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ドライケアメンテナンス

ウェットケアメンテナンス
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メンテナンス頻度による光沢値の変化

ドライケアは、初期作業段階で下地剤と仕上剤により何層にも皮膜を形成さ
せることで、ウェットケアで必要であった定期的なメンテナンス作業が不要
になる方法です。
ただし、日常の清掃管理が重要であり、それを怠ってしまうと再メンテナンス
作業の時期が早まってしまいます。

ウェットケアは、定期的な表面洗浄と剥離洗浄の作業を行うメンテナンス方法
です。１ヶ月に１回の表面洗浄（洗剤とポリッシャーで床表面を洗浄し、ワックス
を再塗布）と、６ヶ月から１年の間隔で剥離洗浄（床表面のワックス層を完全に
除去し、新しいワックス層を形成）によるメンテナンス作業が必要となります。

メンテナンス頻度による光沢値の変化



洗浄後洗浄前

タイルの表面

ポーラスに入った汚れ

セラミックタイルはメンテナンスが必要

セラミックタイルメンテナンス

導入当初「メンテナンスフリー」とうたわれていたセラミックタイル。ところが、重歩行エリアが多いコンビニエンスストアや
スーパーマーケットなどでは、日常メンテナンスだけの美観維持は困難です。
その要因は、肉眼では分かりにくいタイル表面の微細孔（ポーラス）に汚れが付着してしまい、
日常の掃き拭きだけでは取れにくい状態になるためです。
これを除去するには、ワックスメンテナンスとは全く異なる洗剤及び資機材の使用によるメンテナンスが必要となります。

セラミックＰＲＯ　 pH13.0
希釈倍率：汚れがひどい場合･･･原液～20倍希釈
　　　　  普通の汚れ･･･40～60倍希釈
標準使用量：1㎡当たり希釈液で50mlを目安
容　　量：4L×3／ケース

 

セラミックタイル用に開発した強力なアルカリ洗剤です。
油汚染除去性能に特化しており、浸透性に優れているので、
防滑加工面、微細孔（ポーラス）に入り込んで、
土砂汚れ、油汚れ、強固な混合汚染物を除去します。

セラミック用強力アルカリ洗剤 セラミック用中性洗剤

セラミックＤＡＹ　pH7.0
希釈倍率：100～300倍希釈
　　　　　※油汚れが多い現場は100倍でご使用ください。
標準使用量：1㎡当たり希釈液で50mlを目安
容　　量：4L×3／ケース

 

中性でありながら油汚れの除去性に優れます。
また、日常清掃において、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。
泡立ちが少なく、自動床洗浄機での洗浄にも対応します。

セラミック専用パッド

セラミックタイルの微細孔（ポーラス）に入り込んだ汚れを
効果的に除去します。細かい繊維素材を使用しているので、
洗浄時にセラミックタイルを傷つける心配もありません。

ベルパッドＶ／ハンドベルパッドＶ

ベルパッドＶ：15インチ×2枚／ケース
ハンドベルパッドＶ：150×330mm、5枚／ケース

＜通常のパッド＞

通常のパッドでは、微細孔（ポーラス）
の中の汚れがかき出せません。

微細孔（ポーラス）の中に入った汚れも
ミクロの繊維が汚れをかき出します。

＜ベルパッドＶ＞

表面形状(50倍) 表面形状(50倍)

（注）ケミカル類の数値は
　　　いずれも代表値で表示しています。



トレードマーク pH8.5
仕上剤（ドライケア） 下地剤（ドライケア）

ピラー pH8.3
容　　量：18.9L／ボックス
塗布面積：約950㎡／ボックス
■重歩行頻度でハイメンテナンスを要求
　されるエリアに威力を発揮します。
■繰り返しのバフ掛けで高い光沢が維持
　します。
（当社カタログのパッドがお勧めです）

容　　量：18.9L／ボックス
塗布面積：約950㎡／ボックス
■耐久性の高い高輝度な下地剤で
　テラゾー、石床にも使用できます。
■密着性を誇り、仕上剤より
　防水力があります。
■トレードマークなどの当社仕上剤と併用
　することにより高い光沢が得られます。

Kukan UHSコート pH8.3
仕上剤（ドライケア）

容　　量：10L×2／ケース
塗布面積：約1000㎡／ケース
■有効成分が多く、初期光沢とバフ性能に
　優れています。
■速乾・低臭タイプです。

仕上剤（ドライ/ウェットケア）
NEOクイックドライ pH8.0
容　　量：18L／ボックス
塗布面積：約900㎡／ボックス
■乾燥性と塗り重ね性に特化した
　ワックスです。
■２４時間歩行のある現場でも仕上がり
　不良や汚れの抱き込みの心配が
　ありません。
■バーニシングでも抜群の光沢復元性を
　発揮します。

フロアコートXG pH8.5
仕上剤（ウェットケア）

容　　量：10L×2／ケース
塗布面積：約1000㎡／ケース
■強靭な皮膜を形成し、傷付きを
　最小限に抑えます。
■皮膜感のある高品質な仕上がりを
　長時間維持します。
■乾燥が早く、塗布作業がスムーズに
　行えます。

スーパーグランツFX3 pH8.0
仕上剤（ウェットケア）

容　　量：18L／ボックス
塗布面積：約900㎡／ボックス
■プロが求める６つの必要性能である、
　光沢・光沢維持性・耐久性・耐ブラック
　ヒールマーク性・作業性・乾燥性を
　高次元で実現したワックスです。
■量販店の売場、オフィス・ビルなど
　あらゆる現場で使用可能です。

ビタナイズPRO pH8.0
ワックス強化剤

容　　量：4L×4／ケース
希釈倍率：原液
■塗布またはスプレーしてバーニシング
　することで、ワックスの結合を強め、
　対摩耗性・耐久性を向上させることが
　できます。
■ワックスの強化によって汚れが付き
　にくくなり、剥離周期を伸ばせます。

Kukanフロアクリーナー pH12.5
床用洗浄剤

容　　量：10L×2／ケース
希釈倍率：20～50倍
■ケイ酸塩の力で洗浄対象面の黒ずみを
　楽に減らすことができる、高い洗浄力を
　有する製品です。
■レモンライムの爽やかな香りです。

