78L×4本	 ￥8,250／本

	コード	 容量	 参考価格
	22935	 20ml×5本	 ￥25,000／本

	コード	 容量	 参考価格
	22742	 400ml×12本	 ￥2,950／本

抗
菌
性
が

3
ヶ
月
持
続

サーマルカメラ

コニー
DS-K1T341BMWI-T
コンパクトタイプで精度±
0.5℃と他社製品より精度
が高いのが特徴です。
温度計測誤差：±0.5℃　
測定距離：0.3〜2m　
顔認証時間：0.2秒　
モニターサイズ：4.3インチ

	コード	 品名	 参考価格
	23240	 本体	 ￥200,000／台
	23240-1	 フロアスタンド	 ￥25,000／台

サーマルカメラ

アイラ
DS-K1TA70MI-T
顔認証と体温検 知が統合。
入退室記録も管理可能で、勤
怠管理にも応用できます。マ
スク着用の音声も出せます。
温度計測誤差：±0.5℃　
測定距離：0.5〜1.5m　
モニターサイズ：7インチ

	コード	 品名	 参考価格
	22376	 本体	 ￥425,000／台
	22376-7	 フロアスタンド	 ￥37,500／台
	22376-6	 卓上スタンド	 ￥10,000／台

PS板パーテーション 3㎜厚 脚付　3組セット販売のみ　
ポリスチレン製飛沫防止パーテーション3組セット。脚を差し込み置くだけで完了。

	コード	 型番	 サイズ（W×H）	 参考価格
	23153-1	 E110-247-40	 300×500㎜	 ￥1,800／個
	23153	 E110-247-50	 500×500㎜	 ￥1,900／個
	

ペーパータオルスタンド
(壁寄せ設置タイプ)　
置くだけで簡単に設置できる感染対策ス
タンド。【手ふき】＋【手指消毒】＋【ペーパー
タオル回収ゴミ箱】が⼀体になったペー
パータオルスタンドです。
サイズ：W431×D281×H1479mm　
ペーパータオル収納可能枚数：600枚

	コード	 参考価格
	23379	 ￥75,000／台

■盗難抑制ホルダー
　（オプション）
参考価格	￥5,000／個

コンドルC

ポリガウン
（未滅菌）フリーサイズ 20枚入
血液、体液、排泄物などからの保護
に。AAMIレベル3適合のバリア性

（液体防御性能）が高いガウン。親指
フック付でズレ上がりがないです。
	コード	 参考価格
	22468	 ￥4,900／箱

ペーパータオルスタンド
(卓上タイプ)　
手ふきと手指消毒が1台でできる。
コンパクトな設計で省スペースでの
設置を実現しました。
サイズ：約W400×D166×H500mm
ペーパータオル収納可能：200枚

	コード	 参考価格
	23379-1	 ￥30,000／台

アクリル板 切り込み無タイプ 3㎜厚 板のみ
上部角部はアールが付いています。300㎜幅以外はスライド
カバー付きです。
	コード	 型番	 サイズ（W×H）	 参考価格
	22822-10	 E110-205-95	 300×600㎜	 ￥2,800／枚
	22822-11	 E110-205-70	 450×600㎜	 ￥6,000／枚
	22822	 E110-205-10	 600×600㎜	 ￥7,300／枚
	22822-12	 E110-205-30	 900×600㎜	 ￥10,200／枚
	22822-13	 E110-205-90	 900×600㎜窓付	 ￥11,000／枚
	22822-14	 E110-205-50	 1200×600㎜	 ￥14,000／枚

B
タ
イ
プ
脚
使
用
例

C
タ
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プ
脚
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スチールT型脚 Cタイプ シルバー
パーティション用スチールT 型受台です。幅600、
900、1200など大きい板に向いています。
	コード	 型番	 参考価格
	22822-15	 E110-207-40	 ￥2,200／本

	コード	 型番	 参考価格
	22822-1	 E110-305-50	 ￥800／本

ABS樹脂脚（黒塗） Bタイプ
パーテーション専用受け台です。幅300、450、600の
板に向いています。

コンドルC

防護キャップ
（未滅菌）フリーサイズ 20枚入
撥水性・防水性に優れ、液体からの
汚染、および汚染の持ち込みを防ぐ。
ゴム付きでしっかり固定できます。

	コード	 参考価格
	22468-1	 ￥3,695／箱

フェイスシールド
微小な粉塵や水滴などの飛沫
防止に。シールドは防曇加工。
ゴムバンドでしっかり固定。
サイズ：33×22ｃm
	コード	 参考価格
	22190	 ￥375／個

コンドルC

防護シューズ
カバーロング

（未滅菌）フリーサイズ 
10足入
足元をしっかりと覆うロング
タイプのディスポーザブル
シューズカバー。撥水性・防
水性に優れています。

	コード	 参考価格
	22468-2	 ￥3,640／箱

ブルーエア 空気清浄機
Blue Pure 411
スタイリッシュなデザインのコンパ
クトボディでパワフルに空気清浄。
適用床面積:〜22㎡(〜13畳)
製品寸法：W20xD20xH42.5㎜

ブルーエア 空気清浄機
Classic 405
ハウスダスト、PM2.5など0.1μmまでの有害
物質を除去。北欧喘息アレルギー協会推奨。
適用床面積:〜55㎡(〜33畳)
製品寸法：W50xD27.5xH59cm

ボルネード  気化式加湿器 大容量モデル
HM4.0-JP
サーキュレーター内蔵で室内の温度ムラを解消しながら、くま
なく加湿。過加湿や結露を防ぎ、カビの発生を抑えます。専用
フィルターがカルキや空気中のほこりを取り除き、ホワイトダス
トを発生しません。洗う手間が省ける交換式フィルター。
適用畳数:12〜56畳　風量調整:3段階(強・中・弱)
タンク容量:15.2L（7.6L×2）
製品寸法：W51xD29xH34cm



	コード	 容量	 参考価格
	1095-5	 2L×6本	 ￥2,092／本

500㎖
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悪臭バイバイ
芳香ではなく、微生物がニオイを元から分解。落ちに
くい尿石も剥がれやすくなり、流れがスムーズになり
ます。多くの公共施設で採用されています。
	コード	 容量	 希釈倍率	 参考価格	 ケース
	14913	 3.75L	 5〜10倍	 ￥16,940／本	 4本
	17511		500ml	 直接使用	 ￥1,320／本	 12本

剛腕シリーズ 芳香剤による脱臭は悪臭分子を⼀時的に包んでいるだけですが、オゾン脱臭は悪臭分子を酸素と無臭成分に分解するので、
安全かつ根本的な脱臭効果を発揮しますタバコ臭はもちろん、香水、お香、飲食など様々なにおいを徹底的に脱臭します。

品名	 剛腕GWN-300CT	 剛腕GWN-500S	 剛腕GWN-1000TR	 剛腕1400	 剛腕ツイン
品番	 GWN-300CT	 GWN-500S	 GWN-1000TR2	 GWN-1400FR	 GWN-2800TW
オゾン発生量	 300mg/h	 500mg/h	 250〜1000mg/h	 350〜1400mg/h	 700〜2800mg/h
サイズ（W×D×H㎜）	 310×170×140	 295×180×175	 341×210×173	 390×160×265	 390×270×265
重量	 3kg	 4.5kg	 5kg	 4kg	 6kg
参考価格	 ￥198,000	 ￥298,000	 ￥398,000	 ￥418,000	 ￥628,000

パイプ臭バイバイ
バイオと酵素のダブルパワーでパイプ内の汚れを
分解・消臭。油脂による詰まりも解消します。パイ
プ内にバイオフィルムが形成され、汚れの付着も防
止します。
	コード	 容量	 希釈倍率	 参考価格	 ケース
	14912	 3.75L	 50〜100倍	 ￥22,000／本	 4本
	17512	 1L	 10倍	 ￥1,870／本	 12本

介護臭バイバイ
OTS（米国バイオロシック社独自
のニオイ抑制成分）配合。酵素と
複合微生物でニオイの元を根こそ
ぎ分解・無臭化。　12本／ケース
	 コード	 参考価格
	　21303	 ￥1,540／本
	

バイオクリーナー
エコライザー
除菌・洗浄・消臭、同時に３
つの効果を発揮する中性
除菌バイオクリーナー。ト
イレ床、ゴミ置き場、ゴミ箱、
ペット臭など様々な悪臭に
対し除去効果を発揮します。
	 容量	 参考価格
	3.8L×4本	 ￥8,400／本

消臭剤　AC2
悪臭の元となる分子に働
きかけ、化学的に無臭の物
質に 変 化 さ せ ます。人や
ペットに安全で、ごみバケ
ツ、犬小屋、病室、焼却炉や
火災後の消臭に威力を発
揮します。
	 容量	 参考価格
	　240cc	 ￥3,800

超強力消臭剤

エックスサイド
生活臭、喫煙臭など、菌を
原因としない臭いに。臭い
を元から分解。空中噴霧・
直 接 噴 霧してください。
安全性は非常に高いです。
中性。
	コード	 容量	 参考価格
	0652-5	 480cc	 ￥3,800
	0652-6	 3.8L	 ￥25.900

花王 

リセッシュ除菌EX 
消臭ストロング
特許消臭技術「デオドライザーZ」を採用。
99.9%除菌効果！皮脂臭・皮脂の酸化によ
る黄ばみの発生も抑えます。

	コード	 容量	 参考価格
	13075-2	 2L×6本	 ￥1,800／本
	13075-1	 10L	 ￥8,600　　
	13075-5	 スプレー（空容器）×12本	 ￥184／本

衣類にスプレーするだけで付着した
ウイルスを減少させる効果が24時間
持続！アルコール配合。99.9％除菌。
99％ウイルス除去。
	コード	 容量	 参考価格
	13075-6	 2L×6本	 ￥1,900／本

花王 

リセッシュ除菌EX 
香り残らない（業務用）

花王 

リセッシュ除菌EX 
プロテクトガード
香り残らないタイプ繊維の奥まで消臭・除菌・抗菌できる浸透３

パワーで、もうニオイ残りに悩まない！ニオイ
の元から消臭。99.9％除菌効果を発揮。

業務用消臭剤
サニティー  室内・トイレ用
天然植物消臭ゼリーが悪臭に効く。特大業務サイズなので
消臭効果が４～６ヶ月持続します。
	 コード	 	 容量	 参考価格
	4997-1	 本体	 1.7kg×6個	 ￥1,675／個	
	4997-2	 詰替	 1.4kg×6個	 ￥1,388／個	

殺菌防カビ防虫消臭剤
マイクロバンＸ590
ほとんどの細菌に対して広
範囲に使用できる殺菌消
臭剤です。トイレや配管の
漏水による悪臭対策に最
適。カーペットの制菌剤、
防カビ剤、消臭剤としても
効力を発揮。
	コード	 容量	 参考価格
	14820	 950ml	 ￥9,200
	14820-1	 3.8L	 ￥32,200

バイオ消臭剤
OE-1
人やペットにまったく害
のないエアゾールタイ
プのバイオ製品です。バ
クテリアが腐敗臭を元
から分解。散布する方
や周りの人の健康を害
する心配はありません。
	 容量	 参考価格
	230ｍｌ×20本	￥2,200／本

花王 リセッシュ除菌EX
布製品や空間のイヤなニオイをリセットし、快適
なリフレッシュ空間をつくります。

	コード	 品名	 参考価格　
	13931-6	 本体	 ￥449／本
	13931-18	 詰め替え用	 ￥372／本

トイレの消臭元・タバコの消臭元
大容量400ｍｌなので効果が長持ち、液がなくなる最後まで
香りが続きます。 容量：400ｍｌ×16本

二酸化塩素分子のチカラでウィルス・菌・ニオイを除去します！

あきらめていた“あの”ニオイに！ 排水口からこみ上げてくる悪臭に！ おしっこ・うんち臭専用！

クレベリン
	コード	 品　名	 内容量	 参考価格
	22557	 クレベリン置き型10㎡用	 60g×40個	 ￥1,000／個
	22557-1	 クレベリン置き型20㎡用	 150g×40個	 ￥2,000／個
	22557-2	 クレベリン置き型50㎡用	 270g×24個	 ￥4,600／個
	22557-6	 クレベリンGスティックタイプ	 2本+容器	 ￥700／箱
	22557-7	 クレベリンproスティック	 	 ￥1,500／個
	22557-8	 クレベリンproスティック詰替え	 36本入り	 ￥6,300／箱
	22557-3	 クレベリンproスプレー	 300ml	 ￥2,000／本
	22557-4	 クレベリンpro希釈溶液	 1L	 ￥3,000／箱

リフレッシュ・ラボ
気になるニオイを徹底消臭。しかも、そのまま拭き掃除にも使えるから、
テーブル・イスなど、家具の表面についたニオイの元まで拭き取って除去。
除菌消臭、ウイルス除去から拭き掃除までできるので、作業時間短縮、アイ
テム数削減にも貢献します。
	コード	 品名	 内容量	 参考価格
	0011-7	 無香料	 2.5L×4本／ケース	 ￥1,650／本
	0011-8	 無香料	 20L／箱	 ￥9,900／箱
	0011-9	 森林の香り	 2.5L×4本／ケース	 ￥1,650／本
	0011-11	 森林の香り	 20L／箱	 ￥9,900／箱
	0011-12	 専用広口スプレーボトル（空）	 500ml用×4本／ケース	 ￥525／本

エコソフィ

EC除菌消臭衛生水β
あの｢キムチ臭」さえも消える！純植物性の環
境対応で人にもペットにも安全。界面活性剤
ゼロ、リスクアセスメント対応。
	コード	 内容量	 参考価格
	21196	 20L小コック付	 ￥16,350／箱
	21196-1	 5Lアダプタ付×4本／ケース	￥4,500／箱
	21196-2	 500ml×12本／ケース	 ￥1,630／箱

クレベリンpro
置き型20㎡用

クレベリンpro
置き型50㎡用

クレベリンpro
置き型10㎡用

やすらぎそよぐ
ラベンダー

心やすらぐ
スパフラワー

爽やかはじける
レモン

ふんわり清潔
せっけん

タバコ消臭元
ストロングeco

	コード	 品　名	 参考価格
	0045-2	 トイレの消臭元	 ￥380／本
	0045-6	 タバコ消臭元ストロングeco	 ￥420／本

●室内用

無香料 カモミールの
香り

●トイレ用

無香料 森林の香り

ウール
OK

クレベリンpro
スプレー

クレベリンpro
希釈溶液

クレベリンG
スティックタイプ
2本用ケース

クレベリンG
スティックタイプ
6本用ケース

ポータブル型オゾン脱臭器 ホテル専用ホテル専用ポータブル・設置兼用

GWN-500S	 21633-1 GWN-1400FR	 21633-3 GWN-2800TW	 21633-4GWN-300CT	 21633 GWD-1000TR2	 21633-2

6055 3839-1
1491-3

香りが残らない

デオドラントパワー	
香りが残らない

プロテクトガード

デオドラントパワー	
スプラッシュシトラス

アクティブアップ

フレグランス 消臭ストロング

抗ウイルス



防じんマスクの分類

防じんマスクの分類
①形状により使い捨て式と取り替え式に分けられます。
Disposable＝使い捨て式　Replaceable＝取り替え式
②捕集対象粒子に分けられます。
S＝固体粒子用　L＝固体・液体粒子用
③粒子捕集効率により3段階に分類されます。
1＝80% 以上　2＝95% 以上　3=99.9% 以上
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安
全
衛
生（
マ
ス
ク
・
防
災
）

6002
有機ガス・ハロゲンガス・
酸性ガス・亜硫酸ガス用
	参考価格	 	￥3,082／1組

6002/5911-S1
有機ガス・ハロゲンガス・酸性ガス・
亜硫酸ガス用　S1濾過剤付　
	参考価格	 	￥3,975／1組

6001
有機ガス用
参考価格	￥1,462／1組

9926-DS2
刺激臭に対応する活性炭
フィルター付。
参考価格		￥8,126／10枚入

8710-DS1 10% 増量パック
カップ型防じんマスク
のパイオニア。
参考価格	￥7,548／22枚入

8812J-DS1
排気弁が呼吸の熱気や
ムレを排出。
参考価格		￥3,994／10枚入

9913-DS1 
10% 増量パック
活性炭が臭いを軽減。
参考価格		￥5,578／11枚入

9105J-DS2（レギュラー）
9105JS-DS2（スモール）

	コード	 サイズ	 参考価格		
	20067	 レギュラー	 ￥2,850／20枚入
	20066	 スモール	 ￥2,850／20枚入

	コード	 サイズ	 参考価格		
13719-3	レギュラー	 ￥6,018／50枚入
13719-4	 スモール	 ￥6,018／50枚入

安全衛生（マスク・防災）

防毒マスク

8233-DS3
粒子捕集効率99.99％
（平均実測値）を実
現！
参考価格	￥13,094／5枚入

8293-DL3
オイルミストの存在する環境
下でも粒子捕集効率99.99％
（平均実測値）を実現！
参考価格		￥14,261／5枚入

8822E-DS2
ループ型ヘッドバンドによ
りヘルメットやメガネをし
たままでも装着可能。
参考価格		￥3,833／10枚入

8210J-DS2
高粒子捕集効率を実現し
たスタンダードタイプ
参考価格	￥6,842／20枚入

DS1 DS1 DS1
DS2

使
い
捨
て
方
式

3
0
0
0
シ
リ
ー
ズ

6
0
0
0
シ
リ
ー
ズ

有 機 ガ ス 用

コンビネーション用 アンモニア用

3000シリーズ 面体
	コード	 品番	 参考価格
	2328-1	 3301J-55	 ￥3,810
	20914	 3301J-100	￥4,350

3301J タイプ	10個入
	コード	 品番	 参考価格
	19024-1	 3311J-55	 ￥5,020
	19024	 3311J-100	 ￥5,540

3311J タイプ	10個入

	 品番	 参考価格
	 3302Ｊ	 ￥5,020

3302J
（酸性ガス用）10個入

6001/5911-S1
有機ガス用		S1濾過剤付
参考価格	￥2,346／1組

6004
アンモニア用
	 参考価格		 ￥3,082／1組
　

有機ガス用 有機ガス用 防じん機能を有する

防じん機能を有する

折りたたみ式で持ち運びに便利

防じん機能を有する

酸性ガス用

	コード	 品番	 サイズ	 参考価格
	0762-4	 3100	 S／Mサイズ	 ￥2,876（面体のみ）
	13583	 3200 ＯＨＳＰ	 M／Lサイズ	 ￥2,876（面体のみ）

小型・
軽量・
無金属

6000シリーズ
吸収缶

6001/2091-L3
有機ガス用		L3濾過剤付
参考価格	￥3,538／1組

ダイオキシン類対応レベル2
60921-L3
有機ガス用		L3濾過剤付
参考価格	￥4,884／1組

ダイオキシン類対応レベル2

防じん機能を有する

6500 QL 面体
ワンタッチで顔からマスクを着脱できる
クイックラッチが付いています。
●S・M・Lサイズ
	参考価格		￥3,658（面体のみ）

6000 半面形面体
4点支持締ひもで、鼻回りやアゴからの
漏れ込みを軽減します。
●S・M・Lサイズ
	参考価格		￥3,509（面体のみ）

6000F  全面形面体
のれん形排気弁採用。排気抵抗を低くおさえるの
で呼気の熱気やムレもスムーズに排出します。
●M・Lサイズ
	コード	 サイズ	 参考価格
	2328-2	 M	 ￥21,954（面体のみ）
	2328-4	 L	 ￥21,954（面体のみ）

DS2 DS2 DS2DS3 DL3

吸収缶は
別売です。

面体
のみ

吸収缶は
別売です。

面体
のみ

吸収缶は
別売です。

面体
のみ 吸収缶は

別売です。

面体
のみ

防じんマスク 防護マスク

簡易マスク

N-95規格マスク

保護めがね・ゴーグル

Aura 9210+N95
3面立体構造の折りたたみ式。
ノーズクリップで漏れ込みを
軽減。個包装。

8210 N95
スタンダードタイプ。
ノーズクリップで漏れ込みを
軽減。

参考価格　￥5,576／20枚

Aura 9211+N95
3面立体構造の折りたたみ式。排気
弁付で、呼吸がラク。ノーズクリッ
プで漏れ込みを軽減。個包装。
参考価格　￥4,407／10枚

ソフトーク超立体マスク
立体構造で呼吸がしやすく、特に女性
には化粧が落ちにくく好評です。

参考価格　￥2,960／20枚

9105 N95（レギュラー）
9105S N95（スモール）
薄型折りたたみタイプで備蓄に適して
います。ノーズクリップ付。

QX 保護めがね [12166）
回転式耳あてが、メガネの脱落を防止。
参考価格　　￥1,180

セキュアフィット クリアレンズ 
[SF201AF]
圧力分散技術で顔にフィット。
参考価格　　￥1,200

保護ゴグル334AF [40661]
インダイレクトベンチレーション採用。

保護ゴグルGG6001 [SGAF]
高防曇性、フィット性、快適性。
参考価格　　￥3,107　参考価格　　￥998

折りたたみ式

NIOSH N95 認定製品

メガネ
併用可

メガネ
併用可

セーフティーゴーグルセーフティーグラス  
スタンダードタイプ

セーフティーグラス
スタイリッシュタイプ

	 コード	 参考価格
	 0789-3	 ￥3,250／100枚
	 0789	 ￥4,875／150枚

0512-2 0512-7 0512-8 13712-1 13642

13967 13747 13719

0760-1 0760 0512-1

3081-6

0761-5 0760-2

3081-1

2760-1
0760-42760

3081-2 0512-4
3081

0828-1 05120828-2

21797-2

22093

0512-9

防曇・防傷レンズ

ナフィアス N-95マスク
N95の認可済で、日本国内にて製造。	参考価格	 	30枚入	¥6,000／箱

コンドルC 高感染対策マスクKN95
中国防塵マスク規格	ＫＮ９５認証

ふわふわうさちゃんマスク
敏感肌の方に人気のふわふわマスク

	参考価格	 50枚入	¥12,000／箱

	参考価格	 35枚入	¥2,000／箱

ファーストレイトFR-169
フィット使い切りマスク
	参考価格	 50枚入	¥500／箱

3D 立体構造不織布マスク
4層構造で立体構造により口元快適。
	参考価格	 30枚入	¥800／箱

冷感不織布マスク
冷感不織布で厚い季節も快適に。白色
	参考価格	 50枚入	¥1,100／箱

信州大学 繊維学部
との共同開発

22627

23232 228792514-10
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安全衛生（マスク・防災）

オーバーブーツ 440
有害粉じんなどの化学物質から足元をガード。化学防護服4565と同
素材を使用。紐で縛ることにより足首のダブつきを軽減。上部にはゴ
ムを編み込み、高いフィット
性を実現。フリーサイズ

化学防護服

 防護服（不織布）

不織布ツナギ NF-450
汚れ仕事にコレ一枚。服への汚れ付着、衛
生管理の必要なシーンにお勧め。
・塗装、薬品散布作業時に。
・掃除や軽作業に。
・軽い、衛生的、使い捨てツナギ。
色	:	ホワイト　サイズ	:	M、L、LL、3L
材質	:	ポリプロピレン

不織布靴カバー 5P入
NF-455
塗装作業など汚れがつく現場作業に最適。
色	:	ホワイト　サイズ	:	フリー
材質	:	ポリプロピレン

撥水不織布つなぎ
 NF-451
不織布素材を使用した防汚服。撥水加工付
きタイプ。男女兼用。
色	:	ホワイト　サイズ	:	M、L、LL、3L

材質	:	ポリプロピレン

不織布キャップ 5枚入
 NF-457
塗装作業など汚れがつく現場作業に最適。
色	:	ホワイト　サイズ	:	フリー
材質	:	ポリプロピレン

全面ファスナータイプで着脱も簡単
な作業服。

不織布素材を使用した防汚服。

4510
●目付45ｇ/㎡なので軽量でしな
やかな着心地です。
●油脂類を含んだ粉じんの浸透が
少なく、肌や作業着への油汚れを
軽減します。
●帯電防止処理を施しています。
EN 規格：タイプ6（ミスト防護用密閉服）適
合品　EN 規格：タイプ5（微粒子防護用密閉
服）適合品　EN 規格：静電気保護	適合品

4515
●生地目付が50ｇ/㎡なので破れ
にくい。
●通気性が高く、ムレや暑さによる
身体へのリスクを軽減します。
EN規格：タイプ6（ミスト防護用密閉服）適合品
EN 規格：タイプ5（微粒子防護用密閉服）適合品

4520
●軽くて薄い、SMMMSの防
護服。
●経済的な防護服。
●アスベスト作業推奨

EN規格：タイプ6（ミスト防護用密閉服）
適合品
EN 規格：タイプ5（微粒子防護用密閉
服）適合品

	 コード	 参考価格
	4110- □	 ￥1,161／1着
M-9、	L- �、	XL- �、	XXL- �

	コード	 参考価格　
	4110- □	 	 ￥605／1着
M-5、	L-6、	XL-7、	XXL-8 	コード	 参考価格

	4110- □	 ￥733／1着
M-3、	L-1、	XL-2、	XXL- �

4565
●シールドシール加工により、縫い目からの
危険物の侵入を阻止し、バリアー性を強化。
●本体生地は安全性の高い無孔質のポリ
エチレンフィルムをラミネート。
●ダイオキシン作業、感染症対策、製薬
作業推奨

EN規格：タイプ6（ミスト防護用密閉服）適合品
EN 規格：タイプ5（微粒子防護用密閉服）適合品
EN 規格：タイプ4（スプレー防護用密閉服）適合品	

	 コード	 参考価格
	13644- □	 ￥1,863／1着
M-1、	L-2、	XL-3、	XXL-4

	 コード	 参考価格
	 21817	 ￥570／1着

	 コード	 参考価格
	21817-2	 ￥510／1袋（5P入り）

	 コード	 参考価格
	21817-3	 ￥260／1袋（5枚入）

	 コード	 参考価格　
	1432-5	 ￥6,387／20足入

	 4520 4565
アスベスト（石綿）除去作業	 ◎	 △
ダイオキシン：レベル1	 △	 ○
ダイオキシン：レベル2	 ―	 ◎
塗装作業	 △	 ○
工場の清掃・メンテナンス	 △	 ○
製薬製造	 △	 ◎
感染症対策	 ―	 ◎
農薬散布作業	 ○	 △
家畜扱い作業	 ○	 △

◎：推奨製品　○：適切製品　
△：使用可能製品　―：使用不可製品　

 ■対応作業表 ■サイズ対応表

耐水性、耐油性と経済性を追及したエントリーモデル 経済性を追及したエントリーモデル 軽量･ 高い通気性
プラントメンテナンス作業推奨 プラントメンテナンス作業推奨 除染･アスベスト作業推奨

ダイオキシン作業・感染症対策･ 製薬作業推奨
 高い安全性を誇るモデル

	 コード	 参考価格
	21817-1	 ￥800／1着

不織布シューズカバー
滑り止め付 50足入
不織布素材で底部にすべり止め仕様。
色	:	ホワイト・ブルー　サイズ	:	24〜28cm

	 コード	 品番	 色	 参考価格
	10176-2	 TSCS-400W	 白	￥2,500／袋（50足入）

不織布
使い捨て防護服
つなぎ服
前部は表面コートしています
ので油汚れやホコリが付きに
くく浸透も防ぎます。背面部
は、通気性に優れ蒸れにくく
なっています。焼却処分して
も有害ガスが発生しません。
色	:	ホワイト　
サイズ	:	S、M、L、LL、3L

使い捨てキャップ 100枚入
通気性のよい不織布を使用しているので蒸れません。衛生帽のイ
ンナーとして装着すれば、より異物混入防止の効果を高めます。
色	:	ホワイト　サイズ	:	フリー

					コード	 品番	 色	 参考価格
	22165-13	 TPC-S〜3L	 白	 ￥940／1着

	コード	 品番	 色	 参考価格
	21936-5	 TRDC-01	 白	 ￥3,400／袋（100枚入）
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トイレ備品

ペーパータオル
ケース
スチロール樹脂製　
置き型　落し蓋タイプ
200枚用

	コード	 　タイプ	 　サイズmm	 参考価格
	 23345	 レギュラータイプ	 244×125×86㎜	 ￥1,913
	 23345-1	 ワイドタイプ	 246×136×104㎜	 ￥2,213

トイレコーナー
スタンドⅢ
ハンドバッグなどの小さい
荷物を置くのに便利なスタ
ンドです。
材質：ステンレス　サイズ：約
W395×D185×H610㎜

トイレ小物置台
バックなどを置くのに便利な
置台。
材質：ステンレス

トイレコーナー
シンプルな樹脂製汚物入れ。
ボディ：PS

ママポットＳＴ
ステンレス製のペダル式屑入。
材質：ステンレス

ＪＮフィッティング
ボード
トイレスペースなどでも、履物をぬ
いで衛生的にお着換えができます。
材質：ＰＰ　耐荷重：100kg　サイズ：
400×67×523㎜
	 コード	 参考価格
	 23343	 ￥79,000
	

サニタリースリム
ボックス
スリムでスタイリッシュなサニタ
リーボックス便利な天然木の天板
付。座った状態でも捨てやすい高さ
で、ニオイも上がってきにくい構造
です。
サイズ：約W242×D145×H594㎜

紙オムツ用 
ダストボックス
手を触れずに使えるコンパクト
なオムツ用ダストボックス。
ボディ：スチール　蓋：再生PET	
容量：約50Ｌ　サイズ：345×
400×1084㎜

	コード	 参考価格
	23342	 ¥81,000
	

	コード	 品名	 容量	 サイズ	 参考価格
	4579-3	 ST-M12	 約12L	 255×330×400㎜	 ¥7,500
	4579-2	 ST-M26	 約26L	 305×377×580㎜	 ¥11,250

ペーパータオルコンパクトスタンド
ビス留め不要で狭いスペースでもコンパクトに設置がカンタン
にできる。奥行約20㎝の省スペース設計

タオルペーパーケース
清潔感のあるステンレス製ケース。ホテル、オフィスビルなどの
トイレに。
ボディ：ステンレスヘアーライン仕上げ

	 コード	 規格	 サイズmm	 参考価格
	 23339	 丸型	 W290×D197×H295㎜	 ￥16,538
	 23339-1	 角型	 W264×D197×H295㎜	 ￥16,538

	 コード	 品名	 収納枚数	 サイズ	 参考価格
	 6782-1	 300	 300枚	 261×134×134㎜	 ¥5,200
	 6782	 600	 600枚	 298×140×320㎜	 ¥10,100

	コード	 品名	 サイズ	 参考価格
	23340	 小	 300×200×300㎜	 ¥12,200
	23340-1	 大	 450×200×300㎜	 ¥15,500

	コード	 品名	 容量	 サイズ	 参考価格
	4408	 AL角型	 約2.8Ｌ	 140×140×195㎜	 ¥1,100
	10205	 AL三角型	 約3.2Ｌ	 224×143×195㎜	 ¥1,100

	コード	 　色	 参考価格
	23344	 アーバングレー	￥35,000
	23344-1	 オフホワイト	 ￥35,000

	 コード	 参考価格
	 23341	 ￥8,000

レギュラー
タイプ

ワイド
タイプ

◀オムツ用
ポリ袋取付
台付

サニタリー
ボックスＳＴ
場所をとらないスリムな
デザイン。かがまず楽に使
えるペダル式。静かに閉ま
るダンパー式の蓋を採用。
ボディ：ステンレス

	コード	 品名	 容量	 サイズ	 参考価格
	2128-6	 ST-F4	 約5Ｌ	 315×154×311	 ¥15,800
	2128-9	 ST-F9	 約9Ｌ	 315×154×500	 ¥21,000

▶70 ページ

トイレットペーパートイレクリーナー・トイレブラシ

▶156 ページ
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トイレットペーパー（シングル）　★ロングタイプは次ページ中段にあります。 トイレットペーパー（ダブル）

トイレットペーパー（ロング）

ペーパータオル

紙おしぼり

パック包装タイプ（袋入れ）

個包装タイプ

無包装タイプ ちり紙

FSC 認証とは、きちんと管理された森林で伐採した木材を消費者に届け、得られた利益を生産者
に還元する国際的な取り組みです。未来の森林資源を守るため、違法に伐採された木材を使わず、
FSC 認証を受けた木材を使うことが求められています。
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  ダブル シング ル 　

アイドルシングル（1360）

幅×長さ 114㎜×60m
包装形態 12ロールパック包装
箱入数 8パック（96ロール）入
製品材質 再生紙100％

加工･
構造	等

ソフトシングル		
芯有りタイプ
エンボス加工有り
ミシン目有り

7688 　 参考価格		￥5,200

エリエールトイレットティシュー
12R（ダブル）（823302）

幅×長さ 114㎜×2枚重ね30m
包装形態 12ロールパック包装
箱入数 6パック（72ロール）入
製品材質 パルプ100％
加工･
構造	等

ソフトダブル・エンボス加工
ミシン目有り・紙芯に香料付

3766 　 参考価格		￥8,800

イットコ芯なしスリム（10250006）

幅×長さ 107㎜×250m
包装形態 6ロールパック包装
箱入数 8パック（48ロール）入
製品材質 再生紙100％
加工･
構造	等

ソフトシングル	芯無しタイプ	
グリーン購入登録商品

21257 　 参考価格		￥10,000

レナージュエコノミー
E8000 （6260）

サイズ 170×220㎜
包装形態 200枚/パック
箱入数 40パック入
製品材質 再生紙100％
3525-2 　 参考価格		￥6,300

RE 平オシボリ 43ｇ
紙サイズ 185×230㎜
形状等 平型・エンボス加工有
箱入数 2000本（100本×20袋）
20601 参考価格		￥9,500

ロイヤルペーパー
平オシボリ（70g）
紙サイズ 185×240㎜
形状等 平型・厚手、エンボス加工有
箱入数 1500本（100本×15袋）
20608-2 参考価格		￥12,400

RE 丸オシボリ 43ｇ
紙サイズ 260×180㎜
形状等 丸型・エンボス加工有
箱入数 1200本（100本×12袋）
20602 参考価格		￥7,500

 ロイヤルメッシュ
紙サイズ 180×250㎜
形状等 平型
箱入数 1200本（50本×24袋）
3268 参考価格		￥7,200

Ｆ
フ レ ッ シ ュ 　 プ ラ ス

resh+除菌ウェットシート
紙サイズ 260×280㎜
形状等 平型・除菌
箱入数 1000本（100本×10袋）
21587 参考価格		￥19,900

レナージュEX （6233） 

サイズ 220×230㎜
包装形態 200枚/パック
箱入数 30パック入
製品材質 再生紙100%
17516 　 参考価格	￥4,900

 エコノミー（白）（242520）

サイズ 170×220㎜
包装形態 200枚/パック
箱入数 42パック入
製品材質 再生紙100%
2161-2 参考価格	￥9,300

フォルテ100
サイズ 220×230㎜
包装形態 100枚/パック
箱入数 50パック入
製品材質 再生紙100%
2986 　 参考価格	￥5,800

フォルテ200 （6223）

サイズ 220×230㎜
包装形態 200枚/パック
箱入数 30パック入
製品材質 再生紙100%
2796-1 　 参考価格	￥6,300

コンパクトロール1000（02679）

幅×長さ 107㎜×250m
包装形態 4ロールパック包装
箱入数 8パック（32ロール）入
製品材質 再生紙100％
加工･
構造	等

芯無しタイプ	
ミシン目無し

2190-3 　 参考価格		￥7,400

ペンギン超ロング5倍巻き（02866）

幅×長さ 107㎜×2枚重ね125m
包装形態 4ロールパック包装
箱入数 8パック（32ロール）入
製品材質 再生紙100％
加工･
構造	等

芯無しタイプ
ミシン目無し

2190-7 　 参考価格		￥7,360

タイヨークローバーソフト （1126）

幅×長さ 114㎜×65m
包装形態 個別包装
箱入数 100ロール入
製品材質 再生紙100％
加工･
構造	等

ソフトシングル		芯有りタイプ
エンボス加工・ミシン目有り

10942 参考価格		￥6,380

ニューフォルテソフトシングル（1832）

幅×長さ 114㎜×130m
包装形態 6ロールパック包装
箱入数 8パック（48ロール）入
製品材質 再生紙100％
加工･
構造	等

ソフトシングル	芯無しタイプ
エンボス加工・ミシン目無し

3935 参考価格		￥6,700

エリエールトイレットティッシュ
（723084）

幅×長さ 114㎜×2枚重ね30m
包装形態 個別包装
箱入数 80ロール入
製品材質 パルプ100％

加工･
構造	等

エンボス加工・ミシン目有り
芯有りタイプ
水解性包装紙を使用

0630 参考価格		￥8,000

エルモア200
サイズ 197×213㎜
形態 400枚（200組）/箱
箱入数 5箱/1パック×12入（60箱）
製品材質 パルプ100％
1123 参考価格		￥7,400

