
new 18カタログ P.730 掲載 new 18カタログ P.732 掲載

new 18カタログ P.617 掲載

new 18カタログ P.617 掲載

フロアデッキブラシ

（A）ヘッド DGJ
商品コード 在庫 型式 色 寸法(㎜) 材質 価格（￥）
153-52-39-01 BCFD-W 白

W200×
D64×
H35

PET

2,500 
-02 BCFD-R 赤 2,500 
-03 BCFD-B 青 2,500 
-04 BCFD-Y 黄 2,500 
-05 BCFD-G 緑 2,500 

（B）ハンドル DGJ
商品コード 在庫 型式 寸法(㎜) 材質 価格（￥）
153-52-39-11 BCFD-Hφ22×1230L パイプ：SUS201φ22㎜ 2,200 

-01

-02
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-04

-05

-02+-11

バスブラシ　伸縮タイプ
 

DGE
商品コード 在庫 毛質 ブラシ部分寸法（㎜） 価格（￥）
659-52-19-11 ポリエステル 160×80×65 2,500

■仕様
● 材質： 柄部 ポリプロピレン

表面加工 ゴムラテックス

パワークロス 
■特長
● 不織布にエポクリン加工を施し
たもので、表面積が広く不織布
自身が汚れを逃がさないのでガ
ンコな油汚れにお使いください。
● 食器だけでなく、換気扇の汚れ
やレンジまわりに飛び散った油
にも使える多目的タイプです。
● ハサミで自由にカットして、使い
やすい形で使えます。　
● 洗剤不要。すすぎが不要なの
で、時短・節水（経済的）。
 DGE
商品コード 在庫 寸法（㎜） 色 入数（枚） 価格（￥）
659-25-19-01 約170×240 白 10 600

■仕様　● 材質：ポリエステル不織布（表面加工： ゴムラテックス）

■仕様　
● 材質：表地 綿100％、表面
処理 合成ゴムラテックス、
中芯 ウレタンフォーム

エポクリン®スポンジ  業務用 

 DGE
商品コード 在庫 型式 色 寸法（㎜） 価格（￥）
659-52-24-01 NS-18 ブルー 150×90×18 450

-02 NS-18 レッド 150×90×18 450
-03 NS-18 イエロー 150×90×18 450
-04 NS-18 グリーン 150×90×18 450
-05 NS-36 ブルー 150×90×36 700
-06 NS-36 レッド 150×90×36 700
-07 NS-36 イエロー 150×90×36 700
-08 NS-36 グリーン 150×90×36 700

■特長
●軽くコンパクトで使いやすい、床の汚れをしっかり落とせます。　
●耐薬品性、耐摩耗性に優れています。　
●ハンドルには錆や腐食に強く、耐久性のあるステンレスを採用。　
●ブラシヘッド部分は交換可能なため、経済的です。　
●ブラシとハンドルの接続部分は、キャップ付きで衛生的です。
■仕様　
●耐熱温度：130℃（JIS S 2029）
●ハンドルグリップ・キャップジョイント・ベース材質：PP　●重量：622g

■特長
●今まで面倒だった手の届かない高い場合も、ゴムの力で汚れを
　落とすのでとてもシンプルで時間がかかりません。　
●ブラシの毛に加工された特殊ゴムの微粒子。ゴムの摩擦力と油を吸い
　寄せる吸着力が汚れをしっかり落としてくれます。　
●洗剤を使う必要がないので、すすぎ残しによる残留洗剤など気になりま
　せん。　
●初めてお使いになるときは、ぬるま湯に10分ほどつけてブラシの毛を
　ほぐしてからお使いください。

■特長　
●エポクリン®加工により繊維からの異物が出にくい。　
●研磨剤を使用していないので、異物混入の原因が少ない。　
●ゴムの力で水だけでも汚れが落ちます。　
●引っ張り強度・耐久性の高いウレタンを使用。
●万が一、混入した時にも発見しやすいカラフルな発色です。　
●手肌にやさしく、排水を汚さない。　
●素材にキズがつかない。　
●ひも付き仕様もございます。お問合せください。

new 業務用クリーナー特集
（乾式・乾湿両用）

パワフルな業務用クリーナーで工場からオフィス・実験室までお掃除。

カーペットリンスクリーナー 

スチームクリーナー 

ドライクリーナー/乾湿両用クリーナー
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エポクリン®スポンジ  

業務用真空掃除機 

手押し式スイーパー 

掃除機（ドライ専用）
掃除機（ドライ専用）

冷水/温水高圧洗浄機 

ハイパワークリーナー 
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new 18カタログ P.720 掲載

（A）本体 DHJ
商品コード 在庫 型式 回収容量(ℓ）価格（¥）
817-25-30-31 AS-5M 5 50,000 
（B）オプション（標準付属品） DHE
商品コード 在庫 品名 価格（¥）
817-25-30-32 紙パックフィルター 3,800

