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ご注文の際は、
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②�マキタ�高圧洗浄機��
MHW720�（清水専用）�■ﾊ1

ページコード 商品コード 価格
1-2485-0201 8640200 ￥88,200
外寸：390×350×H750～940
電源：単相100V　50/60Hz
消費電力：1,430W
定格時間：30分
最大水量（L/min）：7（420L/H）
許容水温：60℃以下
コードの長さ：2.5m
重量：16kg
付属品:�トリガーガン（8ｍ高圧ホース付）、�

可変ノズル付スプレーランス、�
ワンタッチジョイント、ノズル穴清掃ピン

●�水道圧の約35倍（水道圧約0.2MPa）を実現す
るハイパワーと余裕の水量を実現
●�水道使用に比べて洗浄時間の大幅短縮と約
85％の水量節約

①�リョービ�電気�高圧洗浄機��
AJP-1420A�

ページコード 商品コード 価格
1-2485-0101 2971600 ￥32,000
外寸：301×249×H551
電源：単相100V　50/60Hz
消費電力：1,350W
吐出水量：5.5ℓ/min
吐出圧力：7.3MPa
許容水温：40℃以下
コードの長さ：5m
重量：6.4㎏
付属品:�バリアブルノズルランス、�

ターボノズルランス、ガン、�
高圧ホース（6ｍ）、吸水ホース（3ｍ）、�
吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、�
ホースバンド、ノズルクリーナーピン

■ｻ1

⑦�コンドル��
送風機スーパーファンDX�■ﾊ4�

ページコード 商品コード 価格
1-2485-0701 8531200 ￥38,000
580×350×H790�
電源：単相100V�50/60Hz
消費電力：230W
風量：�強190/195㎥/min�

弱160/165㎥/min
送風ファン：φ450��4枚羽根
スイッチ：強・切・弱切り替え式
首振り：85度レバ−切り替え
角度調節：�上角45度、下角10度�

無段階調節
重量：約12.5㎏
コードの長さ：10m
●風量は2段階に切り替えができます。
●自動首振り機構付
●無段階角度調整機構付

移動性の高いプロペラファンタイプ

⑥�マキタ�集じん機�EUB4250�■ﾗ3
ページコード 商品コード 価格
1-2485-0601 8543110 ￥63,800
外寸：235×355×H340
集じん容量：35ℓ
エンジン排気量：24.5㎖（ガソリン使用）
最大風量：10.1㎥/分
重量：4.8㎏
運転音：67dB
●�ノズルの付け替えで「吹き飛ばし」→←「吸い込み」の1台2役
●�競技場、ゴルフ場、野球場、公園など屋外の清掃に適してい
ます。
●ノズルの取付時の全長1,090

③�ケルヒャー�業務用��
冷水高圧洗浄機�HD�4/8C�■ﾊ3

ページコード 商品コード 価格
50Hz 1-2485-0301 1102511 ￥150,000
60Hz 1-2485-0302 1102521 ￥150,000
外寸：380×360×H930
電源：単相100V
消費電力：1,400W
吐出水量：400L/h
吐出圧力：8MPa
最高給水温度：60℃
電源コード：5m
重量：23.7㎏
付属品:�高圧ホース10m、水道ホース6ｍ、�

トリガーガン、840㎜スプレーランス、�
パワーノズル

●洗浄剤が使用可能
●�高さが調節できるハンドルと大きなキャスター付で移動が大
変楽です。
●�トリガーガンには、ねじれ防止システム（AVS）が装備されて
いるので、わずらわしいホースのねじれがありません。

⑤�スチームクリーナー�ハンディタイプ�
STM-303�ホワイト�■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
1-2485-0501 4296910 ￥8,476
外寸：310×130×H240
電源：単相100V　50/60Hz
消費電力：1,000W　最大噴射圧力：約3気圧
タンク容量：約0.3ℓ
噴射待ち時間：約5分　連続使用時間：約12分
スチーム温度：約100℃　重量：約1.8㎏
コードの長さ：4m
付属品：�布用ノズル、布用ノズルカバー×2枚、�

ポイントブラシ×3個、ストレートノズル、アングルノズル、�
フレキシブルノズル、じょうご、メジャーカップ

●高温の蒸気で様々な雑菌やカビなども除去します。
●�水を高圧で噴射しますので、薬品を使用したくない場所にもご使用できます。

④�移動式オゾン水洗浄装置��
HYD-W1000E�� ■ﾀ7

ページコード 商品コード 価格
1-2485-0401 8048400 ￥800,000
外寸：400×350×H910
電源：単相100V　50/60Hz
消費電力：180W
コードの長さ：2m
付属品：�給水用ホース3m、排水用ホース3m、�

排水用ノズル×1
●�蛇口に簡単に取付けができ、オゾン水により除菌・
脱臭が可能です。

●�オゾン水は、手指洗浄や作業場の雑菌・臭気・床
のヌメリを除去します。
●�オゾン水は、食材（野菜・肉・魚介類）の洗浄や鮮
度保持に効果的です。

オゾン水の高い殺菌力により
作業環境をいつもクリーンな状態に保ちます！



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。
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③�コンドル��
スーパースチームジェット��
SP-200�E-111�� ■ハ4

ページコード 商品コード 価格
1-2486-0301 6031210 ￥154,000
外寸：343×486×H280
電源：単相100V
消費電力：1,400W
吐出圧力：0.5Mpa
吐出温度：99℃
タンク容量：1.2ℓボイラー/３ℓサブタンク
重量：約7.7kg
コードの長さ：3.5m
付属品：�ホース付ハンドル、延長管、床ノズル、ワイパー、�

三角ブラシ、ジェットノズル、丸ブラシ、ヘラノズル、�
漏斗、排水用ソケット

●�汚れの度合いに応じてスチームの量が変更でき、効率よく清掃が行
えます。
●�高温のスチームがタイルの目地やカーペットのシミをしっかり洗浄
●�水を蒸気に変えて洗浄するので、洗剤の必要がなく経済的

2タンク式なので
スチームを噴射しながら�
随時給水でき、
連続使用が可能

②�ケルヒャー��
業務用スチームクリーナー��
SG�4/4�� ■ハ1

ページコード 商品コード 価格
1-2486-0201 8738610 ￥155,000
外寸：475×320×H275
電源：単相100V　50/60Hz
ヒーター出力：1,500W
ボイラータンク容量：4ℓ
ボイラータンク加熱温度：145℃（最高）
最大吐出圧力：4.08㎏f/㎠
ヒートタイム：約15分
コードの長さ：3m
重量：8㎏
付属品：�ホース一体型ヘッド（1個）、延長パイプ（2本）、�

フロアーノズル、ノズルヘッド、じょうご、�
ハンドブラシ、ノズルセット、ポイントブラシ、�
カバー（ハンドブラシ・フロアノズル用�各1枚）

145℃のスチームで
頑固な汚れをパワフル洗浄＆殺菌

①�ケルヒャー��
カーペットリンスクリーナー�
Puzzi�10/1�� ■ﾅ0

ページコード 商品コード 価格
1-2486-0101 8738710 ￥180,000
外寸：710×330×H440
電源：単相100V　50/60Hz
モーター出力：1,100W
作業幅：240
吸引力�風量：54ℓ/sec
真空度：220hPa
噴霧量：1.0ℓ/min
タンク容量：洗浄水10ℓ／汚水9ℓ
使用可能最高温度：50℃
コードの長さ：7m
重量：10.7㎏
●�ケルヒャーのリンスクリーニングは洗浄剤をノズルから噴霧し、汚れを
浮き上がらせて吸い上げていく方法です。
●�カーペットの奥深く入り込んだ汚れや頑固な汚れの場合には、まず最
初に洗浄剤を吹き付け、その後再度、洗浄剤を噴霧・吸引する2段階
洗浄法が効果的です。