ネピアティッシュ150
サイズ 197×217㎜
形態 300枚（150組）/箱
箱入数 5箱/1パック×12入（60箱）
製品材質 パルプ100％
3141-7 参考価格		￥6,200

エリエールイーナ
個包装･無香料 （823200）

幅×長さ 110㎜×100m
包装形態 個別包装
箱入数 72ロール入
製品材質 パルプ100％
加工･
構造	等

ソフトシングル	芯有りタイプ
エンボス加工・ミシン目有り

0630-5 参考価格		￥10,000

芯なしファースト 
幅×長さ 114㎜×150m
包装形態 6ロールパック包装
箱入数 8パック（48ロール）入
製品材質 再生紙100％
加工･
構造	等

ソフトシングル	芯無しタイプ
エンボス加工・ミシン目無し

0550-8 参考価格		￥7,000

業務用ワンタッチ
芯なしロール

（02282）

幅×長さ 107㎜×150m
包装形態 6ロールパック包装
箱入数 8パック（48ロール）入
製品材質 再生紙100％
加工･
構造	等

芯無しタイプ
エンボス加工・ミシン目無し

18961 参考価格		￥6,860

アイドルダブル（1264）

幅×長さ 114㎜×2枚重ね30m
包装形態 12ロールパック包装
箱入数 8パック（96ロール）入
製品材質 再生紙100％
加工･
構造	等

ソフトダブル・芯有りタイプ
エンボス加工・ミシン目有り

10203 参考価格		￥5,200

芯なしロールフォルテ130 （101810）

幅×長さ 114㎜×130m
包装形態 個別包装
箱入数 48ロール入
製品材質 再生紙100％

加工･
構造	等

ソフトシングル　芯無しタイプ
エンボス加工・ミシン目無し																		
水解性包装紙を使用			

10164 参考価格		￥6,700

芯なしロールノーラベル150ｍ
 （1825）

幅×長さ 114㎜×150m
包装形態 包装無し
箱入数 48ロール入
製品材質 再生紙100％
加工･
構造	等

ソフトシングル　芯無しタイプ
エンボス加工・ミシン目無し																					

3762-1 参考価格		￥7,300

ノーラベル芯有り（ハード無印65ｍ）

幅×長さ 114㎜×65m
包装形態 包装無し
箱入数 100ロール入
製品材質 再生紙100％
加工･
構造	等

ハードシングル　芯有りタイプ
エンボス加工有り・ミシン目無し

2792 参考価格		￥6,600

ちり紙　最高峰1200枚
紙サイズ 160×220㎜
包装形態 1袋包装
入数 6袋（約200枚入束×6袋）
製品材質 再生紙100％
構造	等 ちり紙　外装袋
21332 参考価格		￥4,500

幅×長さ 114㎜×55m
包装形態 12ロールパック包装
箱入数 6パック（72ロール）入
製品材質 パルプ100％
加工･
構造	等

ソフトシングル	エンボス加工有り
ミシン目有り	紙芯に香料付

13587-3 参考価格		￥5,280

クレシアＥＦトイレットロール
 （10101）

幅×長さ 114㎜×90m
包装形態 個別包装
箱入数 80ロール入
製品材質 再生紙+パルプ

加工･
構造	等

芯有りタイプ		
エンボス加工・ミシン目有り
水解性包装紙を使用

6020 参考価格		￥13,800

トーヨ　シプレ （233180）

幅×長さ 114㎜×150m
包装形態 個包装
箱入数 45ロール入
製品材質 再生紙100％

加工･
構造	等

ソフトシングル	
芯無しタイプ
エンボス加工・ミシン目無し

2191-1 参考価格		￥7,400

直送可能商品
５ケースで
送料無料 !
北海道・九州・沖縄・
離島は別途送料。

除菌
おしぼり

トイレットペーパー・ペーパータオル類

蛍光染料不使用

蛍光染料不使用

ティッシュ
ペーパー

エリエールトイレットティシュ
12R（シングル）（823245）

超～
ロング

ロール入48
ロール入48

ロール入48

ロール入48

ロール入48

ロール入48

ロール入96

ロール入96

ロール入100

ロール入100

ロール入72

ロール入72 ロール入80

箱入60

箱入60

ロール入72
ロール入80

ロール入45

ロール入32ロール入32

環境に配慮した商品（再生紙100％）です！
やわらかい仕上がり（エンボス加工）です！
12ロールパックで持ち運びに便利です！
日本産（静岡県産）です！

消臭機能付き
災害備蓄用にも
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熱中症対策

SARAYA ゲインズ 
匠の塩飴
塩分と糖分の補給ができます。
夏季限定品。賞味期限：1年
	 	 参考価格
	 750ｇ	 ￥2,000／袋
	 	 （10袋／ケース）

塩飴“塩の力” 手軽に塩分と糖分を補給できます。
	コード	 タイプ	 容量	 味	 参考価格
	21792	 袋タイプ	 100ｇ	 レモン	 ￥440／袋
	21792-1	 袋タイプ	 750ｇ	 レモン	 ￥2,350／袋
	21792-2	 袋タイプ	 100ｇ	 青梅	 ￥440／袋
	21792-3	 袋タイプ	 750ｇ	 青梅	 ￥2,350／袋
	21792-4	 ボトルタイプ	 750ｇ	 レモン	 ￥2,640／個
	21792-5	 ボトルタイプ	 750ｇ	 青梅	 ￥2,640／個

アルミ遮熱シート吸着タイプ
エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます。
コード	 品番	 サイズ（cm）	 参考価格
	21790-4	 TALS-0410	 40×100	 ￥1,670／枚
	21790-5	 TALS-0420	 40×200	 ￥3,120／枚

	 コード	 参考価格
	 23528	 ￥4,250

移動式ドライ型
ミスト発生機

ＳＦＣ－１０４
熱中症対策に大活躍！
ノズルがないので目詰まり
なし。シンプル設計でメン
テナンスが簡単。軽量＆コ
ンパクトで移動もラクラク。
ミストの噴霧量をバルブで
調整可能。

	コード	 参考価格
	21788	 ￥125,000

 ミストファン
 FM-48

 吹出口は4箇所
 風量は3段階
 吹き出し角度を
210°調整可能
 水道直結アタッチメ
ント付。

スポットエアコン
TS-20ES-1
事故や故障の原因となる粉じん、
ミストなどの侵入を防止する全
閉式ファンモーターを採用。　
首振りなしタイプ。
冷風温度差(50/60Hz)：
9.7/9.4℃　本体寸法：W390
×D430×H860mm　
質量：40kg　タンク容量：5L

	 コード	 参考価格
	21123-11	 ￥106,500

クールパックベスト
保冷剤３個付き ９９１３０
		ピンポイント冷却、伸縮性のある
メッシュ素材と肩と胸のアジャス
ターで好みの箇所を冷却できます。
長さ調整可能ベルトでワンタッチ簡
単装着。
アルミパック保冷剤：長時間冷却
キープの保冷剤、熱中症に最も有
効な背中と脇に収納。　
サイズ：フリーサイズ

振ればひんやり効果が持続
クールタオル CLBT-90
水に浸して、軽く振るだけで気化熱
効果でひんやりします。タオルの通
し穴を通すことで簡単にマフラーの
ように首に巻けます。材質：ポリエ
ステル		長さ：９０cm
　　参考価格　￥530／本

やわらかネッククーラー
冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤を使
用しているため、首にフィットします。
	コード	 品番	 参考価格
	21792-6	 TSNC-B	 ￥800
保冷剤付セット品

冷風機 
クールファン
CF-290N
水の気化熱による自
然の冷却効果を利用
しています。フロンな
どを一切使用してい
ない環境に優しい商
品です。背面から熱
風は出ません。

水タンク容量：60L	本体寸法：
W850×D510×H1380mm	

参考価格
￥150,000

遮光・遮熱シート
遮熱効果で冷房効率がアップします。
	コード	 品番	 幅×長さ（cm）	タイプ	 参考価格
	21790	 TSF-4518-SMK	 45×180	 スモーク	￥1,260／本
	21790-1	 TSF-4518-TM	 90×180	 透明	 ￥1,260／本
	21790-2	 TSF-9018-SMK	 45×180	 スモーク	￥1,900／本
	21790-3	 TSF-9018-TM	 90×180	 透明	 ￥1,900／本

接触冷感マスク N20-87
表生地フッ素樹脂加工、強撥
水処理、スーパーナノテク防臭
加工、息苦しくない、洗って
繰り返し使用可能。
材質：表ポリエステル90%.ポ
リウレタン10%　サイズ：普通
サイズ：21㎝×14㎝
	 コード	 参考価格
	 21926	 2枚入￥1,600／箱

スモーク 透明

●レモン味
●スイカ味
●アップルビネガー味
●3種アソート

	コード	 品番	 タイプ	 質量	 サイズ（W・D）	 参考価格
	21791	 THZ-350	 通常	 350ｇ	 18.5×9cm	 ￥280／個
	21791-1	 THZ-760	 通常	 760ｇ	 22.9×16.4cm	 ￥450／個
	21791-2	 THZ-1100	 通常	 1100ｇ	 25.5×20cm	 ￥670／個
	21791-3	 THZ-350S	 強保冷	 350ｇ	 18.5×9cm	 ￥450／個
	21791-4	 THZ-760S	 強保冷	 760ｇ	 22.9×16.4cm	 ￥730／個

保冷剤
繰	り	返	し	使	用	可	能	で	す	。

「空調服はセフト研究所・㈱空調服の特許および技術を使用しております。」 
「DIRECT COOLINGロゴは㈱セフト研究所・㈱空調服の商標および登録商標です。」

XE98001/空調服長袖ブルゾン XE98101/空調服長袖ブルゾン XE98002/空調服長袖ブルゾン

XE98102/空調服長袖ブルゾン XE98003/空調服長袖ブルゾン XE98004/空調服半袖ブルゾン

XE98005/空調服長袖迷彩ブルゾン XE98006/空調服半袖迷彩ブルゾン KU91400/空調服長袖ブルゾン

XE98103/空調服遮熱ハーネスブルゾン XE98104/空調服ベスト XE98019/空調服ベスト XE98016/空調服長袖ベスト

炎天下作業向き
サイズ：S/M/L/LL/３L/4L/5L	
カラー：19/ディープネイビー・	22/シルバーグ
レー・46/ロイヤルブルー

	 21847 		参考価格	 ￥11,700

ハードな現場向き ハーネス対応
サイズ：S/M/L/LL/３L/4L/5L	
カラー：39/サンドベージュ・	
62/アーミーグリーン

	 21827 		参考価格	￥16,300

ハードな現場向き 
サイズ：S/M/L/LL/３L/4L/5L	
カラー：22/シルバーグレー・19/ディープ
ネイビー・91/ストーンブラック

	 21854 	参考価格	 ￥8,400
3L以上は割高　

ハーネス対応・炎天下作業向き
サイズ：S/M/L/LL/３L/4L/5L	
カラー：22/シルバーグレー・10/コン・
61/モスグリーン・90/クロ

	 21853 	参考価格		￥10,300
3L以上は割高　

カジュアル向き
サイズ：SS/S/M/L/LL/３L/4L/5L	
カラー：22/シルバーグレー・62/アーミーグリーン
	 2074-15　参考価格	 ￥12,500

カジュアル向き
サイズ：SS/S/M/L/LL/３L/4L/5L	
カラー：60/グリーン・22/シルバーグ
レー・39/サンドベージュ・90/クロ
	 21730-1 	参考価格	 ￥8,000

3L以上は割高　

ハードな現場向き
サイズ：S/M/L/LL/３L/4L/5L	
カラー：39/サンドベージュ・
	62/アーミーグリーン

	 21849 		参考価格	 ￥11,700

ソフトワーク向き
サイズ：SS/S/M/L/LL/３L/4L/5L	
カラー：22/シルバーグレー・46/ロイヤルブルー

	 2074-13 		参考価格	 ￥10,600

高温、 高熱現場向き
サイズ：M/L/LL/３L/4L/5L	
カラー：6/シルバー・20/キャメル・69/チャコール

	 21851 		参考価格	 ￥10,570

ハーネス対応の
遮熱タイプ
サイズ：S/M/L/LL/３L/4L/5L	
カラー：22.シルバーグレー・81.キャメル

	 21852 	参考価格		 ￥20,400

炎天下作業向き
ハーネス対応
サイズ：S/M/L/LL/３L/4L/5L	
カラー：19/ディープネイビー・	
22/シルバーグレー・46/ロイヤルブルー

	 21848 		参考価格	 ￥16,300

ソフトワーク向き
サイズ：SS/S/M/L/LL/３L/4L/5L	
カラー：22/シルバーグレー・46/ロイヤルブルー

	 21730 		参考価格	 ￥11,700

カジュアル向き
サイズ：SS/S/M/L/LL/３L/4L/5L	
カラー：22/シルバーグレー・62/アーミーグリーン

	 21850 		参考価格	 ￥11,700

※空調服は専用カタログがありますので詳しくはお問い合わせ下さい。
　この他、ヘルメット着用OKのフード付きパーカーモデル等、沢山のアイテムが有ります。

18831

21123-10

TRU-90614

  保冷剤をベストに入れて、
空調風をさらに涼しく。

保冷剤
2個付き

SP01BX（黒）・SP01ＧX（グレー）
空調服	ワンタッチファンスターターキット
充電時間：約8時間　
連続使用時間：8時間〜24時間

	コード	 色	 参考価格
	23517	 黒	 ￥23,030
	23517-1	 グレー	 ￥23,030

■FSBSET2
　フィルターセット（粉じん用）
　台座2個、フィルター10枚入り
	 21856 	参考価格			￥3,150

■FSB30/kcalシリーズ用
　フィルター単品（粉じん用）
	 21857 	参考価格		30枚入り￥3,150

■FMT500S
　金属フィルター（火花用）
	 21858 	参考価格		2個入り￥4,380

■FNP500
　ファン保護ネット（異物混入防止用）
	 21859 	参考価格		4枚セット￥530

グレー

	コード	 参考価格
	21269	 ￥23,000
	

	コード	 参考価格
	XP10105	￥35,000
	

全閉式工場扇

アドバンスファン
TFZRA-45S
アルミハネ三脚タイプ。
風量３段階。
首振り左右90°
全長：1160㎜〜1250㎜
ハネ径：44㎝
単相100V
質量：7.8kg

高
さ
調
節
可
能
1160
～
1250
㎜

倉庫作業や体育館などでの換気、空気循環に。
移動が楽なキャスター付。
風量が無段階で調整可能。
ハネ材質：アルミ

ドラムファン
FD-650DC

直径約60センチの大型ファン! タンク吸水がいらない
水道直結型

	コード	 参考価格
	XP10110	 ￥71,300
	

※季節商品の為、品切れの場合があります。 ※季節商品の為、品切れの場合があります。

黒
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学校・体育館

ニュートラコート
学校用
シックスクール症候群疑惑物質
を原料として使用していない学
校用樹脂仕上剤です。また、耐
久性、耐スリップ性に優れてい
ますので、学校のフロアメンテ
ナンスに最適です。
	コード	 内容量	 参考価格
	3126	 18L	 		¥27,210

スクールタフ
シックスクール配慮、学校用樹
脂ワックス。学校環境の基本と
なる、教室廊下等での安全性と
美観維持。
	コード	 内容量	 参考価格
	3735	 18L	 		¥24,000
	3735-1	エコボトル4L	 		¥6,680

ジムクリスタル
体育館用専用のワックス。適度のノンスリップ性を保ちながら、
床面を激しい運動による摩擦から守ります。
	 コード	 内容量	 参考価格
	 1455	 18kg(2kg×9)	 		¥23,600
	 7328	 20kg	 		¥26,200

ウッディカラー
木質床補修用カラーワックス。
古い塗装のはげた木質床に
塗布するだけで、簡単に美観
を再現できます。
	 コード	 内容量	 参考価格
	 1222	 18L	 		¥32,800

ニュートラコート
体育館用
シックスクール症候群疑惑物質
を原料として使用していない体
育館用樹脂仕上剤。耐スリップ
性、耐久性にすぐれ、低臭です
ので、学校の体育館のフロアメ
ンテナンスに最適。
	 コード	 内容量	 参考価格
	 4972	 18L	 		¥27,210

スクールジム
シックスクール配慮、木床／体
育館用樹脂ワックス。体育館
スポーツ施設等に最適な耐ス
リップ特性を実現。
	 コード	 内容量	 参考価格
	 0353	 18L	 		¥26,280

テラモト 体育館モップ 45・60・75・90
広いフロアのから拭き、水拭きに適したモップです。全長1470mm
	コード	 品名	 サイズ（幅）	 参考価格
	14052	 テラモト体育館モップ45	 690㎜	 4,000／本
	0323-2	 テラモト体育館モップ60	 840㎜	 4,700／本
	0323-3	 テラモト体育館モップ75	 990㎜	 5,200／本
	0323	 テラモト体育館モップ90	 1140㎜	 5,900／本

コンドル フイトルモップ P50・P60・P90
帯電剤塗布済で、チリやホコリをしっかり吸着します。
	コード	 品名	 サイズ（幅）	 参考価格
	0138	 コンドル	フィトルモップ	P50	 640㎜	 5,600／本
	1285	 コンドル	フィトルモップ	P60	 800㎜	 6,100／本
	0508	 コンドル	フィトルモップ	P90	 1100㎜	 7,900／本

テラモト ホールモップ 40・60・90
学校の床掃除を吸着剤の力で、掃く、拭く、磨くを一度にこなします。
	コード	 品名	 サイズ（幅）	 参考価格
	2712-1	 テラモト	ホールモップ	４０	 640㎜	 5,000／本
	2712	 テラモト	ホールモップ	60	 840㎜	 6,000／本
	0985-1	 テラモト	ホールモップ	90	 1120㎜	 7,800／本

ジムエース
ウレタン樹脂などでシールさ
れた木床用の樹脂仕上剤です。
滑りにくく、耐久性が高いので
体育館床に最適です。
	 コード	 内容量	 参考価格
	 0013	 18L	 		¥21,030

ノンスリップ
体育館などのフローリングスポーツ
フロアをお手入れしながら、床面の
グリップを劇的に回復します。
滑り抵抗係数を0.3以上回復（当社
テスト時）。塗布面積：専用ジムモッ
プ、クロスを使用した場合約2,100	
㎡塗布可能。

	コード	 内容量	 参考価格
	21807	 18L	 		¥58,000

ノンスリップ ハイパー
より高いグリップ力を求めるアス
リートに。すべり止め機能を強化
したメンテナンス剤。
滑り抵抗係数を0.5以上回復（当
社テスト時）。塗布面積：専用ジム
モップ、クロスを使用した場合約
2,100	㎡塗布可能。
	コード	 内容量	 参考価格
	21807-1	 18L	 		¥82,000

メンテナンスクリーナー
水分不使用。ワックス成分を含ま
ない。体育館、スポーツフロア専
用のメンテナンスクリーナー剤。
日常の清掃用に。
塗布面積：専用ジムモップ、クロス
を使用した場合約10,000	㎡で使
用可能。
	コード	 内容量	 参考価格
	21807-2	 18L	 		¥48,000

ジムモップ
体育館床面のメンテナンスを安全に
効率よく行うことのできる、進化した
専用モップ。
	コード	 品名	 参考価格
	21807-3	 ジムモップ	 		¥48,000
	20807-4	 マイクロファイバークロス		¥7,000

カラーコート
シックスクール配慮、木床／着
色用樹脂仕上剤。まだらに剥
がれた木床を簡単に美しく着
色、つやを復元。
	 コード	 内容量	 参考価格
	 0718	 18L	 		¥40,000

ジムフィニッシュ S
独自のポリウレタン樹脂をベー
スにして開発された体育館、フ
ローリングを中心とする木床用
油性ウレタン塗料です。塗布作
業性にすぐれている上に、すべ
る危険がなく耐久性のある皮膜
が得られます。
	コード	 内容量	 参考価格
	13519	 18.9L	 		¥39,160

スクール木床用
シックスクール配慮、乳化性ワッ
クス。白木の床や柱に最適。

	コード	 内容量	 参考価格
	7673	 18L	 		¥20,800

フロアオイル
土足使用の木床でのほこり止め
に最適な専用オイル。。
	コード	 内容量	 参考価格
	57077-8	 18L	 		¥14,650

スクール水性
シックスクール配慮、水性ワック
ス。塗りやすく、経済的で学校
等にお薦め。

	コード	 内容量	 参考価格
	4067	 18L	 		¥8,960

木床用油性 ウレタン塗料

教室・廊下用 水性ワックス

教室・廊下用 樹脂ワックス 体育館用 樹脂ワックス 体育館用
コート剤

木床用 ほこり止め

木床補修用 樹脂ワックス

モップ・マットクリーニングサービス 使用して汚れたモップ・マット類を回収して洗濯・帯電剤を塗布処理
してお届け致します。帯電剤なしもお選びいただけます。

スペアも
ございます

スペアも
ございます

スペアも
ございます

	 内容量	 参考価格
	18リットル	 ￥12,000

ユダ帯電剤（油性）
ベタつかずサラッとした使いごこち。

0407

文部科学省の通知により、体育館床板の「水拭き」「ワックス
掛け」は禁止されています。
水分を含む従来のワックスでは木製のフローリングを使用すると、木が
収縮され老朽化を起こす問題がありました。現在は清掃時の水拭き及
びワックス掛けは禁止され、体育館での事故防止のため、床板の適切な
維持管理が求められています。

進化したメンテナンス剤。
室内スポーツのパフォーマンスを高め、
ケガを防止する。

 シックスクールに配慮した製品です。
 使用禁止になったワックスではありません。
 水分を一切使用しておりません
 グリップ力を劇的に回復します。
 費用は外部委託の1/10以下（メーカー比）

製
品
特
長



162 LINEUP CATALOG vol.14 163LINEUP CATALOG vol.14
※価格は社会情勢等により変動する可能性があります。

サステナブル商品特集 1 

ポリッシャー関連・自動床洗浄機 4 

掃除機・ウェットバキューム・スイーパー 14 

床用ワックス・クリーナー・はくり剤 22 

カーペット・ファニチャーメンテナンス 29 

安全用品 36 

ガラスクリーニング・高所作業 40 

タオル・マイクロファイバークロス・ウエス 57 

高圧洗浄機・スチームクリーナー 60 

送風機・扇風機 64 

エアコンクリーニング 67 

トイレ・浴室・水質管理 70 

厨房・油汚れ・グリストラップ 84 

食器洗剤・食洗機用洗剤・ラップ・キッチンペーパー 86 

ほうき・ちりとり・デッキブラシ・ダスタークロス 90 

水切り・ドライヤー・水取り・バケツ 95 

モップ・フラットモップ・モップ絞り器 98 

清掃用品収納関連 104 

石材メンテナンス 106 

木材メンテナンス 112 

害虫駆除用品 114 

スポンジ・ブラシ 121 

環境測定 126 

電動工具 128 

スプレイヤー・噴霧器 130 

工場・クリーンルーム 133 

病院・嘔吐物処理対策 138 

感染症対策・消毒用アルコール 144 

消臭剤 150 

安全衛生（マスク・防災） 152 

トイレ備品 155 

トイレットペーパー・ペーパータオル類 156 

熱中症対策 158 

学校・体育館 160 

マット・施設備品・梱包用品 164 

エスカレーター・エレベーター清掃 169 

清掃用カート 170 

台車 174 

ユニフォーム 176 

手袋・シューズ 182 

ポリ袋 189 

洗濯洗剤・漂白剤等 192 

業務用シャンプー・リンス・アメニティーグッズ 194 

防災・水害復旧 200 

草刈・ガーデニング・除雪関連 202 

学校・体育館

学
校
・
体
育
館

コンドル フロアブラシ60・90
体育館や廊下等のゴミ類を押し集めて清掃できます。
	コード	 品名	 サイズ（幅×全長）	 参考価格
0176-3	 コンドル	フロアブラシ	60	 600×1470mm	 ￥6,100
	0176-1	 コンドル	フロアブラシ	90	 900×1510mm	 ￥7,700

テラモト コートブラシ（塩ビ）
運動場や競技場のコート等を整地する大型ブラシ。９０～１８０cm
までワイドに取り揃えています。スペアは販売しておりません。
	 コード	 サイズ（幅×全長）	 参考価格
	 4439-3	 90cm×1400mm	 ￥15,000
	 4439-2	 120cm×1400mm	 ￥18,200
	 4439-4	 150cm×1700mm	 ￥22,000
	 4439-5	 180cm×1700mm	 ￥25,200

コンドル グランドブラシ PET
1500mmもの幅を持つブラシで運動場やテニスコートを効率よく整備
できます。
	コード	 品名	 サイズ（幅×全長）	 参考価格
	1293	 コンドル	グランドブラシ	 1500×1510mm	 ￥20,600

フロアシート巻取り機
設置や保管など、フロアシート使用時の作業効率を高
めます。シートを巻き取りながら土砂を掃き落とすブラ
シと、土砂掃き落とし口が1か所ついた土砂受皿付。
幅1630×奥行510×高さ568mm
	 参考価格	 ￥119,100

フロアシート巻取り棒
スチールパイプメラミン焼付。
2068×φ25.5mm	
	 参考価格	 ￥7,100

エバック若草ユニット
耐久性に優れた業務用人工芝。簡単ジョイント。柔軟かつ耐久性
にも優れたEVA樹脂を採用。抗菌防カビ加工で衛生的。
	 コード	 品名	 サイズ	 参考価格
	 21621-4	 300（本駒）	 300×300mm	 ￥1,000
	 21621-5	 600（本駒）	 600×600ｍｍ	 ￥4,000

エバック若草ユニット用共通縁
縁駒を付けることでより安定して使用できます。
	コード	 品名	 サイズ	 参考価格
	21621-8	 縁駒　O	 75×300mm	 ￥400
	21621-9	 縁駒　M	 75×300mm	 ￥400
	21621-10	 コーナー	 75×75mm	 ￥200

エバック若草ユニットＥ
若草の柔らかな感触とグリーンを再現。いろいろな場所
で使える汎用タイプです。
	コード	 品名	 サイズ	 参考価格
	21621-6	 300（本駒）	 300×300mm	 ￥800
	21621-7	 Eランナー	 900mm×9m	 ￥65,300

ニューフロアシート
体育館などの床面を保護するシート。完全防水でフロアを汚れ、キズ、
水から守ります。

※規格サイズのみ。カット売りはできません。

厚さ コード 全長 幅 参考価格

0.42mm厚

21810 25m 1370mm ￥30,000
21810-1 30m 1370mm ￥36,000
21810-2 35m 1370mm ￥42,000
21810-3 40m 1370mm ￥48,000
21810-5 50m 1370mm ￥60,000

0.52mm厚

21810-6 25m 1370mm ￥35,000
21810-7 30m 1370mm ￥42,000
21810-8 35m 1370mm ￥49,000
21810-9 40m 1370mm ￥56,000
21810-11 50m 1370mm ￥70,000

ニューフロアシートハンガー
巻取ったフロアシートを保管する専用ハンガー。最大保管本数12本。
幅1895×奥行800×高さ930mm
	 参考価格	 ￥96,000

オリオン

ブライトヒーター
HRS330
赤外線を放射するタイプのヒー
ターです。風の影響を受けにくく、
半屋外での暖房に最適です。体育
館・イベント会場などの暖房に。
暖房目安：木造48坪/コンクリート
66坪
熱出力：38.8〜28.1kW		
タンク容量：40L
	 参考価格	 		¥275,000

	 コード	 品名	 サイズ（幅×全長）	 参考価格
	 21809	 ランニングマット	１連	 1000×3000mm	 ￥75,000
	 21809-1	 ランニングマット	2連	 2050×4000mm	 ￥148,900
	 21809-2	 ランニングマット	3連	 3100×5500mm	 ￥222,800
	 21809-3	 ランニングマット	6連	 3100×7000mm	 ￥445,500

山崎産業 

ランニング
マット
グランド等の整備
に最適な特殊マット。

受注生産

コンドル ハンガー DS
雑巾掛けハンガー。
幅935×奥行350×高さ555mm
	 参考価格	　　		¥11,300

コンドル ハンガー GS
受皿なし
モップ類を出し入れしやすく、きれいに
保管できます。体育館などの公共施設
に。シンプルで収納幅をとらない受皿な
しタイプ。
幅1640×奥行540×高さ1280mm
	 参考価格	 ￥37,400

コンドル ハンガー GS
受皿付
モップ類を出し入れしやすく、きれいに
保管できます。小物類が置け、モップの
ホコリを落とさない受皿付タイプ。受皿
は、掃除しやすい着脱式。
幅1640×奥行940×高さ1280mm
	 参考価格	 ￥57,000

7355-5 7355-7

7355-6

7639-2

7639-3

7639-4

冬の体育館で大活躍！

5665-5

テラモト 

吸水ローラーミニ
ローラーを転がすだけで施設内やグラウ
ンドに溜まった大量の水を吸収し除去し
ます。ローラー1本あたり約1.5リットル
の吸水量！  ローラー幅468mm
※FXハンドルは付属しておりませんので
別途お買い求めください。
	 コード	 参考価格
	 5077-5	 		¥11,500

テラモト 

吸水ローラーミニ
スペアスポンジ
ローラー幅115mm×4個セット
	 参考価格	 		¥7,500

※FXハンドルは
　別売です。

フレームを押さえ
るだけで簡単に
排水できます。

コンドル 

ニュー除水ローラー
強力な除水能力で水たまりを短時間で除水できます。樹脂製で軽く移動
が楽にできるので、駐車場などの広々としたスペースの除水に最適です。
※平滑な床面（Pタイルや人工大理石など）ではご使用になれません。土
のグラウンドや砂地では、水たまりに不織布シートを広げて使用します。
地面の状態に合わせて絞り圧の調整が可能です。タンク横の排水口から
素早く排水できます。
	 コード	 参考価格
	 23247	 		¥304,500

5077-8
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マット・施設備品・梱包用品

エバック ニューブラシハードマット45
巻ける特殊構造！楽にメンテナンスできます！
ジョイント式。泥や雪の塊もしっかりと除去。
カラー：Ｇ、ＧＲ、ＢＲ、ＢＥ（受注）
	コード	 駒サイズ㎜	 厚み㎜	 参考価格
	21621	 450×450	 約22	 ￥6,700/駒
	21621-1	 縁駒	O	 	 ￥1,200/駒
	21621-2	 縁駒	M	 	 ￥1,200/駒
	21621-3	 コーナー	 	 ￥200/駒

風除室マット ダストップX
風除室等の激しい通行に対しても充分な
耐久性と除塵性。
カラー：GR、BR　
●ジョイントできる専用の点字パネルもあります。

雨天用超吸水マット
雨や雪解け水を瞬間吸収する雨天専用
マット４～５歩で約９０％の水分を吸収。
１㎡あたり3.5Lの超吸水マット。ホテル・
公共施設に。
サイズ:1200mm×10mまで
	 コード	 参考価格
	 21625	 ￥25,300／㎡当たり

3Ｍ ノーマッド 
ベーシックマット 
水分はもちろん油もしっかり吸収。マット
のめくれやズレもありません。特に厨房出
入口などで人気です。 厚み：約8mm
	 コード	 サイズmm	 参考価格
	 14722	 900×690	 ￥4,526
	 14723	 900×1380	 ￥8,296

ナイロンブラッシュH-30
毛足の長い丈夫なブラシ。積雪時の雪もきれい
にかき落とします。
カラー：GR、Ｇ、ＢＲ
	コード	 駒サイズ㎜	 厚み㎜	 参考価格
	21622	 152×152	 30	 ￥1,020/駒
	21622-1	 角縁（オス・メス）	 	 ￥480/駒
	21622-2	 中縁（オス・メス）	 	 ￥420/駒

VCハードマットＮ
泥や雪をかき出すワイヤー&ブラシ。
	コード	 サイズ㎜	 厚み㎜	 参考価格
	1492-1	 360×600	 約28	 ￥2,250
	1492-4	 450×750	 約28	 ￥3,200
	1492	 600×900	 約28	 ￥5,500

システムスノコ
スロープ縁や誘導表示のタイルが
組み込め、車椅子や目の不自由な
方にも利用しやすいバリアフリー
対応スノコ。
厚み：本駒約48mm、誘導・警告駒約
53mm				本駒カラー：青・緑・桃・青色　
誘導・警告駒カラー：黄

3Ｍ ノーマッドモジュラーマット 8300
寸法安定性、耐久性が高く、通行の激しいスー
パーや大型店鋪などの入り口に。ジョイント式。
	コード	 駒サイズ㎜	 厚み㎜	 参考価格
	147-8	 300×300	 約17.5	 ￥2,905/駒
	147-10	 サイドエッジ（80㎜幅）	 ￥835/駒
	147-11	 コーナーエッジ	 	 ￥345/駒

3Ｍ ノーマッドエキストラ・デューティ
コイルが太く高耐久。裏地がなく、除去した土砂
がマットの下に落ちるため、お手入れも簡単。
	コード	 サイズ㎜	 参考価格
	0788-6	 900×600	 ￥21,550
	0778-6	 900×1500	 ￥53,730
	0778-7	 1200×1800	 ￥85,900

ニューパワーセル
高級感を醸し出すパイルに優れた耐久性・除
塵性能を兼ね備えたロングセラーを続けるエ
ントランスマットです。 カラー：GR、R、BR、G

業務用バスマット
MUS
おどろきの超吸水バスマット。いつ
もサラサラの肌触り。1枚のサイズ
は約600×900mmなので浴 室
のスペースに合わせて複数並べて
ご使用下さい。ズレにくい裏地採用。

	コード	 駒サイズmm	 厚みmm	 参考価格（駒）
21623	 150×150	 13〜18.5	 ￥1,000
21623-1	 150×450	 13〜18.5	 ￥2,600
	21623-2	 縁駒（75×450）	 ￥1,200/駒
	21623-3	 コーナー（75×75）	 ￥300

※価格はテキスタイルライン。

	コード	 サイズmm	 厚みmm	 参考価格
	21900	 300×300	 13	 ￥2,250
	21900-1	 1mにつき	 13	 ￥33,000

3Ｍ エンハンスマット1000
軽量で持ち運びが便利な雨天用マット。水
分を素早く吸収します。乾燥が早くメンテナ
ンスも簡単。店舗、ビルなどの出入り口（屋
内）やエントランスホールに。厚み：約9mm

	コード	 サイズmm	 参考価格
	21626	 900×600	 ￥12,930
	21626-1	 900×1500	 ￥32,180
	21626-2	 1200×1800	 ￥51,430

	コード	 色	 サイズmm	 参考価格
	1492-5	 ブルー	 600×900	￥9,800/枚
	1492-6	 ベージュ	600×900	￥9,800/枚

ユニットターフα 
300・600
静電気を防止する放電チョップ付。
施工が簡単なジョイント式。耐熱性
が高く、腐敗の心配がほとんどあり
ません。 厚み：約28mm
	コード	 サイズｍｍ	 参考価格
	1258	 緑：約300×300	 ￥1,050
	1258-1	 全色：約150×300	 ￥520
	1258-2	 緑：約600×600	 ￥4,220
※ｍ2売りもあります。

ロンステップマット
あらゆる建物の出入口にマッチする吸塵性、クッション
性、耐摩耗性、耐水性に優れたマット。 厚み：約9mm	
カラー：R5-G、R5-GR、R5-BR、R5-R、R5-BL、R8-G、R8-BL、赤黒	

	コード	 サイズ㎜	 厚みmm	 参考価格
	23357	 900×600	 7	 ￥9,200
	23357-1	 900×1500	 7	 ￥24,000
	23357-2	 900×1800	 7	 ￥28,700
	23357-3	 1㎡につき	 7	 ￥20,000

	コード	 品名	 サイズmm	参考価格
	21630	 本駒	 296×296	 ￥1,700
	21630-1	 誘導駒	 296×296	 ￥3,700
	21630-2	 警告用駒	 296×296	 ￥3,700
	21630-3	 スロープ駒	 300×96	 ￥900
	21630-4	 ジョイント	 82×32	 ￥200

消毒マット
マットに注いだ消毒液が足元を洗
浄し、ばい菌を除去。マットとベー
スの2層式。
	コード	 サイズmm	 厚みmm	セット参考価格
	4628	 600×900	 約20	 ￥25,800
	4628-3	 900×1200	 約18	 ￥51,500
※マットのみ・ベースのみ、もあります。