ハクリテン pH13.6
剥離剤

容　　量：18L／缶
希釈倍率：5～10倍
■リンスフリータイプの強力
　剥離剤です。
■泡切れが早く再造膜しにくい
　ため、汚水回収が楽にでき、
　作業の手間を大幅に軽減
　します。
■低臭なので、あらゆる現場に
　対応可能です。

パワーフォームブラボー
スプレー式剥離剤

容　　量：652g×12／ケース
希釈倍率：原液
■部分的に残った仕上剤や
　下地剤の除去に効果的です。
■強力なジェルが垂直面に留まる
　ので、巾木などの垂直面の部分
　剥離にも最適です。
■また、バフ用パッドの汚れ取り
　にも使用できます。

pH13.6 デフォーマー
消泡剤

容　　量：946ml×6／ケース
希釈倍率：原液
■エキストラクターやウェット
　バキュームのタンク内に発生
　する大量の泡を消します。

pH8.0

（注）ケミカル類の数値はいずれも代表値で表示しています。

フロアメンテナンスワックス＆クリーナー



サイズ：285×310×670mm
重　量：約710g
材　質：ポリプロピレン、
　　　　アルミパイプ

プロマックス
床用中性洗剤

pH7.7
希釈倍率：20～40倍
容　　量：5L×3／ケース
日常メンテナンス用の床用中性洗剤です。
汚れをしっかり取り除き、ワックス表面を
傷めません。低発泡性で爽やかな香りです。

ビタナイズＤＡＹ
店舗用ワックス強化剤

pH8.5
希釈倍率：原液
容　　量：4L×4／ケース
床面にスプレー（スプレー量は１㎡あたり
３～５ｃｃ）し、バフマシーンで床を磨き
上げることでワックスが強化され、耐摩耗性や
耐久性が向上します。

ミラーイメージ
スプレー式光沢復元剤

pH8.8
希釈倍率：原液
容　　量：5L×3／ケース
スプレーとバフがけで手軽に高輝度を復元
することができます。特別なポリマーの配合に
より、傷や靴跡を除去、修復できます。

計量カップ（1000cc）
◆スプレー容器はプロマックスを適正に希釈し、
　ハンドスプレーとして使用できます。目盛が
　付いているので、誰でも簡単に希釈できます。

◆計量カップは洗剤の正しい希釈の必需品です。
　液剤の移し替えにも最適です。

スプレー容器（可変式）赤

鉄道チリトリ
風にも飛ばされにくい大型の鉄道チリトリ
です。タバコの吸いがらなどのゴミ拾いに
便利なハサミ付きです。

サイズ：310×355×550mm
重　量：約1.2kg
材　質：鋼板にメッキ＋
　　　　粉体塗装
　　　　＊ゴミバサミ付
ほうきも取り扱っております。
お問い合わせください。