理想的なカーペットクリーニング

⑤�清掃中マット�
（4ヵ国語）� ■ｾ3�
ページコード 商品コード 価格
1-2486-0501 7317610 ￥6,620
850×1,200���
材質：�パイル／�綿アクリル、�

ループパイル
　　 裏／発泡塩化ビニール

④清掃中パネル�� ■ﾀ1
ページコード 商品コード 価格
1-2486-0401 2874600 ￥4,300
外寸：305×370×H600
重量：868g
材質：高衝撃性ポリスチレン

⑪�表示パネル�清掃中・作業中�
（4ヵ国語）
ページコード 商品コード 価格
1-2486-1101 2881000 ￥2,300
使用時：298×400×H580
重量：650g
材質：ポリプロピレン（シルク印刷）

パッと開いて置くだけで簡単に表示できるフロアスタンド

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

表 裏

フロアユニスタンド� ■ｻ4
ページコード 商品コード 価格

⑥立入禁止�868-40AY�両面 1-2486-0601 8170400 ￥4,500
⑦関係者以外立入禁止�868-41AY�両面 1-2486-0701 8170500 ￥4,500
⑧足もとにご注意ください�868-45BY�両面 1-2486-0801 8170600 ￥4,500
⑨清掃中�868-47AY�両面 1-2486-0901 8170700 ￥4,500
⑩白無地868-49AY�両面 1-2486-1001 8170800 ￥3,800

外寸：�300×407×H654（使用時）�
300×厚さ37×H680（折りたたみ時）

材質：�ポリプロピレン�
PVCステッカー（両面表示）

重量：1.0㎏
●大きな表示で遠目にもハッキリ分かる。
●折たたみ式なので持ち運び収納に便利



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。2487 掃除機・ポリッシャー
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⑤�コンドル�ロードスイーパー��
CSR-700�（手動式）�■ﾇ4

ページコード 商品コード 価格
1-2487-0501 8532200 ￥110,000
外寸：837×1,013×H808
サイドブラシ：φ260
清掃幅：500㎜／サイドブラシ使用時690㎜
集じん容量：18ℓ
清掃能力：750㎥/h
重量：26.5㎏
●�清掃ブラシの回転方向は前進方向に対して逆方向で
すので、ゴミの掃き残しがありません。
●�フリーキャスター機構により移動もラクに行えます。箒で
の清掃の約7倍の清掃能力

⑥�アマノ�
手動歩行式清掃機�F-100S�■ﾏ4

ページコード 商品コード 価格
1-2487-0601 8502000 ￥118,000
外寸：790×1,400×H960
メインブラシ：φ260×460
サイドブラシ：φ300
清掃幅：650㎜
集じん容量：40ℓ（有効容量25〜28ℓ）
清掃能力：2,000㎡/h
重量：24㎏
走行方法：手動歩行式
●�屋内外の吸殻や落ち葉などの粗ゴミから、細かなホコリま
で簡単に清掃。狭い場所でも清掃できる軽量・コンパクトタ
イプ
●後進でも清掃OK

②�ケルヒャー�アップライト型�
バキュームクリーナー�CV38/1（乾式）�■ﾏ4

ページコード 商品コード 価格
1-2487-0201 1097700 ￥120,000
外寸：�320×390×H1,220
電源：単相100V　50/60Hz
消費電力：1,150W　吸引風量：47L/s
集じん容量：5.5ℓ
重量：8.8㎏
運転音：66dB（A）
コードの長さ：11.5m
付属品：�2mサクションホース（伸縮タイプ）、サクションパイプ・回転ブラシ、

コーナーノズル・ハンドノズル、合成繊維フィルターパック、�
モーター保護フィルター、排気フィルター

●�清掃幅が380㎜と幅広く、床面の状態に合わせてブラシの高さを変えられるので効
率が良く、時間の節約ができます。

③�リンレイ��
掃除機�スイングバックライト14�■■ﾀ4 �

ページコード 商品コード 価格
1-2487-0301 0134701 ￥103,000
外寸：310×365×H1,170
電源：単相100V　50/60Hz
消費電力:1,100W　清掃幅：360㎜
運転音：75.2dB
集塵容量：約５ℓ
コードの長さ:12m　重量:8.3㎏
付属品:紙パック１枚、スキマノズル、家具用ノズル
●�フルフラットハンドルで低い部分も清掃可能
●�かがむことなくブラシの高さを４段階で調整できます。
●�足でオン／オフを行うフットスイッチを装備。
●�着脱式の電源ケーブルなのでケーブルの断線時に、すばやく取り替え
ることが可能です。
●�断線防止ストッパー付きで電源コードの引張りによる断線を防ぎます。
●�ブラシだけの脱着が工具無しでワンタッチでできます。
●�HEPAフィルター装備で0.3㎛以上の微細なホコリの99.97％を捕集
します。
スイングバック14用紙パック（10枚入）�
1-2487-0302 0134720 ￥1,890■ﾜ3

１モーターの軽量設計で軽快さを追求小型バキューム機能付ポリッシャー

①�ケルヒャー��
ハンディスクラバー�BR30/4C�■ﾊ4

ページコード 商品コード 価格
1-2487-0101 8531100 ￥250,000
外寸：335×390×H1,180
電源：単相100V　消費電力：650W
作業幅：洗浄300㎜／吸引300㎜
タンク容量：洗浄水4ℓ／汚水4ℓ
作業能力：200㎡／h
ブラシ面圧：100g／㎠
ブラシ回転数：1,450rpm
重量：11㎏
コードの長さ：10m
運転音：72dB
付属品：�ローラーブラシ（赤）1本�

スクイジーセット（ブルー）2本
●�軽量なボディによりいつでも使いたい時に床洗浄が可能
●�操作がシンプルで作業者を選ばず誰でも簡単に床洗浄できます。

④�業務用ポリッシャー��
スクラブ・ランチャー�■ﾀ7

ページコード 商品コード 価格
1-2487-0401 8531500 ￥50,000
外寸：200×90×H1,150〜1,455
電源：単相100V� 回転数：180回/分
ブラシ幅：7インチ� 重量：2.225㎏
バッテリー：12V�Ni-CD�1.3Ah� 充電時間：約90分
連続使用時間：約60分

●充電式のコードレス設計
●階段やトイレの床などの狭い所も作業できます。

付属品：�ハードブラシ（研磨剤入）、標準ブラシ（ナイロン�青）、�
ソフトブラシ（ナイロン�グレー）、パッド台、�
急速充電器�約90分、バッテリー�1.3Ah、アダプター、�
ショルダーベルト



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。
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⑮�コンドル�高速�
ポリッシャー�CP-12K��
（ブラシ・プレート付）�■ヌ1
ページコード 商品コード 価格
1-2488-1501 5326200 ￥133,100
全長：1,200　ブラシ幅：φ300
電源：単相100V
消費電力：1,100W
重量：27.5㎏　コードの長さ：13m
運転音：65～68dB