屋外用マット

風除室用マット

吸水マット 吸油マット

屋内用マット

 抗菌消臭マット  クッションマット

消毒マット スノコ 人工芝浴室マット

水まわり用マットオリジナルデザインマット屋内の汚れ「土砂」「ホコリ」「雨水」の大半は靴底の付着物が原因です。

靴底の汚れをしっかり除去するために、エントランスには
3つのゾーンで合計5ｍ以上のマットシステムが理想的。

カラー：緑、赤、茶、黄、オレンジ

雨天の時だけ使用できます。

３M エントラップ マット 
3200 ウェットエリア
水切れのよいZ 型構造。素足での歩行
に適したソフトな歩行感触です。表面の
凸凹ですべりにくさを実現しました。薄
手タイプ。
	コード	 サイズ	 参考価格
	0778-5	 900mm×6m	 ￥75,270
	

カラーデザインマット

	コード	 参考価格
	23358	 1㎡に付￥41,800〜
	

カラフルなオリジナルマットで、お客さまをお出迎え。多彩
なカラーと自由なデザインが可能で1枚から製作できます。
●製作可能なマットサイズは奥行1800㎜以内×間口
5000㎜以内です。※詳しくはご相談ください。

ロイヤルソフトマット
抗菌防カビ・静電気防止加工を施したクッ
ション性の高い水切りマット。学校通路・
プール・温浴施設などに。		
カラー：Ｇ、ＧＲ、BE、P、BL
	コード	 品名	 サイズmm	 参考価格
	21628	 本駒	 300×300	 ￥1,400/枚
	21628-1	 縁駒O	 75×150	 ￥400/枚
	21628-2	 縁駒M	 75×150	 ￥400/枚
	21628-3	 コーナー	 75×75	 ￥400/枚

粘着マットDP-2
（ディスポーザブルタイプ）
抗菌効果のある使い捨て靴拭きマット。汚れたら
剥がすだけ。枚数表示付で30枚剥がせます。
※別売ゴムマットベースにはめ込んで使用します。

	コード	 サイズ	 厚み（ベースなし）	 参考価格
	7620	 694×840mm	 約2.5mm	 ￥11,600
	7620-1	 840×1438mm	 約2.5mm	 ￥23,100

消臭抗菌マット
優れた消臭メカニズムと、紫外線による高
い抗菌効果を発揮。糸に抗菌剤を練りこん
でおり、洗濯をしても効果は持続します。
カラー：緑色・灰色
	コード	 サイズmm	 参考価格
	4332-6	 600×900	 ￥9,800
	4332-7	 900×1200	 ￥19,700
	4332-8	 900×1500	 ￥24,300
	4332-9	 900×1800	 ￥27,700

表面を滑りにくくした安全設計。マット表面
についた薄氷なら踏圧で割ることが可能。
カラー：DG・BR
	コード	 サイズmm	 参考価格
	23356	 450×750	 ￥3,350
	23356-1	 600×900	 ￥4,450

ハイ
クッション
マット

	 コード	 サイズmm	 参考価格
	23355	 450×600	 ￥2,900

ケアソフト
H10
心地良い弾力で足
元からの疲れや冷
えを軽減。

ゴムマットベース
（粘着マットDP-2専用）
	コード	 サイズ	 参考価格
	7620-2	 750×900mm	 ￥10,800
	7620-3	 900×1,500mm	 ￥21,600
※マジッククロスなしの価格です。

樹脂システムマット
施工性の高いジョイントタイプ。テキスタ
イルラインとブラシラインの2種類あり、
それぞれを交互に組み合わせて使用する
ことも可能です。

写真はテキスタイルライン

	コード	 サイズmm	 参考価格
	1271-1	 360×600	 ￥2,250
	1270	 450×750	 ￥3,500
	1271	 600×900	 ￥5,600
	1272	 900×1200	 ￥10,800

	コード	 サイズmm	 参考価格
	1273	 900×1500	 ￥13,500
1274	 900×1800	 ￥16,300
	1275	 1500×2400	 ￥42,800
※大・特注サイズ有

1.5m以上 1.5m以上 1.5m以上 

屋外用マット 風除室用マット 屋内用マット

 粘着マット
※色については問い合わせください。

３M 油取りフロアシート
抜群の吸油速度で油汚れを除去！直接床
に貼ることができ、交換時に剥がしやすく、
薄いため、カートやスイングドアに引っか
かりません。専用マットベースも有。

３M 油取りフロアシート
抜群の吸油速度で油汚れを除去！1歩で82%、3歩で
98% のスピード吸油！直接床に貼ることができ、交換
時の剥がしやすさも最適化しています。薄いシートのため、
カートやスイングドアに引っかかりません※貼付できな
い床には専用マットベースもご用意。交換の目安は1～2
週間。

	コード	 サイズmm	 参考価格
	21051	 900×600	 ￥2,053	
	21051-1	 600×450	 ￥1,150	
	21051-2	 900×600専用マットベース	 ￥21,548	

制作例
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キーレス傘立トレス（組立式）
カギ不要のダイヤルロック式傘立。利用者によるカギの紛失・盗難の心
配が無く、管理者にもやさしい設計です。
■受注生産品　■1台につき別途運賃が必要です。

	コード	 対応本数	 サイズ（幅×奥行×高さ）	 参考価格
	23354	 36本立	 1027×508×1335㎜	 ¥220,000
	23354-1	 48本立	 1354×508×1335㎜	 ¥275,000
	

ワイドペール
STシリーズ
丈夫でサビないプラスチック
製。屋外でも使用可能。二重
壁パネル構造。排水口付で内
部の水洗いも簡単にできます。
カギ穴付。

フタが軽く
開閉がラク

品番 コード 規格 容量L サイズcm 重量kg 参考価格	

ST350
21665-6 キャスター付 350 W71×D75×H115 21.4 ￥70,000
21665-7 キャスターなし 350 W71×D75×H107 19.8 ￥65,000

ST500
3847-11 キャスター付 500 W98×D75×H115 24.5 ￥90,000
21665-8 キャスターなし 500 W98×D75×H107 22.9 ￥85,000

ST800
21665-9 キャスター付 800 W148×D75×H115 37.1 ￥115,000
21665-10 キャスターなし 800 W148×D75×H107 35.5 ￥110,000

ST1000
3847-6 キャスター付 1000 W148×D75×H136 49.9 ￥185,000
21665-11 キャスターなし 1000 W148×D75×H128 46.9 ￥180,000

傘入れ袋スタンドスチール製
（ダストボックス兼用）

雨の日、晴れの日に応じて、簡単に傘入れ
袋スタンドとダストボックスの切り替え
ができます。扉内側に、袋のペアが収納
可能。傘袋やゴミ袋の補充がスグ対応で
きるようになっています。

	コード	 内容量	 サイズ（幅×奥行×高さ）	 参考価格
	21664-11	 約45L	 465×420×1045mm	 ￥102,900
	21664-12	 約25L	 400×435×1055mm		 ￥98,200

※傘、傘袋、ゴミ袋は別売です。

ローターボックスE ST
設置場所を選ばないシンプルなデザ
イン。オフィスや公共施設に最適です。
ボディ：ステンレスHL仕上

	コード	 品名	 容量	 サイズ（W×D×H）	 参考価格
	2128-2	 E	ST小（内容器なし）	 24L	 276×200×600		 ￥15,500
	2128	 E	ST大（内容器なし）	 23L	 356×246×600		 ￥20,000
	2128-8	 E	ST大（内容器付）	 40L	 356×246×600			 ￥22,000

	コード	 カラー	 容量	 サイズ（W×D×H）	 参考価格
	23350	 ブラック	 20L	 220×360×380		 ￥3,500
	23350-1	 ホワイト	 20L	 220×360×380		 ￥3,500
	23350-2	 ブラック	 45L	 270×425×480			 ￥5,500
	23350-3	 ホワイト	 45L	 270×425×480			 ￥5,500

ミセル フラパネル 
オリジナルデザイン看板で驚きの低価格を
実現。視認性、デザイン性が抜群。店舗の誘
導・規制・サイン看板等で活躍。
	コード	 規格	 サイズ	 参考価格
	21662-5	 小	 Ｗ・D300ＸＨ588ｍｍ	¥12,800
	21662-6	 大	 Ｗ・D300ＸＨ688ｍｍ	 ¥16,700
	21662-7	 800	 Ｗ・D300ＸＨ900ｍｍ	 ¥29,500

（価格はフル両面タイプ）

ミセル ベルパー二 
お手持ちのベルトパーテーションに差し
込むだけで自立式パネルが完成。軽量で
入れ替え簡単なアルミフレーム付のポス
ターパネルです。差し込むだけでベルト
パーテーションに取り付けられます。
	コード	 表示面サイズ（約）	 参考価格
	23353	 W515×H728㎜（B2）	 ¥18,000
	23353-1	 W420×H594㎜（A2）	 ¥16,600

	コード	 サイズ	 参考価格
	23353-2	 B2	 ¥6,700
	23353-3	 A2	 ¥5,600

■ポスター印刷承ります 
　（本体と同時注文のみ）
　※印刷はお客さまからのデジタル完全
　　データ支給のみで受け付けます。

ミセル 
フラパネルワイド
Ｗ750×D300ＸＨ465ｍｍ	
	コード	 印刷部分	 参考価格
	21662-8	 ハーフ片面	 ¥21,300
	21662-9	 フル片面	 ¥23,300

　ミセル サイン オリジナルデザインが1台から作れます！

大	 800

セパ スリムペダル
銀イオンを練り込んだ抗菌加工。細菌の繁殖を抑えて衛生的に使えま
す。コロ付。
	 コード	 規格	 カラー	 サイズ（W×D×H）	 容量	 参考価格
	 65-5	 20型	 白	 240×340×460mm	 19.7L	 ¥3,300
	 65-4	 30型	 白	 250×415×500mm	 30L	 ¥3,600
	 71	 45型	 白	 285×445×585mm	 47L	 ¥4,300
	 71-8	 60型	 白	 325×480×650mm	 60L	 ¥7,000

20型	 60型

抗菌加工
（SIAA適合）

ベルトパーテーションLight
ベルトは約3.3mと長く、設置本数を削
減!薄型ベースでスタッキングは6台まで
可能。ベルト外れ防止機能、ベルト巻き戻
り安全ストッパー付 。ベルトカラー青・赤
の2種類。
材質	：	ベース・ポール／ステンレス（ヘアー
ライン仕上）、ベルト／ナイロン（48㎜巾）、
ベルト長さ：約3.3m、ベース直径360×
ポールＨ902㎜　支柱太さ：直径50㎜
	 参考価格	 ¥27,500／本

44-2

天然木ベンチ（屋内外用）
和・洋のロケーションにマッチする落ち着いた風合いとデザイン
のベンチ。
	コード	 種類	 サイズmm	 参考価格
	21631-1	 背付肘付	 1800×590×729	 ￥96,100
	21631-2	 背付肘なし	 1800×590×729	 ￥88,200
	21631-3	 背無し	 1800×554×400	 ￥83,000

レスキュー
ボードベンチ
熱中症による急病人や負傷者
発生などの緊急事態になると
担架として活躍する、万⼀の
備えに最適なベンチです。
サイズmm	 参考価格
1780×460×H380	 ￥43,000

21631

リサイクルボックスAP
ゴミ袋の交換がカンタンにでき
る跳ね上げ開閉式タイプ。ゴミ
の種類がひと目で分かる窓付き。
容量：約100L　ボディ：スチール粉体
塗装　サイズ：奥行450×奥行450×
高さ730mm

ペダルオープンツイン
蓋が両サイドへ開くため高さを取らず、コン
パクトに納まるペダル式ゴミ箱です。手前に
引き出しやすい背面キャスター付。
ボディ：ポリプロピレン　

	コード	 カラー	 参考価格
	23351	 W-1		 ￥78,000
	23351-1	 W-2		 ￥78,000
	23351-2	 BK-1			 ￥78,000
	23351-3	 BK-2			 ￥78,000

ハイベンチ S-300
省スペースで置ける景観にマッチしたデザイン
のベンチです。足が軽く曲がる程度の適度な座
面の高さ（約56cm）でスムーズに立ち上がれま
す。特に高齢者の「立ちあがる、座る」といった
動作に伴う負担を軽減します。また、浅く腰をか
けるため利用者の「足の投げ出し」による通行ト
ラブルも回避します。
サイズ：約W1622×D325×
H810(SH561)㎜

	コード	 参考価格
	23352	 ￥525,000

ひも付き傘袋
雨の日のエチケット、店舗の必需品。
色：半透明　厚み：0.012ｍｍ　入数:100枚×50束

	品番	 サイズmm	 参考価格
	U-01	 120×750	 ￥313／100枚0863

タオル掛け 材質：スチールクロームメッキ
	 コード	 品番	 　規格	 サイズmm	 参考価格
	0055-5	 5H-CR	 タオル6枚干し	 455×330×745	 ￥5,300
	0055-3	 6H-CR	 タオル6枚干し	 455×315×605	 ￥5,400
	0055-4	 6WH-CR	 タオル12枚干し	 455×315×1105	 ￥10,300

バゲッジラック （折りたたみ式）
	コード	 品番	 フレーム	 サイズ（W×D×H）	参考価格
	21785	 BL-Y1	 スチールパイプ	 450×480×435㎜	 ￥6,700
	21785-3	 BL-Y2	 スチールパイプ	 515×460×600㎜	 ￥8,900
	21785-4	 BL-Y3	 天然木	 470×410×450㎜	 ￥12,000
	21785-5	 BL-Y4	 スチールパイプ	 674×565×456㎜	 ￥7,900

B2	 A2

	36本立 48本立

※ベルトパーテーション
　（ポール部分）は別売です。

オリジナルデザインできます
オプションのフルカラーシートで施設の
コンセプトやイメージに考慮した施設備
品を製作します。

BL-Y1

BL-Y2

BL-Y3

BL-Y4

傘滴とりHD
超吸水繊維が傘の雨滴を素早く吸
収。傘袋の削減につながります。吸
水性・蒸散性が高い超吸水繊維マイ
クロファイバーモール糸を採用。

幅940×奥行334×
高さ852mm
ボディ材質：ステンレス

	コード	 品名	 販売価格	
	21664	 傘滴とりHD	 ￥136,500
	21664-1	 スペアパッド	 ￥7,500/枚

約1150本
傘処理本数

超吸水
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ストレッチ
フィルム
荷くずれ防止、防水・防塵・汚れ
防止に。ポリエチレン製のため、
焼却時ダイオキシンが発生しま
せん。
厚さ：18μ

	コード	 品番	 幅×長さ	 参考価格
	14176	 SF30	 30cm×500m×6巻	 ￥2,250
	10098	 SF50	 50cm×300m	×6巻	 ￥2,250

	 	 参考価格
	1200ｍｍ×100M巻	￥8,750
	

ミナパック
（梱包用エアークッション）

気泡緩衝材のため、緩衝性に優れてい
ます。商品をソフトに包み込みます。

スカイテープ
（平テープ）

ボンボンや園芸、荷造りに便利。
幅50ｍｍ×500ｍ
カラー：青、緑、赤、黄、オレンジ、白色

	 入数	 参考価格
	 30個	 ￥625／個
	

	 コード	 品名	 サイズ	 参考価格
①	18850	 小巻ロープ	 φ5ｍｍ×100m	 ￥450
②8848-4	 ベクトロンロープ	 φ6ｍｍ×200M	 ￥1,325
③18848	 PPロープ	 φ8ｍｍ×200M	 ￥1,875
④	18849	 玉巻テープ	 65ｍｍ×300M	 ￥375

梱包用ロープ各種

① ③② ④

※中身は同じですが、包装が異なる場合
がございます。

タイムカード各種
	コード	 品　名	 　	 参考価格
	3996	 標準タイムカードA	 100枚	 ￥1,800
	3997	 標準タイムカードB	 100枚	 ￥1,800
	3997-1	 標準タイムカードC	 100枚	 ￥1,800
10326-2	 MJD-049	 100枚	 ￥1,800
	13262-1	 ATX-10カードA	 100枚	 ￥1,800
	10326	 MRX用カード	 100枚	 ￥1,800
	3997-2	 TimeP@ckカードA	 100枚	 ￥1,800

	コード	 品名	 品番	 　幅×長さ	 入数	 参考価格
	4901-1	 ダンプロンE	 EA-3921	 48㎜×100ｍ	 50個	 ￥410／個
	4901-2	 ダンプロンエースⅡ	 No.3201	 50㎜×50ｍ	 50個	 ￥300／個

	 コード	 入数	 参考価格
	22947	 30個	 ￥413／個
	

布テープ600
スフ系をベースに、粘着力、保持力
に優れた粘着剤を使用。重量物や
輸出用の梱包をはじめ、テープ厚も
あるので機械の保護にも利用でき
ます。
幅50ｍｍ×25ｍ巻
	 入数	 参考価格
	 30個	 ￥725／個
	

ボンド布粘着テープ 
VF050N-50
重ね貼り可能●油性ペンで記入出
来ます●ハサミ不要でカットが簡単
●強力粘着
幅50ｍｍ×25ｍ巻
	 入数	 参考価格
	 30個	 ￥	300／個
	

クロステープHE-110
識別、封緘包装用テープ。全7色。 
幅50ｍｍ×25ｍ巻
	 入数	 参考価格
	 30個	 ￥900／個
	

ダンプロン
包装用粘着テープ
透明

養生用テープ
ボンドVF608
アクリル樹脂系片面粘着。
手切れ性良好
幅50ｍｍ×25ｍ巻

クラフトテープ
No.500
定番クラフトテープ。巻き出しが軽
く作業性抜群。防湿性に優れ、高・
低温性にも優れています。重ね貼り
はできません。文字は書けません。
幅50ｍｍ×50ｍ巻
	 入数	 参考価格
	 50個	 ￥268／個
	

4675-1

3858-1

22947-1

0684-□

10954

コピー用紙
各サイズ

	とっても

お買得！

	コード	 サイズ	 枚数	 参考価格
	10971-21	 B5	 2,500枚（500枚×5包）	 ￥2,540
	10971-18	 A4	 2,500枚（500枚×5包）	 ￥3,175
	10971-19	 B4	 2,500枚（500枚×5包）	 ￥5,075
	10971-20	 A3	 1,500枚（500枚×3包）	 ￥3,954

塗装用養生シート
	コード	 厚さ×幅×長さ	 参考価格
	23377	 0.1㎜×	900㎜×200ｍ	 ￥1,470
	23377-1	 0.1㎜×1800㎜×100ｍ	 ￥1,480
	18761	 0.05㎜×1800㎜×100ｍ	 ￥9,300
	23377-2	 0.1㎜×3600㎜×100ｍ	 ￥2,840

赤-1

青-1B

黄-1Y

2264-□ 黄-1　黒-2　緑-3　赤-4　
青-5　シルバー-6　白-7

緑-1G

白-1W橙-2
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《国際特許》楽々5分で清掃完了！「ＲＥＮエスカレータークリーンキット」
■ＲＥＮステップ清掃キット
RENステップ清掃キットは、一人で作業できる軽量・低コストの機材で、エスカレーターのステップの動き
の力を利用するため、エスカレーターを停止することなく、最短5分で清掃完了することができます。

■ＲＥＮライザー清掃キット
エスカレーターのライザー（蹴上がり部分）清掃キット。ライザー面に付着した汚れを効果的に取り
除き、美しいエスカレーターが蘇ります。
	コード	 品番	 品名	 参考価格
20801-10	 TH-10-00	 伸縮式ハンドル（ヘッドユニット・ブラシに適合）	 ￥11,000
	20801-16	 RB-10-00	 ライザーブラシ（全メーカー共用）	 ￥11,000
	20801-11	 RP-16-W1	 Ｗ1ナローライザーパッド（日立・フジテック・東芝）	 ￥14,350
	20801-13	 RP-16-V1	 Ｖ1ナローライザーパッド（三菱・東芝）	 ￥14,350
	20801-15	 HS-16-00	 ライザーパッドホルダー（全メーカー共用、ハンドル付）	 ￥66,000
	20801-17	 CS-20-00	 ライザー用洗浄液	（垂れないタイプ）4L	 ￥12,650

	コード	 品番	 品名	 参考価格
	20801-10	 TH-10-00	 伸縮式ハンドル（ヘッドユニット・ブラシに適合）	 ￥11,000
	20801-19	 TB-24-00	 600トレッドブラシ（全メーカー共用）	 ￥74,800
	20801-7	 HS-24-00	 600デバイス（ヘッドユニット＆バケット、全メーカー共用）	 ￥96,000
	20801	 WO-24-00	 600Ｗ型クリーニングパッド	 ￥10,700
	20801-3	 VS-24-00	 600V型クリーニングパッド	 ￥10,700
	20801-18	 CS-17-02	 REN濃縮洗浄液（トレッドクリーン）3.78L	 ￥14,850

ミッケル化学
エスカレーターベルト用洗剤
ベルトクリーナー
エスカレーターベルトを傷めずに、汚れを素早
く取り除きます。仕上は乾いたウエスで拭き上
げるだけ。原液使用　pH:弱アルカリ性
	 コード	 容量	 参考価格
	 1482	 2L×4本	 ￥2,200/本

ミッケル化学
エスカレーターベルト用洗剤
エスカレーターポリッシュ
エスカレーターベルトの光沢を保ち保護する専
用仕上剤です。ベルトの劣化や汚れの付着を軽
減します。原液使用
	 コード	 容量	 参考価格
	 1552	 4kg×4本	 ￥5,000/本

参考価格	￥322,250／セット

■セット内容：
ユニバーサルハンドレールクリーニング
システム（TH0001）…………	1台
フォームパッドホルダー	……	2個
5リットルタッパーフタ付……	2個
専用マイクロファイバーパッド	24枚

ユニバーサル ハンドレール
クリーニングシステム TH0001

参考価格	￥130,330／セット

■セット内容：
ドリーハンドレールクリーニング
システム（TH0013）…………	1台
フォームパッドホルダー		……	2個
5リットルタッパーフタ付	……	１個
専用マイクロファイバーパッド	24枚

ドリー ハンドレール
クリーニングシステム TH0013

参考価格	￥20,000／セット

■セット内容：
ハンドル ………………………1個
フォームパッドホルダー	……	1個
マイクロファイバーパッド…	12枚

ハンドレールクリーニングツール
TH0037

エスカレーター ベルトクリーニング

エスカレーター ステップ&ライザー クリーニング

エレベーター ステンレス用ケミカル

日常用ツヤ出し洗剤
トレシモンソフトwith除菌
日常的に付いた指紋や手垢を除去
し、汚れをつきにくくします。除菌
剤・保護剤配合　液性：中性
	 コード	 容量	 参考価格
	 143-5	 200ml	 ￥893
	 143-8	 10L	 ￥15,000

ステンレスツヤ出し・防汚
R'S PRO 
ステンレスクリーナー
ステンレスをムラなくピカピカに！
保護膜維持で手アカもラクラク除去。
厨房でも使用可能な安心設計。
	コード	 容量	 参考価格
	14711	 480ｍｌ×15本	 ￥1,380／本

リセット洗剤環境配慮型
トレシモンハード
蓄積された汚れや指紋あとを
落とす強力なリセット用洗剤。
　液性：アルカリ性
	コード	 容量	 参考価格
	143-4	 500ml	 ￥1,433
	143-7	 5L	 ￥17,850

ステンレス専用仕上剤
ステングロス
クリーン＆ポリッシュ
ステンレス表面を傷つけず均一な光沢
に仕上げ、ホコリや汚れから守ります。
また指紋の付着を目立たなくします。
	コード	 容量	 参考価格
	0042-1	 65ml×12本	 ￥1,615／本

様々な菌や頑固な汚れを
根こそぎ落とします。

ベビーデューティー
クリーナー TH0054
●希釈倍率：8倍
●容量：3.78ℓ
参考価格	￥17,000／本

クリーナー
コンディショナー
 TH0053
●希釈倍率：12倍
●容量：3.78ℓ
参考価格	￥17,500／本

ベルトの寿命をグ～ンと
伸ばす事ができます。

トムセン エスカレーターベルト クリーニングシステム

幅は、
800、
1000
も有。
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ワゴンHK-J
ホテルのルームメイクの効率化が図れる補充・回収用ワゴン。樹
脂製で軽量です。ダストバッグが2箇所にあり、ゴミの分別回収に
便利です。布袋2枚付
ダストバッグ：約75L×2個		サイズ：W55×H109×D148cm
	 参考価格		 ￥89,300

ジャニターカート
世界中のプロに愛用されてい
るラバーメイドのベストセラー。
清掃作業に必要な用具⼀式を
カート1台に搭載でき、すぐ手
が届く距離にまとめて収納が
可能。軽量で耐衝撃に優れた
ポリプロピレン製です。ダスト
バッグ1枚標準装備。
サイズ：
W55.2×H97.5×D116.8cm
	参考価格		 ￥41,500

ダスターカート ゴミの回収と運搬が効率よくできます。

Xカート 
スタイリッシュなデザインで使う場所を選びません。
コンパクトに折り畳み可能。折り畳み時はオープン時の幅の約30％。
布袋は簡単に取り外しができ、清掃も安易に行えます。

リサイクル用システムカート自立式
自由な組み合わせが可能。大型ゴミの回収から、不燃物の分別回
収まで幅広くご使用頂けます。ストッパー＆バンパー付の大型キャ
スターで、本 体 の 移 動 が ス
ムーズです。袋は各サイズ共に
レッド、ブルー、イエロー、ホワ
イト、ブラウン、グリーン、グ
レーの7色展開です。
本体：W132×H92×D61cm

ビルメンカートＦ
ゴミ回収などに便利な袋が付いた多
機能カート。本体にはトレイ3個と袋付。
W63.1×H100.5×D97.5cm
袋容量	約60L　●トレイ3個と袋付。
	参考価格		 ￥46,200

BMトートバッグ2way
ダブルファスナーで開けや
すく中身の飛び出しも防止。
ネームポケット付。生地裏
面はPVC加工され、濡れた
小物も収納可能。
	コード	 サイズ	 参考価格	
	21525	 S	 ￥10,300
	21525-1	 M	 ￥10,800

コンドルリュック25B
クッション性の高い背とシ
ョルダーベルトで、肩が痛
くなりにくい本格的清掃リ
ュック。開口部が大きく出
し入れも簡単。
幅460×奥行170×高さ
450mm
	コード	 参考価格	
	21778	 ￥10,500

必要な清掃道具を⼀度に運び、効率
よく作業できる樹脂製カート。袋付。
W55×H98×D111.5cm
袋容量	約70L
本体カラー:ブルー･ライトグレー

ビルメンカートL

	参考価格		 ￥36,000

プロテック ツールカートJ
軽量設計の中型の樹脂性カートです。大型の商業・公共施設に適
しています。ダストバッグ1枚標準装備。
ダストバッグ：約80L×1枚		サイズ：W47×H97×D114cm
	 参考価格		 ￥35,000

プロテック ライナーカートマルチ60
カバー付で、人通りの多い商業施設・駅・空港等で
スマートかつ安全に清掃します。
ダストバッグ：約46L		サイズ：W55×H101×D76cm
	 参考価格		 ￥113,400

モップが置ける
サイドステップ
付属。

フタ付
ダストボックスで
衛生的！

清掃用カート

	 コード	 品名	　　　参考価格
	 7346-1	 本体（袋付）	 ￥24,500
	 7436-5	 替袋	 ￥4,000
	 2640-3	 替前輪	 ￥2,400／個
	 2640-4	 替後輪	 ￥3,000／個

メンテナンスカートYブラック
サイズ：W54.5×H130×D100cm

ホールディングカート
自在に動く4つのキャスターで、より
スムーズにクリーンサービスができ
るカートです。3段10ポケットは、洗
剤やグッズを収納でき、清掃・ゴミ
回収が同時に行えます。

マイクロカート
美観・耐久性に優れたステンレス製です。ハンドルを3本設置可能。他に
スプレー、クロス、替えモップ、ゴミ袋、小物などたくさん収納できますの
で、大変便利です。フックには、別売のマイクロキャリーバッグやサイン
ボードをかけることが出来ます。非磁性なので、病院でも安心して使用で
きます。カラーは、青・赤・黄・緑・白からお選びいただけます。

重量:10.0kg　サイズ:Ｗ47×L70×H97cm
材質:本体/ステンレス　カラーボンネット/ABS樹脂　トレー/PP樹脂

	コード	 品番	 カラー	 参考価格
	 4847	 MW-100-1	 青	
	 4847-R	 MW-100-2	 赤	
	 4847-Y	 MW-100-3	 黄	
	 4847-G	 MW-100-4	 緑	
	 4847-W	 MW-100-5	 白	

■使用例

■使用例

	コード	 	 参考価格	
	1626	 本　体	 ￥31,900
	0928	 ビニールバック	 ￥9,100
	0927	 キャディーバック	 ￥8,300

バッグにファスナーが
付いて、取り出しがラク
ラク！

便利な3段10ポケット！

	コード	 品名	 参考価格	
	10276	 メンテナンスワゴンY（袋付）	 ￥19,000
	13428-1	 サイドポケット（オプション）	 ￥7,200
	13428-2	 替袋	 ￥6,000

メンテナンススワゴン Y
サイズ：W60×H100×D62cm

	コード	 品名	 サイズ（W×H×D）	 参考価格	
	0950-4	 Xカート	150L	 61.2×86.4×51.6cm	 ￥33,000
	0950-6	 Xカート	300L	 90.7×86.4×61.2cm	 ￥40,000

サイド面のファ
スナーで取り出
しラクラク！

洗剤やクロス
等を装備でき
るサイドポ
ケット（オプ
ション）

収納時はアーム
をたたんでコン
パクトに。

収納時はアームが
たためます。

モップハンガー
3個付

プロテックツールキャリー
小型軽量、機動力抜群の清掃用カート。小規
模の商業・公共施設・オフィスビル等に。トイ
レットペーパーが22～28ヶ積載納可能。
W450×H885×D330mm
キャスター径130mm
	 参考価格		 ￥20,000

オプションのシステムバケツ･インナーバスケッ
トを使って小物や濡れ物の仕分けができます。

ライトグレー

■セット例
	品名	 参考価格
	本体	 ￥57,800
	360L	ECO袋	 ￥18,900
	合計参考価格		 ￥76,700

■セット例
	品名	 参考価格
	本体	 ￥57,800
	180L	ECO袋×	2枚	 ￥29,400
	合計参考価格	 ￥87,200
※分別シールは別売りです。

■セット例
	品名	 参考価格
	本体	 ￥57,800
	120L	ECO袋×	3枚	 ￥41,100
	合計参考価格		 ￥98,900
※分別シールは別売りです。

ダストカートY-1C
（クロメートメッキタイプ）
フレーム＋袋セットアップ価格
	コード	 品名	 参考価格
	1385-3	 フレーム（小）＋布袋小	 ￥19,700
	1385-7	 フレーム（大）＋布袋大		￥27,400

ダストカートY-1
（クロームメッキタイプ）
フレーム＋袋セットアップ価格
	コード	 品名	 参考価格
	1385-2	 フレーム（小）＋布袋小		￥16,300
	1385-1	 フレーム（大）＋布袋大		￥20,900

折りたたん
だ状態で自
立します。

0950

4325

1385-9

4500-1

4913

ブルー
4919

4325-2

在庫
限り

上棚トレー

サイン
ボード用
フック付き

下棚トレー

便利な
サイドポケット

￥79,000



清掃用カート

組 み 合 わ せ 自 由 自 在！
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ラバーメイド

BRUTE ロールアウト
コンテナ
大量のごみ収集や材料の保管・搬送に
便利な大型コンテナ。握りやすいハン
ドルや水が溜まらないドームキャップ
など安全性、利便性、衛生面にも配慮。
UV樹脂仕様により、長期に渡る屋外
使用でも紫外線による劣化や色褪せを
抑制します。

ラバーメイド

BRUTE 丸型コンテナ
ベント（通気）チャネル設計で、ライナーの取り出しが容易に。洗い
やすい1ピース構造で、ドレイン付ハンドル。豊富なカラー・サイズ・
アクセサリー。食品の保管もできる、食品衛生法適合品。

ラバーメイド

BRUTE 丸型コンテナ用フタ

エアロカートΣ
シグマ

・エアロカートΣ
シグマ

ロング
本体に様々な清掃資機材がセットできます。モップハンガー 3ケ所、チリ
トリなどの柄物を固定するハンガー（1か所）。持ちやすく操作しやすいR形
ハンドル。様々な資機材をセットできる大型フック。フック付でBMトートバ
ック（別売）をセット可能。樹脂製ボックス（上・中・下段）。低騒音の微音キ
ャスターは直径100㎜。後輪は、足元で操作できるストッパー付。
	コード	 品名	 サイズ	 参考価格
	1111-3	 エアロカートΣ	 W665×D590×H995㎜		 ￥89,000
	3847-12	 エアロカートΣロング	W665×D590×H995㎜		 ￥119,000

ホテルリネンワゴン
軽量フレーム構造。小物を効率的に収納。多段ポケット。静かに移動・壁面
も保護。壁面を傷付けないバンパー付。キャスター直径125㎜。後輪は、
足元で操作できるストッパー付。
	コード	 サイズ	 寸法（キャスター含まず）	 参考価格
	23445	 M	 558×D805×H1100㎜	 ¥203,000
	23445-1	 L	 558×D1160×H1100㎜	 ¥252,000

ホテルアメニティトート
ホテルのアメニティをスマートで安全に持ち運べるトートバック。バック内側
生地は制菌・抗菌消臭のTioTio加工済。内部生地上の細菌の繁殖を抑えるの
で、衛生面に気をつかうホテルアメニティの運搬に最適です。優れた収納性

（グラスをはじめ各種アメニティをしっかり収納。ファスナー付・折りたたんで
コンパクト収納が可能。蓋の内側は便利なポケット付 。Lサイズには掛け紐
付でホテルリネンワゴンにセット可能。
	コード	 サイズ	 寸法（キャスター含まず）	 参考価格
	23445-2	 M	 約W325×D170×H196㎜	 ¥15,200
	23445-3	 L	 約W535×D170×H1100㎜	 ¥18,900

M…約10部屋分の
　　リネン・アメニティ
　　補充作業に
Ｌ…約20部屋分の
　　リネン・アメニティ
　　補充作業に

エアロカートα
アルファ

モップなどの柄を3本収納可能。目隠しパネルで景観に配慮します。折りた
たみ式パネルで省スペースでのメンテナンス作業が可能です。樹脂製ボック
スや専用バケツ（別売）を横から引き出して作業することができます。本体
には、樹脂製ボックス2個、樹脂製トレイ・回収袋各1個付です。
	コード	 品名	 サイズ	 参考価格
	3415-5	 エアロカートα	 W665×D590×H995㎜		 ￥189,000
	3415-4	 専用バケツ	 4Ｌ（赤・青）	 ￥3,250
	3415-8	 専用バケツ	 15L（灰赤・灰青）	 ￥9,000
	3847-13	 専用バケツ用フタ	 4Ｌ用	 ￥3,000
	3415-9	 専用バケツ用フタ	 15Ｌ用	 ￥3,750
	3415-6	 専用回収袋	 W350×D280×H350㎜	 ￥1,900
	3415-7	 専用樹脂製ボックス	 W３６１×D２68×H132㎜（外寸）	 ￥2,100

ラバーメイド クイックカート
場所を選ばないスタイリッシュでコンパクトなモバイルカート。ホテルのハウス
キーピング、商業・公共施設のロビー・トイレなどで使用できます。内部の仕切り
は調整が可能で現場に合ったカスタマイズが実現。取外し可能なキャディー付。

ラバーメイド

ティルトトラック
⼀人で⼀度にたくさんのゴミの搬送ができるので作業時間の短縮が可能です。
本体は軽量な⼀体成型の発泡ポリエチレン製で金属に見られる錆び、へこみ、
欠けなどの心配が少ない。

	コード	 品番	 色	 容量	 サイズ（W×H×D）	 参考価格
		 1971944（ステップオン式）	 グレー	 121L	 72.5×		94.4×52.4cm	 ￥44,000
	4682-3	 FG9W2700GRAY	 	グレー	189L	 76.4×100.5×60.0cm	 ￥42,000
	4682-1	 FG9W2700BLUE	 青	 189L	 76.4×100.5×60.0cm	 ￥42,000
	4682-2	 FG9W2700YEL	 黄	 189L	 72.4×92.7×59.4cm	 ￥42,000