文化チリトリ
取り入れたゴミが風で吹き飛ばされる
のを防ぐフタ付きです。自立できるの
で、清掃中や収納時に便利です。

エコＢＭ－２チリトリ
軽量で使いやすく、疲れにくいチリトリ
です。別売のＢＭ－２ホーキがセット
できます。

ＢＭ－２ホーキ(伸縮)
アルミ柄で軽くて使いやすく、柄が
１８０°動き床面にフィットします。
柄の長さも調節できます。

ベンドクロス
常に清潔な状態で使用できる使い捨て
タイプの衛生ふきんです。高品質な
レーヨン不織布なので毛羽・糸くずの
脱落がありません。

サイズ：320×340mm
入　数：70枚／袋
色　　：ホワイト
材　質：レーヨン

（注）ケミカル類の数値はいずれも代表値で表示しています。

サイズ：295×335×690mm
重　量：約900g
材　質：鋼板にメッキ＋
　　　　粉体塗装

ほうきも取り扱っております。
お問い合わせください。

サイズ：260×664～1020mm
重　量：約260g
材　質：ポリプロピレン、
　　　 アルミパイプ
　（毛） 馬毛、ポリエステル、
　　　パーム

サイズ：600×1340mm
重　量：約580g
材　質：天然木、スチール
　（毛）馬毛、ポリエステ
　　　　ル、パーム

インスタントちりとり
ゴミ袋を取り付けるちりとりです。
ゴミがいっぱいになったら、本体から
外してそのまま捨てることができます。

サイズ：305×158×980mm
重　量：約970g
材　質： ABS樹脂、ポリプロ
　　　　ピレン、アルミパイ
　　　　プ、合成ゴム

ラバーほうき
インスタントちりとりにセットできる
ラバーほうきです。破損商品の回収や
ホコリ、土砂の回収に最適です。

自在ホーキ(木柄)
馬毛混素材でコシが強く、穂先が広がり
にくい自在ホーキです。細かなゴミ、
ホコリがきれいに掃けます。

テーロンホーキ長柄
プラ芯が入っているためコシが強く、
濡れている床や重いゴミでもスムーズ
に掃けます。

サイズ：260×1250mm
重　量：約440g
材　質：スチールパイプに
　　　　ポリエチレン接着
　　　　被膜
　（毛）シダ100％

サイズ：60×150mm
重　量：約30g
材　質：ポリプロピレン、
　　　　ポリエステル

カワタテゴミ取りヘラ
床に付いたテープやガムなどのしつこい
汚れをこそぎ落とします。手になじむ
木柄ハンドルです。

サッシブラシ
汚れのたまりやすいアルミサッシの溝や
敷居の清掃に使えます。ブラシは砂や
ホコリの掃き出し、ヘラはこびり付いた
汚れ取りに最適です。

サイズ：45×15×180mm
重　量：約80g
材　質：ステンレス、
　　　　天然木

サイズ：320×955mm
重　量：約600g
材　質： ABS樹脂、ポリプロ
　　　　ピレン、アルミパイ
　　　　プ、合成ゴム

デッキブラシ
アルミ柄で軽くて使いやすく、柄が
１８０°動き床面にフィットします。
柄の長さも調節できます。

サイズ：185～1360mm
重　量：約690g
材　質：スチールパイプ、
　　　　天然木
　（毛）再生PET100％

*ヘッドのスペアあります。

クレンリネスメンテナンス



環境にやさしいエコ洗剤（強アルカリイオン水）

アルカリ電解水（炭酸カリウム、水）
多目的洗浄剤
pH12.5
4L×4本/箱
原液～10倍希釈

アルカライン

水の電気分解によって、水を改善し、浸透力が強まり
汚れを界面から剥離、分散することで化学合成の洗
剤と同等以上の洗浄効果を発揮します。

● 強アルカリイオン水の特徴

１．優れた洗浄効果を発揮

界面浸透 剥離・分散

成 分
用 途
液 性
内 容 量
標準希釈率

洗剤のように、界面活性剤、化学合成物質は一切使
用していませんので、廃水処理・リサイクルが容易で、
環境に負荷を掛けません。

２．環境を汚さない洗浄水

アルカリイオン水は還元単位（ORP）が低く、錆（酸
化）を防止することができます。

３．洗浄物の酸化と錆を防止

界面活性剤を含んでいないので、泡が出ません。
すすぎが簡単で手拭きの際、二度拭きが不要です。

４．洗浄の際、泡が出ない

pH12以上の高いアルカリに生成した電解水には、消
臭、除菌の効果があります。公的機関でのテストの結
果、下記微生物での効果が立証されています。

５．消臭・除菌効果

大 腸 菌 腸炎ビブリオ

O-157 緑 膿 菌

サルモネラ菌



ダスタークロス(35枚入)
■静電気の力でチリやホコリを舞い上げずに強力に
　キャッチします。
■表、裏の両面が使用でき、経済的です。
■使い捨てで便利なカットタイプ。

サイズ：６７０×２００ｍｍ
材　質：ポリエステル１００％

エコダスタークロス(30枚入)
■スパンレース方式で濡れた場所でも破れない強力
　タイプのクロスです。
■表、裏の両面が使用でき、経済的です。
■使い捨てで便利なカットタイプ。

サイズ：６７０×２００ｍｍ
材　質：ポリエステル１００％

ダスターホルダー
■床に設置する部分にクッション素材を採用している
　ので、床面にしっかりフィットしホコリをスムーズに
　除去できます。
■クロスの脱着が簡単な「ワンプッシュ装着」です。

マイクロファイバークロス
■洗剤を使わなくても、シミや汚れをきれいに拭き
　取ることができます。
■綿タオルの約５倍の吸収力があり、短時間での拭き
　上げが可能です。
■極細繊維（直径３ミクロン）で構成されており、
　クロスに付いた汚れを対象物に再付着させません。
■表と裏で毛足の長さに違いがあり、毛足の短い面は
　ガラス・鏡の清掃に最適です。

サイズ：４００×４００ｍｍ
材　質：ポリエステル、ナイロン
カラー：ピンク、ブルー、イエロー

ウールダスター
■柔らかく繊細で集塵効果の高いラムウールが、
　細かいホコリをしっかり包み込みます。
■テレビ、パソコンなどのＯＡ機器の清掃にも
　最適です。
■スピンでホコリを落とし、汚れたら何度でも
　洗って使えます。
サイズ：（小）２５０ｍｍ
　　　（大）伸縮７５０～１１００ｍｍ
材　質：ラムウール、ポリアミド

サンドバスター
■当社オリジナルの洗濯可能な床用集塵エコクロス
　です。洗って繰り返し使えます。
■毛足が６ｍｍと長く、細かなホコリを巻き込んで
　キャッチします。
■レンタルのご相談も承ります。
サイズ：６４０×２００ｍｍ
　　　　（床設置部分６４０×１００ｍｍ）
材　質：綿５０％、ポリエステル５０％

サイズ：（ホルダー）６００×８０ｍｍ
　　　（ハンドル）１３００×２２ｍｍ径
材　質：（ホルダー）アルミ、ポリエチレン、ウレタン
　　　（ハンドル）スチール、塩ビ

シリコンゴム製のヘッドクリップで
クロスの脱着が簡単！

ダストコントロール



素　材：綿 50%　ポリエステル 50%
サイズ：W200×D640ｍｍ 、床設置部分 W100×D640mm
毛　足：6 mm

化学モップには吸着剤、着塵剤と呼ばれるごみを集めるた
めの薬品が含まれており、これが床表面に付着して様々な
悪影響を及ぼします。

繰り返し使用できる
エコクロスを開発しました

オリジナル床用除塵クロス

サンドバスターサンドバスター

化学モップとの違い

◆モップがけのあと、埃などが着きやすくなる場合がある。
◆吸着剤は油分を含むため、床が滑りやすくなる場合がある。
◆なかなか取り除けない「くもり」を作る原因となる。

●洗濯可能な床用クロス
●既製のほとんどのホルダーに装着可能
●市販のダスタークロスよりも毛足が6㎜と長く、
　細かな埃などを巻き込んでキャッチ
●綿にポリエステルを混毛しているので、
　弾力感があります。
●吸着剤や、着塵剤による加工はしておりません。
●レンタル対応可能です。

床接地面 裏  面



(屋内) ダストトラップマット
スーパーマーケットやショップ入口の敷設をターゲ
ットとして開発したハイスペックラインマットです。
ポリエステルの吸水力、モノフィラ繊維のブラッシ
ング力を高次元でバランス設計したマットです。

サイズ：1500×1800mm、1200×1800mm
　　　　 900×1500mm、 750× 900mm
　　　 （他サイズはご相談ください）
厚　み：約7mm
材　質：ポリエステル、モノフィラ混紡【販売・レンタル】

(屋内) ダストトラップマット
ナイロンモノフィラ、ナイロンＢＣＦ、再生ポリエス
テルの３種類の糸で織ったオリジナルマットです。
ナイロンＢＣＦは摩擦抵抗に優れた素材なので、
耐久性もあります。吸水性、乾燥性にも優れています。

サイズ：900×1500mm、750×900mm
　　　 （上記２種の限定サイズです）
厚　み：約7mm
材　質：ナイロンモノフィラ、ナイロン
　　　　ＢＣＦ、再生ポリエステル【販売のみ】

吸水・吸油ＥＣＯマット
吸水吸油性能を飛躍的に向上させた飲食店・調理施
設・バックヤードの汚れ対策に最適なマットです。
コンビニのフライヤーの足元にも最適です。裏面に
は抗菌ラバーを使用。菌の繁殖を抑え、清潔を保ち
ます。