付属品：�E-8シダブラシ、�
E-14コンドルポリッシャー用プレート

⑰E-8�シダブラシ� ■ｾ1
ページコード 商品コード 価格

� 8インチ 1-2488-1701 8551300 ￥3,900
12インチ 1-2488-1702 5326300 ￥5,400
●床洗い・つや出し用

⑱E-9�トーロンブラシ� ■ｾ1
ページコード 商品コード 価格

� 8インチ 1-2488-1801 8551400 ￥4,200
12インチ 1-2488-1802 5326400 ￥6,600
●床洗い・つや出し用

⑳E-12�ワイヤーブラシ�� ■ｾ1
ページコード 商品コード 価格

� 8インチ 1-2488-2001 8551600 ￥3,630
12インチ 1-2488-2002 5326500 ￥6,490
●ザラ石洗い・こさげ用

⑲E-11�混毛ブラシ� ■ｾ1
ページコード 商品コード 価格

� 8インチ 1-2488-1901 8551500 ￥4,400
12インチ 1-2488-1902 5326600 ￥8,400
●つや出し用

�E-14�ポリッシャー用プレート�� ■ｾ1
ページコード 商品コード 価格

� 8インチ 1-2488-2101 8551700 ￥1,700
12インチ 1-2488-2102 5326700 ￥1,400�

⑳

⑲

⑱

⑰

��ポリッシャー用�インスタロック�
ドライビングパッド��

ページコード 商品コード 価格
CP-8用 1-2488-2801 8530400 ￥8,900
CP-12K用 1-2488-2802 8530500 ￥13,460
フロアパッドのずれを防止します。

■ワ3

シックライン（5枚入）� ■ﾏ3
CP-8用 価格 CP-12K用 価格

�黒�剥離用　　 1-2488-2201
8530010 ￥8,000 1-2488-2202

8530110 ￥15,200

�緑�中間洗浄用 1-2488-2301
8530020 ￥6,500 1-2488-2302

8530120 ￥12,300

51ライン（5枚入）� ■ﾏ3
CP-8用 価格 CP-12K用 価格

�茶�剥離用　　 1-2488-2401
8530240 ￥12,300 1-2488-2402

8530340 ￥21,800

�青�中間洗浄用 1-2488-2501
8530230 ￥12,000 1-2488-2502

8530330 ￥21,500

�赤�保守用　　 1-2488-2601
8530220 ￥9,800 1-2488-2602

8530320 ￥18,000

�白�磨き用　　 1-2488-2701
8530210 ￥9,800 1-2488-2702

8530310 ￥18,000

ご使用の際は�のインスタロックドライビングパッドが必要です。

ポリッシャー用�フロアパッド

③�パッド台�
プレート付7inch�� ■ﾏ4
ページコード 商品コード 価格
1-2488-0301 7022100 ￥5,000

⑦パッド（茶）7inch�� ■ﾏ1
（ワックス剥離用）
ページコード 商品コード 価格
1-2488-0701 7022400 ￥1,786

⑤�パッド（赤）7inch�� ■ﾏ1
（軽洗浄・艶出し用）
ページコード 商品コード 価格
1-2488-0501 7022200 ￥1,786

④プレート7inch�� ■ﾏ4
ページコード 商品コード 価格
1-2488-0401 7022500 ￥570

⑥パッド（青）7inch�� ■ﾏ1
（表面洗浄用）
ページコード 商品コード 価格
1-2488-0601 7022300 ￥1,786

②�ナイロンブラシ�
プレート付7inch�� ■ﾏ4
（凸凹のある床の洗浄用）
ページコード 商品コード 価格
1-2488-0201 7022000 ￥2,150

①�リンレイ��
セーフティ�ポリッシャー�

ページコード 商品コード 価格
1-2488-0101 7021900 ￥135,000
外寸：430×280×H1,200
電源：単相100V� 消費電力：270W
回転数：450回／分� 清掃幅：350㎜
重量：14.6㎏� コードの長さ：10m
運転音：パッド使用時：53dB、ブラシ使用時：59dB
●化学床や石床の洗浄に
●�どなたでも簡単に操作できる、効果の高いプロ仕様のマシン
●���前進・後進・左右の動きも自由自在に作業できます。

■ハ4

●�ハードフロア（Pタイル・磁気タイル・クッションフロア）の場合

●ソフトフロア（カーペット等）の場合

⑨�ブラシ�カーペット洗浄用�■ハ3
ページコード 商品コード 価格
1-2488-0901 6099600 ￥4,100

⑩パッド台�� ■ハ3
ページコード 商品コード 価格
1-2488-1001 6099700 ￥6,200

⑪�黒パッド�はくり用�� ■ﾏ3
ページコード 商品コード 価格
1-2488-1101 6099800 ￥1,500

�大理石専用ポリッシャー�ミニポリ8�■ハ4
ページコード 商品コード 価格
1-2488-2901 2559300 ￥182,000
外寸（ハンドル装着時）：290×330×H950～1,100
� （本体）：280×280×H251
電源：単相100V� 消費電力：180W
回転数：170/200rpm� パット径：8インチ
重量：13㎏� コードの長さ：10m
運転音：65dB
●ノーワックスで光沢が蘇ります。
●伸縮ハンドルを外しての手持ち作業も可能です。
●水道・霧吹き等で研磨面を濡らしてご使用ください。

付属品：ゲタパッドφ100（3枚組）� �
1-2488-2902 2559400 ￥15,000
※別売のフロア用アルタディスクと組合せてご使用ください。
フロア用�アルタディスクφ100（3枚組）� ■ハ4
AH-XFS（粗目）＃� 800�� 1-2488-2903 2559500 ￥20,000
AH-XFS（中目）＃1500�� 1-2488-2904 2559510 ￥20,000
AH-XFS（細目）＃3000�� 1-2488-2905 2559520 ￥20,000
AH-XFS（極細）＃8000�� 1-2488-2906 2559530 ￥20,000

■ハ4

⑧�コンドル�ツーブラシ��
ポリッシャー��
CPW-6��（洗剤タンク付）�■ヌ4

ページコード 商品コード 価格
1-2488-0801 5326100 ￥231,000
外寸：310×390×H1,190�
電源：単相100V� 消費電力：320W
回転数：480/580rpm� ブラシ幅：6インチ×2個
重量：17㎏　� コードの長さ：10m
運転音：69dB

●安全性を支えるツーブラシ回転
●�左右の回転部がどちらも内側へ回転するようになっているた
め、振動を打ち消し合い、1ブラシ回転のような横ブレがなく、
常に安定、快適な使用感が得られます。

●�ブラシ（パッド）がボディーより張り出しているため、スミの方ま
できれいに作業ができます。
●�回転部の先端が低くテーブル状に張り出しているため、机
の下などの低い所もきれいに作業ができます。

付属品：�ブラシ・パッド台各2ヶ、黒・赤・青パッド各2ヶ、�
ウェート小（2㎏）1ヶ付

⑯�コンドル�
ポリッシャー�CP-8�■ヌ4

ページコード 商品コード 価格
1-2488-1601 8529900 ￥122,000
全長：1,200　ブラシ幅：φ200
電源：単相100V
消費電力：200W
重量：13.8㎏　コードの長さ：10m
運転音：65～68dB

付属品：�E-8シダブラシ、�
E-14ポリッシャー用プレート

⑫�赤パッド�スプレー�
クリーニング�つや出し用�■ﾏ2
ページコード 商品コード 価格
1-2488-1201 6099900 ￥1,900

⑬青パッド�表面洗浄用�� ■ﾏ3
ページコード 商品コード 価格
1-2488-1301 6100000 ￥2,200

⑭�ウェート�大�（3kg）�� ■ハ3
別売
ページコード 商品コード 価格
1-2488-1401 6100100 ￥4,400

� � � ���

※�購入に際しましては別売のナイロンブラシプレート付、または
　パッド台プレート付＋パッドを2ケ作業内容に合わせご購入ください。

※�御影石・テラゾー・ライムストーンは必ずご相談ください。

ポリッシャー�CP-8・CP-12K用
替ブラシ・パッド
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化学床用
高性能かつバランスに優れた
ワックスです。

①�コンドル�高濃度樹脂ワックス�
スーパープレジデム�18ℓ�■タ3

ページコード 商品コード 価格
1-2489-0101 8531300 ￥26,000
標準使用量：約1,500㎡/18ℓ
●�クラストップレベルの光沢。バフィングを行う事でより一層光
沢があり、耐久性に優れた塗膜を形成します。
●�耐ブラックヒールマーク性、耐スカッフマーク性に優れてお
り、床の美観を長時間維持することができます。