-33 特殊コーティングフィルター 6,800
-34 マイクロフィルター 4,000

ハイパワークリーナー 

new 18カタログ P.721 掲載

new 18カタログ P.721 掲載

new 18カタログ P.722 掲載

new 18カタログ P.723 掲載 new 18カタログ P.723 掲載

new 18カタログ P.723 掲載 new 18カタログ P.723 掲載new 18カタログ P.724 掲載

 DHJ
商品コード 在庫 型式 外径寸法(W×D×H㎜) 重量（kg） 価格（￥）
817-25-30-41 AS-100M 413×413×663 11 140,000 

■特長
●強力な吸引力と特殊なフィルターシステムによって0.1ミクロンの塵、細菌を99.99％キャッチします。
●排気は完全クリーンエアーで塵や細菌が室内に飛散しません。　●紙パックフィルター：粒径の大
きな粉塵はすべてこのフィルターに回収されます。脱着が簡単です。　●特殊コーティングフィルター：
特殊加工しているため、微粉塵が付着しにくいだけでなく、ミクロン単位の微粒子を濾過することがで
きます。　●マイクロフィルター：特殊コーティングフィルターを通過した微粉塵中の0.3ミクロンまでの
微粒子を捕集します。　●ウルパフィルター：0.1ミクロンまでの微粉塵、バクテリア、カビ胞子などさま
ざまな微粒子を99.99％以上除去します。
■仕様
●集塵効率：0.1ミクロン99.99％　 ●定格風量：2   　 ●消費電力：1050W　 ●真空度：

●定格電圧：100V　●定格電流：10A　●周波数：50/60Hz　 ●タン
ク：22ℓ ステンレス製　●付属品：ホース、延長管、クレパイススツール、丸ブラシ、三角ブラシ、三
角ノズル100M型、紙パックフィルター（5枚付）

 DHJ
商品コード 在庫 型式 外径寸法（W×D×H㎜） 重量（kg） 価格（￥）
817-25-30-51 AS-200M 413×413×853 13 210,000 
■特長
●低風速排気：上部排気口から6㎝のところで排気風速0.3m/sec。床面などの埃を飛散させません。
●特殊コーティングフィルター：フィルター表面に飛散した液体をフィルター内に通しません。
● ULPAフィルター：0.1ミクロンまでの微粉塵、バクテリア、カビ胞子などさまざまな微粒子を99.99％
以上除去します。
■仕様
●集塵効率：0.1ミクロン99.99％　 ●定格風量：2 3m

3m

  　●消費電力：1050W　
●真空度： ●定格電圧：100V　●定格電流：10A
●周波数：50/60Hz　 ●タンク：38ℓ ステンレス製
●付属品：ホース、延長管、クレバイススツール、丸ブラシ、床ブラシ200M型、スキージーツール

（A）本体 DHJ
商品コード 在庫 型式 集塵容量

(ℓ)
質量
(kg) 価格（￥）

740-25-30-31 AERO 21-01PC 約13 7.5 50,000 
（B）オプション DHJ
商品コード 在庫 品名 価格（¥）
740-25-30-32 PETフィルターエレメント 8,400 

-33 フィルターバッグ 4枚入 4,800 

業務用真空掃除機 手押し式スイーパー 

（A）本体 -51：DGJ, -52：DHE
商品コード 在庫 型式 コンテナ容量(ℓ） 摘要 価格（￥）
625-25-30-51 KM 70/20 C 40 ー 130,000 

-52 KM 70/30 C Bp バキューム機能付 380,000 
（B）オプション DIJ
商品コード 在庫 品番 価格（¥）
625-25-30-56 バッテリー　KM70/30CBp用 40,000 

-57 サイドブラシ　標準　330㎜ 6,700 
-58 メインブラシ　標準　480㎜ 18,500 

掃除機（ドライ専用）　クリーンルーム用

掃除機（ドライ専用）　クリーンルーム用

■特長
●強力な吸引力と三段階フィルター
　システムによって0.3ミクロンのチリ、
　細菌を99.83％キャッチします。
●紙パックフィルター、特殊コーティ
　ングフィルター、マイクロフィルター
　装備しています。

■仕様
●騒音値：～59dB（3m）　
●最大消費電力：1050W　
●最大風量：2.7m³/min
●最大真空度：20.5kpa　
●寸法（LWH）
　：350×350×430㎜　
●本体重量：7.7kg