最大サイズ：1800mm×20Ｍ
　　　     （変形作成可能です）
厚　み：約9mm
材　質：原着再生PET100％【レンタルのみ】

トイレ用抗菌ＥＣＯマット
ダストコントロール機能とバクテリアコントロール
機能を併せ持つ、環境にやさしいマットです。病院、
飲食店、給食センターなど、特に清潔さを要求され
る場所で活躍します。糸、ラバーともに抗菌です。

【レンタルのみ】

最大サイズ：1800mm×20Ｍ
　　　     （変形作成可能です）
厚　み：約9mm
材　質：原着再生PET100％

雨天・積雪対策用マット

サイズ：750×2400mm
厚　み：約7mm
材　質：ナイロンＢＣＦ

品出しマット／清掃作業中マット

商品の品出しの際に、番重による床の傷付きを防ぎ
ます。きれいなマットを活用した品出しは、清潔感
の演出に貢献します。
簡単に丸めてバックヤードで収納できます。

【販売のみ】

(屋外) コイルマット
通行の激しいビルの玄関や店舗出入口、工場の出入
口や立ち作業場などに適したマットです。太いコイ
ルで、土砂の除去性に加え、高い耐久性を実現。
裏地がなく土砂や水分がマットの下に落ちるので、
お手入れが簡単です。

サイズ： 900×1500mm、900×1200mm
　　　  750×  900mm、600× 900mm
　　　 （他サイズはご相談ください）
色　　：グレー、赤、茶、ダークグリーン
厚　み：約14mm
材　質：塩化ビニール

【販売・レンタル】

(油取りマット) グリッドマジック
フライヤー等の油調理器具周りの油汚れを解消する
革命的新開発の油取りマットです。専用液によって
油脂分を乳化分解することで、床汚れ・足底による
汚染拡大を防ぎます。強力消臭効果もあります。

サイズ：(専用ベース) 900×700×22mm
　　　　(専用シート) 800×600mm
規　格：専用ベース、ＳＣグリッド、専用
　　　　シート(ディスポーザブル不織布)
材　質：(専用ベース) 　合成ゴム
　　　　(ＳＣグリッド)  合成ゴム
　　　　(専用シート) 　ポリエステル

【レンタルのみ】

【販売のみ】

歩行動線に沿って床面を長くカバーできる雨天用・
積雪用のマットです。薄型でありながら高い吸塵吸
水効果があり、店外からの水や泥を抑制します。
カートの通過にも支障が少なく、サブマットにおす
すめです。

サイズ：900×1800mm
　　　 周囲オーバーロック加工
厚　み：約7mm
材　質：(表面) ポリエステル
　　　　(裏面) 合成ゴム

品出しマット

清掃作業中マット

（品出しマット）

営業時間中の清掃時などに、店舗入口に敷くことで
お客様に注意を促します。

（清掃作業中マット）

専用シート
専用ベース

ＳＣグリッド

各種マット（販売・レンタル）



◆コメットモップ専用のグラ
スファイバー製軽量モップ
ハンドルです。取付はネジ
式の為、取り外しも簡単に
でき、撥水性に優れている
のでサビや腐食の心配が
ありません。

ハンドルカラーでゾーニン
グし感染防止にも有効です。

コメットモップ

モップハンドル

サイズ：折り返し時　
　　　長さ約360mm・幅約150mm　
　　　　300g
カラー：グリーン、オレンジ、ブルー

サイズ：折り返し時　
　　　　長さ約360mm・幅約150mm　
　　　 450g
カラー：オレンジ、ブルー

サイズ：1400mm　径22mm
カラー：グリーン、レッド、
イエロー、ブルー

モップリンガー＆バケツ

サイズ：W400XD330XH420mm
バケツ容量： 24L
材　　　質：ポリピロピレン

◆リンガー（絞り器）：170mmのモッ
　プまで対応できます。
◆手を汚さずにモップをしっかり絞
　れるので快適に作業できます。
　キャスター付きで移動も楽々です。

房糸の先端が折り返しているループ
式のモップなので、ゴミや埃を絡め
取ります。設置面積が広いので作業
面積がひろがります。 
糸くず、繊維くずが出にくく、洗濯耐
久性にも優れます。