化学床用

③�コンドル�水性�ワックス�
SS�18ℓ�

ページコード 商品コード 価格
1-2489-0301 5326800 ￥7,700
標準使用量：約1,250㎡/18ℓ
●�作業性に優れ、塗布作業が容易です。
●�ポリシャ−で磨くことにより、深みのある光沢に�
仕上がります。

■タ1

化学床用

④�コンドル�ノンスリップ�
ワックス�18ℓ�

ページコード 商品コード 価格
1-2489-0401 5327100 ￥12,600
標準使用量：約1,200㎡/18ℓ
●�滑りやすい一般化学床材に適した水性ワックス
です。
●�滑り止め剤を配合しているため耐スリップ性に
優れています。

■タ1

化学床用
光沢・耐久性・剥離性に優れた
ワックスです。

②�コンドル�樹脂ワックス��
ネオルーチェ�� ■タ1

ページコード 商品コード 価格
� 4ℓ 1-2489-0201 8055400 ￥5,600
18ℓ 1-2489-0202 7428400 ￥21,700
標準使用量：約1,800㎡/18ℓ
●�塗るだけで艶やかで透明感のある光沢が得られ
ます。
●�化学床材、ウレタンコ−トされたフロ−リングに�
ご使用ください。

⑥�リンレイ�汎用樹脂ワックス���
メガグロス�18ℓ�

ページコード 商品コード 価格
1-2489-0601 0135000 ￥16,380
標準使用量：約1,800㎡/18ℓ
●�高屈折プリズムポリマー配合により驚異の塗布光沢を
発揮。

　�しかも、ツヤ引けなどワックスの仕上がりを損ねにくく、安
心して塗布作業が行えます。

■ｻ3

化学床用

⑦�リンレイ�病院用樹脂ワックス��
NEW�アルテクト�18ℓ�■ｻ3

ページコード 商品コード 価格
1-2489-0701 0134900 ￥24,560
標準使用量：約1,800㎡/18ℓ
●�病院清掃で問題となる消毒剤による影響をクリアした優れ
た耐アルコール性。衛生的な抗菌性、低臭性など、病院清
掃の理想を追求した樹脂ワックスです。

●�非有機リン系可塑剤

化学床用

⑨�リンレイ�石床用ワックス�
プロコート�18ℓ�

ページコード 商品コード 価格
1-2489-0901 8668110 ￥22,680
標準使用量：約1,800㎡/18ℓ
●�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

■ｻ3

石床用

⑧�リンレイ�ワックス�4ℓ�
化学床用�

ページコード 商品コード 価格
1-2489-0801 7023700 ￥6,000
標準使用量：4ℓで400㎡（1回塗りの場合）
高光沢で滑りにくく、キズ・汚れに強い化学
床専用樹脂ワックスです。
使用可能場所
●�ホモジニアスビニル床タイルなどのプラスチッ
ク系床タイル
●�クッションフロア・塩ビリュームなどのプラスチッ
ク系床シート

■ﾅ1

化学床用

⑤�リンレイ�樹脂ワックス�
超耐久プロつやコートV�EX��
RECOBO�18ℓ�

ページコード 商品コード 価格
1-2489-0501 0122500 ￥21,630
標準使用量：1,620㎡/18ℓ
●�すっきりした透明感のある艶を実現、淡色系の床材や油の付
着が多い場所にも適します。
●超鏡面仕上げ＆耐久性
　�スーパークリスタルポリマー配合により、透明感のあるすっきり
とした超鏡面光沢仕上げを実現。高耐久性を発揮し、清潔な
フロアを維持します。

■ｻ3

化学床用

⑬モップ用�洗剤�400HB�■ｻ1
ページコード 商品コード 価格
1-2489-1301 5331300 ￥600
外寸：90×45×H200
容量：400㏄
材質：�界面活性剤4％、�

脂肪酸系（非イオン）、�
高級アルコール系（陰イオン）

●�天然油脂にHPCを配合した手にやさしい天然油
脂ベースの洗剤。モップの糸がきれいに仕上がり
ます。

⑫�床用�ワックス��
アクリガード�1ℓ�■ｻ1 �

ページコード 商品コード 価格
1-2489-1201 4371300 ￥1,800
外寸：60×120×H200
材質：アクリル樹脂系（水性）
●�塗るだけでOK、手軽なノンバフタイプの樹
脂性ワックス。

　�滑り止め、ツヤ出し、床保護の3つの効果
があります。

木床用

リンレイ�木質床材専用樹脂ワックス��
ハイテクフローリングコート

ページコード 商品コード 価格
⑩� 4ℓ 1-2489-1001 7040600 ￥6,800 ■タ7
⑪18ℓ 1-2489-1101 7040700 ￥23,100 ■ｻ3
標準使用量：�400㎡/4ℓ　1,800㎡/18ℓ
●�近年急増している鏡面塗料のフローリングにも高密着性・高耐水性
を発揮する、床材メーカー推奨の樹脂ワックスです。
●�ウレタン樹脂配合で、フローリングをキズ、シミ、汚れからしっかり保護
し、樹脂被膜は抗菌性を発揮します。

木床用

⑩ ⑪
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表面洗浄剤

①�コンドル�
フロア用クリーナー�洗剤�■タ1

ページコード 商品コード 価格
� 4ℓ 1-2490-0101 5326900 ￥3,150
18ℓ 1-2490-0102 5327000 ￥8,600
標準使用量：�約30倍に水でうすめて使用。�

希釈液10ℓで約50〜100㎡
●木床を除く、床の洗浄に
●樹脂ワックス皮膜の洗浄
※�水性ワックスの剥離にもご使用できます。

③�リンレイ�化学床・石床用��
洗剤�4ℓ��

ページコード 商品コード 価格
1-2490-0301 7023500 ￥3,500
標準使用量：4,000㎡／4ℓ（50倍希釈）
化学床・石床表面の、あらゆる汚れを除去します。
使用可能場所
●�ホモジニアスビニル床タイルなどのプラスチック系床
タイル
●�クッションフロア・塩ビリュームなどのプラスチック系
床シート
●�大理石・御影石・玄昌石などの天然石や、テラゾー・
磁器タイルなどの石質床

■ﾅ1

床用洗剤

②�リンレイ�多目的洗剤��
NEW�プロインパクト�18ℓ�■ｻ3

ページコード 商品コード 価格
1-2490-0201 0122600 ￥15,740
標準使用量：18,000㎡／18ℓ（50倍希釈）
●あらゆる場所にも使える万能洗剤
●強力多目的洗剤
　�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
ず感知し、すばやく浸透除去します。
●�動植物系（厨房）・鉱油系（機械）の油汚れも素早く洗浄する強力洗剤です。
●�洗浄・除菌・消臭の３つの効果でトイレや浴室等も適しています。
●�成分解性に優れ、環境ホルモン指定物質、シックハウス、シックスクール症
候群疑惑物質は含みません。

表面洗浄剤 床用洗剤

④�シーバイエス�洗剤��
無リンフォワード�� ■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
� 5ℓ 1-2490-0401 8551110 ￥6,100
18ℓ 1-2490-0402 8551200 ￥18,000
使用希釈倍率：20〜120倍
� 5ℓ標準使用量（60倍希釈）：� 3,000㎡
18ℓ標準使用量（60倍希釈）：10,000㎡
●�水で洗える（ガラス・鏡を除く）場所の洗浄に幅広
くご使用できます。