■特長
●性能と使いやすさを両立させたコンパクト掃除機です。
●セミオートマティックフィルタークリーニング機構を搭載。フィルターカート
　リッジを素早く確実に清掃し、常に安定した吸引力を維持することができます。
●水洗い可能なPETフィルターカートリッジを採用。最小99.9%のフィルター
　効率を持つうえ、長寿命。
●コンテナハンドルによりコンテナ単体での持ち運びやダスト廃棄が容易に行えます。
●排気口にホースを接続してブロワーとしても使用できます。

■仕様
●電源：単相100V　50/60Hz　
●最大消費電力：1200W　
●最大風量：3600ℓ/min 　
●最大真空度：23kPa　
●騒音レベル：65dB(A)　
●コンテナ容量：20ℓ　
●電源コード長：5m　
●寸法：375L×385W×515H㎜

■特長　
●高い作業性…両輪でメインブラシを駆動し
700㎜のワイドな清掃幅で効率よくゴミを集め
ます。メインブラシ/サイドブラシ共に床面への
面圧を調整でき確実にゴミを掃きこみます。　
●シンプル設計…使用者の身長に合わせハン
ドルの高さを３段階に調整可能です。また強化
プラスチック製で軽量で、錆や凹みの心配が
ありません。　
●自立するコンテナ、優れた収納性…自立する
コンテナにより回収したゴミを確認しやすくゴミ
の分別が容易です。またハンドルを折りたため
るので壁などに立てかけて省スペースで収納
可能です。（KM70/30C Bpはハンドルを折りた
ためますが、立てての収納はできません）

型式 KM 70/20 C KM 70/30 C Bp
動力 手押し
作業幅
清掃能力 2800m2/h (清掃速度4km/h時)
寸法 W765×D1300×H1035㎜ W765×D1250×H1050㎜
質量 23kg 48kg

■仕様

サイドブラシ未使用：480㎜,サイドブラシ使用時：700㎜

 
■特長
● プロ仕様…合成繊維フィルターバスケット
は繰り返し洗えます。※基本的には紙パッ
クの使用を推奨しますが、紙パックなしで
も使用出来ます。（フィルターバスケットの
汚れ具合によりますが、週一回を目安に
洗浄をしてください。）
● パワフル…1,200Wのパワフルモーター
搭載で強力な吸引が可能で、効率の良い
作業が可能です。
● コンパクト…アクセサリーを本体にコンパク
トに収納でき、省スペースになります。また、
本体とパイプを一緒に持てるので移動が
楽に行えます。

■特長
●フィルター塵落とし機能…フィルター塵落としプッシュボタンを押すと、手を
汚さずに吸引機能が回復します。　●平型フィルター採用…一般的な筒型
フィルター掃除機はコンテナ容量の7割しか集塵できませんが、 平型フィル
ターを採用することでコンテナ容量の9割以上のごみを回収できます。また液
体を吸う際に面倒なフィルター交換が不要です。　●プラスチックボディー
…強化プラスチック製の本体は、軽く、弾力性、耐腐食性があり、プロが使
用する環境下で高い耐久性を発揮します。

■仕様
型 式 T7/1プラス NT25/1 Ap NT35/1 Ap
動 力 単相 100V
モーター出力 1200W 1300W
真 空 度 240hPa 230hPa
寸 法 W308×D351×H340㎜ W370×D510×H480㎜ W370×D510×H575㎜
質 量 5.6kg 11kg 11.5kg
電 源コード 9.5m 7m
パ イ プ 径 φ32㎜ φ35㎜

（C）オプション DIJ
商品コード 在庫 品番 価格（¥）
625-25-30-26 ペーパーフィルターバック T7/1用 10枚入 2,500 

-27 ペーパーフィルターバック強化タイプ 5枚入 6,800 
-28 エコフィルター強化タイプ  T25･35/1用 9,000 
-29 エコフィルターHEPAタイプ T25･35/1用 13,800 

（B）乾湿両用クリーナー DHJ
商品コード 在庫 型式 モーター出力

(W)
ダストコンテナ容量

(ℓ)
吸水量
(ℓ) 価格（￥）

625-25-30-22 NT25/1 Ap 1300 25 13 60,000 
-23 NT35/1 Ap 1300 34 20 70,000 

（A）ドライクリーナー DGJ
商品コード 在庫 型式 モーター出力(W) ダストコンテナ容量(ℓ) 価格（￥）
625-25-30-21 T7/1プラス 1200 7 38,   000

■特長
● コンパクト設計…ハンドルが伸縮し、縦
横どちら向きでも使用可能で場所を選び
ません。
● プロ仕様の耐久性…高い耐久性で故障
リスクを抑えメンテナンスコストを削減しま
す。また業務用向け仕用なので長時間
の作業が可能です。
● 扱いやすい機能性…高圧ホースやラン
ス、電源コードをまとめられる等、使いや
すさを形にしました。