サイズ：W290XD400XH280mm
バケツ容量：18L
材　　　質：ポリピロピレン

【24L】

【18L】



洗浄用パッド　ラインナップ

床のスミ、巾木・階段の洗浄、
厨房の油煙落とし用に最適です。

ハンドスクラブパッド ハンドスクラブヘッド カラーハンドル

入　数：５枚／袋
サイズ：250×115ｍｍ
主素材：ナイロンとポリエステルの
　　　　不織布

入　数：１個
サイズ：260×120ｍｍ
主素材：ナイロン

ハンドスクラブヘッド（別売）
用のハンドルです。

入　数：１本
サイズ：1450ｍｍ、22ｍｍ径
主素材：グラスファイバー

剥離作業用（あまり汚れていない所）
洗浄作業用

ブラウンパッド
軽い表面洗浄、つや出し作業用

ホワイトパッド

古いワックスや厚塗りされたワック
スの剥離作業用、コンクリート面の
バリ取り・クリーニング用

ハイプロパッド
表面洗浄作業用

ブルーパッド

樹脂ワックスの剥離作業用

ブラックパッド
軽い表面洗浄、つや出し作業用

レッドパッド

※ワックス面を傷付け、光沢を落とすことがあります。

ハイプロ ブラック ブルー レッドブラウン ホワイト推　奨　用　途

● ●
● ●

●●
● ● ●

● ●

サイズ：15、17、20インチ
入　数：各5枚／ケース
厚　さ：約12ｍｍ
主素材：極太ナイロン繊維、合成砥粒
対応回転数：175～500回転

サイズ：15、17、20インチ
入　数：各5枚／ケース
厚　さ：約28ｍｍ
主素材：ポリエステル繊維、合成砥粒
対応回転数：175～500回転

サイズ：15、17、20インチ
入　数：各5枚／ケース
厚　さ：約25ｍｍ
主素材：ナイロン繊維、合成砥粒
対応回転数：175～500回転

サイズ：15、17、20インチ
入　数：各5枚／ケース
厚　さ：約28ｍｍ
主素材：ポリエステル繊維、天然鉱物粒子
対応回転数：175～500回転

サイズ：15、17、20インチ
入　数：各5枚／ケース
厚　さ：約28ｍｍ
主素材：ポリエステル・ナイロン繊維、合成砥粒
対応回転数：175～500回転

サイズ：15、17、20インチ
入　数：各5枚／ケース
厚　さ：約28ｍｍ
主素材：ポリエステル繊維
対応回転数：175～500回転

剥 　 離

重 汚 染 洗 浄

中 汚 染 洗 浄

軽 汚 染 洗 浄

自動床洗浄機

カラーハンドル（別売）を付
けて使用する立ち作業用の
ヘッドです。

メンテナンス用洗浄パッド



商品名

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

ナチュラルブレンド
タンパッド

ワックスの
硬さ

ワックスへの
ダメージ

ヒールマーク
除去

凸面への
なじみ

写像性
復元力 粉塵の少なさ耐久性 光沢復元力

△ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎
△ ◎ ◎ ○ △ ◎ ◎
○ △ ○ ◎ ◎ ○ ◎
○ △ ○ ○ ○ ○ ◎
○ △ △ △ ○ ○ △
○

柔かい
硬い
柔かい
硬い
柔かい
硬い △ △ ◎ ◎ ○ ○

バフィングパッド性能一覧

アクアバーニッシュパッド
超高速パッドの中で最も柔らかいパッドです。
ワックスへのダメージや粉塵の発生を抑え、凸部分
での焼き付けも起こしにくくなります。
しかも耐久性も抜群です。
※プロパンバーニッシャー○

ナチュラルブレンドホワイトパッド
サイズ：１５、１７、２０インチ
入　数：各５枚／ケース
色　　：ホワイト＆ナチュラルファイバー
厚　さ：約２５ｍｍ
主素材：ポリエステル繊維、獣毛（豚毛）
対応回転数：１５００～３０００ｒｐｍ未満

ナチュラルブレンドタンパッド
サイズ：１５、１７、２０インチ
入　数：各５枚／ケース
色　　：タン＆ナチュラルファイバー
厚　さ：約２５ｍｍ
主素材：ポリエステル繊維、獣毛（豚毛）
対応回転数：１５００～３０００ｒｐｍ未満

サイズ：１５、１７、２０インチ
入　数：各５枚／ケース
色　　：アクアグリーン
厚　さ：約２５ｍｍ
主素材：ポリエステル繊維
対応回転数：１５００～３０００ｒｐｍ未満

柔らかいワックスの光沢や写像性の復元に威力を
発揮します。
※プロパンバーニッシャー○

光沢、写像性の復元力に定評のある獣毛入りパッド
です。比較的硬めのワックスと好相性です。
※プロパンバーニッシャー○

２３７０バーニッシャー
サイズ：Ｗ５７０×Ｌ８２０×Ｈ１２１０ｍｍ
（ハンドル折りたたみ時：W570×L870×H500mm）
パッド径：２０インチ
パッド回転数：２１００ｒｐｍ
電　源：ＡＣ１００Ｖ、コード長２３ｍ
重　量：約４０ｋｇ

清掃幅が５００ｍｍあるにもかからわず、コンパクトで、
しかも機能が充実したコード式バーニッシャーです。
作業音が６６デシベルと低く、商業施設、病院、学校など
騒音を嫌う現場での光沢復元作業に最適です。

ドライケアメンテナンスの導入成功のカギを握るのは、

現場に最適なバフィングパッドの選択です。

ドライケアメンテナンスの導入成功のカギを握るのは、

現場に最適なバフィングパッドの選択です。

バフィングパッド





エアムーバー ミニ

0° 20° 45° 90°

風を噴出角度は、４段階に調整可能。

連結タイプ

エアムーバー ミニ

サ イ ズ

重 　 量
コード長
定格消費電力

W 2 7 × D 3 1 × H 3 4 c m

4 . 3 k g
6 m
2 3 0 W

®

オン・オフ/
風量切り替え
スイッチ

®

ヒューズ

コンセント
（２口）

コンセント
を本体に装備。
マシン２台まで
コンセントは

一ヶ所でOK！

送風機の追加や、ポリッシャーの連結も可能！送風機の追加や、ポリッシャーの連結も可能！

重さ 4.3kg 横幅 27cmで移動もラクラク！重さ 4.3kg 横幅 27cmで移動もラクラク！

小型ながら大型送風機に匹敵、風量は３段階に調整可能！小型ながら大型送風機に匹敵、風量は３段階に調整可能！



雨天時やフロアメンテナンス時の転倒事故を防止

フロアサイン
パッと開いて置くだけで簡単に注意喚起が
できるＡ型フロアサインです。
コンパクトで持ち運びにも便利です。

サイズ：(使用時) 305×630×390mm
　　　　(収納時) 305×630×30mm
材　質：ポリプロピレン

フロアサイン  赤シール付き
フロアサインの片面に「只今床清掃中」の
シールを貼付したＡ型フロアサインです。
赤いシールが警戒性を高めます。

パラソルフロアサイン
三角すい型の日本語・英語・中国語の注意
喚起サインで、４面全てにプリントされて
いますので、倒れても安心です。
未使用時は折り畳み、壁掛けもできます。
＊壁掛け用のフック付き

サイズ：(使用時) 530×530×500mm
　　　　(収納時) 80×80×500mm
材　質：PVC、グラスファイバー

フロアサイン
持ち運びにとても便利なポケットサイズに
まで折り畳めるフロアサインです。
びっくりするくらいコンパクトです。

サイズ：(収納時) 直径135mmの円サイズ
　　　 (使用時) 380×380×350mm
材　質：ポリエステル

サイズ：(使用時) 305×630×390mm
　　　　(収納時) 305×630×30mm
材　質：ポリプロピレン

【収納時】

【収納時】

清掃作業中マット
営業時間中の清掃時などに、店舗入口に
敷くことでお客様に注意を促します。

サイズ：1800×900mm
　　　　周囲オーバーロック加工
材　質：(表面) ポリエステル
　　　　(裏面) 合成ゴム

清掃中パネル
ワイド幅1600mmで通路を完全に塞ぎ、お客様
の侵入を防止します。多彩なアレンジで様々な
現場に対応できる注意喚起パネルです。

サイズ：(使用時) 1600×200×750mm
　　　　(収納時) 550×60×750mm
材　質：スチール、ナイロン布、
　　　　ポリプロピレン

清掃セーフティベスト
作業性、通気性の良いメッシュ素材です。
反射材がお客様の目をひきます。また、作
業員の安全意識向上にもなります。

サイズ：
 (Ｌ)     バスト120cm、
　　　 最大ウエスト118cm、着丈58cm
(ＬＬ)   バスト130cm、
　　　 最大ウエスト128cm、着丈63cm
材　質：ポリエステル、PVC、反射材