	コード	 品番	 品名	 サイズ（W×H×D）	 参考価格
	4682-8	 FG9T1300BLA	 ティルトトラック	 145.7×86.1×68.3cm	 ￥117,600
	4682-9	 FG9T2200BLA	 ティルトトラック用フタ	 132.1×22.9×70.8cm	 ￥33,600
	4682-11	 FG1011L20000	 交換用キャスター	 10.4cm	 ￥4,500

	コード	 品番	 品名	 サイズ（W×H×D）	 参考価格
	20769	 1902466	 	クイックカート	中	 41.9×53.3×36.2cm	 ￥72,000
	20768	 1902465	 クイックカート	大	 41.9××53.336.2cm	 ￥75,000
	20770-2	 1902468	 クイックカート用キャディーL	 35.6×27.9×14cm	 ￥15,500

	コード	 容量	 色	 サイズ（直径×H）	 参考価格
	2271-9	 38L	 黄、青、赤、グレー、黒、白、緑	 39.6×43.9cm	 ￥6,000
	2271-10	 76L	 黄、青、赤、グレー、黒、白、緑	 49.5×58.1cm	 ￥9,200
	2271-6	 121L	 黄、青、赤、グレー、黒、白、緑	 55.9×62.9cm	 ￥12,000
	2271-7	 166L	 黄、青、赤、グレー、黒、緑	 61.0×80.0cm	 ￥19,000
	2271-11	 208L	 グレー	 67.3×83.8cm	 ￥28,000

	コード	 品名	 色	 サイズ（直径×H）	 参考価格
	2271-12	 38L用フタ	 黄、青、赤、グレー、黒、白、緑	 40.4×4.5cm	 ￥2,500
	2271-13	 76L用フタ	 黄、青、赤、グレー、黒、白、緑	 50.5×4.6cm	 ￥3,200
	2271-14	 121L用フタ	 黄、青、赤、グレー、黒、白、緑	 56.5×4.1cm	 ￥4,000
	2271-8	 166L用フタ	 黄、青、赤、グレー、黒、緑	 62.2×3.8cm	 ￥7,000
	2271-15	 208L用フタ	 グレー	 68.5×7.4cm	 ￥10,000
	

ラバーメイド

BRUTE 丸型コンテナ用ドーリー
ブルートコンテナにドーリーを装着すれば重量物でも安全で効率的に搬送できます。
	コード	 品番	 品名	 色	 サイズ（直径×H）	 参考価格
	4683	 FG264000BLA	 BRUTE	ドリー	76〜208L用	 黒	 46.4×16.8cm	 ￥19,000

ラバーメイド

キューブトラック
ランドリー処理や廃棄物の収集や材
料の搬送に便利な大型トラックです。
樹脂ボディ +金属フレームの構造は高
い耐久性を発揮します。 ダイヤモンド
型キャスターパターンにより、その場

で360度 回 転 し ま す。
中身を隠し、雨天時の
屋外使用にも便利なオ
プションのフタもご用
意しています。

	コード	 品番	 品名	 サイズ（W×H×D）	 参考価格
	4682-4	 FG461400BLA	 キューブトラック	 112.1×82.6×78.7cm	￥132,000
	4682-5	 FG461500BLA	 キューブトラック用フタ	 112.1×21.6×78.7cm	 ￥63,000
	4682-6	 FG4614L30000	 交換用回転キャスター（1個）	 　	 ￥5,000
	4682-7	 FG4614L40000	 交換用固定キャスター（1個）	 　	 ￥4,400

※フタはオプションです
◀
ス
テ
ッ
プ
オ
ン
式
は
、手
を
触
れ
ず

　

に
フ
タ
の
開
閉
が
で
き
、衛
生
的
。

耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え、
曲げ応力やひねり応力にも柔軟に対応。
強い力を加えても破損しにくいプロ仕様！

最大で

軽減！50％

4ヶ所の
通気チャンネルで
持ち上げる力を

グリップを改良し、
コンテナを空にする
ときの作業性を
アップ！

スタンディングカート
自立したまま厚さ１６ｃｍに折りたためる、場所をとらない運搬カート。ファスナー付袋や
バンパー付フレームもあり、様々な組み合わせが可能です。

  袋E　小・大
（ファスナーなし・
ファスナー付）

※袋Eと専用ポケットは、
　緑、青、灰、赤、茶、黄、紺
　の7色から選べます。

  専用ポケット
　　 小・大  専用DC底板

  フレーム

ファスナー付
ファスナー付専用袋は、
手前が開くのでゴミ等の
取り出しが簡単です。

自立タイプ
自立したままコンパク
トに折りたため、収納
場所を取りません。

連結できます
２台、３台と簡単に
連結できるので移動
がスムーズ。

コード 品名 規格 サイズ 参考価格
3482-3 袋E　小 ファスナー付 W470×D425×H610㎜ ¥8,600
3847-3B 袋E　小 ファスナーなし W470×D425×H610㎜ ¥8,000
3482-2B 袋E　大 ファスナー付 W570×D520×H750㎜ ¥10,500
3482-1B 袋E　大 ファスナーなし W570×D520×H750㎜ ¥9,900
0646-1 専用ポケット 小 490×590㎜ ¥6,210
0646 専用ポケット 大 570×670㎜ ¥6,210
0646-2 専用DC底板 小 480×420㎜ ¥620
0646-3 専用DC底板 大 560×510㎜ ¥980

コード 品名 キャスター径バンパー フレームサイズ（約） 質量 参考価格
8435-13 フレーム　小 75㎜付き W610×D585×H820㎜ 7.2㎏ ¥26,400
8435-7 フレーム　小 100㎜付き W610×D585×H847㎜ 8.1㎏ ¥31,300
8435-11 フレーム　小 75㎜なし W565×D525×H820㎜ 6㎏ ¥21,000
8435-2 フレーム　小 100㎜なし W565×D525×H847㎜ 6.9㎏ ¥25,900
8435-1 フレーム　大 75㎜付き W720×D653×H970㎜ 8.2㎏ ¥29,100
8435-10 フレーム　大 100㎜付き W720×D653×H995㎜ 9.1㎏ ¥33,500
8435-6 フレーム　大 75㎜なし W665×D590×H970㎜ 7㎏ ¥23,100
8435-3 フレーム　大 100㎜なし W665×D590×H995㎜ 7.9㎏ ¥28,600

受注▶生産

受注▶生産

M Ｌ



スチール製プレスシリーズ ミニ樹脂シリーズ

樹脂シリーズ

オプション ブレーキ・キャスター 折り畳み式リアカー

※台車には別途送料・組立費がかかります。

※価格については
　お問い合わせください。

WD-100B

500S

300S

100KB

固定キャスター
ロックタイプ

コンパクトタイプ WDタイプ
専用ブレーキ

WD150/300
折り畳み式ハンドル。折り畳み時にはフラットになります。
	コード	 品名	 積載荷重	 荷台寸法㎜	 質量	 参考価格
	4602-1	 WD-150	150kg	 740×480	 13㎏	 ￥12,525
	21582	 WD-300	300kg	 740×480	 26㎏	 ￥24,225

104/204/304
片袖２段タイプ。ワゴン車として使えてとても便利です。
	コード	 品名	 積載荷重	荷台寸法㎜	 質量	 参考価格
	10717	 104	 150kg	 740×480	 19㎏	 ￥23,675
	14219	 204	 250kg	 810×510	 29㎏	 ￥33,925
	14544	 304	 300kg	 915×615	 40㎏	 ￥39,250

102/305
両袖2段タイプ。
	コード	 品名	 積載荷重	荷台寸法㎜	 質量	 参考価格
	10993	 102	 150kg	 740×480	 20㎏	 ￥24,900
	10993-5	 305	 300kg	 915×615	 41㎏	 ￥40,425

307HB
金網付タイプでハンドブレーキ付です。ゴミ出しやリネン
カートに向いています。棒状の積載物を立てたまま運送で
きます。
	コード	 品名	 積載荷重	荷台寸法㎜	 質量	 参考価格
	3750-4	 307HB	 300kg	 915×615	 32.5㎏	￥50,275

107/207/307/507
金網付タイプ。金網は開閉式になっているので、荷物の出し
入れが容易に行えます。
	コード	 品名	 積載荷重	荷台寸法㎜	 質量	 参考価格
	14710-1	 107	 150kg	 740×480	 21㎏	 ￥28,475
	14710	 207	 250kg	 810×510	 27.5㎏	￥43,325
	10220	 307	 300kg	 915×615	 32.5㎏	￥41,350
	13014-1	 507	 500kg	 1225×775	 62㎏	 ￥80,925

307W/507W
金網2段タイプ。
	コード	 品名	 積載荷重	荷台寸法㎜	 質量	 参考価格
	13014-2	 307W	 300kg	 915×615	 42㎏	 ￥65,450
	13014	 507W	 500kg	 1225×775	 75㎏	￥109,125

166/366
コンパクトフットブレーキ付。折り畳み式ハンドル。
	コード	 品名	 積載荷重	荷台寸法㎜	 質量	 参考価格
	1436-1	 166	 150kg	 740×480	 13.7㎏	 ￥16,600	
21582-4	 366	 300kg	 915×615	 27.1㎏	￥29,225

101KS/301KS
折り畳み式ハンドル。ワンペダルストッパー付
	コード	 品名	 積載荷重	荷台寸法㎜	 質量	 参考価格
	3750	 101KS	 150kg	 740×480	 13㎏	 ￥15,175
	3916-1	 301KS	 300kg	 915×615	 26㎏	 ￥24,775

101/201/301
折り畳み式ハンドル。収納スペースに困りません。
	コード	 品名	 積載荷重	 荷台寸法㎜	 質量	 参考価格
	3751-3	 101	 150kg	 740×480	 13㎏	 ￥11,475
	3751-5	 201	 250kg	 810×510	 17.5㎏	 ￥21,000
	13014-4	 301	 300kg	 915×615	 26㎏	 ￥22,825

203/303
	コード	 品名	 積載荷重	 荷台寸法㎜	 質量	 参考価格
	3751-7	 203	 250kg	 810×510	 20.5㎏	￥25,575
	3751-8	 303	 300kg	 915×615	 29㎏	 ￥29,950

116K/216K/316K/516K
折り畳み式ハンドル。フットブレーキ付
	コード	 品名	 積載荷重	 荷台寸法㎜	 質量	 参考価格
	21582-1	 116K	 150kg	 740×480	 14.5kg	 ￥27,875
	21582-2	 216K	 250kg	 810×510	 20㎏	 ￥33,125
	1400-3	 316K	 300kg	 915×615	 29㎏	 ￥30,950
	21582-3	 516K	 500kg	 1225×775	 52㎏	 ￥75,175

101HB/301HB
折り畳み式ハンドル。ハンドブレーキ付
	コード	 品名	 積載荷重	 荷台寸法㎜	 質量	 参考価格
	3751-9	 101HB	 150kg	 740×480	 15.5㎏	￥16,950
	3751-4	 301HB	 300kg	 915×615	 29.7㎏	￥28,800

101DX
折り畳み式ハンドル。高級ベアリング入り車輪仕様。
	コード	 品名	 積載荷重	 荷台寸法㎜	 質量	 参考価格
	4602	 101DX	 150kg	 740×480	 13㎏	 ￥13,500

108/202/302/402/502
固定ハンドル
	コード	 品名	 積載荷重	 荷台寸法㎜	 質量	 参考価格
	10834-1	 108	 150kg	 740×480	 12㎏	 ￥11,400
	10834	 202	 250kg	 810×510	 17.5㎏	￥20,950
	10716	 302	 300kg	 915×615	 25㎏	 ￥22,775
	10993-2	 402	 300kg	 1190×440	 26㎏	 ￥38,375
	10993-3	 502	 500kg	 1225×775	 48㎏	 ￥50,975
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SP102G/SP302G
固定ハンドル。音の静かなタイプのキャスターを使用しています。
	コード	 品名	 積載荷重	 荷台寸法㎜	 質量	 参考価格
	10282-1	 SP102G	 150kg	 720×465	 10㎏	 ￥22,825
	10307-4	 SP302G	 300kg	 900×600	 15.3㎏	 ￥31,775

P102G/P302G
固定ハンドル。
	コード	 品名	 積載荷重	 荷台寸法㎜	 質量	 参考価格
	10282-1	 P102G	 150kg	 720×465	 10㎏	 ￥15,025
	10282-2	 P302G	 300kg	 900×600	 15.3㎏	 ￥26,575

	コード	 品名	 積載荷重	 荷台寸法㎜	 質量	 参考価格
	21582-5	 P104G	 150kg	 720×465	 14.5㎏	 ￥26,000
	21582-6	 P304G	 300kg	 900×600	 21㎏	 ￥47,075

P104G/P304G
片袖２段タイプ。ワゴン車として使えて
とても便利です。

	コード	 品名	 積載荷重	 色	 荷台寸法㎜	 質量	 参考価格
	21898	 MPK-720-BK	 200kg	 黒	 780×490	 7.9kg	 ￥13,730
	21898-1	 MPK-720-W	 200kg	 白	 780×490	 7.9kg	 ￥13,730
	21898-2	 MPK-720-B	 200kg	 青	 780×490	 7.9kg	 ￥13,730

オプションブレーキ各種

オプションキャスター各種

SP101G/SP301G
折り畳み式ハンドル。収納スペースに困りません。音の静かなタ
イプのキャスターを使用しています。
	コード	 品名	 積載荷重	 荷台寸法㎜	 質量	 参考価格
	13014-3	 SP101G	 150kg	 720×465	 10㎏	 ￥23,100
10307-6	 SP301G	 300kg	 900×600	 15.3㎏	 ￥32,350

P101G/P301G
折り畳み式ハンドル。
	コード	 品名	 積載荷重	 荷台寸法㎜	 質量	 参考価格
	5206	 P101G	 150kg	 720×465	 10㎏	 ￥15,325
	10282	 P301G	 300kg	 900×600	 15.3㎏	 ￥26,875

	コード	 均等荷重	 荷台寸法㎜	 質量	 参考価格
	19992	 100kg	 600×390	 3.9㎏	 ￥5,990

小型樹脂製台車 
こまわり君G 省音タイプ

軽くて簡単！静かでコンパクト！
選べる7色

折り畳み式リアカー PHC-130/150
ワンタッチで折り畳める、収納性に優れたリアカー。ノーパンクタ
イヤ標準装備。
最大使用質量:130kg、150kg　収納方法:折り畳み式
タイヤ径:20インチ(ノーパンクタイヤ使用)　

PミニDX（無音キャスター仕様）
ワンアクションの折り畳み屈折仕様。ハンドルを折り
畳むと、荷台部に収納でき、フラットになります。

	コード	 積載荷重	 荷台寸法㎜	 質量	 参考価格
	369-3	 100kg	 600×380	 5.5㎏	 ￥8,250

●カラー Ｇ：グリーン Ｂ：ブルー

超軽量
3.9kg カラー：ブラック、ブルー、

ピンク、グリーン、パープル、
オレンジ、ホワイト

コード 型　式 荷台幅×長さ×深さmm タイヤ 自重kg 参考価格
21583 PHC‐130 600×900×310　 20インチ・

ノーパンク
21.0 ￥90,200

21583-1 PHC‐150 800×1200×400 31.0 ￥148,000

軽量

カルティオ
軽い・静か・丈夫なプロ仕様。
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メディカル・白衣・ナース・スクラブウェアー

作業服・防寒ユニフォーム

つなぎ服・サロペット・オーバーオール

介護服・ヘルパーユニフォーム

ビルメンテナンス ウェアー

HEARTGREEN

社名・名入れ等プリント・刺繍承ります。ユニフォーム ※ユニフォーム専用カタログがありますので御依頼ください
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各種製造工場・食品・クリーンルームウェア

オフィスウェアー・インフォメーション・サロンユニフォーム

サービスウェア

警備服・安全・セーフティー・警備グッズ

工業用特殊ユニフォーム

デニム・コットン製品

床革製品

アルミ耐炎製品 帆布製品

防炎製品

耐切創・耐熱製品

ユニフォーム
社名・名入れ等プリント・刺繍承ります。

この他さまざまな業種に対応した各種グッズを取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。
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エプロン 帽　子イベントブルゾン

T シャツ パーカーポロシャツ

トレーナー

空調服

ヒートベスト・ヒートジャケット

コンプレッション

レインウェアー

ビジネス・スーツ・Yシャツ

フルハーネス対応

T シャツ・ ポロシャツ・ パーカー・エプロン・ジャンパー・帽子・イベントユニフォーム

ユニフォーム
社名・名入れ等プリント・刺繍承ります。

専用カタログをご用意しています。お気軽にお問い合わせください。

社名・名入プリント・
刺繍 OK ！
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トーワ・ビニスター
腕カバー付
フルールあつ手
№721
脱ぎはめしやすい裏植毛。
長さ：65cm　
サイズ：Ｍ・Ｌ（ピンクはＭのみ）　
カラー：ピンク、グリーン、バイオレット　
表：塩化ビニル樹脂	
裏：レーヨン・綿（植毛）
　参考価格　　￥1,650／双

トーワソルベックス
#275 中厚手
ニトリルゴム製で油に強く
耐摩耗性にも優れています。
サイズ：S、M、L、LL
長さ：34cm
表：ニトリルゴム　裏：植毛
　参考価格　　￥550／双

トーワビューティー
中厚No266（裏地無し）
引き裂きに強く、しなやかで作
業性が良い。着脱がとてもスムー
ズ。天然ゴム製
サイズ：S、M、L　長さ：30cm
表：天然ゴム
　参考価格　　￥250／双

※このマーク付の商品は、環境ホルモンの発生がない素材を使用しています。

1004・スムスマチ無し№3 
品質管理用
精密作業用　マチ無し
純綿100％			サイズ：S、M、L、LL
　　参考価格　　　￥1,300／ダース

インナーピタハンドＡ-219
手にフィットするウーリーナイロン使用。縫い目
のないシームレスタイプ。精密作業用としても。
　　参考価格　　　￥180／10双入（1袋）

下ばき手袋
編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13
ゲージ・シームレス編み下ばき用・裾部分は
ほつれを防ぐオーバーロック加工。
サイズ：フリー
　　参考価格　　　￥1,900／20枚入（1袋）

トワロン No151
引き裂きに強く、低温でも柔らか。防臭加工。袖
部を約4cm長くしたトワロン・ロングもあります。
サイズ：S、M、L、LL　表：天然ゴム	裏：メリヤス（綿）
　参考価格　　￥590／双

パールうす手
丈夫でしなやかな手袋。家事や軽作
業等に最適です。
表：塩ビ樹脂
長さ：30cm（SSのみ29cm）
　参考価格　　￥140／双

761
ホワイト

762
ピンク

764
ブルー

快適K-2 #211
甲の部分は特殊な厚手メリヤスで耐久性に
優れています。
サイズ：S、M、L　		長さ：24.5cm
表：塩化ビニール		ポリ塩化ビニール
裏：メリヤス（綿100%）
　参考価格　　￥800／双

ソフトエース
炊事手袋厚手
洗剤や油、薬品に強い
厚手タイプ。裏毛付
サイズ：M、L　長さ：32cm		カラー：
白、黄、バイオレット、ピンク、グリーン
	参考価格	￥340／双

♯130日本一軍手
混紡軍手
ポリエステル・その他	
　　　参考価格　　　￥530／1ダース

高級混紡軍手・無印600
熱に強い。
綿・ポリエステル・その他	
　参考価格　　　￥550／1ダース
	

シリコンテピタ♯4300
シリコン樹脂はホコリがつきにくい。
表：綿・ナイロン　スベリ止め：シリコン	
　　参考価格　　　￥350／双

豚表皮クレスト
№486
マジックテープ付
軽量で水にも強く、手首部に
マジックテープ付。
サイズ：M、L、LL　材質：豚表皮
		参考価格　￥1,180／双

手袋・シューズ

トワローブ・フルール
（中あつ手）裏植毛付

防カビ・防臭加工、洗剤、油、薬品に強く劣
化しにくい、園芸、農作業、ご家庭用に最適。
カラー：ピンク（Ｍ）・グリーン(M・L)		サイズ：M、L
（長さ32cm）		表：塩化ビニル樹脂	
裏：レーヨン・綿（植毛）
　参考価格　　￥280／双

756
グリーン

755
ピンク

ビニール手袋サーモ
発泡(防寒)OG-005
軽く柔らかく内面発泡層が冷た
さからガード。
表：塩化ビニール樹脂、
裏：内面発泡素材
サイズ：ML、L、LL　
長さ：33cm
	コード	 サイズ	 参考価格
	14833	 ML	 ￥580／双
	14833-1	 L	 ￥580／双
	14833-2	 LL	 ￥580／双

トーワビューティー中厚 
No265（裏植毛付）
引き裂きに強く、しなやかで作業
性が良い。着脱がとてもスムーズ。
天然ゴム製。
サイズ：S、M、L		長さ：（S）33cm（M・L）35cm
表：天然ゴム　裏：植毛綿
　参考価格　　￥250／双

ポーキィマジック
Ｎo.1
マジックテープ・あてなし。
機械、溶接、建設、土木、運送、
作業全般に。　
豚革製		サイズ：M、L、LL
		参考価格　￥1,770／双

スーパーロング
（天然ゴム厚手手袋）

食品衛生法適合、すべり止め加
工、腕全体をカバー、家庭から業
務用まで全般。
長さ：58cm　サイズ：M、L
表：天然ゴム・ラテックス
裏地：なし
　参考価格　　￥1,180／双

1455極寒ソフト
ロング55

（腕カバー一体型・耐油）
防寒用耐油、寒さでもやわらかく
漁業水産、各種油作業に、食品
衛生法適合。
サイズ：M、L、LL　長さ：55cm
表：ニトリルゴム　裏：綿
　参考価格　　￥2,900／双

ニトロン880
食品衛生法適合。突き刺しに強い、
防カビ、抗菌加工。漁業、機械、
農林業、全般に。
表：ニトリルゴム　裏：綿(メリヤス）
サイズ：M、L、LL　長さ：26cm
　参考価格　　￥680／双

ニトロン880
ロング
ロングタイプで作業服の袖元が
スッキリ収納できます。水跳ね
油跳ねもしっかりガード。
長さ:30㎝
表：ニトリルゴム　裏：綿(メリヤス）
サイズ：M、L、LL
　参考価格　　￥780／双

純綿軍手・ワークジョイ
熱に強い。綿100％
　　参考価格　　　￥1,130／1ダース

すべり止め手袋
（女性用）4990-LA-5P
様々な作業、生活場面で活躍。運輸、流通、
検品、一般に。 　手袋：ポリエステル			すべり止め：
ポリ塩化ビニール		サイズ：女性フリー
　参考価格　　　￥1,100／5双入（1袋）

すべり止め手袋
（男性用）4990-10P
様々な作業、生活場面で活躍。運輸、流通、検
品、一般に。 　手袋：ポリエステル		すべり止め：ポ
リ塩化ビニール　サイズ：フリー
　参考価格　　　￥2,080／10双入（1袋）

　

婦人用

トワロン No169 
引き裂きに強く、しなやかで作業性の良いセミロン
グタイプ。 サイズ：　		長さ：29.5cm　表：天然ゴム	

参考価格　￥970／双

色 白 バイオレット グリーン イエロー ピンク
コード:M 4034 4004 2148 4033 0275
コード:L 4037 1702 4035 4036 5286

サイズ S M L
コード 3054 0895 2577 サイズ M L LL

コード 3412-4 3412-11 3412-15

サイズ M L LL
コード 1512-3 1512-4 1512-5

サイズ M L LL
コード 0570 14205 0570-03

サイズ M L LL
コード 0570-3 0570-1 0570-4

サイズ S M L LL
コード 2532-2 2531 2532 2532-1

サイズ S M L
コード 19957 19958 19957-1

サイズ M L LL
コード 7751 7751-6 7751-7

サイズ M L LL
コード 5785 5569 5570

サイズ M L
コード 17526 17525

サイズ S M L
コード 4607 2570 2571

色 ホワイト ピンク ブルー
コード:SS 0930-4 ― ―
コード:S 0930-6 0930-2 ―
コード:M 0930 0930-3 13449-1
コード:L 0930-5 ― 13449

色 ピンク グリーン
コード:M 18222 18221
コード:L ― 18220

サイズ S M L LL
コード 1512-1 1512 3584 3584-1

0656-5 0656-9

20783

18922 13154-1 5359

3706-1

4138-1 	グリーン・M

3412-10 	
サイズ：M

19060
サイズ：S
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ニトリルグローブ
NEW GATAMO
粉なしタイプ。なめらかで扱いや
すい。グローブをしたままでもス
マートフォンやタブレット端末を
操作可能。
サイズ：S、M、L、　	材質：ニトリルゴム
100枚入／箱	 参考価格￥1,150

バリアローブ№2400
ラテックス・エクセレント粉付き
天然ゴム製で伸縮性に優れ、指先ま
でフィット。食品加工、水産加工、医
療関連、製品検査等に。
サイズ：SS、S、M、L　長さ：24.0cm　表：天然ゴム
	 100枚入／箱	 参考価格￥1,770

ポリグローブ
内エンボス
№387（クリアー）
№389（ブルー）
溶剤や油、薬品に強いポリエ
チレンタイプ。ベトつきを抑え
る内エンボス加工。食品加工、
水産加工半導体、医療、印刷に。
サイズ：SS、S、M、L			
	長さ：28.0cm　表：ポリエチレン

ニトリルマルチグローブ
SY-1060
耐油性、耐候性に優れ、ニオイ菌を
99.9%抑制。柔らかく透湿性のあ
る発泡樹脂配合で、ムレを軽減。
サイズ：M、L、LL	　素材：ナイロン･ニトリルゴム	

参考価格　　￥1,100／双

レザーグローブ
CG-990
使うほどに手になじむ牛本革。掌部
分に補強当付です。キャンプ、バー
ベキューに最適。
サイズ：L（フリー）　長さ：24cm		
材質：牛本革、補強・裏出し革
　参考価格　　　￥2,290／双

ニトリルグローブ 
IGA ブラックNo2190
丈夫で厚手、食品衛生法適合。丈夫
で汚れが目立たないブラックカラー
で工業用に最適。自動車整備、工場、
農水産加工にも。
サイズ：S、M、L、LL		長さ：24cm		表：ニトリルゴム
	 50枚入／箱	 参考価格￥2,940　

HEIKOポリグローブ
外エンボス加工LDタイプ
使い心地の良いソフトエンボスタ
イプ。各種製造、介護、食品加工
に最適。食品衛生法適合。
カラー：クリアー　
サイズ：SS、S、M、L　長さ：27.5㎝
		100枚入／箱		参考価格		¥270

耐油ビニスター
№655
スベリ止め・防臭加工。油、薬品に強く、
自動車関連、機械加工、全般に。
サイズ：M、L、LL　表：塩化ビニル樹脂
裏：編手、綿			長さ：26cm
　参考価格　　￥580／双

ウレピタンホワイト
（１０双組）
1557-10P
ピッタリフィット・低発塵性。製品、
部品組み立て検査、食品加工、果
樹の収穫に最適
サイズ：S、M、L、LL　
ポリウレタン・ナイロン	ポリエステル
	参考価格	￥1,780／10双入（1袋）

ブラックフィットＥＸ
SY-453
すぐれた通気性とフィット感。工
場製品検査・園芸・農作業全般・
汎用性抜群。
サイズ：S、M、L、LL　
　参考価格　　￥210／双

ねこの手
油にも滑りにくく、組立作業、配
線作業、手先の細やかな作業に。
むれにくく、関節部を緩く編んだ
特殊製法で疲れにくい。
表：ライナー、ナイロン100％
コーティング、発砲ニトリルゴム
サイズ：Ｍ、Ｌ　
　参考価格　　￥750／双

テクニックフィットトップ
（指先ポリウレタン）
１０双組 №610
ピッタリフィット・低発塵性。指先
にウレタンコーティング、指先を使
う製品、部品組み立て検査に。
サイズ：S、M、L、LL　ポリウレタン・ナイロン
参考価格		￥1,840／10双入（1袋）
サイズ S M L LL
コード 3900-5 3900-6 3900-1 3900-8

トーワ快適背抜き
うす手 №810
ウレタン作業用手袋（裏ナイロン編手）
サイズ：S、M、L、LL
長さ：（S）21cm、（M）23cm、
（L）23.5cm、（LL）24.5cm
表：ポリウレタン樹脂　
裏：ナイロン100%
梱包：120双入（20×6）
　参考価格　　￥480／双

タフレッド1470
伸縮性があるナイロン糸と薄い天
然ゴムコーティングが抜群の作業
性を発揮します。
手袋：ナイロン	すべり止め：天然ゴム
（ラテックス	）	サイズ：	SS、S、M、L	
　参考価格　　￥480／双

耐針 9014
ラテックスコート
注射針などの細く鋭利なものに対
し、強力な耐突刺性を発揮します。 
サイズ：S、M、L

カットレジスト・スベリ止付
耐切創手袋№149
シリコン樹脂のスベリ止め付。低発
塵で通気性に優れた耐切創手袋。
機械組立、鉄板・薄板・ガラス製品
の取り扱いなどに。 
手袋部：高強力ポリエチレン糸、ナイロ
ン、スパンデックス、ドット加工：シリコ
ン樹脂	　サイズ：Ｓ．Ｍ．Ｌ.LL
　参考価格　　￥1,340／双
サイズ S M L LL
コード 4293-3 4293-1 4293-2 4293-5

カットレジスト・
インナー
耐切創手袋№145
耐切創性に優れた下履き手袋。次
亜塩素滅菌処理をしても劣化の少
ない手袋です。ほこりの発生が少な
くクリーンな作業に。
表：	高強力ポリエチレン糸、ナイロン、ス
パンデックス　サイズ：Ｓ．Ｍ．Ｌ.LL
　参考価格　　￥930／双

特殊生地使用部分

参考価格　	￥12,300／双

耐切創
滑
り
止
め
付

イ
ン
ナ
ー

ダイローブ・Ｈ２００
（耐油・耐熱）

高耐熱・撥油性・食品衛生法適合。
中手袋に断熱二重構造で熱が伝
わりにくい
カラー：白			サイズ：S、Ｌ、LL	
長さ：（S、L）27㎝	（LL）28㎝
表：シリコン　裏：化繊
参考価格				￥１0,500／双

		 50枚入／箱	 ￥1,070

ダイローブ 5000
ほとんどの有機溶剤に溶けるこ
とがなく、使用後の硬化もありま
せん。
サイズ：S、M、L、LL　長さ：26.0cm
表：ポリウレタン			裏：綿100％
	 参考価格				￥３,000／双

優
れ
た
耐
溶
剤
性

ダイローブ 102
発売以来のベストセラー。
－60℃でもひび割れません。
サイズ：M、L、LL、3L　
長さ：（M・L)27cm	（LL）28cm	（3L）30cm
表：ポリウレタン		裏：綿100％
インナー：ボア＋起毛アクリル
	 サイズ	 参考価格
	 M、L、LL	 ￥4,100／双
	 3L	 ￥4,400／双

優
れ
た
耐
寒
性

優
れ
た
耐
熱
性

ポリエチロング 
（50枚入）
袖口ゴム・長い60cmでヒジま
でスッポリ。片面エンボス加工。
食品衛生法適合・食品加工に。   
水を扱う作業に最適。
サイズ：フリー　長さ：60㎝
表：ポリエチレン		輪ゴム：天然ゴム

ポリエチレン手袋
内エンボス加工2013 
内エンボスでベタつきにくく脱着ス
ムーズ。酸、アルカリに強く耐薬品性に
優れています。食品衛生法適合商品。
カラー：クリアー　サイズ：S、M、L
長さ：27.5cm　表：ポリエチレン
　　100枚入/箱　　￥480

プラスチックグローブ
YG-50　粉無し
柔らかく手にピッタリフィット、細かな
作業に最適。製造、介護、家庭用に。
カラー：半透明　サイズ：S、M、L
長さ：24.0㎝　材質：ポリ塩化ビニル
	 100枚入／箱	 ￥730

プラスチックグローブ
YG-30　粉付き
柔らかく手にピッタリフィット、細かな
作業に最適。製造、介護、家庭用にも。
カラー：半透明　サイズ：S、M、L
長さ：24.0㎝　材質：ポリ塩化ビニル
	 100枚入／箱	 ￥730

耐熱
200℃

ニトリルスタンダード
（粉付）№200（白）・
（粉付）№202（青）

油脂、薬品、突き刺しに強く、摩耗
性に優れ、食品加工、機器メンテナ
ンス、軽作業に。装着しやすい粉付。
カラー：ホワイト　サイズ：SS、S、M、L、LL
長さ：24.0cm　表：ニトリルゴム
	 100枚入／箱	参考価格￥2,650

ニトリルノンパウダー
№２２0（白）・№222（青）
油脂、薬品、突き刺しに強く、摩耗性に
優れ、食品加工、機器メンテナンス、ク
リーン作業に適したノンパウダー
カラー：ホワイト　サイズ：SS、S、M、L、LL
長さ：24.0cm　表：ニトリルゴム
	 100枚入／箱	 参考価格￥2,800

アウトドア用グローブ

●24cmレギュラータイプ

サイズ M L LL
コード 7752 7752-6 7752-7

サイズ S M L LL
コード 2066-13 2066-3 2066-4 2066-5

サイズ S M L LL
コード 10122-3 10122-1 10122-2 10122-4

サイズ S M L LL
コード 3412-13 3412-12 3412-14 3412-16

20894

サイズ SS S M L
コード 3413-11 3413-8 3413-5 3413-4

サイズ M L LL
コード 23141-9 23141 23141-10

サイズ S M L LL
コード 14608-3 14608-1 14608-2 14608-4

サイズ SS S M L LL
コード 5358-3 5358-4 5358-5 5358-7 5358-8

●	№220（白）

サイズ S M L LL
コード 14411 14412 14413 14413-1

●	№200（白）

サイズ SS S M L LL
コード 2013-5 2013-1 2013-2 2013-3 2013-4

●	№222（青）

	 100枚入／箱	 参考価格￥330 	 100枚入／箱	 参考価格￥390
サイズ SS S M L
コード 1667-9 1667-7 1667-8 1667-10

●	№389（ブルー）

サイズ SS S M L
コード 21877 21877-1 21877-2 21877-3

●	№387（クリアー）

サイズ S M L LL
コード 10430-9 10430-2 10430 10430-1

サイズ S M L
コード 22674-4 22674-5 22674-6

サイズ SS S M L
コード 20810-3 20810-1 20810 20810-2

サイズ S M L
コード 20811 20811-1 20811-2

サイズ S M L
コード 21393 21393-1 21393-2

サイズ S M L
コード 21394 21394-2 21394-1

5025

5267-1
サイズ：Ｌ

13253-1 	

4293-4
サイズ：L

387（クリアー）

389（ブルー）

サイズ S M L
コード 14757 14758 14759

サイズ S M L LL
コード 5357-1 5357 5357-2 5357-3

●	№202（青）

サイズ SS S M L
コード 23256 23256-1 23256-2 23256-3

22758
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セーフティ
シューズ
A-44000
（男女兼用）
6色のカラーバリエーションと
反射材を多用したカラフルモ
デル。
カラー:12オレンジ・0ホワイト・13
ブラック・20レッド・23チャコール	
規格:JSAA規格・A種認定品	
先芯:鋼製先芯	
甲被:合成皮革+合成繊維	
靴底:ラバー　
ウィズ:4E	
サイズ:22.5〜28、29、30cm

	参考価格					￥7,730

スリップオン・
セーフティシューズ
85128
かかとを踏み込み可能タイプで
瞬間的に脱ぎ履きができる多機
能タイプ。
カラー:32ホワイト・90ブラック
先芯:樹脂先芯　甲被:合成皮革　
靴底:EVA+ラバー
ウィズ:EEE　
サイズ:23、24㎝〜27、28、29㎝

参考価格　¥8,400

静電気帯電防止靴
85112
メッシュ素材、ムレ防止構造イ
ンソール
カラー：10ネイビー、32ホワイト、
90ブラック
規格：JSAA規格　B種認定品
先芯：樹脂先芯
甲被：合成皮革+メッシュ
靴底：EVA+ラバー
ウィズ：EEEE
サイズ：22〜28、29，30㎝
　参考価格　　￥9,000

JIS規格　革製　
短靴 85021
カラー：90ブラック　規格：JIS	
T-8101	CI/S/PI合格　革製S種
〈普通作業用〉合格品

E合格品　BO合格品
製法：インジェクション
製法　先芯：樹脂先芯
甲被：牛革（型押ソフト）
靴底：ウレタン２層
ウィズ：EEE
サイズ：24〜27、28、
29㎝
	参考価格　￥12,600