⑫�3M�スコッチブライト��
サーフェス�
プリパレーション��
パッド�

ページコード 商品コード 価格
1-2490-1201 1610560 ￥1,050
φ117×254　材質：ナイロン
●�洗浄剤・剥離剤を使用せずに水と併用す
ることで、樹脂ワックスを均一に除去でき
ます。
●�パッドの当らない壁際のワックス除去に
最適です。

■タ1

すすぎ不要床用洗剤

バイオと酵素を配合した新世代洗浄剤

床用洗剤

⑨�ライオン�プロバイオ�
イージークリーン�2ℓ�■タ1

ページコード 商品コード 価格
1-2490-0901 0605090 ￥4,800
標準希釈倍率：60〜70倍
標準使用量：4,000㎡
●�希釈液をモップなどで塗布するだけ。ブラッシング作
業が軽減され、すすぎも不要

●�表面の汚れだけではなく、バイオの力で床の目地や
凹みの隙間に蓄積された汚れも除去

※�白木などの洗剤が染み込む木材の床、ワックスなど
をコーティングした床、大理石などの石材床にはご
使用できません。

すすぎ不要床用洗剤

⑧�サニタイジング�
ウォッシュンウォーク�4ℓ�■ﾅ1

ページコード 商品コード 価格
1-2490-0801 4471210 ￥12,500
標準希釈倍率：64倍
標準使用量：1,000㎡
●�独自の洗浄成分に油分分解酵素と微生物を配合したすす
ぎ不要の床用クリーナーです。
●�タイルの表面や目地、今まで掃除しにくかった厨房機の足周
りに蓄積された油汚れを強力に分解・除去します。

⑤�ファースト・バイオクリーナー��
床用バイオ洗剤�4ℓ�ポンプ無�■ｻ3

ページコード 商品コード 価格
1-2490-0501 8363300 ￥35,000
標準希釈倍率：300倍
標準使用量：8,000㎡
●�酵素とバイオの働きで深層部に堆積している油汚れを持続的に
分解洗浄します。

●�転倒防止・臭気対策としても効果的です。
●清掃後のふきとりは不要です。
※�水でも希釈できますが40〜60℃のお湯で希釈し使用するとより
効果的です。
⑥4ℓ専用ポンプノズル�
1-2490-0601 8363310 ￥960 �
※�ポンプノズルはワンプッシュで10㏄出ます。
　10㏄×３００倍で、3ℓの液ができます。

⑦�ファースト・バイオクリーナー��
床用バイオ洗剤�1ℓ�ポンプ付�■ｻ3

ページコード 商品コード 価格
1-2490-0701 8363400 ￥9,300
※�1ℓはポンプ付。ワンプッシュで4㏄出ます。
　4㏄×３００倍で、1.2ℓの液ができます。

⑤ ⑥

⑪�リンレイ�強力ハクリ剤�NEW��
ギガジェット�18ℓ�■ｻ3

ページコード 商品コード 価格
1-2490-1101 0134810 ￥19,000
標準使用量：900㎡/18ℓ
●�頑固な皮膜も強力に除去し、しかもサラリとした仕上がり感
●�低臭タイプでホテル・病院など臭いの問題となる現場に最
適です。

剥離剤

⑩�コンドル�リムーバー�
ネオトーレル�18ℓ�■タ3

ページコード 商品コード 価格
1-2490-1001 8531000 ￥27,720
標準使用量：�
約20倍に水でうすめて使用
希釈液10ℓで約100㎡
●�ノンリンスタイプ。化学床やフロ−リングに塗
布されたワックスや、洗剤などでも落ちにくい
汚れ落としに最適です。
●�ノンリンスタイプなので水拭きを行う必要があ
りません。

床の汚れを一掃する強力剥離剤です。
剥離剤



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。2491 ヴァイカン専用共通ハンドル
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ポリプロピレン�ハンドル�2960�■ｻ1
ページコード 商品コード 価格

⑰ホワイト 1-2491-1701 4794410 ￥5,900
⑱レッド　 1-2491-1801 4794510 ￥5,900
⑲イエロー 1-2491-1901 4794610 ￥5,900
⑳グリーン 1-2491-2001 4794710 ￥5,900
㉑ブルー　 1-2491-2101 4794810 ￥5,900
㉒ピンク　 1-2491-2201 4800000 ￥5,900
㉓オレンジ 1-2491-2301 4800010 ￥5,900
㉔パープル 1-2491-2401 4800020 ￥5,900
φ32×1,300

�ポリプロピレン�ハンドル�2962�■ｻ1
ページコード 商品コード 価格

㉕ホワイト 1-2491-2501 2118751 ￥6,500
㉖レッド　 1-2491-2601 2118741 ￥6,500
㉗イエロー 1-2491-2701 2118761 ￥6,500
㉘グリーン 1-2491-2801 2118721 ￥6,500
㉙ブルー　 1-2491-2901 2118731 ￥6,500
㉚ピンク　 1-2491-3001 2120070 ￥6,500
㉛オレンジ 1-2491-3101 2120080 ￥6,500
㉜パープル 1-2491-3201 2120090 ￥6,500
φ32×1,500　耐熱温度：100℃
●�軽量のため、どなたでも扱いやすく耐塩素および耐酸性に
優れています。

ヴァイカンシリーズ
※ヴァイカンシリーズのハンドルジョイント部分は全て共通です。
多彩なカラーバリエーションで洗浄区域を明確に

⑰
㉕
⑱
㉖
⑲
㉗
⑳
㉘
㉑
㉙
㉒
㉚
㉓
㉛
㉔
㉜

アルミハンドル�2981� ■ｻ1
ページコード 商品コード 価格

㊽ホワイト 1-2491-4801 4793400 ￥3,200
㊾レッド　 1-2491-4901 4793500 ￥3,200
㊿イエロー 1-2491-5001 4793600 ￥3,200
�グリーン 1-2491-5101 4793700 ￥3,200
�ブルー　 1-2491-5201 4793800 ￥3,200
φ31×650　耐熱温度：100℃

アルミハンドル�2933� ■ｻ1
ページコード 商品コード 価格

㊳ホワイト 1-2491-3801 2118521 ￥1,800
㊴レッド 1-2491-3901 2118522 ￥1,800
㊵イエロー 1-2491-4001 2118523 ￥1,800
㊶グリーン 1-2491-4101 2118524 ￥1,800
㊷ブルー 1-2491-4201 2118525 ￥1,800
φ32×1,000　耐熱温度：100℃

アルミハンドル�2958�� ■ｻ7
ページコード 商品コード 価格

㉝ホワイト 1-2491-3301 8219040 ￥2,000
㉞レッド 1-2491-3401 8219030 ￥2,000
㉟イエロー 1-2491-3501 8219050 ￥2,000
㊱グリーン 1-2491-3601 8219010 ￥2,000
㊲ブルー 1-2491-3701 8219020 ￥2,000
φ32×1,300　耐熱温度：100℃
●�破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく汚れが落ちやす
く衛生的です。

㉝
㊳
㊸
㊽
�

��アルミハンドル��
29915�� ■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
1-2491-5801 2118550 ￥7,200
φ31×1,500�
●通水機能付

��アルミハンドル�
（伸縮式）29755��■ｻ1
ページコード 商品コード 価格
1-2491-5901 2118540 ￥12,000
φ35×1,500～2,780

��アルミハンドル�
（伸縮式）29735��■ｻ1
ページコード 商品コード 価格
1-2491-6001 2118560 ￥17,400
φ35×1,500～2,780
耐熱温度：100℃
●通水機能付