腕章 監督者腕章／清掃中腕章
フリーサイズ（男女兼用）の腕章です。
マジックテープ、上部安全ピン付きです。

サイズ：(監督者) 400×100mm
　　　　(清掃中) 440×90mm
材　質：軟質ビニール

【前面】

【背面】

セーフティ資機材

営業時間中の清掃や雨天時などは、店舗の床が濡れていることによってお客様が転倒するなどの事故が
起きかねません。事故を未然に防ぐためにも、注意を喚起する訴求が大変重要です。
当社のセーフティ資機材は、清掃作業時に設置するものから、床が濡れている場合に注意歩行を促すも
のまで幅広く取り揃えております。



ガラススクイジー シャンパーセット

ガラスクリーナー pH10.2
希釈倍率：25倍
容　　量：2L×6／ケース
スジが入りにくく、簡単に拭き取れるガラス
及び硬質表面用クリーナーです。別売の
スプレー容器を使うと簡単に希釈できます。

計量カップ（1000cc）
◆スプレー容器はガラスクリーナーを適正に希釈
　し、ハンドスプレーとして使用できます。目盛が
　付いているので、誰でも簡単に希釈できます。

◆計量カップは洗剤の正しい希釈の必需品です。
　液剤の移し替えにも最適です。

スプレー容器（可変式）赤

フィキシクランプ
ポールの先端に取り付け、ブラシやス
ポンジを挟み込んで使用します。
専用ブラシ・スポンジも取り扱っております。
お問い合わせください。

（注）ケミカル類の数値はいずれも代表値で表示しています。

セフティスクレイパー
ワンタッチで刃先を出し入れ可能な安全
なスクレイパーです。窓に付いたセロテ
ープ等の除去に最適です。
替刃(10枚)もご用意しております。

サイズ：45×95mm
刃　幅：40mm
重　量：約55g

バケットオンベルト
シャンパー、スクイジーを収納できる
ワンタッチバックル式ベルトのセット
です。

サイズ：360×350×90mm
重　量：約165g
材　質：PVC

くもブラシ
くもの巣を払ったり、ファサード看板
などの清掃に最適です。

リーチポール
高所作業用の軽量リーチポールです。
最長１.２メートルまで伸びます。

日常清掃用のスタンダードなシャンパー
で、女性でもラクに使えるサイズです。
スペア（替え布）もご用意しております。

サイズ：25cm
重　量：約140g
材　質：ポリアミド
　（毛）　ポリエステル、ナイロン

握りやすく、滑りにくい、手にしっかり
フィットする軽量のスクイジーです。

サイズ：35cm、45cm
重　量：(35cm) 約200g
　　　  (45cm) 約270g
材　質：ステンレス

スクイジー替えゴム
スクイジー用の替えゴムです。

サイズ：35cm、45cm
材　質：ゴム

ガラススクイジー真鍮製
多くのプロが選ぶ伝統の真鍮製スクイジ
ーです。絶妙な重量バランスが好まれて
います。

サイズ：35cm
重　量：約230g
材　質：真鍮

三枚刃セーフティキャップ付

ガラス、タイルなどの汚れ落としに最適
です。刃部が鋭利になっていますので、
どんな汚れもすばやく落とせます。
替刃(50枚)もご用意しております。

サイズ：120×92×6mm
刃　幅：120mm
重　量：約100g

エルゴテックスクレーパー
鋭角・鈍角刃のリバーシブルタイプです。
鋭角刃は塗装やステッカー剥がしに、鈍
角刃はセメント等を剥がすのに便利です。
替刃(10枚)もご用意しております。

サイズ：190×105×30mm
刃　幅：100mm
重　量：約160g

サイズ：700～1200mm
重　量：約342g

リーチポール

サイズ：1380～2500mm
重　量：約590g

高所作業用の軽量リーチポールです。
最長２.５メートルまで伸びます。

【使用例】

（本体）
　サイズ：
　325×115×100mm
　重量：約250g

（ベルト）
　長さ：
　840×1000mm
　幅：50mm

サイズ：195×180×50mm
重　量：約165g

ガラスメンテナンス



泡タイプのため液ダレもしにくく、ガラスの垂直面での
使用もＯＫ！ さわやかなオレンジの香りです。
※使用できるところ：ガラス、タイル、金属、床材、 コンクリート等対象面
に付いたテープ跡、ガム跡等に直接噴きかけ2～3分放置後クロス
などで拭き取ります。

※フィルム・コーティングのかかった部分には使用できません。

垂直面でも液ダレしにくいので、
しっかり浸透します。

周囲を汚さず、少ない手間で強
力に除去します。

軽量へらで安全にシールは
がし！
棚や、カウンター、床、窓ガ
ラス等のテープ及びテープ
跡除去に使用します。樹脂
素材なので傷をつけにくく
落下防止取付穴があるので
高所作業にも向いています。
ガム取りにも最適です。

粘着はがし マジッククリーナー

プラケレン   Y-40

軽 量

樹脂素材

強力除去

サイズ：全長 約150mm  刃巾 約40mm
重量　：約20g

粘着はがしマジッククリーナー＆プラケレン

サイズ：52×52×177mm
内容量：220ml　24本/ケース

テ
ー
プ
や
の
り
残
り

床
等
に
付
い
た
ガ
ム
を



クロスはマジックテープで
取り付け簡単

特殊なファイバークロス

表

裏

ガラスハンディーのポイント

クロスはマジックテープで
取り付け簡単

強固なマジックテープでしっかり固定！
掃除中にはがれる心配もありません。

ナチュラル＆エコロジーを表現している
ＴＴＳオリジナルカラー

32cm

26cm

11cm

22cm

世界も認めたイタリア製

表

裏

●雑巾で拭いたときのような毛残りなし
●繰り返し洗えても使えてＥＣＯ
●水拭き・から拭きＯＫ
（水やクリーナーを付けすぎると、スジやあとが残ります）
●洗剤を付けたとしても余分な液だれはしません
●水だけで軽い汚れ・皮脂汚れを拭き取ることができます