カラー：90ブラック　規格：JIS	
T-8101	CI/S/PI合格　革製S種
〈普通作業用〉合格品　E合格品　

BO合格品
製法：インジェクション
製法　先芯：樹脂先芯
甲被：牛革（型押ソフト）
靴底：ウレタン２層
ウィズ：EEE
サイズ：24〜27、28、
29㎝
	参考価格　￥14,900

サイドファスナー付き編上げ。
カラー：90ブラック　規格：JIS	
T-8101	CI/S/PI合格　革製S種

〈普通作業用〉合格品
E合格品　BO合格品
製法：インジェクション
製法　先芯：樹脂先芯
甲被：牛革（型押ソフト）
靴底：ウレタン２層
ウィズ：EEE　サイズ：
24〜27、28、29㎝
	参考価格　￥19,700

脱ぎ履きが簡単な長靴タイプ。
カラー：90ブラック　規格：JIS	
T-8101	CI/S/PI合格　革製S種

〈普通作業用〉合格品
E合格品　BO合格品
製法：インジェクション
製法　先芯：樹脂先芯
甲被：牛革（型押ソフト）
靴底：ウレタン２層
ウィズ：EEE　サイズ：
24〜27、28、29㎝
	参考価格　￥19,700

セーフティー
シューズ
85151
反射材で視認性アップ・クッ
ション性に優れたミッドソー
ル・通気性の良いメッシュ素材。
カラー：32/ホワイト・82/オレンジ・
85/ライムイエロー・90/ブラック
先芯：鋼製先芯			甲被：メッシュ
靴底：EVA+ラバー			ウイズ：EEE
サイズ：22.5〜28/29/30㎝
　参考価格　　￥7,900

セーフティー
シューズ
85412
脅威の通気性。片足290gの
超軽量。かかとが踏めるスリッ
プオン。ムレ防止インソール。
カラー：90ブラック、71レッド、32
ホワイト、80イエロー、260迷彩
グレー
先芯：樹脂先芯			甲被：メッシュ
靴底：EVA+ラバー			ウィズ：EEE
サイズ：22〜27、28、29、30㎝
　参考価格　　￥5,600

踏み抜き防止
セーフティー
シューズ 85208
釘やガラス片から足裏を保護
する。くるぶし保護。反射材
で視認性アップ。クッション性
のあるミッドソール。
カラー：80イエロー、90ブラック
規格：JSAA規格　Ａ種認定品
先芯：鋼製先芯			甲被：合成皮革
靴底：EVA+ラバー		ウィズ：EEE
踏抜防止版：特殊ポリエステル
サイズ：23、24〜27、28、29，30㎝
　参考価格　　￥8,200

グリップ性抜群
セーフティー
シューズ 85129
ひもポケ。反射材で視認性アッ
プ。ムレ防止インソール。
カラー：90ブラック、32ホワイト
規格：JSAA規格　Ａ種認定品
先芯：鋼製先芯			甲被：合成皮革
靴底：ラバー			ウィズ：EEEE
サイズ：23、24〜27、28、29，30㎝
　参考価格　　￥7,100

シモン
セーフティシューズ

（先芯有）SC-217
目詰まりしにくい靴底パ
ターン。抜群の耐滑性と油
による劣化が少なく、クッ
ション性があり疲れにくい。
カラー:白・黒　
規格:JSAA規格・A種認定品　
先芯:鋼製先芯　
甲被:人口皮革　靴底:EVA
ウィズ:EEE　
サイズ:21.5〜27、28、29㎝
　参考価格　　¥5,600

スニーカー
85809
作業履きから普段履きまで
幅広く着用出来る先芯なし
定番スニーカー・厚い中底
でクッション性向上。
カラー：71レッド・10ネイビー・
32ホワイト・90ブラック
甲被：キャンパス		靴底：ラバー
ワイズ：E
サイズ：22〜27、28、29、30㎝
　参考価格　　￥4,400

HyperV
#5000
食品加工場・厨房・ビル清
掃（はくり作業）・工場など
滑りやすい場所にピッタリ。
通常の2.5倍のグリップ力！
耐油底、軽量設計。 
カラー：白、黒、ブルー、ピンク
サイズ：21.5〜28、29、30cm	
　参考価格　　￥５,430

驚異のグリップ！！

セーフティ
シューズ85142
（男女兼用）
通気性抜群のソール構造
と安全性、耐滑性能を搭
載した快適モデル
カラー:10ネイビー・32ホワイ
ト・90ブラック	
規格:JSAA規格・A種認定品	
先芯:鋼製先芯	
甲被:合成皮革+メッシュ	
靴底:EVA+ラバー	
ウィズ:EEE
サイズ:22〜28、29、30cm

　参考価格　　￥6,900

●先芯入りタイプ
●長靴タイプ
　もあります。

シモン作業・厨房
シューズ（先芯無し）
SC-117
目詰まりしにくい靴底パ
ターン。抜群の耐滑性と油
による劣化が少なく、クッ
ション性があり疲れにくい。
カラー:白・黒　規格:JSAA規
格・A種認定品　甲被:人口皮革
靴底:EVA　ウィズ:EEE
サイズ:21.5㎝〜27、28、29㎝
　参考価格　　¥5,330

鋼製
先芯

男女
兼用

先芯なし長靴 
85717
作業現場から普段使い、レジャー
用途まで幅広く活躍。吸汗ドラ
イ裏布。履き口カバー付。反射
材で視認性アップ。
カラー：90ブラック、36カーキ
甲被：ラバー
サイズ:SS（22.5〜23）・
S（23.5〜24）・M（24.5〜25）・
L（25.5〜26）・LL（26.5〜27）・
3L（27.5〜28）・4L（28.5〜29）

参考価格　¥5,000

先芯
なし

プレミアムセーフティー
シューズ 85131
スタビライザー搭載で安定感
アップ、シャンクで横方向のネジ
レ、横ブレを防止。疲労軽減クッ
ションソール、ひもポケ。 
カラー:32ホワイト、90ブラック
規格:JSAA規格　B種認定品
先芯:樹脂先芯
甲被:合成皮革+サイドパーツ（TPU）
靴底:EVA+ラバー　シャンク（TPU）
ウィズ:EEEE
サイズ:22、24~27、28,㎝
　参考価格　　¥12,6005338-2

プレミアムセーフティー
シューズ 85132
スタビライザー搭載で安定感
アップ、疲労軽減クッションソー
ル、ひもポケ。 
カラー：82オレンジ、80イエロー、90
ブラック
規格：JSAA規格　B種認定品
先芯：樹脂先芯
甲被：合成皮革+メッシュ
靴底：EVA+ラバー　シャンク（TPU）
ウィズ：EEEE
サイズ：22、24〜28、29,㎝
　参考価格　　￥12,800

防水セーフティー
シューズ 85143
防水仕様5㎝/5時間、スタビライ
ザー搭載で安定感アップ、べろは
水搔き仕様。 
カラー:20グレー、64OD、90ブラック
規格:JSAA規格　A種認定品
先芯:鋼製先芯
甲被:ポリエステルツイル
靴底:ラバー
ウィズ:EEE
サイズ:23~28、29,30㎝
　参考価格　　¥10,400

X85142

21425-7

黒	 5501-B250 	(25.0)
白	 5501-W250（25.0）

21107

X85809

踵を踏める早履きタイプ

10ネイビー

90ブラック

32ホワイト

0749-3

先芯
なし

男女
兼用

先芯
なし

男女
兼用

JIS規格　革製　
中編上 85022

JIS規格　革製　
長編上 85023

JIS規格　革製　
半長靴 85024

静電男女
兼用

耐油性
ウレタン底

耐油性
ウレタン底

耐油性
ウレタン底

耐油性
ウレタン底

男女
兼用

男女
兼用

21825

21358

21107-1（28.0）

X85151

0749

0749-2

0749-1

21687

4986X85412

X85208

X85129

4985-2
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防寒長靴85712
（男女兼用）
超軽量、めちゃ軽、 EVA一体成
型+取り外し可能ウレタンイン
ナーで保温性抜群。靴底はラバー
使用で防滑性・磨耗性も向上。

（安全靴ではありません。）
カラー：OD・ブラック・オレンジ
先芯:プラスチック		甲被：ＥＶＡ
インナー：ウレタン		靴底:EVA+ラバー
サイズ：SSS（21.5〜22）
SS（22.5〜23）　S（23.5〜24）
M（24.5〜25）	　L（25.5〜26）
LL（26.5〜27）　3L（27.5〜28）
4L（28.5〜29）cm
　参考価格　　￥9,300

スパイク防寒長靴
先芯無し85781
鋼製スパイクピン付きで氷結面、
圧雪面でも強力なグリップ力を発
揮。胴太タイプで防寒ズボンも入
り易く、取り外して丸洗い可能な
ウレタンインナーは、二重構造で
保温力抜群。
カラー:60グリーン　
甲被:ラバー　靴底:ラバー　
サイズ:M（25.0〜25.5）	
L（26〜26.5）　LL（27〜27.5）	
3L（28〜28.5）cm
　参考価格　　¥16,700

耐油・衛生長靴
ハイパーＶ♯4000
耐油・耐滑・抗菌・防臭加工。厨房、
水産、各種食品加工、工場等に最適。
カラー：白　サイズ：22.5〜27、28、29㎝
塩化ビニール	底：耐油性ゴム
	 参考価格	 ￥5,470

業務用スリッパ（共クルミ底）
選べる15色。 サイズ：M、L
	 コード	 サイズ	 品番	 参考価格
	00009-6	 M	 SSK-1600	 ￥750　
	00009-4	 L	 SSK-1610	 ￥780　

胴付水中長
KD-010
従来品より10%の軽量化を実現。
肩ゴム、腰バンドにワンタッチバッ
クルを採用。丸洗いでき、拭き上げ
後すぐに使用可能
カラー:黒
サイズ:（EE）24.0、25.0、25.5、26.0、
27.0、28.0㎝
寸法:脇丈132㎝・股下78.5㎝（26.0㎝）
重量:3,700g（26.0㎝）
　参考価格　　￥56,250

胴付長靴
ハイブリッドCR
CF-485
ハイブリッドCR・先芯入り。踏み抜き
防止ソール繊維版入り。ひざ当て、尻
当て付き。胴部上部分はむれにくい
エントラント、胴部下部分は保温性抜
群のクロロプレンスポンジ使用。
カラー:黒　サイズ:（EE）24.0、25.0、
26.0、27.0、28.0、29.0㎝　
素材:胴部上：エントラント（撥水、透湿）
胴部下:CRスポンジ（5㎜厚+両面ジャージ
尻当て、ひざ当て:ケブラー
　参考価格　　￥91,500

業務用スリッパ（前アキ・スポンジ底）
選べる15色。 サイズ：M・L
	 コード	 サイズ	 品番	 参考価格
	00009-8	 M	 SSK-2220	 ￥960
	00009-9	 L	 SSK-2230	 ￥1,000

業務用スリッパ
（抗菌･防臭加工）

底裏まで共素材。
選べる3色。 サイズ：M
サイズ　品番	 参考価格
	 M	 SSK-5327	 ￥640　

耐油・衛生長靴
L-600
耐油・耐滑・抗菌・防臭加工。
厨房、水産、各種食品加工、工場
等に最適。
カラー：白		サイズ：22.5〜29㎝
アッパー：合成ゴム　底材：合成ゴム
　参考価格　　￥3,080

セーフティ長靴
胴太タイプ
85710
ゆったり履ける胴太設計。冬場の
冷えにも強い裏布防寒仕様。
カラー：カーキ・ブラック
先芯：スチール先芯
アッパー：合成ゴム　
インナー：ウレタン　
サイズ:S（23.5〜24.0）	
M（24.5〜25.0）　L（25.5〜26.0）
LL（26.5〜27.0）　3L（27.5〜28.0）
cm
　参考価格　　￥8,800

スチール
先芯

胴太
防寒

軽量防寒

セーフティ長靴 
85716
従来品と比べ20%の軽量化と靴
中に吸汗ドライ生地を採用。
カラー:10ネイビー・64OD・90ブラッ
ク　先芯:樹脂先芯	
甲被:ラバー　インナー:吸汗ドライ生
地　ウィズ:3E	
サイズ:S（24〜24.5）	
M（25〜25.5）　L（26〜26.5）
LL（27〜27.5）　3L（28〜28.5）
4L（29〜29.5）cm

参考価格　￥8,600

社名、ホテル名、学校名等
名入れ印刷できます！

長靴（カラーブーツ）
先芯無し85706
吸汗性・抗菌性に優れた汎用性抜
群の長靴。着脱を補助するカウン
ターヒール仕様で脱ぎやすさも
バッチリ。
甲被：ラバー　インナー：メリヤス
靴底：ラバー　カバー丈：８㎝
サイズ：ＳＳ（22.５㎝）〜４Ｌ（29㎝）
カラー：ネイビー・チャコールグレー　
　参考価格　　￥9,100

先芯
なし

男女
兼用

樹脂
先芯

先芯
入り

樹脂
先芯

先芯
なし

5004

スパイク付

サイズ 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 28.0 29.0
コード 18234 18234-1 18234-2 18234-3 18234-4 18234-5 18234-6 18234-7 18234-8 18234-9 18234-10 18234-11

エ
ン
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21358-1

21687-2

21862

7058

21863

21864

00009-7

7526-2
（22.5）



スタンダードポリ袋

容量表示入りポリ袋
１枚ずつ容量が印刷されています。
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ポ
リ
袋

ポリ袋

厚み0.030㎜の標準タイプ。カラーは全9色。

厚み0.040㎜の
標準タイプ。全9色。

厚み0.045㎜の標準タイプ。カラーは全4色。

厚み0.050㎜の
厚口タイプ。
カラーは全4色。

厚み0.050㎜の厚口タイプ。カラーは全4色。

	コード	 品番	 色	 厚み	 サイズ（ヨコ×タテ）	 入数	 参考価格
	1194	 P-41	 青	 0.030㎜	 650×800㎜	 10枚×60冊	 ￥13,050/ケース
	1909	 P-42	 黒	 0.030㎜	 650×800㎜	 10枚×60冊	 ￥12,900/ケース
	1780	 P-43	 透明	 0.030㎜	 650×800㎜	 10枚×60冊	 ￥12,900/ケース
	3622	 P-44	 半透明	 0.030㎜	 650×800㎜	 10枚×60冊	 ￥12,900/ケース
	14536	 CY45	 黄	 0.030㎜	 650×800㎜	 10枚×60冊	 ￥14,600/ケース

	コード	 品番	 色	 厚み	 サイズ（ヨコ×タテ）	 入数	 参考価格
	3558-5	 CCR45	 赤	 0.030㎜	 650×800㎜	 10枚×60冊	 ￥18,750/ケース
	3667-3	 CCG45	 緑	 0.030㎜	 650×800㎜	 10枚×60冊	 ￥18,750/ケース
	3558-6	 CCP45	 ピンク	 0.030㎜	 650×800㎜	 10枚×60冊	 ￥18,750/ケース
	3558-7	 CCB45	 茶	 0.030㎜	 650×800㎜	 10枚×60冊	 ￥18,750/ケース

	コード	 品番	 色	 厚み	 サイズ（ヨコ×タテ）	 入数	 参考価格
	2922	 P-71	 青	 0.040㎜	 800×900㎜	 10枚×40冊	 ￥16,100/ケース
	1197	 P-72	 黒	 0.040㎜	 800×900㎜	 10枚×40冊	￥15,800/ケース
	2237	 P-73	 透明	 0.040㎜	 800×900㎜	 10枚×40冊	￥15,800/ケース
	3621	 P-74	 半透明	 0.040㎜	 800×900㎜	 10枚×40冊	￥15,800/ケース
	18719-Y	 CY70	 黄	 0.040㎜	 800×900㎜	 10枚×40冊	￥18,400/ケース
	3558-2	 CCR70	 赤	 0.040㎜	 800×900㎜	 10枚×40冊	￥24,200/ケース
	3558-3	 CCG70	 緑	 0.040㎜	 800×900㎜	 10枚×40冊	￥24,200/ケース
	3558-4	 CCP70	 ピンク	 0.040㎜	 800×900㎜	 10枚×40冊	￥24,200/ケース
	21570	 CCB70	 茶	 0.040㎜	 800×900㎜	 10枚×40冊	￥24,200/ケース

	コード	 品番	 色	 厚み	 サイズ（ヨコ×タテ）	 入数	 参考価格
	1942	 P-91	 青	 0.045㎜	 900×1000㎜	 10枚×30冊	￥17,750/ケース
	3211	 P-92	 黒	 0.045㎜	 900×1000㎜	 10枚×30冊	￥17,400/ケース
	1944	 P-93	 透明	 0.045㎜	 900×1000㎜	 10枚×30冊	￥17,400/ケース
	3209	 P-94	 半透明	 0.045㎜	 900×1000㎜	 10枚×30冊	￥17,400/ケース

	コード	 品番	 色	 厚み	 サイズ（ヨコ×タテ）	 入数	 参考価格
	0907	 P-96	 青	 0.050㎜	 900×1000㎜	 10枚×20冊	￥12,800/ケース
	1613	 P-97	 黒	 0.050㎜	 900×1000㎜	 10枚×20冊	￥12,550/ケース
	2588	 P-98	 透明	 0.050㎜	 900×1000㎜	 10枚×20冊	￥12,550/ケース
	6098	 P-99	 半透明	 0.050㎜	 900×1000㎜	 10枚×20冊	￥12,550/ケース

	コード	 品番	 色	 厚み	 サイズ（ヨコ×タテ）	 入数	 参考価格
	5073	 P-76	 青	 0.050㎜	 800×900㎜	 10枚×20冊	 ￥10,700/ケース
	3746	 P-77	 黒	 0.050㎜	 800×900㎜	 10枚×20冊	￥10,450/ケース
	2636	 P-78	 透明	 0.050㎜	 800×900㎜	 10枚×20冊	￥10,450/ケース
	18128	 P-79	 半透明	 0.050㎜	 800×900㎜	 10枚×20冊	￥10,450/ケース

45Lタイプ

70Lタイプ

90Lタイプ

90Lタイプ

70Lタイプ 厚口
0.050㎜

厚口
0.050㎜

厚口
0.040㎜

厚み
0.030㎜

厚み
0.030㎜

厚み
0.030㎜

厚み
0.040㎜厚み0.040㎜の厚口タイプ。カラーは全4色。

厚み0.050㎜の極厚タイプ。カラーは全3色。

	コード	 品番	 色	 厚み	 サイズ（ヨコ×タテ）	 入数	 参考価格
	5131	 P-46	 青	 0.040㎜	 650×800㎜	 10枚×40冊	￥11,900/ケース
	3664	 P-47	 黒	 0.040㎜	 650×800㎜	 10枚×40冊	￥11,800/ケース
	1164	 P-48	 透明	 0.040㎜	 650×800㎜	 10枚×40冊	￥11,800/ケース
	3159	 P-49	 半透明	 0.040㎜	 650×800㎜	 10枚×40冊	￥11,800/ケース

	コード	 品番	 色	 厚み	 サイズ（ヨコ×タテ）	 入数	 参考価格
	1722	 PL42	 黒	 0.050㎜	 650×800㎜	 10枚×30冊	￥11,925/ケース
	0943-1	 PL43	 透明	 0.050㎜	 650×800㎜	 10枚×30冊	￥11,925/ケース
	3622-1	 PL44	 半透明	 0.050㎜	 650×800㎜	 10枚×30冊	￥11,925/ケース

45Lタイプ

45Lタイプ 極厚口
0.050㎜

	コード	 品番	 色	 厚み	 サイズ（ヨコ×タテ）	 入数	 参考価格
	2098	 P-33	 透明	 0.030㎜	 500×700㎜	 10枚×60冊	 ￥10,500/ケース

30Lタイプ

	コード	 品番	 色	 厚み	 サイズ（ヨコ×タテ）	 入数	 参考価格
	0063	 P-21	 青	 0.030㎜	 520×600㎜	 10枚×60冊	 ￥9,000/ケース
	1887	 P-22	 黒	 0.030㎜	 520×600㎜	 10枚×60冊	 ￥8,850/ケース
	2587	 P-23	 透明	 0.030㎜	 520×600㎜	 10枚×60冊	 ￥8,850/ケース
	3802	 P-24	 半透明	 0.030㎜	 520×600㎜	 10枚×60冊	 ￥8,850/ケース

20Lタイプ

	コード	 品番	 色	 厚み	　　サイズ（ヨコ×タテ）	 入数	 参考価格
	13618	 TSN20	 白半透明	 0.017㎜	 520×600㎜	 10枚×60冊	 ￥5,700/ケース
	13619	 TSN30	 白半透明	 0.017㎜	 500×700㎜	 10枚×60冊	 ￥6,600/ケース
	13620	 TSN45	 白半透明	 0.020㎜	 650×800㎜	 10枚×60冊	 ￥9,750/ケース
	13623	 TSN46（厚口）	 白半透明	 0.025㎜	 650×800㎜	 10枚×50冊	 ￥10,750/ケース
	13621	 TSN70	 白半透明	 0.025㎜	 800×900㎜	 10枚×60冊	 ￥11,700/ケース
	13624	 TSN75（厚口）	 白半透明	 0.030㎜	 800×900㎜	 10枚×30冊	 ￥11,175/ケース
	13622	 TSN90	 白半透明	 0.025㎜	 900×1000㎜	 10枚×60冊	 ￥11,175/ケース
	13625	 TSN95（厚口）	 白半透明	 0.030㎜	 900×1000㎜	 10枚×30冊	 ￥13,800/ケース

手
袋
・
シ
ュ
ー
ズ

サステナブル商品特集 1 

ポリッシャー関連・自動床洗浄機 4 

掃除機・ウェットバキューム・スイーパー 14 

床用ワックス・クリーナー・はくり剤 22 

カーペット・ファニチャーメンテナンス 29 

安全用品 36 

ガラスクリーニング・高所作業 40 

タオル・マイクロファイバークロス・ウエス 57 

高圧洗浄機・スチームクリーナー 60 

送風機・扇風機 64 

エアコンクリーニング 67 

トイレ・浴室・水質管理 70 

厨房・油汚れ・グリストラップ 84 

食器洗剤・食洗機用洗剤・ラップ・キッチンペーパー 86 

ほうき・ちりとり・デッキブラシ・ダスタークロス 90 

水切り・ドライヤー・水取り・バケツ 95 

モップ・フラットモップ・モップ絞り器 98 

清掃用品収納関連 104 

石材メンテナンス 106 

木材メンテナンス 112 

害虫駆除用品 114 

スポンジ・ブラシ 121 

環境測定 126 

電動工具 128 

スプレイヤー・噴霧器 130 

工場・クリーンルーム 133 

病院・嘔吐物処理対策 138 

感染症対策・消毒用アルコール 144 

消臭剤 150 

安全衛生（マスク・防災） 152 

トイレ備品 155 

トイレットペーパー・ペーパータオル類 156 

熱中症対策 158 

学校・体育館 160 

マット・施設備品・梱包用品 164 

エスカレーター・エレベーター清掃 169 

清掃用カート 170 

台車 174 

ユニフォーム 176 

手袋・シューズ 182 

ポリ袋 189 

洗濯洗剤・漂白剤等 192 

業務用シャンプー・リンス・アメニティーグッズ 194 

防災・水害復旧 200 

草刈・ガーデニング・除雪関連 202 



消臭・防臭 ポリ袋

再生原料入りポリ袋

「らくらくしばり」ポリ袋

MAXシリーズ

水切りネット

プライスターシリーズ

小型ポリ袋

大型ポリ袋

規格袋

レジ袋

チャック付ポリ袋

再生プラスチック
40％以上使用

小型～15Lタイプ LD規格袋タイプ・透明

レギュラータイプ・乳白

省資源タイプ・乳白

70Lタイプ

120Lタイプ

90Lタイプ

20Lタイプ 45Lタイプ

150Lタイプ

厚み
0.040㎜

厚み
0.030㎜

◦らくらくしばり △一般的なポリ袋

傘袋
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ポリ袋

ポ
リ
袋

製造段階の製品ロスを工場内でリサイクルして出来たポリ袋です。
原料の使用量を抑えることができ環境に配慮した商品です。

コンビニ袋のように結びしろ
4 4 4 4

と取っ手が付いているポリ袋
です。結びしろ部分の無駄が
無くなり、容量まるまる回収
が出来ます。

消臭成分配合で気になる臭いをキャッチ！
化学反応により臭いを消臭
〇使用済みのオムツを入れたり、嘔吐物処理に。
〇即効性あり！再放出なし！化学反応により臭いを消臭。

特殊フィルムで気になる臭いをブロック！
▪使用済みのオムツの処理		▪嘔吐物の処理		▪エチケット袋
▪動物の排泄物処理		▪生ゴミ処理　などに最適です。

	コード	 品番	 色	 厚み	 サイズ（ヨコ×タテ）	 入数	 参考価格
	21899	 STK45	 乳白	 0.020㎜	 650×800㎜	 10枚×60冊	 ￥19,800/ケース

	コード	 品番	 色	 厚み	 サイズ（ヨコ×タテ）	 入数	 参考価格
	21899-1	 STF03	 乳白	 0.030㎜	 300×400㎜	 50枚×30冊	 ￥37,800/ケース

メタロセン配合の
強力ポリ袋。

強化素材配合で強度アップ！

	コード	 品番	 色	 厚み	 サイズ（ヨコ×タテ）	 入数	 参考価格
	21584	 RYC23	 透明	 0.03㎜	 520×600㎜	 10枚×60冊	 ￥7,200/ケース
	21584-1	 RYC24	 半透明	 0.03㎜	 520×600㎜	 10枚×60冊	 ￥7,200/ケース
	21584-2	 RYC43	 透明	 0.03㎜	 650×800㎜	 10枚×60冊	￥10,560/ケース
	21584-3	 RYC44	 半透明	 0.03㎜	 650×800㎜	 10枚×60冊	￥10,560/ケース
	21584-4	 RYC73	 透明	 0.04㎜	 800×900㎜	 10枚×40冊	￥12,880/ケース
	21584-5	 RYC74	 半透明	 0.04㎜	 800×900㎜	 10枚×40冊	￥12,880/ケース
	21584-6	 RYC98	 透明	 0.05㎜	 900×1000㎜	 10枚×20冊	￥10,200/ケース
	21584-7	 RYC99	 半透明	 0.05㎜	 900×1000㎜	 10枚×20冊	￥10,200/ケース

	コード	 		品名	 		品番	 			色	 				厚み							サイズ（ヨコ×タテ）	 	入数	 参考価格
	0863	 傘袋	 U-01（薄手）	 半透明	 0.012㎜	 120×750㎜	 100枚×50冊	 ￥15,625/ケース
	0863-1	 傘袋	 U-02（厚手）	 透明	 0.030㎜	 120×750㎜	 100枚×20冊	 ￥12,900/ケース
	3099	 傘ぽん用傘袋長傘用	 半透明	 0.015㎜	 110×750㎜	 200枚つづり×20	 ￥17,600/ケース
	3099-14	 傘ぽん用折りたたみ傘専用	 半透明	 0.015㎜	 168×450㎜	 200枚つづり×10	 ￥8,800/ケース

	コード	 品番	 色	 厚み	 サイズ（ヨコ×タテ）	 入数	 参考価格
	13636-1	 HR-90-30	 半透明	 0.030㎜	 900×1070㎜	 20枚×15冊	 11,828
	13636	 HR-90-25	 半透明	 0.025㎜	 900×1070㎜	 20枚×15冊	 9,878
	1363-5	 HR-70-30	 半透明	 0.030㎜	 800×970㎜	 20枚×20冊	 12,680
	13635	 HR-70-25	 半透明	 0.025㎜	 800×970㎜	 20枚×20冊	 10,570
	13634-1	 HR-45-25	 半透明	 0.025㎜	 650×850㎜	 20枚×30冊	 11,175
	13634	 HR-45-20	 半透明	 0.020㎜	 650×850㎜	 20枚×30冊	 8,940
	13633	 HR-20-18	 半透明	 0.018㎜	 520×700㎜	 20枚×30冊	 5,775

	コード	 品番	 色	 厚み	 サイズ（ヨコ×タテ）	 入数	 参考価格
	14089	 S-21	 青	 0.015㎜	 520×600㎜	 10枚×60冊	 ￥4,500/ケース
	10341	 S-22	 黒	 0.015㎜	 520×600㎜	 10枚×60冊	 ￥5,250/ケース
	1011	 S-23	 半透明	 0.015㎜	 520×600㎜	 10枚×60冊	 ￥5,250/ケース

	コード	 品番	 色	 厚み	 サイズ（ヨコ×タテ）	 入数	 参考価格
	4630	 S-41	 青	 0.020㎜	 650×800㎜	 10枚×60冊	 ￥9,750/ケース
	4630-2	 S-42	 黒	 0.020㎜	 650×800㎜	 10枚×60冊	 ￥9,600/ケース
	6612	 S-43	 半透明	 0.020㎜	 650×800㎜	 10枚×60冊	 ￥9,600/ケース

	コード	 品番	 色	 厚み	 サイズ（ヨコ×タテ）	 入数	 参考価格
	3771	 S-71	 青	 0.025㎜	 800×900㎜	 10枚×40冊	 ￥11,700/ケース
	20699	 S-72	 黒	 0.025㎜	 800×900㎜	 10枚×40冊	 ￥11,600/ケース
	6064	 S-73	 半透明	 0.025㎜	 800×900㎜	 10枚×40冊	 ￥11,600/ケース
	13224	 S-75	 半透明	 0.030㎜	 800×900㎜	 10枚×40冊	￥13,800/ケース
	13072	 S-79	 半透明	 0.020㎜	 800×900㎜	 10枚×50冊	 ￥11,625/ケース

	コード	 容量	 品番	 色	 厚み	 サイズ（ヨコ×タテ）	 入数	 参考価格
	13223-1	 80L	 S-88	 半透明	 0.020㎜	 800×1000㎜	 10枚×40冊	 ￥10,500/ケース
	3074-1	 100L	 S100	 半透明	 0.020㎜	 1000×1000㎜	 10枚×40冊	 ￥13,500/ケース
	3074	 120L	 S120	 半透明	 0.030㎜	 1000×1200㎜	 10枚×20冊	 ￥11,900/ケース
	5246	 150L	 S150	 半透明	 0.030㎜	 1300×1200㎜	 10枚×20冊	 ￥15,850/ケース

	コード	 容量	 品番	 色	 厚み	 サイズ（ヨコ×タテ）	 入数	 参考価格
	0635	 45L	 SH43	 半透明	 0.020㎜	 650×850㎜	 10枚×60冊	 ￥9,900/ケース
	0906	 70L	 SH73	 半透明	 0.025㎜	 800×970㎜	 10枚×40冊	 ￥11,900/ケース
	13668	 93L	 SH93	 半透明	 0.025㎜	 900×1070㎜	 10枚×30冊	 ￥11,625/ケース

	コード	 品番	 色	 厚み	 サイズ（ヨコ×タテ）	 入数	 参考価格
	18096	 S-91	 青	 0.025㎜	 900×1000㎜	 10枚×30冊	￥10,350/ケース
	6612-1	 S-92	 黒	 0.025㎜	 900×1000㎜	 10枚×30冊	￥10,275/ケース
	3493	 S-93	 半透明	 0.025㎜	 900×1000㎜	 10枚×30冊	￥10,275/ケース
	13223	 S-95	 半透明	 0.030㎜	 900×1000㎜	 10枚×30冊	 ￥13,725/ケース
	2588	 S-98	 半透明	 0.020㎜	 900×1000㎜	 10枚×30冊	 ￥8,550/ケース

	コード	 品番	 色	 厚み	 サイズ（ヨコ×タテ）	 入数	 参考価格
	13071	 S-33	 半透明	 0.020㎜	 500×700㎜	 10枚×60冊	 ￥6,900/ケース
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細かい網目で小さな
ゴミまでキャッチ！

	コード	 品番	 色	 サイズ（ヨコ×タテ）	 　　入数	 参考価格
	6067-1	 KT-60	 白	 180×250㎜	 50枚×10冊×4袋	 ￥12,100/ケース
	6067	 KT-61	 白	 280×250㎜	 35枚×9冊×4袋	 		￥10,890/ケース
	0995-5	 MZ-64	兼用	 白	 伸縮時300×300	 20枚×10冊×6袋	 ￥16,350/ケース
	5292-3	 MZ-65	浅型	 白	 伸縮時300×240	 20枚×10冊×6袋	 ￥16,350/ケース
	5292	 MZ-66	兼用	 白	 伸縮時300×300	 50枚×10冊×4袋	 ￥23,000/ケース
	5292-4	 MZ-67	浅型	 白	 伸縮時300×240	 50枚×10冊×4袋	 ￥20,400/ケース

排水口用
（KT60）

三角コーナー用
（KT61）

ストッキングタイプ
（MZ）

RYC23（透明） RYC43（透明）RYC24（半透明） RYC44（半透明）

RYC73（透明） RYC74（半透明） RYC98（透明） RYC99（半透明）

複合3層・2層ポリ袋。フィルム貼り合わせで強度が大幅アップ！

室内小型ペールに最適。
1号から
20号まで
ラインナップ！

6号から
80号まで
ラインナップ！

小物からA3サイズまで
全12サイズ！

	コード	 品番	 色	 厚み	 サイズ（ヨコ×タテ）	 入数	 参考価格
	1011	 PS23	 半透明	 0.025㎜	 520×600㎜	 10枚×30冊	 ￥4,425/ケース

	コード	 品番	 色	 厚み	 サイズ（ヨコ×タテ）	 入数	 参考価格
	1634	 P-06	 青	 0.020㎜	 320×380㎜	 50枚×50冊	 ￥12,750/ケース
	1230	 P-07	 黒	 0.020㎜	 320×380㎜	 50枚×50冊	 ￥12,625/ケース
	0004	 P-08	 透明	 0.020㎜	 320×380㎜	 50枚×50冊	 ￥12,625/ケース
	2856	 P-09	 半透明	 0.020㎜	 320×380㎜	 50枚×50冊	 ￥12,625/ケース
	3000	 P-10	 半透明	 0.025㎜	 400×500㎜	 20枚×50冊	 ￥12,625/ケース
	18766-1	 PR100	 半透明	 0.01㎜	 320×380㎜	 100枚×60冊	 ￥13,350/ケース
	18766	 PR101	 半透明	 0.01㎜	 350×450㎜	 50枚×60冊	 ￥9,900/ケース
	18767	 PR102	 半透明	 0.01㎜	 400×500㎜	 100枚×60冊	 ￥12,450/ケース
	0995-2	 PR103	 半透明	 0.01㎜	 450×550㎜	 100枚×60冊	 ￥15,600/ケース

	コード	 品番	 色	 厚み	 サイズ（ヨコ×タテ）	 　	入数	 参考価格
	4015	 DK91	 青	 0.040㎜	 1000×1200㎜	 10枚×20冊	 ￥15,850/ケース
	3012	 DK93	 透明	 0.040㎜	 1000×1200㎜	 10枚×20冊	 ￥15,850/ケース
	3043	 DK94	 半透明	 0.040㎜	 1000×1200㎜	 10枚×20冊	 ￥15,850/ケース
	10248	 DK83（厚口）	 透明	 0.050㎜	 1000×1200㎜	 10枚×20冊	 ￥19,800/ケース

	コード	 品番	 色	 厚み	 サイズ（ヨコ×タテ）	 　	入数	 参考価格
	1232	 DK96	 青	 0.050㎜	 1300×1200㎜	 10枚×10冊	 ￥12,600/ケース
	1153-1	 DK98	 透明	 0.050㎜	 1300×1200㎜	 10枚×10冊	 ￥12,600/ケース
	2752	 DK99（厚口）	 半透明	 0.050㎜	 1300×1200㎜	 10枚×10冊	 ￥12,600/ケース