握りやすい形状とエルゴノミックデザイン
（人間工学）により長時間の使用でも疲れ
にくい設計となっています。（耐熱温度：
100℃）

� � �

アルミハンドル�2935� ■ｻ1
ページコード 商品コード 価格

①ホワイト 1-2491-0101 4793900 ￥5,000
②レッド　 1-2491-0201 4794000 ￥5,000
③イエロー 1-2491-0301 4794100 ￥5,000
④グリーン 1-2491-0401 4794200 ￥5,000
⑤ブルー　 1-2491-0501 4794300 ￥5,000
⑥ピンク　 1-2491-0601 4794310 ￥5,000
⑦オレンジ 1-2491-0701 4794320 ￥5,000
⑧パープル 1-2491-0801 4794330 ￥5,000
φ31×1,300

アルミハンドル�2937�� ■ｻ1
ページコード 商品コード 価格

⑨ホワイト 1-2491-0901 2118500 ￥5,300
⑩レッド　 1-2491-1001 2118490 ￥5,300
⑪イエロー 1-2491-1101 2118510 ￥5,300
⑫グリーン 1-2491-1201 2118470 ￥5,300
⑬ブルー　 1-2491-1301 2118480 ￥5,300
⑭ピンク　 1-2491-1401 3608600 ￥5,300
⑮オレンジ 1-2491-1501 3608610 ￥5,300
⑯パープル 1-2491-1601 3608620 ￥5,300
φ31×1,500　耐熱温度：100℃
●�破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく汚れが落ちや
すく衛生的です。

①
⑨
②
⑩
③
⑪

⑥
⑭

④
⑫

⑦
⑮

⑤
⑬

⑧
⑯

�PPハンドル�2934� ■ｻ5
ページコード 商品コード 価格

�レッド　 1-2491-6101 2118441 ￥1,800
�イエロー 1-2491-6201 2118461 ￥1,800
�グリーン 1-2491-6301 2118421 ￥1,800
�ブルー　 1-2491-6401 2118431 ￥1,800
φ31×180　耐熱温度：100℃

� �

� �アルミハンドル�2930�� ■ｻ1
ページコード 商品コード 価格

�グリーン 1-2491-5301 1170740 ￥1,600
�ブルー 1-2491-5401 1170750 ￥1,600
�レッド 1-2491-5501 1170760 ￥1,600
�ホワイト 1-2491-5601 1170770 ￥1,600
�イエロー 1-2491-5701 1170780 ￥1,600
φ31×440　耐熱温度：100℃

アルミハンドル�2931�� ■ｻ7�
ページコード 商品コード 価格

㊸ホワイト 1-2491-4301 3011310 ￥1,700
㊹レッド 1-2491-4401 3011320 ￥1,700
㊺イエロー 1-2491-4501 3011330 ￥1,700
㊻グリーン 1-2491-4601 3011340 ￥1,700
㊼ブルー 1-2491-4701 3011350 ￥1,700
φ26×840

㉞
㊴
㊹
㊾
�

㉟
㊵
㊺
㊿
�

㊱
㊶
㊻
�
�

㊲
㊷
㊼
�
�



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。 2492デッキブラシ・ブルーム
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フロアブルーム  
ハードタイプ 2914

ページコード 商品コード 価格
⑯ホワイト 1-2492-1601 4190100 ￥3,800
⑰レッド　 1-2492-1701 4190200 ￥3,800
⑱イエロー 1-2492-1801 4190300 ￥3,800
⑲グリーン 1-2492-1901 4190400 ￥3,800
⑳ブルー　 1-2492-2001 4190500 ￥3,800
240×37　毛の長さ：120/170
材質：�本体／ポリプロピレン　毛／ポリエステル
耐熱温度：120℃
●�狭い所でも難なく届く薄型構造のホーキです。硬くて毛丈の
長い毛は、床に落ちた大きなゴミを清掃するのに最適です。

■ｻ1

デッキブラシ ソフトタイプ 7043 ■ｻ1
ページコード 商品コード 価格

①ホワイト 1-2492-0101 2118950 ￥6,500
②レッド　 1-2492-0201 2118940 ￥6,500
③イエロー 1-2492-0301 2118960 ￥6,500
④グリーン 1-2492-0401 2118920 ￥6,500
⑤ブルー　 1-2492-0501 2118930 ￥6,500
275×95　毛の長さ：33
材質：�本体／ポリプロピレン　毛／ポリエステル
耐熱温度：120℃
（通水機能付）
●�オールラウンドに使用可能なスタンダードタイプのデッキブラシ�
（通水機能付）

デッキブラシ ハードタイプ 7041 ■ｻ1
ページコード 商品コード 価格

⑥ホワイト 1-2492-0601 2119030 ￥6,500
⑦レッド　 1-2492-0701 2119020 ￥6,500
⑧イエロー 1-2492-0801 2119040 ￥6,500
⑨グリーン 1-2492-0901 2119000 ￥6,500
⑩ブルー　 1-2492-1001 2119010 ￥6,500
275×95　毛の長さ：25
材質：�本体／ポリプロピレン　毛／ポリエステル
耐熱温度：120℃
●�オールラウンドに使用可能なスタンダードタイプのデッキブラシ�
（通水機能付）

ヴァイカンシリーズ 多彩なカラーバリエーションで洗浄区域を明確に

④⑨ ⑤⑩

⑯ ⑰ ⑱

⑲ ⑳

エッジブラシ 7040  ■ｻ7
ページコード 商品コード 価格

⑪ホワイト 1-2492-1101 8218540 ￥3,900
⑫レッド 1-2492-1201 8218530 ￥3,900
⑬イエロー 1-2492-1301 8218550 ￥3,900
⑭グリーン 1-2492-1401 8218510 ￥3,900
⑮ブルー 1-2492-1501 8218520 ￥3,900
サイズ：225×35　毛の長さ：40
材質：�本体／ポリプロピレン　毛／ポリエステル
耐熱温度：120℃
●�細い隙間や壁の隅の汚れをかき出します。
●�ヘッドの突起に矢印を合わせて取り外せます。
●�外すことにより、洗い易く衛生的に保てます。
●首振り機能付き

⑪ ⑫ ⑬

⑮⑭

ねじ込みタイプ （ハンドル別売）

ねじ込みタイプ （ハンドル別売）

※ヴァイカン製のハンドルは全て共通で使用できます。

フロアブルーム 
ハードタイプ 2915  ■ｻ5

ページコード 商品コード 価格
㉑ホワイト 1-2492-2101 2119530 ￥8,700
㉒レッド　 1-2492-2201 2119520 ￥8,700
㉓イエロー 1-2492-2301 2119540 ￥8,700
㉔グリーン 1-2492-2401 2119500 ￥8,700
300×75　毛の長さ：110
材質：�本体／ポリプロピレン　毛／ポリエステル
耐熱温度：120℃
●�固くて毛丈の長い毛は床に落ちた大きなゴミを清掃するの
に最適です。

ねじ込みタイプ （ハンドル別売）

㉔

㉑

㉓

㉒

フロアブルーム  
ミディアムタイプ 3179  ■ｻ3

ページコード 商品コード 価格
㉕ホワイト 1-2492-2501 2119630 ￥4,800
㉖レッド　 1-2492-2601 2119620 ￥4,800
㉗イエロー 1-2492-2701 2119640 ￥4,800
㉘グリーン 1-2492-2801 2119600 ￥4,800
㉙ブルー　 1-2492-2901 2119610 ￥4,800
400×50　毛の長さ：56
材質：�本体／ポリプロピレン　毛／ポリエステル
耐熱温度：120℃