窓に対して適度な力が均一にかかるの
で、拭きムラがありません。

この形状にも

理由がある！
クロスがハンディーより大きいのにも

②台形の形なので
左利きも右利きの
人でもクロスを押さ
えて拭けます。

①クロスを押さえて隙間
や角もラクラク掃除。

軽い 重さ250ｇ
約 30cmと拭き上げ範囲が広く疲れ
ません。

持ちやすい波形グリップ

特殊なファイバークロス

清掃先進国　イタリアから直輸入しました。
日本の窓拭き・ガラス拭きをもっと楽にしませんか。 

p o i n t 2

エコ

繰り返し使える
ファイバークロス

po i n t 3

楽

雑巾なんてもう古い！
毛残りなし、疲れなし。

窓・鏡・ショーケース
をすばやく拭ける

時短
po i n t 1

ガラスクリーンハンディー
人間工学で考え抜かれた鏡拭き



□透けーるのみ

ファブリックシート

サイズ：150×230mm
素　材：ナイロン繊維、
　　　　合成繊維

微細な研磨粒子を含んだ
ナイロン不織布です。
使用する場所に合わせて、
切ったり折ったり自由自在
に使え、浴室のカランなど
金属部分にも使えます。

□テクニックのみ

研磨剤を含まない軟化剤。
傷つきやすい表面の水垢落としに。

微粒子研磨剤入りのクレンザー。
蓄積しかけている水垢を削って落としたい時に。

□透けーる
　テクニック両方

あらかじめ「透けーる」で水垢を軟化させる為、
その後の「テクニック」で落としやすくなります。

こんな水垢にご使用ください
浴室の鏡
浴槽(FRP)
トイレの水受
グリルのコゲつき
サビ汚れ

ガラス
車のフロントガラス
ステンレス・水洗金具
フライパンのコゲつき
水槽

透けーる
水垢をやわらかくする軟化剤です。
クレンザーが使用できない場所に
付いた水垢落としに最適です。
容量：200ml／本

テクニック
ペースト状のクレンザーで、指紋の
中まで入り込むくらい粒子の細かい
研磨剤が濃密に入っています。
容量：300g／本

エフロリムーバー ＲＳパッド

希釈倍率：2倍
容　　量：4L×4／ケース

３パターンの使い方ができます！

※くもり止め・フィルム加工・特殊加工されたガラスは施工不可 ※コーティング加工鏡は施工不可

【ガラス】 【鏡】専用スポンジ

水垢リムーバー 水垢クレンザー

業務用エフロ除去剤 エフロ除去用パッド

カルシウムやケイ酸などの
エフロ除去に優れた洗浄力
を発揮します。
汚れの表面への浸透力に特
に優れており、汚れを浮き
上がらせて分解除去します。
水サビ、鉄サビの除去にも
最適です。

pH1.5

（注）ケミカル類の数値はいずれも代表値で表示しています。

凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な
研磨面が得られる不織布研磨剤です。
湿式作業においても研磨力が持続され、
威力を発揮します。

（丸型・1枚）
　サイズ：直径150
　　　　　×厚み40mm
　素　材：不織布研磨剤
　　　　 （炭化ケイ素）

（角型・10枚入）
　サイズ：50×110
　　　　　×10mm
　素　材：不織布研磨剤
　　　　 （炭化ケイ素）

ウォータースポット除去



•窓ガラスの数が多く、掃除が追いつかない…
•窓ガラスの面積が大きく、全面に手が届かない…
•窓ガラスが高い場所にあるため、外側に回ることができない…
•年齢的に、高いところに登って窓掃除をするのが難しい…

そんな悩みをすべて解決するのがWINDOWMATE！
窓ガラスに取付、スタートボタン一つで自動で掃除を開始。
空いた時間を有効に活用することができます。

＜ガラス厚 5～ 15mm用＞
・サイズ： ナビゲーションユニット：縦 218×横 211×高さ 57mm
　　　　   クリーニングユニット：縦 210×横 208×高さ 50mm
・重量 : ナビゲーションユニット：1.6kg
              クリーニングユニット：1.3kg
 
＜ガラス厚 16 ～ 24mm用＞
・サイズ : ナビゲーションユニット：縦 218×横 211×高さ 57mm
                  クリーニングユニット ：縦 210×横 208×高さ 50mm
・重量 : ナビゲーションユニット：1.8kg
              クリーニングユニット：1.4kg
移動速度 :6cm/ 秒～ 10cm/ 秒 ( 初期設定：8cm/ 秒 )
クリーナー噴射量 :1 平米 あたり 10mL
電池 : リチウムイオンポリマーバッテリー
充電時間 :150 分 ( フル充電 )
使用時間 :90 分 ※ご使用状態によって運転時間は変わります。
運転音 :60dB
電源 : 入力：AC100V ～ 240V
           50/60Hz 出力：DC15V 1.6A

窓ふきロボットwindowmate



建物の軒下や外壁などに散布することで、クモを最
長３ヶ月寄り付かせません。自然界から抽出した安
全な成分なので、クモが巣（網）をはる場所ならどこ
でも使用できます。

店舗などの窓ガラスに飛来する不快害虫を、ガラス面を
曇らせずにコントロール。安全性の高いピレスロイド系
薬剤で、１～２ヶ月効果が持続します。塗布にはガラス
クリーンハンディー(別売)が便利です。

貼るだけの簡単虫よけ剤で、約３０日間効果を発揮
します。日光に当たっても、雨に濡れても薬剤の揮散
には影響しませんので屋外でも使用できます。一目
でわかるお取替えサイン付き。

スタイリッシュなデザインでインテリアを損なわない
捕虫機のロングセラー商品です。飛来害虫を特殊誘
引ランプで強力に誘引し、１日４ｃｍずつ自動的に
巻き取る粘着テープで確実に捕獲します。

遠心力＋風力のダブル効果で、薬剤が部屋の隅々ま
で行き渡ります。電源工事不要な乾電池式のおしゃ
れなコンパクト形状で、壁掛け・縦置き・横置きが可
能で、場所も選ばず設置できます。