	コード	 品番	 色	 厚み	 サイズ（ヨコ×タテ）	 入数	 参考価格
	5770	 K-01	 透明	 0.030㎜	 70×100	 100枚×20冊×10箱	 ￥22,000/ケース
	5769	 K-02	 透明	 0.030㎜	 80×120	 100枚×20冊×10箱	 ￥23,000/ケース
	5634	 K-03	 透明	 0.030㎜	 80×150	 100枚×20冊×10箱	 ￥25,000/ケース
	5298	 K-04	 透明	 0.030㎜	 90×170	 100枚×20冊×10箱	 ￥28,500/ケース
	5768	 K-05	 透明	 0.030㎜	 100×190	 100枚×10冊×16箱	 ￥26,000/ケース
	5767	 K-06	 透明	 0.030㎜	 100×210	 100枚×10冊×16箱	 ￥28,400/ケース
	5766	 K-07	 透明	 0.030㎜	 120×230	 100枚×10冊×10箱	 ￥20,750/ケース
	3555	 K-08	 透明	 0.030㎜	 130×250	 100枚×10冊×10箱	 ￥23,000/ケース
	3557	 K-09	 透明	 0.030㎜	 150×250	 100枚×10冊×8箱	 ￥19,800/ケース
	3556	 K-10	 透明	 0.030㎜	 180×270	 100枚×10冊×6箱	 ￥17,400/ケース
	4576	 K-11	 透明	 0.030㎜	 200×300	 100枚×10冊×6箱	 ￥21,000/ケース
	3558	 K-12	 透明	 0.030㎜	 230×340	 100枚×10冊×4箱	 ￥17,700/ケース
	0324	 K-13	 透明	 0.030㎜	 260×380	 100枚×10冊×3箱	 ￥15,525/ケース
	0325	 K-14	 透明	 0.030㎜	 280×410	 100枚×10冊×3箱	 ￥18,225/ケース
	0326	 K-15	 透明	 0.030㎜	 300×450	 100枚×10冊×2箱	 ￥14,350/ケース
	1928	 K-16	 透明	 0.030㎜	 340×480	 100枚×5冊×3箱	 ￥13,275/ケース
	3873	 K-17	 透明	 0.030㎜	 360×500	 100枚×5冊×3箱	 ￥14,850/ケース
	3720	 K-18	 透明	 0.030㎜	 380×530	 100枚×5冊×3箱	 ￥16,350/ケース
	5216	 K-19	 透明	 0.030㎜	 400×550	 100枚×5冊×3箱	 ￥18,000/ケース
	3587	 K-20	 透明	 0.030㎜	 460×600	 100枚×5冊×2箱	 ￥15,125/ケース

	コード	 品番	 色	 厚み	 サイズ（ヨコ×タテ）	 　　入数	 参考価格
	10472-1	 AG-4	 透明	 0.040㎜	 50×70㎜	 300枚×70冊	 ￥24,500/ケース
	5758-1	 BG-4	 透明	 0.040㎜	 60×85㎜	 300枚×50冊	 ￥20,625/ケース
	13284	 CG-4	 透明	 0.040㎜	 70×100㎜	 200枚×65冊	 ￥23,725/ケース
	10472	 DG-4	 透明	 0.040㎜	 85×120㎜	 200枚×50冊	 ￥20,625/ケース
	5686	 EG-4	 透明	 0.040㎜	 100×140㎜	 200枚×40冊	 ￥21,500/ケース
	14631	 FG-4	 透明	 0.040㎜	 120×170㎜	 100枚×60冊	 ￥22,800/ケース
	13027	 GG-4	 透明	 0.040㎜	 140×200㎜	 100枚×50冊	 ￥25,250/ケース
	10243	 HG-4	 透明	 0.040㎜	 170×240㎜	 100枚×35冊	 ￥25,462/ケース
	14243	 IG-4	 透明	 0.040㎜	 200×280㎜	 100枚×25冊	 ￥22,875/ケース
	13744	 JG-4	 透明	 0.040㎜	 240×340㎜	 100枚×15冊	 ￥18,900/ケース
	14-04	 KG-4	 透明	 0.040㎜	 280×400㎜	 100枚×15冊	 ￥23,925/ケース
14004	 LG-4	 透明	 0.040㎜	 340×480㎜	 100枚×8冊	 ￥18,000/ケース

	コード	 品番	 色	 厚み	 サイズ（ヨコ×タテ）	 　　ケース	 参考価格
	3607-2	 RJJ-06	 乳白	 0.012㎜	 250(150+100)×310㎜	 100枚×20冊×4	 ￥15,600/ケース
	3710-2	 RJJ-08	 乳白	 0.013㎜	 260(160+100)×360㎜	 100枚×20冊×4	 ￥19,000/ケース
	3710-3	 RJJ-12	 乳白	 0.015㎜	 300(180+120)×410㎜	 100枚×20冊×3	 ￥19,200/ケース
	3838-1	 RJJ-20	 乳白	 0.017㎜	 340(210+130)×460㎜	 100枚×10冊×4	 ￥17,000/ケース
	3710-1	 RJJ-30	 乳白	 0.018㎜	 400(260+140)×500㎜	 100枚×10冊×3	 ￥16,875/ケース
	3488-2	 RJJ-45	 乳白	 0.023㎜	 450(300+150)×550㎜	 100枚×10冊×2	 ￥17,500/ケース
	3565-2	 RJJ-60	 乳白	 0.030㎜	 500(350+150)×600㎜	 100枚×10冊	 ￥14,200/ケース
	3565-3	 RJJ-80	 乳白	 0.030㎜	 550(370+180)×800㎜	 100枚×5冊	 ￥12,125/ケース

	コード	 品番品番	 色色	 厚み厚み	 サイズ（ヨコ×タテ）	 入数入数	 参考価格
	7936-1	 RE-06	 乳白	 0.011㎜	 240（150+90）×310㎜	 100枚×20冊×４	 ￥14,000/ケース
	7936-2	 RE-08	 乳白	 0.011㎜	 250（160+90）×340㎜	 100枚×20冊×４	 ￥15,400/ケース
	7936-8	 RE-12	 乳白	 0.011㎜	 290（180+110）×380㎜	 100枚×20冊×3	 ￥14,400/ケース
	18881	 RE-20	 乳白	 0.011㎜	 340（215+125）×430㎜	 100枚×20冊×3	 ￥17,850/ケース
	18882	 RE-30	 乳白	 0.013㎜	 390（255+135）×480㎜	 100枚×10冊×3	 ￥13,350/ケース
	18484	 RE-45	 乳白	 0.017㎜	 440（295+145）×530㎜	 100枚×10冊×2	 ￥14,250/ケース
	18484-1	 RE-60	 乳白	 0.018㎜	 490（345+145）×580㎜	 100枚×10冊×2	 ￥18,600/ケース
	18484-2	 RE-80	 乳白	 0.020㎜	 550（370+180）×800㎜	 100枚×5冊×2	 ￥18,000/ケース

	コード	 品番	 色	 厚み	 サイズ（ヨコ×タテ）	 入数	 参考価格
	0994	 PS70	 紺	 0.035㎜	 800×900㎜	 10枚×20冊	 ￥9,000/ケース
	0677	 PS73	 半透明	 0.032㎜	 800×900㎜	 10枚×20冊	 ￥7,600/ケース

	コード	 品番	 色	 厚み	 サイズ（ヨコ×タテ）	 入数	 参考価格
	1174	 PS43	 半透明	 0.025㎜	 650×800㎜	 10枚×30冊	 ￥6,225/ケース

	コード	 品番	 色	 厚み	 サイズ（ヨコ×タテ）	 入数	 参考価格
	1381	 PS93	 半透明	 0.037㎜	 900×1000㎜	 10枚×20冊	￥11,050/ケース

	複合2層	 複合3層 	複合2層	 複合3層

	複合2層	 複合3層 	複合2層	 複合3層
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ハーベストV500
高級アルコール系界面活性剤
配合で、生分解性の良い洗剤
です。
20kg　参考価格	¥6,797/袋

バイオハーベスト
パワークリアショット
強力な洗浄力と漂白力を発揮、
使いやすく便利なワンショット
タイプの洗剤です。泡切れが良
く、すすぎが簡単です。PRTR
法非該当製品。無りん。
	12kg　参考価格	¥7,500／箱

ソニカルホワイト
界面活性剤比率アップで高い洗浄力。
蛍光増白剤配合で美しい仕上がり！
無りん、酵素入り。
	5kg　参考価格	¥1,860／箱

バイオハーベスト
ハード汚れ用
洗浄パワー成分の働きで、鉱
物・植物系の油汚れがよく落
ちます。バイオ成分の働きでエ
リ・ソデの汚れがよく落ちます。
PRTR 法非該当製品。無りん。
	15kg　参考価格	¥8,346／箱

液体ビック
作業着洗い
作業着・厨房着についた機
械油、食用油などのガンコ
な油汚れをしっかり落とす。
		 容量	 参考価格
	4.5kg×4	 ¥2,600/本

アタック消臭
ストロングジェル
業務用
洗濯物の尿臭・体臭が取れな
いとお困りの病院・介護施設
様に。尿臭ブロッカー配合で、
気になる尿臭をしっかり消臭。
		 容量	 参考価格
	 4kg×4本	 ¥1,800/本

アタックZERO
業務用
アタック液体史上最高の洗浄力、
消臭力。すすぎ1回でOK。
		 容量	 参考価格
	 2kg×6	 ¥2,300/袋
	 400ml×6	 ¥1,020/本

ミツエイ 
スーパーホワイトウォッシュ
業務用衣料用粉末洗剤。酵素の力で汚れを分解。
かがやく白さに。
		スーパーホワイトウォッシュ10	 10kg	 ¥4,213／箱
	ニューハーバルスリーホワイト	 850g×10箱	¥340/箱

アタック業務用
少ない量で高い洗浄力。業務用
のハードな汚れもしっかり落とす
粉末の洗濯洗剤です。
	容量	 参考価格
	2.5kg×6	 ¥1,080/箱
	10kg（2.5kg×4袋）	 ¥4,270/箱

C×S
衣料用洗剤
洗浄力抜群!ユニフォーム
やウエスなどの洗濯に最
適な粉洗剤。
	5kg	 参考価格	¥1,830／箱

ビック 除菌プラス
業務用のハードな汚れもしっ
かり落とす。少ない量で高い
洗浄力。酸素系 漂白剤配合。
除菌・除臭効果で衛生的。蛍
光増白剤無配合。
	 容量	 参考価格
	 2.5kg×6	 ¥1,210/箱

アクティベイトL-40
厨房服・作業服等のハードな油汚
れに。無蛍光タイプで色柄物も安
心して洗えます。生分解性にすぐ
れ環境への負荷を低減。PRTR
法非該当製品。
	10kg		参考価格	¥3,990/箱

アクティベイト
V200
Yシャツの汗ジミ、コック
服の油汚れ・血液汚れを
スッキリ落とす洗浄強化
剤です。蛍光増白剤が入っ
ていないので、生なりや
淡色系の衣類も安心して
使えます。
		 容量	 参考価格
	4.5kg×4	 ¥2,800/本

アクアウォッシュ
BW
高い洗浄力で皮脂汚れ・汗ジミ
をスッキリ落とす液体中性洗剤
です。再汚染防止効果にすぐれ
ます。
	15kg		参考価格	¥4,340/箱

液体ビック
無蛍光無香料
油、血液、魚・肉汁、皮脂の
ひどい汚れも⼀度の洗濯
でスッキリ!無蛍光、無香
料タイプなので、食材に
触れるおそれのあるフキ
ン、軍手にも安心。洗った
後の香りも残りません。
		 容量	 参考価格
	4.5kg×4	 ¥2,600/本

アクアウォッシュ
毛布・黒もの用
毛布などの汚れをすばやく落とす
液体中性洗剤です。柔軟成分配合
で、風合い良くふっくらと仕上げま
す。
	15kg		参考価格	¥11,535/箱

ハーバルスリー
プラス 詰め替え
少量の水でサッと溶け、
泡立ち控えめな衣料用液
体洗剤です。抗菌剤配合
で、室内干しのイヤなニオ
イを防ぎます。ドラム式
洗濯機にも使用できます。
1.65kg×8袋	 ¥560/袋

ソフターE
タオルやセーター類
を、ふんわり柔らかく
仕上げます。静電気の
防止にすぐれています。
	 容量	 参考価格
	 13kg	 ¥2,440/箱

ホワイト
パワー
油性シミやオムツの
黄ばみを強力分解し、
洗浄・漂白力を向上
させる、洗 浄漂白強
化剤です。
	 容量	 参考価格
	 10kg	 ¥4,600/箱

衣料用
ブリーチ
衣料用塩素系漂白剤。
衣類についた気にな
る汚れを除菌しなが
ら漂白します。
	 容量	 参考価格
	5kg×3	 ¥900/本

ワイドハイター
EXパワー
洗剤だけでは落とし
きれない、汚れやニオ
イの元まで強力除去!
	 容量	 参考価格
	4.5kg×4	 ¥1,950/本

ソフター
衣類をソフトな肌ざ
わりに仕上げ、風合い
よく保つ柔軟剤です。
電気を防止し、汚れを
つきにくくします。
	 容量	 参考価格
	4.5L×4	 ￥1,300/本
	 15kg	 ¥3,381/箱

ニュー
吸水ソフター
ふんわり柔らかに、
肌触りのよい風合い
に仕上がります。リ
ネンサプライの柔軟
仕上げに。
			容量	 参考価格
	10kg	 ¥6,955/箱

ソフター1/3
花王独自の柔らか成
分配合で、素肌にやさ
しい柔らかい仕上が
りに。ふわっと華やか
なフローラルガーデ
ンの香りです。
	 容量	 参考価格
	2.1kg×6	¥1,200/本
	 10kg	 ¥6,313/箱

ニュー
ブリーチP
シミ・黄ばみを消して、
白ものをまっ白に仕上
げます。溶解性の高い
酸素系漂白剤です。
	容量	 参考価格
	15kg	 ¥7,000/箱

らくらく
カラーブリーチ
色柄物にも安心な酸素
系漂白剤。ウール・シル
クにも安心して使用でき
ます。計量しやすい液垂
れ防止キャップ。
	 容量	 参考価格
2L×4	 ¥430/本

ハイターE
シミ・黄ばみを 漂白し、
まっ白に仕上げます。主
成分の次亜塩素酸ナトリ
ウムがふきん・おしぼり
の除菌・除臭に効果を発
揮します。
		 容量	 参考価格
	 5kg×3	 ¥800/本

抗菌ワンダー
雑菌の繁殖による、いや
な臭い・変色を防ぎます。
高い抗菌効果で、ふきん
等も清潔に保ちます。す
ぐれた抗菌効果により、
洗濯槽の雑菌繁殖を防止
します。
		 容量	 参考価格
	4.5kg×4	 ¥6,420/本

花王
ブリーチ
調理器具、おしぼり、ふき
ん等の除菌漂白に。環境
に考慮した大容量（18㎏）
BIB（バックインボックス）
タイプです。
		 容量	 参考価格
	 18kg	 ¥2,900/箱

ワイドハイター
EXパワー
粉末タイプ
洗 剤だけでは落とし
きれない汚れや菌を
もとから落とします。
色柄物にも安心。
	 容量	 参考価格
	3.5kg×4	 ¥2,400/本

ハーバル
ソフター特大
衣料をふっくらやさ
しい肌ざわりに仕上
げます。静電気を防止。
	 容量	 参考価格
	 2L×6	 	¥400/袋

ハミング
消臭実感
24時間防臭＆ドライ。
さわや かなリフレッ
シュグリーンの香りが
ほのかに続きます。
	 容量	 参考価格
	 1L×6	 ¥1,263/袋

ウタマロ石鹸
エリ・ソデ汚れ、化粧品汚れ、
食べこぼしなどガンコな汚
れを落とす部分洗い用固形
洗剤。驚くほどキレイになり
ます。
		 容量	 参考価格
	 133g	 ¥220/個

ハーベストBL
ストロング
新白度向上成分の働きで、
黄ばみ・くすみを回復し、白
さを持続します。塩素系の
漂白剤と併用しても高い白
度向上効果がありますので、
おむつの洗浄にも最適。
	 容量	 参考価格
	10kg×2	 ¥12,036/箱

無りん 酵素入り
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フィエスタ ピュアシャイン シリーズ
	 コード	 品名	 容量	 参考価格
	 1929-8	 フィエスタ	ピュアシャイン　ボディーウォッシュ	 10L	 ¥6,500／箱
	 1929-6	 フィエスタ	ピュアシャイン　リンスインシャンプー	 10L	 ¥6,500／箱
	 1929-7	 フィエスタ	ピュアシャイン　シャンプー	 10L	 ¥6,500／箱
	 1929-9	 フィエスタ	ピュアシャイン　コンディショナー	 10L	 ¥6,500／箱

レアーナ シリーズ
	 コード	 品名	 容量	 参考価格
	 1023-3	 レアーナ　ボディーウォッシュ	 10L	 ¥9,000／箱
	 1023-2	 レアーナ　シャンプー	 10L	 ¥9,000／箱
	 1023-4	 レアーナ　コンディショナー	 10L	 ¥9,000／箱

ラビューティー シリーズ
	 コード	 品名	 容量	 参考価格
	 21119	 ラビューティー　ボディーウォッシュ	 1350ml×6本	 ¥935／本
	 21119-1	 ラビューティー　シャンプー	 1350ml×6本	 ¥935／本
	 21119-2	 ラビューティー　コンディショナー	 1350ml×6本	 ¥935／本

キュー シリーズ
	 コード	 品名	 容量	 参考価格
	 21062	 キュー　ボディーウォッシュ	 10L	 ¥4,570／箱
	 21065	 キュー　リンスインシャンプー	 10L	 ¥4,570／箱
	 21063	 キュー　シャンプー	 10L	 ¥4,570／箱
	 21064	 キュー　コンディショナー	 10L	 ¥4,570／箱

ソフトスクリット シリーズ
クリアスクリットより豊かな泡立ち。パールタイプ。
	 コード	 品名	 容量	 参考価格
	 23605	 ソフトスクリット　ボディーウォッシュ	 18L	 	¥7,200／箱
	 23605-1	 ソフトスクリット　リンスインシャンプー	 18L	 ¥7,200／箱

スクリット シリーズ
クリアスクリット、ソフトスクリットに比べ、より豊かな泡立ちで肌に
やさしい。高級感のあるパールタイプ。
	 コード	 品名	 容量	 参考価格
	 1577	 スクリット　ボディーウォッシュ	 18L	 	¥8,500／箱
	 2368	 スクリット　リンスインシャンプー	 18L	 ¥8,500／箱

クリアスクリット シリーズ
さっぱりとした洗い心地。温泉、介護施設のベストセラー。

	 コード	 品名	 容量	 参考価格
	 3085	 クリア	スクリット　ボディーウォッシュ	 18L	 ¥6,500／箱
	 3323	 クリア	スクリット　リンスインシャンプー	 18L	 ¥6,500／箱

スクリット 椿・ゆず・お茶 シリーズ
ほのかに薫る和の香りが温泉気分を盛り上げます。保湿成分配合。

ソフティ シリーズ
独自に開発した「セラミド機能成分」が、外部刺激からお肌を守るバリア機能を助
け、荒れがちな高齢者のお肌を健やかなお肌に整えます。
	コード	 品名	 容量	 参考価格
	13048-1	 ソフティ　泡のヘッド＆ボディシャンプー	 10L	 ¥6,030/箱
	10300-2	 ソフティ　ヘッド＆ボディシャンプーマイルド	 2L×3本	 ¥2,200/本
	13048	 ソフティ　ヘッド＆ボディシャンプーマイルド	 10L	 ¥10,000/箱
	13048-3	 ソフティ　ヘッド＆ボディシャンプーアロマ	 2L×3本	 ¥2,200/本
	13048-4	 ソフティ　ヘッド＆ボディシャンプーアロマ	 10L	 ¥10,000/箱
	6875-1	 ソフティ　リンスインシャンプー	 2L×3本	 ¥1,760/本
	6875-2	 ソフティ　リンスインシャンプー	 10L	 ¥8,000/箱
	10301-1	 ソフティ　薬用ボディウオッシュ	 2L×3本	 ¥1,760/本
	10301-2	 ソフティ　薬用ボディウオッシュ	 10L	 ¥8,000/箱

ARA（アラ！）介護シリーズ
患者も介護者も快適に、清潔に… が商品コンセプト。
	コード	 品名	 容量	 参考価格
	20690-2	 アラ！	ナリシングマイルドEX全身洗浄料	 1L×10本	 ¥1,500/本
	20690-1	 アラ！	ナリシングマイルドEX全身洗浄料	 18L	 ¥16,000/箱
	0690-4	 アラ！	弱酸性ボディソープ	 1L×12本	 ¥1,000/本
	20690-3	 アラ！	弱酸性リンスインシャンプー	 1L×12本	 ¥1,000/本
	20690	 アラ！	弱酸性泡ででるボディソープ	 4L×4本	 ¥4,500/本

介護現場で大活躍。身体の清潔とお肌のうるおいを保つ入浴皮膚ケア。

目にしみにくい！

心を癒し、清潔感のある爽やかな香り
清潔感のあるミュゲやムス
クの香りを基調に、いきい
きとした自然界の生命力
を感じさせるフローラルグ
リーンの香りです。

ビオレU
クリーミィな泡立ちでさっぱりとした洗いあがり。
透明感あふれる、みずみずしい美肌へ導きます。
　　品　　名	 容量	 参考価格
　ビオレU　ボディーソープ	 10L	 ¥9,170／箱

リズミィ ハーブシリーズ
若い女性にも好まれる高品質のリズミィハーブシリーズです。髪と肌にやさしいヨーロッパ原
産のハーブ、カモミールエキスを配合。シトラスフルーティの香りでさわやかな空間を演出。
	 コード	 品名	 容量	 参考価格
	 7587	 リズミィ	ハーブ　ボディーウォッシュ	 10L	 ¥6,850／箱
	 7587-1	 リズミィ	ハーブ　シャンプー	 10L	 ¥7,060／箱
	 7587-2	 リズミィ	ハーブ　リンス	 10L	 ¥7,060／箱
	 0465	 リズミィ	ハーブ　リンスインシャンプー	 10L	 ¥9,800／箱

1256

温泉、介護施設の
ベストセラー

和風の香りが癒しのひと時を演出します

椿 ゆず お茶

クリアスクリットより
豊かな泡立ち

スクリットシリーズの
最上級品

■リンスインシャンプー
	コード	 品名	 容量	 参考価格
10654	 椿	 18L	 ¥8,000／箱
	5172	 ゆず	 18L	 ¥8,000／箱

■ボディーソープ
	コード	 香り	 容量	 参考価格
	10653	 椿	 18L	 ¥8,000／箱
	5171-3	 ゆず	 18L	 ¥8,000／箱
	5171	 お茶	 18L	 ¥8,000／箱在庫限り ▶



　アウトバス製品

　リンスインシャンプー　石鹸
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J型スケルトンブラシ
カラー：ホワイト、イエロー、ブルー、ピンク、3色アソート
サイズ:195×40×30mm
	 	 参考価格
	 600本／箱	 ¥37／個

ポケットクシ（バルク）
カラー：ホワイト　
サイズ:135×23mm	
入数：3,500（350×10）本／箱
	参考価格	 ¥17／個

長手クシ袋入
カラー：ホワイト　
サイズ:185×32mm
入数：1,000（100×10）本／箱
	参考価格	 ¥55.2／個

203手付クシ袋入
カラー：ホワイト　
サイズ:187×32mm
入数：500（50×10）本／箱
	参考価格	 ¥93／個

二つ折りスケルトンブラシ袋入
カラー：ベージュ
サイズ:195×35×35mm	（180×35×30mm）
	 	 参考価格
	 500本／箱	 ¥58／個

和紙柄巾着袋
カラー：ピンク、ブルー、グリーン、イエロー、
パープル、オレンジ　サイズ:245×285mm
	 	 参考価格
	 1000枚／箱	 ¥45／枚

シャワーキャップ
カラー：ピンク、ブルー、グリーン、イエロー、パープル、
オレンジ　サイズ:245×285mm
	コード	 タイプ	 入数	 参考価格
	1471-8	 ロールタイプ	 2000個／箱	 ¥19／個
	1377-5	 ポリ袋入	 2000個／箱	 ¥12／個

綿棒 紙軸タイプ200本入
	 	 参考価格
	 120筒入	 ¥195／1筒
	

綿棒1本包装		10000本入／箱

●綿棒1本包装　
参考価格	¥4／1本

●耳かき付綿棒1本包装
参考価格		　¥4／1本

ヘアバンド
カラー：4色アソート、ホワイト、ブラック
　サイズ:外径約36mm
	 	 参考価格
	 5000個／箱	 ¥8／個
	

ペリカンクリップ
カラー：4色アソート、ブラック
サイズ:本体100×14mm
	 	 参考価格
	 2000個／箱	 ¥23／個

シュシュ
カラー：ワインレッド、ブラウン、水玉　
サイズ:外径約78mm
	 	 参考価格
	 2000個／箱	 ¥37／個
	

コットンセット
サイズ:袋約70×90mm
	 	 参考価格
	 2000個入／箱	 ¥26／個
	

マウスウォッシュ 
クチピカ 
	 	 参考価格
	 10ml×1000入	 ¥22,250
	

マウスウォッシュ
スタイルパック
ポーションタイプのマウスウォッシュです。
薬用、医薬部外品

●スタイルパック X
	ミント味	 14ml	 1000個入／箱　¥37,500/箱

●スタイルパック ロゼ
	ローズミント味	 12ml	 1000個入／箱　¥37,500/箱

二つ折りスリムブラシ袋入
カラー：ホワイト、ブラック　サイズ:195×23×13mm
	 	 参考価格
	 1000本／箱	 ¥47／個

ボディスポンジ ガーデン
（3.3cm厚ソフトタイプ）
サイズ:本体105×68×33mm
	 	 参考価格
	 2000個入／箱	 ¥20／個
	

（バルク・国産）

（国産）（バルク）

（中国産）
（中国産）

フェイスマスク SA-1
	 	 参考価格
	 1000個入／箱	 ¥60／1袋

耳かき
付！

※商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

フィエスタ スキンケアシリーズ
フィエスタ化粧品は、花王ならではの技術・品質で、
その人本来の素肌美を引き出します。アプリケーターはスタイリッシュ
な形状のボトル。女性の手の中にもおさまりやすく、握りやすい形状です。
スリムなので狭いスペースにもおすすめです。微香性。
	コード	 品名	 容量	 参考価格
	21067	 フェイスローション（化粧水）	 2L	 ¥5,500/本
	21068	 ミルキーローション（乳液）	 2L	 ¥7,000/本
	21066	 クレンジングウォッシュ（洗顔料+メイク落とし）	 2L	 ¥5,500/本

フィエスタ ヘアケアシリーズ
ヘアトニックは、入浴後の頭皮ケアに。フケ・かゆみを抑えます。ホテル
到着後や災害時など、髪をすぐに洗いたくても洗えない環境では、ドラ
イシャンプーとしてもお使いいただけます。微香性。
ヘアスタイリングウォーターは、ヘアスタイリング剤です。ベタつかず、
ふわっと軽いヘアスタイルに。髪の乱れ・広がりを直しながら簡単に整
髪できます。朝のスタイリング時、髪を保護・保湿し、ドライヤーの熱か
ら髪を守ります。微香性。
	コード	 品名	 容量	 参考価格
	21071-1	 ヘアトニック	 2L	 ¥5,500/本
	21071-3	 ヘアスタイリングウォーター	 2L	 ¥5,500/本
	

フィエスタ 洗顔・手洗いフォーム
自然な優しさ。心安らぐホテルステイを。“濃密つや泡“の業務用「洗顔料
+ハンドソープ」です。
	 コード	 容量	 参考価格
	 21070	 2L	 ¥2,000/本
	 21069-1	 10L	 ¥9,500/本

クレンジングウォッシュフェイスローション ミルキーローション

ヘアトニック ヘアスタイリングウォーター

2L 10L 専用アプリケーター

125gクリーンソープ
サイズ：石鹸55×90×30mm 
	 　	 参考価格
	125g×120個	 ¥18,000	/ケース
　

ソフトスリー
リンスinシャンプー
髪と地肌をキレイに保ち、指通り
なめらか。パール光沢の液。
		 容量	 参考価格
	 4kg×3	 ¥2,000/本

花王石鹸 業務用
ゆたかな泡立ちで、きれいに洗えます。
容量：85ｇ 
	 　	 参考価格
	3個1パック×40	 ¥180／パック
　

ソフトスリー
ボディソープアロエ
肌にやさしいマイルドな泡で全身
をスッキリ洗う。パール光沢の液。
		 容量	 参考価格
	 4kg×3	 ¥2,000/本

20615-1 20615-2

1380

0168

21636-5 21636-6 21636-7

6164-5 7164-4

7164 1475-3 1475-2 14438

7164-8

7164-3

21636-8
1402-5

14212

21163

21636-9

1402-4

1402-6

X
6943-1

ロゼ
6943-2



　歯ブラシ（組み合わせ販売品） 

業務用シャンプー・リンス・アメニティーグッズ

	 3g	 3g	 3.5g	 4.5g	 6g	 8g

　お茶
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	コード	 品　　名	 　　　	 参考価格
	0623	 ①シックスペシャル	2枚刃	ディスポ	 100本入/箱	 ¥30/本
1306-2	 ②シックスペシャル	2枚刃	ディスポ（個包装）	 500本入/箱	 ¥33/本
　

シックスペシャル 2枚刃 ディスポ

SAカミソリ2枚刃
バルク（白・黒）
サイズ:100×40mm
	 	 参考価格
	2000本入／箱	 ¥20/個

SAカミソリ2枚刃（黒）
スイベル スムーサー付
バルク サイズ:105×40mm
	 	 参考価格
	2000本入／箱	 ¥23/個

SAカミソリ3枚刃
バルク（透明）
サイズ:105×40mm
	 	 参考価格
	2000本入／箱	 ¥41/個

SAカミソリ3枚刃
バルク（黒）
サイズ:105×40mm
	 	 参考価格
	2000本入／箱	 ¥38/個

脱衣かご
サイズ:（上部）345×300×
H170mm
カラー:ホワイト、ブラック
	 	 参考価格
	 12入	 ¥1,500

スレン染め
サウナマット
サイズ:700×H1300mm
	 	 参考価格
	 50入	 ¥4,500

SAカミソリ2枚刃
スイベル バルク
サイズ:105×40mm
	 	 参考価格
	2000本入／箱	 ¥23/個

シックスペシャル
1枚刃 ディスポ
	コード	 入数	 参考価格
	1402	 100本入／箱	 ¥22/本

① ②

歯ブラシ 
Kタイプ（36穴）
本体サイズ:13×180mm
カラー:白、スモーク、黒、透明、ピ
ンク、ブルー、グリーン、オレンジ

歯ブラシ 
Lタイプ（28穴）
本体サイズ:12×170mm
カラー:白、黒、ピンク、ブルー、グリーン、
イエロー、オレンジ、パープル

マット袋 各種
ホテル名・旅館名などの名
入れ印刷も承っております。

歯ブラシ 
Lクリアタイプ（28穴）
本体サイズ:12×170mm
カラー:スモーク、透明、クリアブルー、
クリアグリーン、クリアオレンジ

歯磨き粉　ラミネート
チューブシリーズ
一般的なブローチューブ歯磨き粉に比べて
水分が蒸発しにくいラミネートチューブを採
用しているため、長期保存にも対応します。
市販品と同じ品質なので見栄えもよく高級
感があり、お客様に好印象を与えます。

①おはようハブラシ
②DELTA5
	コード	 品名	 入数	 参考価格
	0580	 おはようハブラシ	 200本入／箱	 ¥15/個
	1047	 DELTA5	 250本入／箱	 ¥32/個

①

②

●歯ブラシ+
●歯磨き粉+
●マット袋の
セット販売です。
価格は組み合わせに
よって変化しますの
で、お気軽にお問い合
わせください。
またマット袋への名入
れ印刷も承ります。

使い捨てスリッパ
全長270mm	
カラー:ホワイト、ブラック
	 	 参考価格
	200足入／箱	 ¥108/1足

靴べら
シューペット
全長270mm	
カラー:ホワイト、ブラック
	 	 参考価格
	200本入／箱	 ¥450
（送料別途	￥1,500）

洗える
メッシュスリッパ
Lサイズ全長275mm		ナイロン
メッシュ素材　EVA底縫い付け
	 	 参考価格
	60足入／箱	 ¥650/1足

湯けむりたび
カラー:ホワイト、グレー
	 	 参考価格
	500足入／箱	 ¥90/1足

木目調「匠」シリーズ 材質：ポリプロピレン
	 品名	 サイズ（mm）	 入数	 参考価格
	 湯桶A	 274Φ×102	 40	 ¥1,000/1個
	 洗面器A	 328Φ×102	 30	 ¥1,500/1個
	 手桶DX	 145Φ×268×152	 60	 ¥850/1個
	 石鹸ケースRX	 120×83×50	 120	 ¥450/1個
	 石鹸台D	 150×104×45	 60	 ¥700/1個
	 脱衣かご	 550×306×200	 20	 ¥2,600/1個
	 風呂椅子HM	 345×280×284	 24	 ¥3,000/1個
	 風呂椅子HL	 353×303×335	 16	 ¥3,800/1個

コームスタンド
	品名	 	 参考価格
	タテ型コームスタンド　SW-5000	 ¥5,100
	ヨコ型コームスタンド　SW-5200	 ¥7,300

木製ハンガー 15㎜厚
サイズ：420mm幅
	コード	 品名	 サイズ（mm）	 参考価格
	21636	 すべり止め付	 50入／箱	 ¥338/個
	21636-1	 ピンチ付	 50入／箱	 ¥375/個

木製ハンガー 20㎜厚（白木）
サイズ：420mm幅
	コード	 品名	 サイズ（mm）	 参考価格
	21636-2	 Wバー	 50入／箱	 ¥600/個
	21636-3	 ピンチ付	 50入／箱	 ¥658/個

梅こぶ茶
2gパウチ
	 参考価格
	1000個入¥42,500／ケース

駿河園/
IMAお茶TB
2gポリタイプ
	 参考価格
	1000個入¥14,500／ケース

駿河園/IMA
ウーロン茶TB
2gポリタイプ
	 参考価格
	1000個入¥22,000／ケース

※商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。※商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

20296-5 20296-3 20296-4

13704

1403-2

13704-3 13705-2 13704-4

7007-1 2149-1

10635

10635-5 10637-1

10635-2 10635-3

10637-2

10636 10635-4

バゲージラック BL-8
サイズ：	（収納時）420×500mm
　　　	（展開時）420×370×500mm
	 参考価格	¥4,000

23373-2

白	 13740-6 黒	 13740-7

23373-1

23373

2423-5

00005
21636-4

716-3 716-1 716-4

サイズ:115×15×41mm サイズ:115×15×41mm



様々な水害で被災した建物の
復旧作業に

豪雨災害豪雨災害 誤作動誤作動 管破裂管破裂漏 水漏 水

REStORATION TOOLS
Xパワー レストレーションツール （ウォーターダメージ用）

TM

強力な除湿力でその場の湿度を自在にコントロール！ 
気候に左右されず作業を可能にする業務用強力除湿機！
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災
・
水
害
復
旧

ブルーシート
α3000シリーズ
◎スルーザー織りで縦糸、横
糸が規則が正しく織り込まれ
た信頼品質＃3000ブルー
シート◎軽くて丈夫、耐候
性・防水性に優れます。

吸水土のう
ウォーターバスター
水でふくらむ「吸水土のう」です。浸水
後約90秒で、約10kgの”水のう”が完
成します。大雨や洪水による家屋の浸
水対策にご使用ください。

大容量リチウムイオンバッテリー
HUG-400A

HONDA防音型インバーター発電機
EU9IT1JN3

防災ウェーダー 
BW-72

 裏面ナイロンメッシュ使用でベタつ
かずスムーズな着脱が可能。
 作業性に良いサイドマチ付。
 ブーツ部：鉄製先芯、踏み抜き防止
インソール、耐油、防滑、耐薬品(ア
ルカリ)、静電防止装備で安心構造。
 汚れが落ちやすく丈夫な三層構造
 ナイロン布両面を塩化ビニルで
コーティングする事により強度
アップ

参考価格	￥30,500／枚

防災ジャケット 
BR-961
胸部・腕に再帰反射材使用で夜間
作業にもOK
ウエルダー接合により完全防水
フードは便利な取り外し式。
参考価格	￥20,100／枚

折りたたみ式 ウォータータンク
非常時の飲料水タンクとして省スペースで保管できます。
普段は折りたたんで小さく収納、いざと言う時はウォー
タータンクに！取っ手付き・コック式の出口の付いた飲料
水用タンクとして使用できます。注ぎに便利なレバー式
コック付きなので寝かせても
使えます。

折りたたみ式なので
置き場所に困らない！

防災サロペット 
BR-962
胴部・ヒザ部にも再帰反射
材使用で夜間作業にもOK
ウエルダー接合により完全
防水。
参考価格	￥15,000／枚

素材：表面・難燃性PVC
裏面・ポリエステル
カラー：オレンジ
サイズ：M/L/LL/LLL

素材：表面・難燃性PVC
裏面・ポリエステル
カラー：オレンジ
サイズ：M/L/LL/LLL

素材：素材：PVC	+	ナイロン	+	PVC
カラー：オレンジ
サイズ：25.0〜29.0cm
	(1cm刻み)