ねじ込みタイプ （ハンドル別売）

㉘ ㉙

㉖㉕ ㉗

①⑥ ③⑧②⑦

コンパクトデッキブラシ 7042
ハンドル無 価格 ハンドル付 価格

㉚グリーン 1-2492-3001
3003530 ￥3,100 1-2492-3002

3003580 ￥4,600

㉛ブルー 1-2492-3101
3003540 ￥3,100 1-2492-3102

3003590 ￥4,600

㉜レッド 1-2492-3201
3003550 ￥3,100 1-2492-3202

3004100 ￥4,600

㉝ホワイト 1-2492-3301
3003560 ￥3,100 1-2492-3302

3004110 ￥4,600

㉞イエロー 1-2492-3401
3003570 ￥3,100 1-2492-3402

3004120 ￥4,600
200×60×120　毛の長さ：42
材質：�本体／ポリプロピレン　毛／ポリエステル
耐熱温度：121℃
重量：322g
●�コンパクトタイプのデッキブラシ。周囲の毛束に角度がついているため壁や床
の隅まで洗浄できます。
※ハンドル付は2958のアルミハンドルが付属されています。

■ｻ7

㉚ ㉛

㉜ ㉝

㉞

ねじ込みタイプ

ねじ込みタイプ （ハンドル別売）



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。2493 デッキブラシ・スクイジー
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②�アングルデッキブラシ��
ハードタイプ�7047�� ■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
ホワイト 1-2493-0201 2118600 ￥5,900
レッド　 1-2493-0202 2118590 ￥5,900
イエロー 1-2493-0203 2118610 ￥5,900
グリーン 1-2493-0204 2118570 ￥5,900
ブルー　 1-2493-0205 2118580 ￥5,900
ピンク　 1-2493-0206 6924000 ￥5,900
オレンジ 1-2493-0207 6924010 ￥5,900
パープル 1-2493-0208 6924020 ￥5,900
245×145×H110　毛の長さ：45／33
材質：本体／ポリプロピレン、毛／ポリエステル
耐熱温度：120℃
●�ブラシボディを湾曲させアングルを付けたことで壁などの
高所の洗浄、作業台下などの低位置の洗浄が効果的
に行える多目的ブラシです。

①��デッキブラシ��
ハードタイプ�7060�� ■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
ホワイト 1-2493-0101 2119080 ￥7,900
レッド　 1-2493-0102 2119070 ￥7,900
イエロー 1-2493-0103 2119090 ￥7,900
グリーン 1-2493-0104 2119050 ￥7,900
ブルー　 1-2493-0105 2119060 ￥7,900
ピンク　 1-2493-0106 6924100 ￥7,900
オレンジ 1-2493-0107 6924110 ￥7,900
パープル 1-2493-0108 6924120 ￥7,900
300×70×H118　毛の長さ：47
材質：本体／ポリプロピレン、毛／ポリエステル
耐熱温度：120℃
●�広いフロアのしつこい汚れを効果的に洗浄力を発揮す
る大型タイプです。

⑩�ハンドスクイジー�7125� ■ｻ3
ページコード 商品コード 価格

ホワイト 1-2493-1001 4190611 ￥4,200
レッド　 1-2493-1002 4190711 ￥4,200
イエロー 1-2493-1003 4190811 ￥4,200
グリーン 1-2493-1004 4190911 ￥4,200
ブルー　 1-2493-1005 4191011 ￥4,200
ピンク　 1-2493-1006 6924200 ￥4,200
オレンジ 1-2493-1007 6924210 ￥4,200
パープル 1-2493-1008 6924220 ￥4,200
245×210　材質：�ポリプロピレン、特殊ゴム

ヴァイカンシリーズ 多彩なカラーバリエーションで洗浄区域を明確に

⑤スクイジー�7160�� ■ｻ3
ページコード 商品コード 価格

ホワイト 1-2493-0501 1171220 ￥9,300
レッド 1-2493-0502 1171210 ￥9,300
イエロー 1-2493-0503 1171230 ￥9,300
グリーン 1-2493-0504 1170790 ￥9,300
ブルー 1-2493-0505 1171200 ￥9,300
幅600×39　材質：ポリプロピレン、特殊ゴム

⑥スクイジー�7170��� ■ｻ3
ページコード 商品コード 価格

ホワイト 1-2493-0601 1171270 ￥9,800
レッド 1-2493-0602 1171260 ￥9,800
イエロー 1-2493-0603 1171280 ￥9,800
グリーン 1-2493-0604 1171240 ￥9,800
ブルー 1-2493-0605 1171250 ￥9,800
幅700×39　材質：ポリプロピレン、特殊ゴム

③スクイジー�7140��
ページコード 商品コード 価格

ホワイト 1-2493-0301 2921210 ￥7,800
レッド　 1-2493-0302 2921310 ￥7,800
イエロー 1-2493-0303 2921410 ￥7,800
グリーン 1-2493-0304 2921510 ￥7,800
ブルー　 1-2493-0305 2921610 ￥7,800
ピンク　 1-2493-0306 6924300 ￥7,800
オレンジ 1-2493-0307 6924310 ￥7,800
パープル 1-2493-0308 6924320 ￥7,800
幅400×39　材質：ポリプロピレン、特殊ゴム

■ｻ1 ④スクイジー�7150��
ページコード 商品コード 価格

ホワイト 1-2493-0401 2921710 ￥8,800
レッド　 1-2493-0402 2921810 ￥8,800
イエロー 1-2493-0403 2921910 ￥8,800
グリーン 1-2493-0404 2922010 ￥8,800
ブルー　 1-2493-0405 2922110 ￥8,800
幅500×39　材質：ポリプロピレン、特殊ゴム

■ｻ1

ねじ込みタイプ （ハンドル別売）

⑧�フロアブルーム��
ソフトタイプ�3130�� ■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
ホワイト 1-2493-0801 8384900 ￥3,900
レッド 1-2493-0802 8385300 ￥3,900
イエロー 1-2493-0803 8385000 ￥3,900
グリーン 1-2493-0804 8385100 ￥3,900
ブルー 1-2493-0805 8385200 ￥3,900
サイズ：225×35　毛の長さ：70
材質：�本体／ポリプロピレン、毛／ポリエステル
●首振り機能付き

ねじ込みタイプ （ハンドル別売）

ねじ込みタイプ （ハンドル別売） ねじ込みタイプ （ハンドル別売）

ねじ込みタイプ （ハンドル別売）

⑨��フロアブルーム��
ソフトタイプ�3104�� ■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
ホワイト 1-2493-0901 2920200 ￥2,800
レッド　 1-2493-0902 2920300 ￥2,800
イエロー 1-2493-0903 2920400 ￥2,800
グリーン 1-2493-0904 2920500 ￥2,800
ブルー　 1-2493-0905 2920600 ￥2,800
235×34　毛の長さ：80
材質：�本体／ポリプロピレン、毛／ポリエステル
耐熱温度：120℃
●�狭い所でも難なく届く薄型構造と長い毛足のブラシです。

ねじ込みタイプ

⑦�ハンドスクイジー�77515�� ■ｻ3
セット 価格 交換用ラバー 価格
1-2493-0701
2119111 ￥2,400 1-2493-0702

1237150 ￥2,000
250×220　
材質：ポリプロピレン、特殊ゴム
耐熱温度：100℃
●ラバーの交換が可能になりました。
●�交換しやすいようにツマミ部が追加されました。



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。 2494スクレーパー・スクイジー
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パッド（10枚入）� ■ｻ3
ページコード 商品コード 価格

㉔5523 ブラウン ハード　　 1-2494-2401 2119130 ￥11,000
㉕5524 ブルー　 ミディアム 1-2494-2501 2119140 ￥11,000
㉖5525 ホワイト ソフト　　 1-2494-2601 2119150 ￥11,000
245×125　材質：ポリエステル
●⑲〜㉓のパッドホルダーに装着して使用します。

㉔ ㉕ ㉖

⑪�ウォーターブラシ��
ハードタイプ�7056� ■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
ホワイト 1-2494-1101 2118650 ￥4,300
47×65　全長：350　口径：φ14　毛の長さ：25
材質： 本体／ポリプロピレン 