成　　分：ピレスロイド系
標準使用量：1㎡あたり約10ml
有効期間：約1～2ヶ月間
容　　量：1L
対象害虫：ユスリカ、チョウバエ、コバエ、羽アリ、カメムシ

窓ガラスに飛来する不快害虫の防除

シートタイプの業務用虫よけ剤

成　　分：ピレスロイド（メトフルトリン）
サイズ　：100×100mm／シート
有効期間：約30日間
容　　量：6シート／袋、60袋／ケース ＊販売単位1袋
対象害虫：ユスリカ、チョウバエなど

ガラス面に寄り付く不快害虫の殺虫・忌避

成　　分：ピレスロイド（シフルトリン）
標準使用量：1㎡あたり約8ml
有効期間：約2ヶ月間
容　　量：450ml×30本／ケース ＊販売単位1本(450ml)
対象害虫：ユスリカ、ガ、ヨコバイ、羽アリ、アリ、
　　　　　 ダンゴムシ、クモ、ムカデ、ゲジゲジ、
　　　　　 カメムシなどの殺虫及び忌避

不快害虫の駆除・忌避器

成　　分：ピレスロイド（メトフルトリン）
有効期間：24時間連続使用で約2ヶ月間
電　　源：単一電池6本
用法用量：屋　　内･･･30～60畳に1台
　　　　 侵入防止･･･屋内ドア付近に1台
サイズ　：(本体) 130×130×230mm
　　　　　(カートリッジ) 70×70×40mm
重　　量：(本体) 約600g　(乾電池) 約800g
　　　　　(カートリッジ) 約40g
規　　格：(セット) 本体1台+カートリッジ1個＋単一電池6本
　　　　　(カートリッジ) 4個／ケース ＊販売単位1個
対象害虫：ユスリカ、チョウバエなど

虫の生態を研究して開発された捕虫機

交換時期：(カートリッジ) 約30日毎
　　　　　(UVランプ) 6ヶ月毎
電　　源：100V AC、50/60Hz、11W
誘引面積：27.8～37.1㎡ ※
サイズ　：315×325×159mm、電源コード長2.28ｍ
重　　量：約1.58kg／セット
規　　格：(セット) 本体1台+カートリッジ1個＋UVランプ1本
　　　　　(カートリッジ) 12個／ケース ＊販売単位1個
　　　　　(UVランプ) 1本／ケース ＊販売単位1本
※障害物や競合する光源の有無などの条件により異なります。

対象害虫：チョウバエなどの飛来害虫

成　　分：天然草木エキス樹皮等
標準使用量：1㎡あたり約10ml
有効期間：約2～3ヶ月間
容　　量：1L
対象害虫：クモ、ハチ、アリ、ダニ、ムカデなど

クモの生態を研究し開発された忌避剤
ウェブストッパー ユーコーサンＴ２

虫コナーズシート

フライパトロール 虫よけカトリスプロ用
飛翔昆虫を休憩させて捕獲する人工植物

成　　分：ネオニコチノイド系化合物
交換時期：(専用捕虫紙) 約1ヶ月毎 *15枚/袋(別売)
　　　　　(グリーンカートリッジ) 約6ヶ月毎
用法用量：飛翔するエリア5～10㎡に対して1～3台
　　　　 飛翔ルートを遮るように2～5mにつき1台
サイズ　：(専用ホルダー) 直径240×45mm
　　　　　(専用捕虫紙) 直径195mm
　　　　　(グリーンカートリッジ) 高さ600mm　　　　
重　　量：約460g／台
規　　格：3台／ケース（グリーンカートリッジ3個、
　　　　　専用捕虫紙3枚、専用ホルダー3個）

対象害虫：飛翔系昆虫

グリーンパトロール

*ガラスクリーンハンディ―

ガラスへの不快害虫の付着を防止し、美観を維持し
ます。速乾性であるため、ガラス面に噴霧塗布した後
でも、透明度が失われることはありません。

虫コナーズスプレー

飛来害虫対策ケミカル

電源不要で置き場所を
選ばない、グリーンイン
テリアとしても使える捕
虫器です。

虫を連想させない自然
なデザインで、人目に
つきやすい場所にも置
けます。



イメージを覆すスタイリッシュなデザイン
白を基調とした外観は、捕虫機のイメージが無く様々なインテリアに溶け込みます。
壁掛け、棚置き（専用スタンド付）の両用でご使用いただけます。

1
2
3

特殊塗料を施した反射カバーは、紫外線をより広い範囲に拡散させることできます。

反射カバーによって壁の色を選ばずに設置が可能です。

下部に開いたスリットからも紫外線が放射されるので、
あらゆる方向からの虫を捕らえます。 

捕虫シートが巻き取り式で衛生的な捕虫器
虫の生態を研究して開発されました。

衛生的だから設置場所を選びません。

便利でクリーンなカートリッジ式です。

最新のテクノロジーが確実に虫を捕獲します。

洗練されたデザインと確かな品質です。

スタイリッシュなデザインでどこでもおける

おしゃれな捕虫機

フライパトロール
Fly PatrolyFl   Patrolインテリア 

照明器具 

捕虫機 



ストロンテック

業務用室内専用
害虫駆除器

虫よけエリアで快適空間に

※リキッドイオン技術は住友化学の特許技術です。
※リキッドイオンならびにストロンテックは住友化学の商標登録です。

軽くて設置しやすい
目立たない
高い安全性

1
2
3

ストロンテックのリキッドイオン   技術：高拡散かつ省エネを実現®

 
■リキッドイオン  技術の模式図

■リキッドイオン  技術のメリット 
①微粒子同士がプラス
　荷電で反発 

 

拡散 

高拡散 
（粒子径約1μｍの微粒子が効率的・
  安定的に拡散）

（単3乾電池2本で最長12週）

 

省電力化  

②マイナスイオンの気流
　で拡散





安全 除菌

消臭



※本品は並行輸入品ではございません。

小型で軽量、狭い場所での噴霧に
適したハンディタイプ

フォグマスタ・ジュニア

10～40ミクロン。漂って隅々まで
付着するので除菌・消臭効果大。

スイッチと粒子調整ダイヤルだけ!
業務用でも家庭でも使えます。

女性にうれしい。軽量・持ち運びに
便利!ハンディタイプ。

残った薬液を
出しやすいように、

水切り弁が付きました。
水切り弁付