吸水前寸法:53×34×0.25cm
吸水後寸法:52×32×14cm
吸水前重量:約100g　
吸水後重量:約10kg　入数:7枚

防災おんぶ担架
緊急時に要援護者を搬送する補助具。
両手が自由に使えるので、階段などの
昇降が安全に行えます。本体は、抗菌・
防臭加工済み。

重量:約1㎏
耐荷重:約100㎏
材質:（本体）ポリエステル、綿
　（バックル）アセタール　（収
納袋）ナイロン

コード 品番 寸法(m) 質量(Kg) 参考価格
13909-1 BSA-1818 1.71	x	1.71 0.5 ￥810
13909-2 BSA-1827 1.71	x	2.61 	0.8 ￥1,150
13909-3 BSA-1836 1.71	x	3.51 1 ￥1,490
13909-4 BSA-2727 2.62	x	2.62 1.2 ￥1,670
13909-5 BSA-2736 2.62	x	3.51 1.5 ￥2,150
13909-6 BSA-2754 2.62	x	5.31 2.3 ￥3,350
13909-7 BSA-3636 3.51	x	3.52 2 ￥2,810
13909-8 BSA-3645 3.52	x	4.41 2.5 ￥3,680
13909-9 BSA-3654 3.52	x	5.31 3 ￥4,010

コード 品番 寸法(m) 質量(Kg) 参考価格
13909-10 BSA-4545 4.38	x	4.41 3.2 ￥4,290
13909-11 BSA-4554 4.38	x	5.31 3.8 ￥5,130
13909-12 BSA-5454 5.29	x	5.31 4.5 ￥6,130
13909-13 BSA-5472 5.29	x	7.11 6 ￥8,070
13909-14 BSA-5490 5.29	x	8.91 7.5 ￥10,760
13909-15 BSA-7272 7.11	x	7.11 8 ￥11,240
13909-16 BSA-7290 7.11	x	8.91 10 ￥13,920
13909-17 BSA-9090 8.91	x	8.91 12.6 ￥18,290
13909-18 BSA-1010 9.81	x	9.81 15.5 ￥21,260

防災・水害復旧

タンクに溜まった水を自
動で排出するホース付。

デジタルディスプレイが
現在の湿度を監視し、
動作時間を記録。

 約40ℓ/日の除湿が可能
 移動に便利な取っ手とキャスター付
 湿度と稼働時間を表示する画面付
 タンクに溜まった水を自動で排出するホース付
 省スペースデザインで3台まで積み重ね可能

小型で軽量ながら実用性に優れ、もしもの時のた
めに備える事が出来る蓄電池。AC電源、ソーラー
パネル（別売）から充電も可能
で使い方も簡単。スマートフォ
ン、タブレット、ノートパソコ
ンや液晶テレビ等、様々な電
化製品・電子機器に使用でき、
非常時の不安を解消します。

エコスロットル搭載により、低燃費、低騒音を実現。
「正弦波インバーター」を搭載しています。国土交通省指定 
'97基準値超低騒音型です。周波数切替スイッチ付。リコイル

スタータ。
定格交流出力50/60Hz:100V-
0.9kVA　定格直流出力:12V-
8A　騒音値:78〜86dB　タン
ク容量:2.1L　サイズ：W242×
H379㎜　連続運転時間(1/4
負荷〜定格負荷):7.1〜3.2h

レストレーション除湿機　
XD-85LH

	 コード	 参考価格
	 XP10112	 ￥350,000

	 コード	 参考価格
	 23299	 ￥150,000

	 コード	 参考価格
	 22695	 ￥123,000

コード:	7.6m　本体重量:	41kg
本体:	W31.5	x	D55	x	H53
ハンドル装着時:	W31.5	x	D72	x	H60cm

入力：AC100〜240V、ソーラーパネル　出力：AC100V	、
USB　蓄電容量：390Wh　定格出力電力：300W　外形
寸法：W233	x	D148	x	H284mm　質量：5.3kg　予備充
電時間：	AC100V	約7時間	、ソーラーパネル	6〜8時間	
（別売品PR-SOLARPANEL-100	の測定値)

	コード	 品番	 容量	 サイズ（使用時）	 参考価格
	21919	 WAT-10L	 10L	 W225xD225xH270㎜	 ￥720
	21919-1	 WAT-20L	 20L	 W290xD290xH335㎜	 ￥1,080

折りたたみ時サイズ
10L:	W200xD200xH60㎜
20L:	W730xD240xH70㎜

パッケージサイズ：34×34.5×9cm
商品サイズ：30×31×32cm パッケージサイズ：26×12×3.5cm

21920-1 21920-2
21920

非常用簡易トイレ
非常時に使える簡易のトイレ。折りたたみ式で、
本体を開いて脚キャップで固定し、便座をのせる
だけの簡単設計で、トイレがすぐに設置できます。
汚物袋や凝固剤、目隠し用のポンチョをセットし
ています。凝固剤、汚物袋は5回分をセット。

トイレ非常用袋10回分
断水などの非常時に備えられます。汚物
袋と凝固剤のセットで、すばやくおしっこ
を固めて簡単に捨てることができます。
汚物袋と凝固剤を10回分セットしていま
す。左記簡易トイレのスペアとして使用
できます。

	 コード	 参考価格
	 21293-27	 ￥4,560／個

	 コード	 参考価格
	21293-33	 ￥1,440／個

10L 20L

	 コード	 参考価格
	 23331	 ￥12,000／枚

	 コード	 参考価格
	 23332	 ￥18,500／枚

実際の設置動
画を見ること
ができます。

 軽量で簡単設置
 特殊工具不要。地面に置くだけで敷設可能
 水圧を利用して洪水をせき止める（固定不要）
 組立簡単で楽々設置
 コンパクト収納で管理が楽

材質：ポリプロピレン樹脂　重量：6.2ｋｇ／枚
本体寸法：Ｗ980×Ｄ６８０×Ｈ５30ｍｍ
最大堰止め高：５００mm
参考価格	　　￥40,000／枚
※8枚単位での発注でお願いします。

ボックスウォール BW52
ゲリラ豪雨などにもスピーディーに対応！
簡単に設置できる次世代の洪水防護製品です。水圧を利用した置くだけの
簡単設置で工具は不要です。短時間で広範囲の展開が可能です。

21923

地面に置くだけで50cmまでの水の侵入を防ぐ！
土のうに代わる、機動力抜群の新しい止水板。

断水時の洋式トイレでも。

水(淡水)に約90秒浸してよく揉むと

最優秀
レジリエンス賞
受賞！
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草刈・ガーデニング・除雪関連

ママさん
ダンプ（大）
1288×580ｍｍ
	参考価格	 ￥5,825

ホンダ クロスオーガ搭載 小型除雪機
HSS760n（JX）
従来の除雪能力に加え、逆転オーガにより機体が浮き上が
る反力を抑え、屋根から落ちた雪など、硬い雪への食い込み
性能を向上させる新機構「クロスオーガ」搭載の小型除雪機。
電動始動（セルフスターター）採用。
●最大除雪量42t/h		●除雪幅60.5cm		●最大投雪距離15m
	 参考価格	 ￥402,000

ホンダ 電動ブレード除雪機

SB800e（J）
長い歩道も家の周囲もどんどん除雪。雪を
片側に寄せられる、ブレード角度の切替機
能を採用。1時間当たり駐車場換算 約16
台分（約250㎡ ）の除雪作業が可能。
●1時間の作業面積約250㎡		●除雪幅
80cm		●満タン時連続作業時間約3時間
	 参考価格	 ￥268,000

ホンダ 小型除雪機

HSS655c（J1）
雪を集めて飛ばす。軽量・小型で取り回し
やすい、自走タイプ。走行、除雪は左手だけ
のクラッチ操作で行えます。エンジン始動
がカンタンなセル付き。
●最大除雪量35t/h		●除雪幅55cm
●最大投雪距離14m
	 参考価格	 ￥240,000

業務用石油ストーブ
FM-10F-A
店舗やオフィス、広めの
リビングに。温風&放射
の2ウェイ暖房。
	参考価格	 ￥94,800

家庭用石油ファンヒーター
FW-37SLX2
ダブルエコ機能でしっかり節
約。8段階油量モニター付。
カラー：白
	参考価格	 ￥42,800

エンボス加工で
雪ばなれ
バツグン

融雪剤（塩カル）
塩化カルシウム。
	 25kg		 オープン

環境配慮型
融雪剤
さびない環境配慮型。
	 25kg		 ￥2,875

クリスター
ママさんダンプ（中）
1180×530ｍｍ
	参考価格	 ￥7,200

クリスターラッセル
スノーＶ
1400×550ｍｍ
	参考価格	 ￥3,125

エンボス ハンド
ラッセル
1410×553ｍｍ
	参考価格	 ￥2,450

エンボス ワイド
ラッセル650
1400×650ｍｍ
	参考価格	 ￥2,750

クリスターラッセル
ラクラク
1410×430ｍｍ
	参考価格	 ￥2,650

脱着式
ポリカプッシャー
	コード	 	 参考価格
	21794	 セット（柄＋ヘッド）	 ￥2,800
	21794-1	 ヘッドのみ	 ￥1,900
	

エンボス加工で
雪ばなれ
バツグン

クリスター雪ハネ
グリップタイプ
1400×425ｍｍ
	参考価格	 ￥2,525

ポリスコ
（金具付）
1160×343ｍｍ
	参考価格	 ￥1,850

エンボス
ポリスコ
1160×343ｍｍ
	参考価格	￥1,850

エンボスアルミ
角スコップ
1000×257ｍｍ
	参考価格	￥2,300

エンボスアルミ
炭スコップ
1085×270ｍｍ
	参考価格	￥2,450

エンボス加工で
雪ばなれバツグン

幅570㎜

全長1150㎜

エンボス加工で
雪ばなれバツグン

さびない！！

交換可能で経済的！

木造

26畳まで
コンクリート

35畳まで

木造

10畳まで
コンクリート

13畳まで

除草剤 (DBN粒剤)
カソロン粒剤6.7
防除困難なヨモギ、ギシギ
シ、ヤブガラシ、スギナ等の
多年生雑草に。種子の発芽
も抑えるので長期間雑草の
発生を抑えます。
	 規格	 参考価格
	3kg×8袋	 ￥5,870／袋

除草剤
サンフーロン
葉から入って根まで枯らすので
除草効果が長く続きます。
	コード	 容量	 参考価格
	2072-1	 500ｇ×20本	 ￥1,650／本
	20072	 2L×10本	 ￥5,200／本
	20072-2	 5L×4本	 ￥15,700／本

肥料
有機入り化成肥料
8-8-8
きれいな花や、おいしい
野菜作りに最適な粒状
タイプの化成肥料です。
	 重量	 参考価格
	20kg	 ￥3,373

マリンブルー
耐圧ホース
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、
三層構造の糸入り耐圧ホース。
	 長さ	 内径	 参考価格
	 50m	 15㎜	 ￥10,000
※メートル売りも致します。

ホースリール
ジュノJ5-Q306R
15㎜スーパー耐圧ホース３０ｍ付。
	 コード	 参考価格
	 0834-2	 ￥13,350
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肥料
ハイポネックス 草花・
鉢花の肥料アンプル
鉢土にさすだけ！花・葉色を
鮮やかにします。
	 参考価格
35ml×10本入／箱	 ￥450／箱
	 （1ケース30箱）

PCノズルM
7つの水流が選べるコンパクト
ノズル。
	 コード	 参考価格
	 21795	 ¥930／個
	 	 （1箱12入）

アーバンホースリール
UR4-Q506R
12㎜耐圧マリンブルーホース50m付。
	 コード	 参考価格
	 21268	 ¥19,625

ＳＫソフト
ブレードホース
製耐圧性と弾力性に優れ
た産業用ホース。
	コード	 内径	 参考価格
	2114-8	 9㎜	 ¥260／ｍ
	2114-2	 10㎜	 ¥290／ｍ
832-5	 19㎜	 ¥450／ｍ

Newサンフラワー
ホースリールガイド付
	 コード	 参考価格
	 0450-2	 ¥7,500

対応ホース長：
40〜50ｍ

ホームリール
ヴァルナV4-F20BR
12㎜スーパー耐圧ホース20ｍ付。
	 コード	 参考価格
	 0834-5	 ¥5,500／個
	 	 （1ケース4個）

ハタヤ
ステンレス
ホースリール
SSD-0（20ｍ用）　
	 コード	 参考価格
	21307	 ¥8,800

パイプヒーター
（サーモ付）

バケツの水を簡単に温水にしま
す。洗剤+お湯で洗浄力アップ！
定格/電圧・容量：100Ｖ1KW
温度調節範囲：0〜80℃
	 参考価格					￥16,000

8Lの水（常温）が
約5分でお湯に

なります

芝生鋏 大
柄と刃の間に角度が付い
ているので無理せず芝や
雑草を刈る事が出来ます。
	 品番	 柄㎜	 参考価格
	HT2400	 350	 ￥3,575

太枝切付 刈込鋏
刃の根元に太枝切が付い
ているので太枝小枝兼用
の刈込鋏。
	 品番	 柄㎜	 参考価格
	HT2200	 450	 ￥4,650

太枝切鋏
厚めの高級刃物鋼使
用で太い枝も切れる本
物の切れ味。
	 品番	 柄㎜	 参考価格
	HT2300	 450	 ￥4,650
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▼

のこぎり刃が付
いています

鋼付小鎌
特殊刃物鋼複合鋼使用で手漉
き仕上げの草刈小鎌です。
	コード	 品番	 刃㎜	柄㎜	参考価格
	1756-8	 HT0972	 135	 270	 ￥1,350
	1756-10	 HT0973	 150	 300	 ￥1,520

裏目式刈払鎌
三面に刃が付いた裏目式の刃
の為、刈払いと引き切りが出来
切れ味が持続します。
	コード	 品番	 刃㎜	 柄㎜	 参考価格
	17548	 HT1113	 170	 360	 ￥1,500
	17547	 HT1126	 220	1,050	￥2,880

すきま草刈鎌
３つの使い方が出来るのでコン
クリートのすきまの草刈りに便
利。
	コード	 品番	 サイズ	 参考価格
	17549	 HTS1428	 木柄270mm	 ￥1,800
	17564	 HTS1426	 アルミ柄360mm	￥2,300
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21793-1

4463-1

14250

14248
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18045-218045-1

18038

4463-4

18045

4463-6

2471

4463-3

14286

18078 17551

17552
4345-3

10811 20023-1 20021
5537
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充電式草刈機
MUR191UDRG
バッテリBL1860B・充電器付
	 コード	 参考価格	
	 5388-20	 ￥61,500

充電式チェンソー
MUC254DRGX
バッテリBL1860B×2・充電器付
	 コード	 参考価格	
	 21615-2	 ￥81,900

充電式ヘッジトリマー
MUH267DRF
バッテリBL1830B×2・充電器付
	 コード	 参考価格	
	 23248-1	 ￥35,200

充電式せん定ハサミ
UP361DPG2
バッテリBL1860×2本・
充電器DC18RD・ハーネス一式付
	 コード	 参考価格
	 3993-8	 ￥225,800

充電式レシプロソー
 JR101DWG
バッテリBL1013・充電器DC10WA、
ケース付

	 コード	 参考価格
	 3993-9	 ￥24,200

充電式草刈機
MUR189DSF
バッテリBL1860B・充電器付
	 コード	 参考価格
	 5388-14	 ￥42,900

充電式チェンソー
MUC002GRDX
バッテリBL4025×2・充電器付

	 コード	 参考価格
	 21615-3	 ￥86,700

充電式ヘッジトリマー
MUN301LDSF
バッテリBL1830B・充電器付

	 コード	 参考価格
	 23248-2	 ￥41,400

充電式草刈機
MUR368UDG2
バッテリBL1860B×2・充電器付
	 コード	 参考価格
	 5388-19	 ￥106,500

充電式ブロワ
MUB184DRGX
バッテリBL1860B・充電器付

	 コード	 参考価格	
	 4844-7	 ￥65,900

充電式草刈機
MUR005GRM
バッテリBL4040・充電器付
	 コード	 参考価格	
	 5388-21	 ￥106,500

充電式芝刈機
MLM160DRF
バッテリBL1830B・充電器付
	 コード	 参考価格
	 3993-16	 ￥43,200

充電式芝刈機
MLM382DPG2
バッテリBL1860B×2・充電器付
	 コード	 参考価格
	 21796-8	 ￥93,000

ブロワー
UB1102（変速なし）
UB1103（無段変速）
	コード	 品番	 参考価格
	4844-9	 UB1102（変速なし）	 ￥11,500
	13935-1	 UB1103（無段変速）	￥13,600

生垣バリカン
MUH3052
	 コード	 参考価格	
	 3993-11	 ￥16,800

▶128 ～ 129 ページ

バッテリー・充電器・
インパクトドライバー
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数字
3枚刃ホルダー	 		49
6寸モップ	 		98
8寸モップ	 		98

アルファベット
A

A-1クリーニングクロス	 		134
AC2（消臭剤）	 		151
ACジェットシリーズ	 		67
ARA（アラ！）介護シリーズ	 		195
AW14/18DBL	 		63
AW18DBL	 		68

B
B4前処理剤	 		34
B5	 		12
BD30/4C	Bp	 		9
BD	50/40	RS	Bp	 		11
BD	50/55	W	Classic	Bp	 		10
Beat	mini-mini	 		5
Beat	MINI-マル	 		5
ＢＬ-24Ｌｉ	 		64
Blue	Pure	411	 		148
BM-2ホーキ	 		3
BMトートバッグ2way	 		171
BP-150LiⅡ/BP-130LiⅡ	 		5
BR30/1C	BP	 		9
BR	30/4C	 		9
BR	55/40（51/40）	W	Bp	 		10
BRC30/15C	 		31
BRUTE	コンテナ	 		173
BVL	5/1	Bp	 		20

C
CF002GZ・301DZ	 		64
CF-24Li	 		64
CF300DZ	 		64
Classic	405	 		148
CO2濃度測定器	 		148
CS-400Li	 		15
CV-21	 		20
CV30/1		CV38/1	 		14
CV-95H2	 		16
CV-96H2/CV-96HS2	 		16
CV-96H/CV-96HS	 		16
CV-G1/G2/G3	 		16
CV-G1200/G2100	 		16

D
Dios	NX	 		17
ＤＭＱ	 		146
Dr. ハドラス	 		148
Dバケット	 		47

E
ECサビ落しクリーナー	 		110
EFウィンドークリーナー	 		50
EFラグブルーム	 		91
EG-1/EG-2	 		10
EGrobo	 		12
ES300	 		31

F
F1	実之守	小太郎	 		118
FA15	Silenzio	 		142
FIN801EHG/WHG	 		63
FM-17/20-DS	 		4
FMミラクルパウダー	 		26
FPC	プロテクションコート	 		25
FX ハンドル	アルミ柄	 		139
FX メッシュ替糸（J）	 		3
FX メッシュ替糸ループ制菌	 		139

G
GRANDI	コンビブラシ	 		33

H
H-7	屋外設置物用ガラスコート剤			109
HALT（ハルト）	 		146
HD	4/8C	 		60
HD	4/8P	 		60
HD	4/11CBP	 		60
HD	7/10C	Food	 		60
HD9/23G	 		60
HD	9/50Ge	 		61
HD	10/22S	 		60
ＨＤＱニュートラル	 		146
HDS	4/7	U	 		60
HDS	8/17M	 		60
HDS1000BE	 		61
HGブルロン	 		90
HM4.0-JP	 		148
Hohtoトラスト	 		117

HOTJEBLO	YALE(エール）	 		62
HP-24Ｌｉ	 		64
HPM	磁性ブラシ	 		125
HPネイルブラシ	 		136
HPワンミニッツバスター	 		142、147
HV	1/1	BP	 		21
HyperV	 		186

I
IAQ モニター	 		126
i-mop	 		8

J
JHW-201	 		63

K
KM85/50R	Bp	 		15
KYC-20A	 		68
K-スクリット	 		136

L
LTS-R	 		1、103
Luics	 		115

M
MAXシリーズポリ袋	 		191
MC-G100P	 		17
MC-G3000P	 		17
MM 網戸ブラシ	 		124
My16Ｂ	 		9
M 替糸（8寸幅）	 		98

N
N-95規格マスク	 		153
NABC（ナバック）	 		146
NEWアルテクト速乾	 		142
NEWカビクリーナー	 		82
NEWプロインパクト	 		22
NEXTバスクイック中性	 		81
NEXT	バスパワー弱アルカリ性	 		81
NEXTバスリセット	 		81
NT	22/1	AP	BP	 		18
NT30/1Ap・NT40/1Ap	 		18
Ｎスター	 		144
NライトOne	テレスコピックポール			53
Ｎライト	アングルアダプター	 		53

O
OE-1	消臭剤	 		151

P
PH 試験紙	 		69、127
PP 標識ロープ	 		37
Puzzi	8/1	C	 		30
Puzzi	10/1	 		30
PVA スポンジワイパー	 		97
PミニDX	 		175

Q
ＱＱフォールアレスター	 		54

R
RCS-400	 		15
RCS	セラミック用	防滑コート	 		27
RD-ECOⅡR	 		17
RENエスカレータークリーンキット			169
Rook17快α	 		10
R スクレーパー	 		49
r-マイクロタフスウィフト	 		3、59

S
SDT-L01N	 		63
SE-500iXⅡ	 		12
SG	4/4	 		63
SGV	8/5	 		63
SKYROTECマーク1プラス	 		54
SMSカーペットブラシ	 		32
SPPエキストラ	 		8
SPPパッド	 		8
SPPファイン	 		8
SR-3Li	 		19
SS ホルダー	 		47
ST-24N/28N	 		12
STM-304N	 		63
STP-202W	 		63
SWINGO	755B	855B	 		10
SYR	システムモップ・ブラシ	 		102
SYR バケット＆リンガーセット	 		1、103
SYRブラシ	 		102
SYRフラットモップ	 		102

T
T2	 		9
T7	 		11
T7/1	クラシック	 		16
T7	AMR/	T380AMR	 		12
T	9/1	Bp	 		16
T300	 		10
T350	 		11

T500	 		11
ＴＡ-4	 		26
tanQest	 		17
TASKI	ウルトラプラス	 		140
TASKI	ウルトラプラスモップ	 		140
TC20-R	 		1、103
TRタンクⅡ	 		99
Tシャツ	 		181
Tバー（スクイジー）	 		42

U
UV樹脂加工塩ビ系床対応コート	 		25
Uカンキャリー	 		101

V
VBクリーナー	 		124
VC261DZ	 		20
VC560DZ	 		14
VC660DZ	 		20
VC860DZ	 		18
VC862DZ	 		18
VS2	エスプリ	 		32

W
WetVac	F-30Li	 		19
WetVac	H-12Li	 		19
Whiz	i	 		15

X
XD-85LH	 		201
X カート	 		171
Ｘパワー	 		64

Z
ZIP-IT	 		78
ZKシリーズ	 		13

かな
あ

アースジェット	 		114
アーバンちりとりD-BL	 		97
アイラ	 		148
アクアウォッシュBW	 		192
アクアガード	 		24
アクアピル	 		83
アクアフィル	 		48
あく洗い自慢	 		112
アクシャルニュースターAN	 		88
アクシャルニュースターLS	 		88
アクシャルニュースター液体NR	 		88
アクシャル前洗い用洗剤	 		86
悪臭バイバイ	 		78、150
アクティベイトL-40	 		192
アクリル板	 		149
アクロンAB	 		112
アジクリーンパッド	 		29
アシッド	 		70
足場台	 		55
足元注意マット	 		36
アスピブナン	 		117
アスマン通風乾湿計	 		126
アタック業務用	 		192
アタック消臭ストロングジェル	 		192
アタックZERO	業務用	 		192
あっちこっちあみたわしクロス	 		57
あっちこっちクロス	 		57
アドクリーンシューズ	 		137
アドバンスファン	 		158
アドビオンアントジェル	 		117
アニマルキャッチャー	 		119
アニマルトラップ	 		119
アネモマスター	ライト	 		126
油吸収シート	 		136
油取りフロアシート	 		164
油汚れ用洗剤	 		84
アブラリムーバー	 		107
アマドーレブラシ	 		124
網戸ブラシ	 		124
アリアースジェット	 		117
アリストン/ニユートン/クレストン			108
アリの巣徹底消滅中	 		117
アルカリイオン水生成機	 		13
アルカリ排水中和剤	 		26、69
アルクリーナー	 		106
アルコールウェットワイパー	フキフキ	 		
147
アルコール除菌剤EX	 		145
アルコール噴霧機	I-F	 		145
アルコールボトル600	 		145
アルタ	クラフト	 		80
アルタ	シート	 		80
アルティメットスクイジーセット2.0	 		44

索 引 I N D E X

アルティメットスクイジーセット3.0	 		44
アルティメットブラシ	 		32
アルファZAK	 		7
アルファクリーナー	 		69
アルミエッジプロテクター	 		54
アルミニウムチャンネル	 		42
アルミホイル	 		89
アルミレンジフィルター洗浄システム			84
泡切れエコソフィT	 		22
泡スプレイヤー	 		132
泡で出てくるハンドソープ	 		74
安全靴	 		186
安全フェンス	 		37
安全ベスト	 		39
アンダークリーンⅡ	 		4
アンツバスター	 		117
アンテア50BT	 		10、11
アンテア50BTO	 		11
アンドレ	 		106
アンモニアクリア	 		78

い
イージートラップダスター	 		94
イージーマルチクリーニングツール	 		85
生垣バリカン	 		204
イシドーレ	 		28
石床プロコート	 		109
イシモール	 		109
意匠モップ台	 		98
イシラーク	 		27
犬猫忌避スプレー	 		119
イノベーター	 		4
イベントブルゾン	 		181
医療用廃棄物容器ホルダー	 		141
衣料用洗剤	 		192
衣料用ブリーチ	 		193
イレーサープロ	 		69
インテリアコーティング	 		35
インパクトドライバ	 		128
インパラス	 		108

う
ヴァイカン	ハイジーンブラシ	 		125
ヴィレダ	 		58
ウィンタークリーン	 		83
ウィンドクロス	 		57
ウーロン茶TB	 		199
ウエス	 		134
ウエストバック	 		52
ウェストポーチ	 		52
ウエットクロス30P	 		142、147
ウエットディスポーザブルモップ	 		98、
138
ウェットバキューム	 		18
ウェルZ	 		24
ヴェルテックスブラシ	 		28
ウォータークリーンガード	 		109
ウォータータンク	 		200
ウォーターバスター	 		201
ウォーターパン	 		97
ウォッシャーカバー	 		46
ウォンド	 		31
ウタマロ石鹸	 		193
ウッディカラー	 		160
ウッドコーン	 		43
梅こぶ茶	 		199
ウルトラベープPRO	 		115
ウロコ落とし	 		80
ウンガー	 		46
ウンガーウォーターポール	システム			53
ウンガージェル	 		53

え
エアークッション	 		168
エアームーバー	 		64
エアーラム	AR45	 		14
エアウィングシリーズ	 		69
エアコン洗浄セット	 		67
エアコン洗浄マニュアルDVD	 		69
エアコンフィルター	 		69
エアスクープJ	 		19
エアダスターA2	 		66、68
エアフィーノ	VS-50S	 		148
エアロカートα	 		172
エアロカートΣ	 		172
衛生用ハンドブラシ	 		121
液体ビック	 		192
エクステンションポール	 		43
エクステンダーバン1ガロン	 		116
エクセレイタースクイジーセット2.0	 		45
エクセレイター	ハンドル	 		41
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傘立て	 		167
傘袋	 		167、191
加湿器	 		148
カソロン粒剤6.7	 		203
過電流防止ブレーカー	 		38
カビキラー	業務用	 		82
カビキラー電動スプレー	 		82
カビクリア	 		82
カビシラズ	 		113
カビスケ	 		113
カビセンサー	 		110
カビとり一発	 		82
カビとり剤/カビ防止剤	 		82
鎌	 		203
紙おしぼり	 		157
紙オムツ用ダストボックス	 		155
カミソリ	 		198
ガム取り	 		48
ガムとりプロ	 		34
ガムリムーバー	 		34、107
亀の子タワシ	 		121
カメムシ忌避剤	 		118
カメムシクモスプレー	 		118
カメムシコロパー	 		118
カメムシ退治プラス忌避防除剤	 		118
カメムシ用キンチョール乳剤	 		118
カラーコート	 		160
カラーコーン	 		38
カラータオル	 		58
ガラス一発クリーン	 		57
ガラスウォッシュプロ	 		53
ガラスクリア	 		53
カラス撃退用具	 		118
ガラスコート剤	 		109
カラスなぜ逃げる	 		118
ガラスのウロコ取り	 		80
ガラスマイクロス	 		59
ガラスマジックリン	 		53
カラビナ	 		54
刈込鋏	 		203
ガリレオ	 		108
カルティオ	 		175
皮スキ	 		48
皮手袋	 		183
簡易マスク	 		153
缶キャリー	 		101
ガンコたわし	 		122
乾湿両用バキューム	 		18
感染対策用品	 		148
感染防止クリーナー	 		146
かんたん汚物処理キット	 		143
簡単コート	ミニセット	 		79

き
キクロン	 		123
キケン注意テープ	 		37
キッチニスタラップ	 		89
キッチンハイター	 		87
キッチンペーパー	 		89
キッチンワイドハイター	 		87
木肌一番	 		112
木肌美人	 		112
キャスター	 		175
脚立	 		55
脚立足カバー	 		54
キャップ（帽子）	 		181
キャニオンスプレイヤー	 		130
吸収缶	 		152
吸水バスタオル	 		58
吸水ポリマーダスターⅡ	 		39
吸水マット	 		164
吸水ローラーミニ	 		96、162
吸水ワイパー	 		59
吸盤	 		54
キューブトラック	 		173
吸油マット	 		164
キュキュット	 		86
強アルカリイオン電解水生成機	 		13
教室・廊下用ワックス	 		160
業務用強力除湿機	 		201
業務用ゲロポン	 		143
強力カビハイター	 		82
キリスプレイヤー	 		130
銀Ag バスクリーナー	 		81
金属検出器対応ブラシ	 		125
巾着袋	 		197

く
クイックカート	 		173
クイックコネクトハンドル・フレーム			139

エクセレイターハンドル2.0	 		40
エコBM-2チリトリ	 		3、92
エコクリーナー	 		22
エコサクセス20L	えひめＡＩ-１	 		119
エコソフィ	 		22
エコライザー	 		151
エスカレーターポリッシュ	 		169
枝葉ちり取りフゴ	 		92
エックスサイド	 		35、151
エバック若草ユニット	 		163
エフロクリーナー	 		106
エフロジェル	 		108
エプロン	 		181
エボルブ	2	イン	1	 		14
エリートサイレント	 		31
エリエール除菌できるアルコールタオル	 		
147
エルゴテックTバー	 		46
エルゴテック	スイベルハンドル	 		46
エルゴテック	ハンドル	 		46
エルゴテックロッキングコーン	 		46
エレキャッチスター自在	 		51
エレックス	 		23
エレナックス	 		135
塩カル（融雪剤）	 		202
エンドックス	 		116
エントレールＢ	 		136
エンボスパッドネオ	 		7

お
オイルキャッチングシート	 		136
オイルキャッチングシートCF	 		136
オイルキラーストロング	 		84
オイルゲッター	 		107
オイルパス	 		85
オイルハンターストロング	 		84
嘔吐物処理キット	 		143
大型扇風機	 		65、158
オートディスペンサーF-1409S	 		145
オートビルセットⅢ	 		126
オーバークリーン100	 		78
オーバークリーンS	 		78
オーバーコーン	 		43
オーボット	 		29
オーボットLiFe	 		29
オーボットSLIM	 		29
オールクリーン	 		107
おがくず	 		143
オキシヴィル	 		147
オキシヴィルファイブ	 		147
オキシライト	 		147
屋外用マット	 		164
屋内用マット	 		164
おしぼりウエス	 		58、134
おそうじ消しゴム	 		123
お掃除ボックス1800	 		105
オゾン脱臭器	 		150
オゾン発生装置	 		148
お茶TB	 		199
オットセイブラシ	2nd	 		7、111
オリーブ	 		106
折りたたみ式	ウォータータンク	 		200
折り畳み式リアカー	 		175
オレンジバー	 		76
温水除草アクセサリー	 		61
温泉カビ	苔	ヌメリ取り	 		81
温度計	 		127

か
ガーデニング用品	 		202
カート	 		170
カービーアヴェリア2	 		14
カーペットエース	 		34
カーペットエクストラクター	 		31
カーペットシャーク	 		32
カーペット濯ぎ洗い機	 		30
カーペットブラシ	 		32
カーペット防汚剤	 		35
カーペットリンスクリーナー	 		30
カーボネイター	 		43
介護・看護用スプレイヤー	 		131
介護・看護用スプレイヤー	 		131
介護臭バイバイ	 		150
介護服	 		176
カウンタークロス	 		89
替糸	 		98
替刃	 		49
化学防護服	 		154
傘入れ袋スタンド	 		167
傘滴とりHD	 		167

クイックルワイパー業務用	 		94
空気入れ	 		129
空気清浄機	 		148
空調服	 		159、180
クールタオル	 		158
クールパックベスト	 		158
クールファン	 		158
草刈機	 		204
クシ	 		197
クスミトリスポンジ	 		71
靴カバー	 		154
クッキングシート	 		89
クッキングホイル	 		89
クックパー	 		89
クッションマット	 		135、165
クモコロパーFL	 		118
クモ退治	クモの巣予防	 		118
くもの巣キャッチャー	 		118
グラスグリーム	 		53
グラスパワー	 		80
グラスファイバーハンドル	 		96
クラフトテープ	 		168
クランクジョイント	 		46
グランドブラシ	 		162
グランプリ	 		23
クリア	スクリット	シリーズ	 		195
グリースクリーン	 		85
クリーミィクレンザーホーミング	 		87
クリーン＆クリーンF1	 		74
グリーン購入法適合ポリ袋	 		2
クリーンスーツ・シューズ	 		137
クリーンソープ	 		196
グリーンニュートラル除菌クリーナー	 		
146
グリーンブラシ	 		110
グリーンプラスフロアクリーナー	 		22
グリーンプラスワックスEX	 		24
クリーンルーム用バキューム	 		135
クリーンルーム用製品	 		133
クリーンレスト	 		120
クリーンワイプボックス	 		59
グリススプレー	 		134
クリスタルGU	 		24
グリストキャッチャー	 		85
グリストネット	 		85
グリストラップ管理用品	 		85
クリック&スクラブパット	 		42
クルクルキャッチ	 		39
クレベリン	 		150
クレンリネスシリーズ	 		100
クレンリネスハンドル	 		100、138
グロススペック27	 		24
グロスチェッカー	 		127
グロスメーター	 		127
グロリア	シリーズ	 		132
グングン吸水激絞りワイパー	 		97
軍手	 		183

け
携帯用油処理剤セット	 		136
警備服	 		179
激落ちダイヤ	 		80
ケストル	 		113
ケトル	 		129
ケルヒャーバッテリー	 		16
ゲロポン	 		143
ゲロポン-S	 		143
顕微鏡	 		116
ケンマロン	 		136

こ
工業用特殊ユニフォーム	 		179
工業用パッドNo.7447	 		136
抗菌アルコート	 		142
抗菌消臭マット	 		165
抗菌ワンダー	 		193
工事灯	 		38
工場向け製品	 		133
工場用洗剤	 		135
光沢王プラスC	 		23
鉱物油用クリーナー	 		134
コウモリ忌避剤	 		119
剛腕シリーズ	 		150
ゴーグル	 		153
ゴージョージェル	 		144
コートブラシ	 		162
コードリール	 		38
コードレスウェットバキューム	 		19
コードレス高圧洗浄機	 		63
コードレスドライバキューム	 		17