■特長　●優れた移動性と収納性…大型ホイールを採用し段差も楽に移動
可能です。縦形の為保管に場所を取りません。　●使いやすい設計…100V
対応の為汎用性に優れています。またノズルと電源コードを収納するホルダーが
ありコンパクトに収納できます。　●高品質…ステンレス製のヒートコイルを採用
し低燃費を実現しました。シリンダーヘッドなどは真鍮製で耐久性に優れます。

型 式 HD 4/8P HDS 4/7U
動 力 単相 100V
吐 出 圧 力 8MPa 7MPa
最高給水温度 60℃ 30℃
モーター入力 1.4kW
モーター出力 0.9kW
電 流 値 14A 13.5A
質 量 20.5kg 68kg
寸 法 W312×D351×H904㎜ W620×D620×H990㎜
ボイラー加熱温度 - 65℃
高圧ホース 10m

■仕様

（C）オプション DIJ
商品コード 在庫 品番 価格（¥）
625-25-30-11 延長高圧ホース 10m　HD4/8P・HDS4/7U兼用 31,500 

-12 延長高圧ホース 15m　HD4/8P・HDS4/7U兼用 38,700 
-13 延長高圧ホース 20m　HD4/8P・HDS4/7U兼用 43,100 
-14 58,000 
-15 95,800 
-16 カップリング　高圧ホース同士接続用 3,000 
-17 フレキシブルノズルホルダー 18,800 
-18 サーフェスクリーナ FR30P　HD4/8P用 50,000 
-19 サーフェスクリーナ FR30Me　HDS4/7U用 94,000 
-20 ノズルセット FR30P・Mｅ用　2個入 6,000 

（B）温水高圧洗浄機 DHJ
商品コード 在庫 型式 吐出水量(ℓ/h) 周波数(Hz) 価格（￥）
625-25-30-03 HDS 4/7U 400 50 400,000 

-04 60 400,000 

（A）冷水高圧洗浄機 DGJ
商品コード 在庫 型式 吐出水量(ℓ/h) 周波数(Hz) 価格（￥）
625-25-30-01 HD 4/8P 400 50 110,000 

-02 60 110,000 

（A）本体 DGE
商品コード 在庫 型式 モーター出力

(W)
真空度
(hPa) 価格（￥）

625-25-30-41 Puzzi8/1C 1200 230 130,000 

（B）オプション DIJ
商品コード 在庫 品番 価格（¥）

625-25-30-46 フロアーツール 
ノズル幅240㎜ 28,000 

-47 布地用タブレット洗浄剤
RM 760 Tablet 16錠 1,900 

■仕様
型 式 Puzzi8/1C
動 力 単相 100V
タンク容量・
洗 浄 水 8ℓ

タンク容量・
汚 水 7ℓ

寸 法 W330×D530×
H440㎜

質 量 9.8kg
サクション
ホース長 2.5m

噴 霧 量 1ℓ/min

カーペットリンスクリーナー 

（A）本体 DHJ
商品コード 在庫 型式 ヒーター出力

(W)
最大吐出圧力
(Mpa) 価格（￥）

625-25-30-31 SG 4/4 1500 0.4 155,000 

（B）オプション DIJ
商品コード 在庫 品番 価格（¥）

625-25-30-36 ボイラー洗浄剤 
RM511 9本入 980 

-37 ハンドブラシカバー
SG4/4用　5枚入 2,500 

-38 フロアーノズル用
クロス 3枚入 2,171 

■仕様
型 式 SG4/4
動 力 単相 100V
ボイラータンク
実 容 量 4ℓ

ボイラータンク
加 熱 温 度 145℃

ボイラータンク
吐 出 温 度 100℃

ヒートタイム 約15分

寸 法 W320×D475×
H275㎜

質 量 8kg
電源コード 3m

スチームクリーナー 

ドライクリーナー/乾湿両用クリーナー冷水/温水高圧洗浄機 

■特長　
●プロ仕様…吐出する
スチームの圧力や水量
の調整が可能です。各
種アクセサリーも標準装
備しており様々な洗浄
条件で使用可能です。
●コンパクト…小柄ながらもアクセサリーの収納スペースもあり、軽量なので
持ち運びに優れています。　●2タンクシステム…合計4.4Lの大タンクで長
時間使用できます。また随時サブタンクに給水可能なので作業を中断させま
せん。

■特長　●コンパクト…コンパクトな
設計で作業や移動が楽で作業者の
負担を減らし作業効率がアップしま
す。　●簡単洗浄…機能、操作が
シンプルで、準備、作業、後片付け
がスピーディに出来ます。またソ
ファーやカーペットなど丸洗いが出来
ない洗浄対象も清掃可能です。　
●透明タンク＆ノズル…ノズル、汚水
タンクが透明になっており、清掃の目
安としての汚れが見えて清掃の進捗
が分かり効率的に作業が行えます。
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