コードレスブロアー	 		64
コーナーガード	 		31、62
コームスタンド	 		199
コーン	 		43
コーンカバー	 		38
コーン看板	 		38
コーントップサイン	 		38
コーンバー	 		38
コーンベット	 		38
ゴキジェットプロ	 		114
ゴキブリトラップPP	 		114
ゴキブリバスター	 		114
ゴキブリムエンダー	 		114
ゴキラート5FL	 		114
コケ落とし外壁クリーナー	 		110
コケシラズ	 		110
こすってクリーン	 		76
ゴッシュカップクリーン	 		123
コットンセット	 		197
コニー	 		148
コネクター	 		48
コバエがホイホイ業務用	 		115
コピー用紙	 		168
こまわり君	 		175
ゴミ箱	 		166
コロコロ	 		92
コロンバン（酸性･中性）	 		107
コロンバン中性	 		27
コンクリートシーラー	 		109、134
コンテンポ	H2o2	 		34
コンビネイター2.0	スクイジー	 		44
コンビネイター2.0用Tバー	 		41
コンビネイター3.0	スクイジー	 		44
コンビネイターハンドル2.0	 		41
コンビネイター用プレミアムスリーブ			41
コンビブラシ	 		33
コンプレッション	 		180
梱包用品	 		168

さ
サービスウェア	 		178
サーマルカメラ	 		148
サイクロンアタッチメント	 		21
再生原料入りポリ袋	 		2、191
サイドキット	サプライポーチ	 		52
サイドツールホルダー	 		103
サイベーレ0.5SC	 		117
サインカート	 		36
サインバッグ	 		36
サインフック	 		37
サインボード	 		36
サウナマット	 		198
作業着洗い	 		136
作業服	 		177
先割ブラシ（ミドリ）	 		32
座敷ほうき	 		90
サスティナフロアコーティング	 		25
サッシノミ・ベラ	 		48
サッシブラシS	 		50
サッシベラ	 		48
殺鼠剤	 		116
サニタリーボックス	 		155
サニッシュMD	 		144
サニティー		室内/トイレ用	 		151
サニマイスター・デオ	 		148
サビクリーナー	 		76
サランラップ	 		89
三共デミリン発泡錠	 		115
酸性/中性トイレクリーナー	 		70
酸性ヌリッパー	 		76
サンダ	 		128
サンドクリーン	 		121
サンフーロン	 		203
残留塩素測定器	 		127

し
次亜塩素酸水	 		144
シーリングダスター	 		50
ジェットノズル	 		61
ジェットマンＦＣ６７ターボⅡ	 		62
ジェットマンFCHD0708Ⅱ	 		62
ジェットマンFCPSシリーズ	 		62
シェフたっぷり吸収ペーパー	 		89
塩飴	 		158
自在ほうき	 		90
システムスノコ	 		165
施設備品	 		164
シダブラシ	 		7
室内環境測定セット	 		126
ジップロック	 		89

自動芳香器	 		78
自動床洗浄機	 		9
シトリックス	55	 		76
シトリックス	99	 		70
ジフクリームクレンザー	 		87
シミとりキットAD	 		34
シミとり剤（カーペット用）	 		33、34
シミとりブラシ	 		32
ジムエース	 		160
ジムクリスタル	 		134、160
ジムフィニッシュS	 		113、160
ジムモップ	 		161
シャインポリッシュ	 		35
蛇口用プラグセット	 		203
遮光・遮熱シート	 		158
遮光スプレーボトル	 		130
シャットアウトＳＥ	 		117
ジャニターカート	 		171
シャボネット石鹸液ユム	 		74
シャボネットユムP-5	 		74
しゃらく	 		108
砂利分別十字チリトリ	 		92
シャワーキャップ	 		197
シャワーフィードアッセンブリー	 		7
シャンピングコスモス	 		5
シャンピングタンク	 		4
シャンピングブラシ	 		32
シャンプー	 		194
シューズカバー	 		149
シューズブラシ	 		124
充電器（マキタ）	 		129
充電器（ケルヒャー）	 		16
充電器（ペンギン）	 		19
充電式クリーナー	 		21
柔軟剤（衣料用）	 		193
手指消毒用アルコール	 		144
シュシュ	 		196
浄化槽無臭元	 		119
消臭元	 		151
消臭剤	 		150
消臭・防臭	ポリ袋	 		191
消臭剤（カーペット用）	 		35
消毒液塗布モップ	 		138
消毒マット	 		165
消毒用アルコール	 		145
消泡液	 		26
除菌シールドケア	Ag+	 		148
除菌消臭衛生水β	 		150
除菌洗浄液ネオ	 		142
食添ブリーチ	 		87
食品工場フード	 		137
食品工場向け上着	 		137
食品工場向けパンツ	 		137
食品工業用ブラシ	 		125
除雪機	 		202
除草剤	 		203
食器洗浄機用洗剤	 		88
食器用洗剤	 		86
ショップ500	 		134
ショップ600	 		134
ジョンマスター	HD ダンプモップ	 		140
ジョンマスター	スタンダードモップ			140
ジョンマスター	プロHD	モップ	 		140
白木美人	 		112
白木用ワックス	 		113
シリカパウダー	 		27
シルバー400Ⅱ/600	 		15、142
シルバーNファースト	 		68
シルバーNプラス	 		66
シルバーイージーファースト	 		68
シルバーマイルドファースト	 		68
シルバーミニ	 		69
シルバーリンスファースト	 		68
シルバーワイパーU	 		97
白タオル	 		58
新イシモール	 		28
シングルユースクロス	 		59
人工芝	 		163、165
真鍮チャンネル	 		42
真鍮ハンドル	 		41

す
水質計	 		127
水性エクスミン乳剤	 		114
水性キンチョールジェット	 		114
水性ゴキラート乳剤SES	 		120
水性シミ消しα	 		33
スイッパー	掃除用具入れ	 		105
スイトル	 		19

スイベルＴバー	 		42
スイベル可動式ストリップTバー	 		46
スイングバックライト	 		14
スウィングモップ	SM40	 		99
スウィンゴ2100マイクロ	 		11
スーパーアフピリンゲル	 		116
スーパーカールコード	 		48
スーパーガジェット	 		114
スーパースズメバチジェットプラス			117
スーパースチームリンサーS101/102			30
スーパーゾルブパッド	 		29
スーパーデスモア	 		116
スーパーハードコートA	 		24
スーパーパイルブラシ	 		31
スーパーファン	 		66
スーパーブラシ2000	 		7
スーパーブレークアップTG	 		84
スーパーポシェット	 		52
スーパーホワイトウォッシュ	 		192
スーパーリムーバープロEX	 		22
スカイコード	 		48
スカイ	サイドバケット	 		47
スカイテープ	 		168
スカムセーブネット	 		85
すきまピカピカ10本入	 		73
スクイーズデラックス	 		53
スクイザー	 		101
スクイジーセット	 		44
スクイジーボールモップ	 		73
すくいネット	 		83
すくいん棒	 		85
スクールジム	 		160
スクール水性	 		160
スクールタフ	 		160
スクール木床用	 		113、160
スクラバー	 		9
スクラビングバブル	トイレスタンプ			77
スクラブシート	 		76
スクラブブラシ	 		29
スクラブメイト550WB	 		10、11
スクラブメイトミニ360B	 		9
スクリット	シリーズ	 		195
スクリット	椿シリーズ	 		195
スクリュー型フロアスクイジー	 		96
スクレイパーS-PRO	 		49
スクレーパー	 		49
スケールカットP	 		81
スケールバケツ	 		97
スケールパワー	 		71
スコッチブライトスポンジ	 		122
スタティックロープ	 		54
スタンダードベース	 		25
スタンディングカート	 		172
スタンドライト	 		129
スチームクリーナー	 		63
スチコンクリーナー	 		87
ステイン1（ワン）	 		33
ステインアウェイ	 		34
ステインガーディアン	 		35
スティングレイ	 		52
ステインマジック	 		33
ステインマジック石材用	 		107
ステングロス	クリーン＆ポリッシュ			169
ステンレスウォンド	 		31
ステンレス皮スキ	 		48
ステンレスキットNCA	 		77
ステンレスクリーナー	 		77、169
ステンレスタワシ	 		121
ステンレスチャンネル	 		42、46
ステンレスハンドル	 		41
ステンレスブラシ	 		124
ステンレスブラシα-ZAK	 		7
ステンレスブラシぴかQ	 		32
ストーブ	 		202
ストーンキープクリーナーA＆B	 		109
ストーンライフクリーナー	 		109
ストーンライフコート	 		109
ストリームエコ濃縮タイプ	 		86
ストレッチフィルム	 		168
スネークアウェイ	 		119
スノーマイクロファイバースリーブ
（NIVEO）	 		42
スノコ	 		165
スパーピル	 		83
スパイラルモップ	SC4215	 		99
スパクリーン	 		81
スパットクリン	 		121
スパバキューム	 		83
スピアーサイクロンプロ	 		21

スピードウェイ	 		23
スプラッシュエンボスブラシ	 		93
スプラッシュパッドホルダー	 		13
スプラッシュラーグキャッチャー	 		98
スプリングモップ#8	 		98
スプリントグロス	 		25
スプリントタフ	 		25
スプリントリストアラー	 		26
スプレイヤー	 		130
スプレーバルチャー	 		32
スプレーペンギン	 		31
スペアラバー	 		40
スペースバック高所クリーニング	 		56
スベラネット	 		26
滑り止めテープ	 		37
スポッティングキット	 		34
スポットエアコン	 		158
スポットリンサー	 		30
スポンジ	 		121、122
スポンジタワシ	 		123
スポンジワイパー	 		97
スマート	外壁洗浄剤シリーズ	 		106
スマートスポンジ	 		71
スマッシュ	業務用	 		87
スミスリン粉剤	 		120
スミッコブラシサッシ用	 		50
スモークスオフポンジ	 		121
スリーブ（ウォッシャー）	 		42
スリッパ	 		188、199
スリムエアムーバー	 		65
スリムブラシ	 		124
スリング	 		54

せ
清掃システムラックA	 		105
清掃用品収納関連	 		104
制電サンダル	 		137
制電フード	 		137
静電防止剤	 		35
セーフガード-R	 		1、36
セーフタッチ	アルコールジェル	 		144
セーフティシューズ	 		186
セーフティ長靴	 		188
セーフトラックマット	 		37
赤外線温度計	 		148
石油ストーブ	 		202
石油ファンヒーター	 		202
石鹸	 		196
石鹸カス除去剤	 		81
接触冷感マスク	 		158
ゼットワン	 		146
セパ	スリムペダル	 		166
セフティーバケット	 		47
ゼブラウォッシャーカバー	 		46
セラグリップ	 		27
セラケアパッド	 		28
セラトリートメント	 		27
セラミック洗浄用メラミンパッド	 		28
セラミック床用クリーナー	 		27
セラミック床用ノンスリップ剤	 		27
セラミック用中性洗剤	 		27
セラミック用日常防滑クリーナーV3			27
セラミック用	防汚剤	 		28
セラリムーバーS	 		27
セラリムーブ	 		27
セルソーブ	 		85
セルロースワイプ	 		3
センサーXP	 		14
洗車ブラシ	 		124
洗濯洗剤	 		192
洗たく槽カビキラー	業務用	 		82
せん定ハサミ	 		204
全閉式工場扇	 		66、158
洗面器	 		199

そ
騒音計	 		126
雑巾	 		58
送風機	 		64
送風機X-8	 		65
即効MASTER	 		27
ソニカルコート	 		23
ソニカル	ダスタークロス	 		94
ソニカルホワイト	 		192
ソファークリーニングシステム	 		32
ソフター	 		193
ソフター1/3	 		193
ソフターE	 		193
ソフティ	シリーズ	 		195
ソフトパッド	 		103

ソフトモップS424/260	 		99
ソリッドウルトラ	 		88
ゾルバ	 		39

た
ダートチェイサー	 		34
ダートルマット	 		79
タートルモップ糸付	 		99
ターボプロX-34R	 		64
体育館モップ	 		161
体育館用コート剤	 		161
体育館用樹脂ワックス	 		160
台車	 		174
耐針手袋	 		184
耐切創手袋	 		184
帯電剤	 		161
タイネックス	カーペットブラシ	 		33
タイネックストイレブラシ	 		73
タイネックス表面洗浄ブラシ	 		6
タイネックスブラシ	 		6
耐熱グリス	スプレー	 		134
耐熱シルバーほうき	 		91
耐熱手袋	 		185
タイムカード	 		168
タイムカットSG	 		24
ダイヤスプレー	 		132
ダイヤブラシ	 		110
ダイヤモンドディスク	SRシリーズ	 		111
耐油手袋	 		185
耐油ドライヤー	 		95
タイルキング	 		109
ダイローブ	 		185
タオル掛け	 		167
タオルペーパーケース	 		155
多機能環境測定器	 		68、127
濁色度計	 		127
ダクトホース	ケース付	 		65
匠ポール	 		43
竹ぼうき	 		90
ダスターカート	 		171
ダスターキット	 		94
ダスタークロス	 		94、141
ダスターバケ	 		124
ダスターハンドル	 		141
ダスター（ブラシ）	 		50
ダスターホルダー	 		141
立入禁止テープ	 		37
脱衣かご	 		198
たび	 		199
ダビンチ	 		107
タフネスSU	 		23
タフモップ	 		99
ダブルポシェット	 		52

ち
チーターパッド	 		110
チェンソー	 		204
チャック付ポリ袋	 		190
チャッポリン	ロングサイズ	 		119
チャンネル（スクイジー）	 		42、46
チャンネルブラシ	 		124
中性リムーバー増粘フローリング用			113
チューブダスター	 		50
チューレスねずばんパテ	 		116
超耐久プロつやコートⅡ	HG	 		24
超ツヤ密着コート	 		24
チョウバエダスター	 		115
チョウバエバスター	 		115
ちり紙	 		156
ちりとり	 		97
チリトリ	 		92
ちりとり捨楽	 		92

つ
ツイスター	ダイヤモンドパット	 		111
ツインフォース38Li	 		15
ツールキャリー	 		171
ツールバケット	 		103
ツールフレックス	 		104
ツールフレックスワン	 		104
ツールホルダー	 		47
使い捨てスリッパ	 		199
使い捨て手袋	 		185
つけ置き用洗剤	 		86
つなぎ	 		177
つや消し40/20	 		113
つやワザ復元クリーナー	 		25

て
手洗い用品	 		74
ティーポールグリーン	 		86
ディスインフェクター30	 		138
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ディスクグラインダ	 		128
ティッシュペーパー	 		157
ディフォーマー	 		26
ティルトトラック	 		173
手形サイズクリーニングクロス	 		134
デターファインエコスーパー	 		88
デターファインコンク	LA	 		88
デターファインコンク	LM	 		88
デッキブラシ	 		93
鉄道型水取り	 		97
テナント	2370	 		12
手袋	 		182
デミ	ダイヤモンドセット	 		115
デュラフレックスラバー	 		42
デライム	 		88
テレプラスポール	 		46
天井払い	 		50

と
トアレC/トアレS	 		70
トイレカラーボール	 		77
トイレクイックル	 		75
トイレクリーナー	 		70
トイレクリーナーシート	 		75
トイレコート	ミニセット	 		79
トイレコーナー	 		155
トイレコーナースタンドⅢ	 		155
トイレ小物置台	 		155
トイレ消臭剤	 		78
トイレそうじ	シール命中くん	 		78
トイレットペーパー	 		156
トイレの消臭元	 		151
トイレの消臭	防臭剤	 		78
トイレ備品	 		155
トイレブラシ	 		71、72
トイレマジックリン	 		70
トイレメンテナンスセット	 		79
トイレ用柄付きスポンジたわし	 		72
胴付水中長靴	 		188
動物よけ	粒剤	 		119
トータルキラーエクストラS	 		114
トーレス	 		110
ドクターアングル	 		43
特紡替糸（8寸幅）	 		98
トコジラミ（南京虫）駆除剤	 		120
トコジラミ検査キット	 		120
トコジラミトラップ	 		120
トップローラーワイド	 		92
トムセン	 		169
ドライウォーカーフレックス	 		47
ドライバドリル	 		128
ドライマスターDC	 		25
ドライヤー	 		95
ドライワイパー	 		95
ドライワックスオフ特撰	 		113
トラフィックレーンクリーナー	 		34
ドラムファン	 		65、158
鳥よけフィルム1707J	 		118
トルネード回転モップ	 		101
トルネード（湿布吸着剤）	 		107
トルネード	ローム13	 		14、142
トレーナー	 		181
トレシモン	 		169
ドレストン	 		106
トレマークwith 除菌	 		148
トロリーハーフ	 		141

な
ナイロンたわし№96	 		122
ナイロンデッキ60cm	 		93
ナイロン回転ブラシ	 		6
長靴	 		188
流し台メンテセット	 		77
流せるトイレブラシ	 		72
ナチュラル・ダスター	 		3
ナノエッジ	 		5
ナノトロリー	 		141
ナルビー替刃	 		49
ナルビー	カミソリホルダー	 		49

に
ニックスARテープ	 		114
日産ハイライト	 		82
ニッシンクリーナーS	 		86
ニトリルグローブ	 		184
ニューウェア	 		87
ニュー吸水ソフター	 		193
ニュー除水ローラー	 		96、162
ニューシャンプー	 		34
ニューデュドライ	 		88
ニュートラコート学校用	 		160

ニュートラコート体育館用	 		160
ニューパイルリセッター	 		31
ニューバスシャイン	 		81
ニューブリーチP	 		193
尿石除去剤	 		70
尿石バスター	 		70
尿石防止剤	 		77
ニンジャバケットオンベルト	 		47

ぬ
布テープ	 		168
ヌリッパー×2	 		23

ね
ネイルブラシ	 		136
ネオカラーモップ#8	 		98
ネクスターラバー	 		42
ネズミZ	 		116
ネズミ撃退器	 		116
ネットバスクリーナー	 		121
ネットホルダー	 		85
ネディウス	 		20
粘着テープ	 		168
粘着マット	 		135、165
ネンドル	 		107

の
ノータッチ式ディスペンサー	 		74
ノーチラスMX3-500	 		30
ノーベルAB	 		112
ノズル	 		203
ノックダウンダスター	 		117
ノロウィルス対応クリーナー			146、147、
148
ノンスリップシリーズ	 		161

は
パーカー	 		181
パーツクリーナー	 		133
パーテーション	 		149
ハートジェル	 		118
バードレスマットⅠ型/Ⅱ型	 		118
バーニッシャー	 		12
ハーネス	 		39
ハーネス用反射ベルト	 		39
ハーバルスリープラス	詰め替え	 		192
ハーバルソフター特大	 		193
ハーベストV500	 		192
パーモソフトテカ	 		24
バイオガードシリーズ	 		86
バイオハーベスト	 		192
バイコンポーネントハンドル	 		41
ハイジェニックオートモップ	 		9
ハイジェニックカート	 		141
ハイジェニッククリーナー	 		142
ハイジェニックフロアスクイジー	 		96
排水管理人	 		78
ハイセーフティー	 		69
ハイソリッドPWH	 		88
ハイター	 		87
ハイターＥ	 		143、193
ハイダスター	 		140
ハイテクフローリングコート	 		113
ハイドロパワー	 		53
バイパーAS4325B	 		9
ハイパーＶ	 		188
ハイパーアルテクト	 		142
ハイパーダクトクリーナー	 		84
ハイパッド	 		122
ハイバフ光ナノプラス	 		25
ハイパワー洗浄水	 		13
パイプクリアジェル	 		78、87
パイプ臭バイバイ	 		78、150
パイプ製足場	 		55
パイプ洗浄剤	 		78
パイプハイター高粘度ジェル	 		78、87
パイプヒーター	 		203
パイプユニッシュPRO業務用	 		78
パイプ用フック	 		105
ハイブリッドクリーナー	 		23
バイフレッシャー	 		59
ハイプロックス	アクセル	 		146
ハイプロックス	スタビル	 		146
ハイポール用天井払いⅡ	 		50
ハイポネックス	 		203
ハイライト	 		82
ハウスポール	 		51
ハウスポールすみっこブラシ	 		51
ハカマ	 		5
バキュマット120	 		18
バキュマット220T	 		18
白衣	 		176

ハクリキング20	 		22
はくり剤	 		22
ハクリスター	プロ10	 		22
はくり廃液処理剤	 		26
はくり廃液中和処理剤	 		26
剥離マサムネ弐	 		22
バゲージラック	 		199
バケツ	 		97
バケット22L	 		48
バケットオンベルトクラシック	 		47
バケットホルダー	 		105
バケット＆リンガーセットNU3	 		103
バケット＆リンガーセット	U2	 		103
はしご	 		55
バスクリーナー	 		81
バスコート	ミニセット	 		79
バスタオル	 		58
バスマジックリン	 		81
バスマット	 		165
はたき	 		51
ハチアブマグナムジェット	 		117
ハチノックＳ	 		117
蜂武者	手袋付	 		117
ハッカトル	 		108
パッコンバー	ケース付	 		75
ハッシュトーンライト	 		14、142
バッテリー	 		12
バッテリー液	 		12
バッテリー（ケルヒャー）	 		16
バッテリー（ペンギン）	 		19
バッテリー（マキタ）	 		129
パッドクリップ	 		13
パッド台	 		7
パッドホルダーNo961	 		121
パッドホルダー	No6472	 		13
バフィングパッド	 		6
パフォーミィ	 		86、144
ハブノックネオ	 		119
歯ブラシ	 		198
歯ブラシ型ブラシ	 		124
ハブラシ君	 		124
ハブラシ君	1号/5号	 		77
歯磨き粉	 		198
ハミング消臭実感	 		193
ハリコーン	 		37
バルチャーオービダル	 		30
パワーアジ	17”	 		29
パワークリーンＺⅡ	 		83
パワークリンキーパー高速すすぎ	 		87
パワージェル（しみとり剤）	 		34
パワーストリームコンク	 		86
パワーソースキット	 		129
パワー花子	 		106
パワーブラシスーパー	 		93
パワフルファン	 		66
ハンガー	 		199
ハンガーDS	 		162
ハンガーGS	 		162
ハンディースクイジー	 		85
ハンドスキッシュEX	 		144
ハンドソープ	 		74、75
ハンドパッド	 		13、121
ハンドパッド取替え用	 		13
ハンドブラシ	 		121
ハンドブラシ手編み	 		124
ハンドブロック	No.6473	 		13
ハンドポリッシャーキット	 		80
ハンドル（スクイジー）	 		41
半はくり剤	 		23

ひ
ヒートベスト・ヒートジャケット	 		180
ビートル	 		108
ビエリモ	 		144
ビオレU	 		195
ビオレU	泡で出てくるハンドソープ	 		74
ぴかQ	 		32、111
ピカソ	 		106
ピカ－ト1000	 		107
光誘引補虫システム	 		115
ビジネス・スーツ・Yシャツ	 		181
非常用簡易トイレ	 		200
ピタゴラス	 		106
ピタッとシール	「男性スタッフが清掃作業
中」	 		1、36
ビック	除菌プラス	 		192
びっくり粉	 		108
びっくり抗菌トイレクリーナー	 		73
ピュアレットS	 		75

ピューミィ	 		76
ピューラックスS	 		83
病院向け高性能バキューム	 		142
病院用ケミカル	 		142
病院用ハイター	 		143
漂白剤	 		87
漂白剤（衣料用）	 		193
飛来昆虫対策用	蛍光管カバー	 		115
肥料	 		203
ビル管理台	 		127
ビルメンカートＦ	 		171
ビルメンカートL	 		171
ビルメンテナンスウェアー	 		176
広口スプレイヤー	 		130

ふ
ファミリーガード	 		144
ファミリーフレッシュ業務用	 		86
ファンヒーター	 		202
フィエスタシリーズ	 		194、196
フィキシクランプ	 		46
フィッティングボード	 		155
フィトルモップ	 		161
フィンストレーナー	 		68
風除室用マット	 		164
風速計	 		126
フード	 		137
プールクリアー	 		83
プールクリアー防藻剤	 		83
プール用浄化剤	 		83
フェイスシールド	 		149
フェイスマスク	 		197
フォームガンS	 		132
フォールアレスター	 		54
フグスリーブ	 		42
フグフリック（スリーブ）	 		41
ふちピカflash	 		38
フッ素ガード	スポンジ	 		71
フッ素ガードブラシ	 		71
ふとんクリーナー	ひなた	 		17
フマキラー	ND-03	 		120
踏台	 		55
冬物用品	 		202
フライキャッチャー	 		115
プライド	 		35
ブライトヒーターHRS330	 		162
フライマグネット	 		115
ブラインドクリーナー	 		124
プラサッシベラ	 		48
ブラシ	 		50
ブラシ＆ボンネット	 		34
ブラシワイパー付	 		93
ブラックアウト	 		120
ブラックスプレイヤー	 		130
フラッシュ	 		76
フラットタンク	 		99
フラットモップ	 		1、102
フラットモップホルダー	 		1、102
フラワークリーン	 		51
ブランコ	 		54
ブリーチ	 		87、193
フリーハンドルモップ	 		99
フリック（スリーブ）	 		41
ブルーシート	 		201
ブルーム	 		90、97
ブルーラベル	 		32
フルハーネス対応ユニフォーム	 		181
ブレークアップS	 		84
プレート	 		7
プレス替糸（6寸）	 		98
プレス式バケツしぼり器	 		101
プレスモップ	 		98
フレックスランヤード	 		39
フレッシュクリーナー	 		51
プレミアムTバー	 		42
プレミアムスクレーパー	 		49
プレミアムスナッパーハンドル	 		41
プレミアムスリーブ	 		42
プレミアムハンドル	 		41
プレリム	 		32
プロアーケン	 		119
フロアオイル	 		160
フロアサインテント	 		36、37
フロアシート	 		163
フロアシートハンガー	 		163
フロアシート巻取り機	 		163
フロアスクイジー	 		96
フロアパッド	 		6
フロアブラシ60/90	 		162

I N D E X

フロアメイト・ジェット	 		18
風呂椅子	 		199
フロクワット	 		145
プロジェンII プラス	 		88
プロスポットクリーナー	 		33
プロソフト	 		77
プロソルブ	ジェル	 		34
プロタッチ	 		77
プロテクションコートシリーズ	 		25
プロテックついたて君(4ヶ国語)	 		36
プロテック	ツールカートJ	 		170
プロテックツールキャリー	 		171
プロテック	ライナーカートマルチ	 		170
プロデュシャインプラス	 		88
プロバランス	ネクスト	 		24
プロパンバーニッシャー用パッド	 		6
プロフリーカーペットブラシ	 		33
プロフレックスダスター	 		50
プロボード	 		116
プロポケットⅢ	 		52
プロ用ゴキブリ駆除剤	 		114
ブロワー	 		204
プロワーク	 		35
粉塵計	 		126
ブンチリTW-BL	 		92
噴霧器	 		116、130

へ
ペアクリーナー	 		50
ヘアバンド	 		196
ヘアブラシ	 		197
ペーサー12	 		14
ペーパータオル	 		157
ペーパータオルケース	 		155
ペーパータオルスタンド	 		149
ペダルオープンツイン	 		166
ベビーダスター	 		116
ヘビ忌避剤	 		119
ヘビ撃退殺ヘビスプレー	 		119
ヘビ捕獲棒	長五郎	 		119
ペリカンクリップ	 		196
ペリコート	α	 		133
ベルクロパッドホルダー	 		13
ベルト	 		48、80
ベルトクリーナー	 		169
ベルトパーテーションLight	 		167
ヘルメット	 		38
ペンギン	バッテリー・充電器	 		19
便座除菌クリーナー	 		75
便座用	衛生用品	 		75
ベンチ	 		166

ほ
ポイズンリムーバー	 		117
防災ジャケット	 		200
防カビ抗菌コートPLUS	 		69、82
防カビ抗菌コートJET	 		69
防カビ抗菌コート高耐久	 		69、82
防寒手袋	 		185
防寒長靴	 		188
防寒ユニフォーム	 		177
ほうき	 		90、91
防護服	 		154
防護マスク	 		153
防災ウェーダー	 		200
防災おんぶ担架	 		201
防災サロペット	 		200
放射温度計	 		127
防じんマスク	 		152
防錆剤	 		133
防鼠ビニルテープ	 		116
防鼠ブラシ	 		116
防ダニシートS	 		120
防虫ファンＤＢ	 		115
防鳥糸掛け器	 		118
防毒マスク	 		152
ホース	 		203
ホースカバーネオ	 		31、62
ホースリール	 		203
ポーラス7・ポーラス14	 		27
ホールディングカート	 		170
ポール（モアマン）	 		43
ホールモップ	 		161
ポケットスクレーパー	 		49
保護めがね	 		153
補修マジックDX	 		113
保鮮シート（食材用）	 		89
ポッキンブレーカー	 		38
ボックスウォール	 		200
ホットジェブロふじやまR2	 		31

ホットネオイスト	 		48
ホットボックス2	 		62
ポップアップセーフティサイン	 		37
ボディーソープ	 		194
ボディスポンジ	 		197
ボディソープアロエ	 		196
ホテルアメニティトート	 		172
ホテルリネンワゴン	 		172
ポリガウン	 		149
ポリッシャー	 		4
ポリッシャースタンド	 		4
ポリッシャータンク	 		4
ポリッシュバー	 		76
ポリ袋	 		189
ポリ袋	 		2
ボルトロックホルダー	 		13
ポルベック	アプリケーター	P	 		94
ポルベック	ダスタークロス	 		94
ホルムアルデヒド検知器	 		127
保冷温庫	 		129
保冷剤	 		158
ポロシャツ	 		181
ホワイトパワー	 		193

ま
マイクロウォッシャーカバー	 		46
マイクロオーボット	 		29
マイクロカート	 		170
マイクロキャリーバッグ	 		100
マイクロクリーンクロスN	 		57
マイクロクロスmini	 		57
マイクロクロス輪留め	 		58
マイクロス	 		59
マイクロスーパーゾルブパッド	 		29
マイクロスプレー	 		130
マイクロスプレー黒	 		130
マイクロダスター	 		57
マイクロタフイージー	 		59
マイクロティッシュ	 		59
マイクロバンＸ590	 		151
マイクロファイバーウェットパッド	 		139
マイクロファイバークロス	 		140
マイクロファイバードライパッド	 		139
マイクロファイバーパッド再生WT	 		28、
94
マイクロファイバーふきん	 		57
マイクロファイバーフレキシフレーム			140
マイクロマグ600抗菌	 		11
マイクロモップ400（ＭＲＩ室対応）	 		138
マイクロモップ400（水拭き用）	 		100
マイティメイドバックパックⅡ	 		20
マイティメイドパワータンクⅢ	 		17
マイルドアシッド	 		70
マウスウォッシュ	 		197
前処理剤（カーペット用）	 		34
マグネットバー	 		14
マジクロモップ	 		100
マジックアマドーレ×2	 		107
マジックパッド	 		6
マジックパット	ループタイプ	 		33
マジックリン除菌プラス	 		84
マシンペーパー	 		7、110
マスク	 		152
マダニ用エアゾール	 		120
マットレスカバー	 		120
ママポットＳＴ	 		155
マルチイレイサー	 		80、121
マルチエアダスターA-5	 		66、68
マルチカッター	 		128
マルチパッド	 		121
マルチパッドスポンジ	 		76
マルチブラシ	 		124
マルチ	レストレイン	 		54
マルフクパワー	 		86
マンション床メンテナンス剤	 		23
マンション廊下専用クリーナー	 		23

み
みがい太郎Ⅱ	 		80
ミサイルジェルD	 		114
水あか除去洗剤	A・B 増粘	 		106
水が出るモップツール	 		98、138
水きり	 		95
水切りネット	 		191
水石鹸サワー	 		75
水石鹸レモン	 		75
ミスト発生機	 		158
ミストファン	FM-48	 		65、158
水とり	 		97
水まわり用マット	 		165

ミセスロール	 		92
ミセル	サイン	 		167
ミセル消毒スタンド	 		145
ミゾスキ	 		48
溝ホーキ	 		91
ミツエイ食器洗い	 		86
ミナパック	 		168
ミラクルパッド	 		33

む
ムカデゲル	 		117
虫コナーズスプレーガラス用	 		114
無臭元ＬＬ	 		119
ムシロック	 		117
無リン	ディップイット	 		87
無リンフォワード	 		22

め
命中くん	 		78
メカバンビー	 		18
目地溝ツインブラシ	 		50
メジャーカップ	 		97
メタル	先割ブラシ（緑）	 		32
メタルバックブラシ	 		32
メッシュパッド	 		7
メディカルユニフォーム	 		176
メディックAg	 		142
メリヤスウエス	 		134
メンテナンスカートYブラック	 		170
メンテナンススワゴン	Y	 		170
メンテナンストロリー	 		141
綿棒	 		197

も
モアマンガラスクリーニング	 		40
木材メンテナンス関連	 		112
木目調「匠」シリーズ	 		199
コウモリ忌避剤	 		119
モケットモップ	 		99
モコモ	 		51
モスクリーンカール	 		115
モップ	 		98
モップ絞り	 		101
モップバケットY	 		101
モップハンガー	 		105
モップリンガーY	 		101
モノＴバー	 		42

や
焼付き油用洗剤	 		84
薬用ハンドウォッシュ	 		74
薬用ハンドソープ	 		74
薬用ピュアソープピュア	 		75
ヤブ蚊	マダニスプレー	 		120
やわらかネッククーラー	 		158

ゆ
ユーゲルDX	 		136
融雪剤	 		202
ユービコールノロV	 		145
湯桶	 		199
床材サンプルキット	 		26
床材サンプルキット	 		26
床洗浄機	 		9
床洗浄剤	 		22
床用ウェットシート45・60	 		142
床用ウェットシート45・60	 		147
雪ハネ	 		202
油性スポットクリーナー	 		33
ゆで麺器洗浄剤	 		87
ユニットスノコ	 		165
ユニバーサルアングルアダプター	 		43
ユニバーサルクランプ	 		50
ユニバーサルコーン	 		43
ユニフォーム	 		176

よ
養生シート	 		168
養生テープ	 		26、168
容量表示入りポリ袋	 		189
浴場用浄化剤	 		83
ヨリクロモップ替糸	 		100

ら
ラーグキャッチャー	 		98
ライトウォーターブルーム	 		97
ライトクリーニングたわし	 		123
ライトダスターE	 		94
ライトダスターT	 		94
ライトモップⅡ	 		94
らくらく汚物処理キット	 		143
らくらくカラーブリーチ	 		193
らくらくしばりポリ袋	 		191
らくらくホルダー	 		49
ラストアウェイ	 		33

ラストステップ	 		35
ラダーミット	 		54
ラック	 		54
ラットレイBT	 		116
ラップ	 		89
ラップケース	 		89
ラバーカップ	 		75
ラバー（スクイジーラバー）	 		42
ランダムオービットサンダ	 		128
ランドリー用洗剤	 		192
ランニングマット	 		162
ランヤード	 		39

り
リアカー	 		175
リアルミュート	 		17
リードペーパー	 		89
リクイディターチャンネル2.0	 		40
リクイディターチャンネル3.0	 		40
リクイディター用スペアラバー	 		40
リクイディター用ネクスターラバー	 		40
離型剤	 		133
リサイクルボックスAP	 		166
リサイクル用システムカート	 		171
リズミィ	ハーブシリーズ	 		195
リセッシュ除菌EX	 		151
リトマス試験紙	 		69
リフレッシャー	 		23
リフレッシュラボ	 		150
リュック25B	 		171
リンサークリーナーRNS-300	 		63
リンスインシャンプー	 		196
リンレイ	オール	 		24

る
ルイクス	 		115
ループL420/260	 		99
ルビスタ	 		147
ルビスタ	嘔吐物処理キット	 		143

れ
冷風機	 		158
レインウェアー	 		180
レザーラザー	 		35
レザーローション	 		35
レジ袋	 		190
レシプロソー	 		128、204
レスキューカラビナ	 		54
レスキューボードベンチ	 		166
レスキューラック	 		54
レストレーション除湿機	 		201
レッドラベル	 		32
レディーバードⅡ	 		30
レナトップ水性乳剤2	 		114
レブライト	 		112
レモングリーンDD	 		146
レンジクリン	 		84

ろ
ロイヤルGプレミアム	 		24
ローターボックス	 		166
ローデント	ベイター	 		116
ロープ	 		168
ロープガード	 		54
ロープバッグ	 		54
ローヤルサラセン750g パウチ	 		86
緑青落としミラクル酸	 		76
ロボスクラブ20	 		12
ロボットクリーナー	 		15
ロボット床洗浄機	 		12
ロンジェビティ	 		34

わ
ワイドデッキ	 		93
ワイドハイターEX パワー	 		193
ワイドペール	 		166
ワイバーン	 		35、146
ワイヤーブラシ	 		7
ワゴンHK-J	 		170
ワックス	 		23、24、160
ワックス塗布用モップ	 		99
ワックストリッパー	 		26
ワックスマンDX	 		99
ワンタッチガード	 		5
ワンタッチクリーナーES	 		136
ワンタッチベルト	 		48
ワンタッチモップ	 		98
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