毛／ポリエステル
耐熱温度：120℃
●直接水を流しながら洗浄ができる通水ブラシです。

⑧③ ⑨④ ⑩⑤①⑥ ②⑦

ステンレススクレーパー��
（ハンドル用）�4011� ■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
⑥ホワイト 1-2494-0601 2958500 ￥3,200
⑦レッド 1-2494-0701 2958600 ￥3,200
⑧イエロー 1-2494-0801 2958700 ￥3,200
⑨グリーン 1-2494-0901 2958800 ￥3,200
⑩ブルー 1-2494-1001 2958900 ￥3,200

サイズ：100×202
材質： 本体／ポリプロピレン　スクレーパー／ステンレス
● ハンドルを接続しての使用もできます。

ステンレススクレーパー��
（ハンドル用）�4010� ■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
①ホワイト 1-2494-0101 2958000 ￥2,400
②レッド 1-2494-0201 2958100 ￥2,400
③イエロー 1-2494-0301 2958200 ￥2,400
④グリーン 1-2494-0401 2958300 ￥2,400
⑤ブルー 1-2494-0501 2958400 ￥2,400

サイズ：50×202
材質： 本体／ポリプロピレン　スクレーパー／ステンレス
● ハンドルを接続しての使用もできます。

ヴァイカンシリーズ 多彩なカラーバリエーションで洗浄区域を明確に

ねじ込みタイプ

（ハンドル別売）
ねじ込みタイプ

（ハンドル別売）

⑰�ステンレススクレーパー��
2910��

ページコード 商品コード 価格
1-2494-1701 2118840 ￥8,800

280×215　耐熱温度：120℃
● フロアにこびりついた頑固な汚れを簡単確実に 

除去できます。

■ｻ1

ねじ込みタイプ （ハンドル別売）

⑱�ナイロンスクレーパー��
2912��

ページコード 商品コード 価格
1-2494-1801 2119100 ￥12,000

270×235　耐熱温度：120℃

■ｻ1

ねじ込みタイプ （ハンドル別売）

パッドホルダー�5500� ■ｻ3
ページコード 商品コード 価格

⑲ホワイト 1-2494-1901 2119120 ￥8,800
⑳レッド 1-2494-2001 1171410 ￥8,800
㉑イエロー 1-2494-2101 1171420 ￥8,800
㉒グリーン 1-2494-2201 1171290 ￥8,800
㉓ブルー 1-2494-2301 1171400 ￥8,800
230×95×120　材質：ポリプロピレン
● ホルダーは360度動くのでブラシでは清掃しにくい場所など

も簡単にできます。
●㉔〜㉖をご使用ください。

ねじ込みタイプ （ハンドル別売）

⑲ ⑳ ㉒

㉓

㉑

�スクイジー�（首振り式）�� ■ｻ3
セット 価格 交換用ラバー 価格

⑬77625 400×47 1-2494-13012118790 ￥7,200 1-2494-1302
1237160 ￥2,800

⑭77635 500×47 1-2494-14012118800 ￥7,600 1-2494-1402
1237170 ￥3,300

⑮77645 600×47 1-2494-15012118810 ￥8,200 1-2494-1502
1237180 ￥3,900

⑯77655 700×47 1-2494-16012118820 ￥8,800 1-2494-1602
1237190 ￥4,400

材質：ポリプロピレン、特殊ゴム
耐熱温度：100℃
● 首を振ることにより狭いところの清掃にも最適です。

ねじ込みタイプ

（ハンドル別売）

⑫�ウォーターブラシ��
ハードタイプ�70573�ブルー�■ｻ1�

ページコード 商品コード 価格
1-2494-1201 2118640 ￥4,300

47×65　全長：335　毛の長さ：25
材質： 本体／ポリプロピレン 

毛／ポリエステル
耐熱温度：120℃
● 直接水を流しながら洗浄ができる通水ブラシです。
● 市販のワンタッチ式のコネクターと繋いでご使用ください。



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。2495 タンクブラシ
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�シリンダーブラシ��
ソフトタイプ�7035� ■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
⑯ブルー　 1-2495-1601 2118770 ￥6,700
⑰ホワイト 1-2495-1701 2118780 ￥6,700
135×120　毛の長さ：33
材質：�本体／ポリプロピレン　毛／ポリエステル
耐熱温度：120℃
●�ビンクリーナーでは対応できない大きな直径の管や容器の
洗浄に最適です。

⑯ ⑰

ヴァイカンシリーズ 多彩なカラーバリエーションで洗浄区域を明確に

ねじ込みタイプ （ハンドル別売）ねじ込みタイプ

（ハンドル別売）

タンクブラシ��
ハードタイプ�7037�

ページコード 商品コード 価格
⑪ブルー　 1-2495-1101 2118850 ￥7,000
⑫ホワイト 1-2495-1201 2118860 ￥7,000
⑬グリーン 1-2495-1301 1237240 ￥7,000
⑭レッド　 1-2495-1401 1237250 ￥7,000
⑮イエロー 1-2495-1501 1237260 ￥7,000
210×135×95　毛の長さ：33
材質：�本体／ポリプロピレン　毛／ポリエステル
耐熱温度：120℃
●�楕円形の柔らかいブラシですのでハンドルを付けることで大
きな容器の隅も洗浄できます。
●大型のタンクや容器、側溝の洗浄に最適です。

■ｻ3

⑬ ⑭ ⑮

⑪ ⑫

ビンクリーナー�ハードタイプ�� ■ｻ1
ホワイト レッド イエロー グリーン ブルー 価格

⑥5380-� 50 φ� 50×140 1-2495-06012119230
1-2495-0602
2119220

1-2495-0603
2119240

1-2495-0604
2119200

1-2495-0605
2119210 ￥3,100

⑦5380-� 63 φ� 63×150 1-2495-07012119280
1-2495-0702
2119270

1-2495-0703
2119290

1-2495-0704
2119250

1-2495-0705
2119260 ￥3,200

⑧5380-� 77 φ� 77×155 1-2495-08012119330
1-2495-0802
2119320

1-2495-0803
2119340

1-2495-0804
2119300

1-2495-0805
2119310 ￥3,300

⑨5380-� 90 φ� 90×160 1-2495-09012119380
1-2495-0902
2119370

1-2495-0903
2119390

1-2495-0904
2119350

1-2495-0905
2119360 ￥3,400

⑩5380-103 φ103×165 1-2495-10012119430
1-2495-1002
2119420

1-2495-1003
2119440

1-2495-1004
2119400

1-2495-1005
2119410 ￥3,600

材質：�本体／ポリプロピレン　毛／ポリエステル
耐熱温度：120℃
●使用箇所に合わせて口径を選べ、ヴァイカンハンドルの全てにジョイントできます。
●手の届きにくい機械の隙間や筒状の器材の洗浄に最適です。

⑨ ⑩⑦⑥ ⑧

エクステリアブラシ�5372�� ■ｻ7
ページコード 商品コード 価格

①ホワイト 1-2495-0101 8218590 ￥2,400
②レッド 1-2495-0201 8218580 ￥2,400
③イエロー 1-2495-0301 8218600 ￥2,400
④グリーン 1-2495-0401 8218560 ￥2,400
⑤ブルー 1-2495-0501 8218570 ￥2,400
55×400
材質：�芯部／ステンレス　本体／ポリプロピレン�

毛／ポリエステル
耐熱温度：120℃
●�外径100㎜までの配管で使用することが可能です。
●�グリップの先端がねじ込み穴になっており、ハンドルを取付�
できるので、高い所の作業にも使用できます。

④ ⑤

②① ③

ねじ込みタイプ （ハンドル別売）

ねじ込みタイプ （ハンドル別売）



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。 2496スクイジー・ブラケット
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コンデンセーションスクイジー��
7716�

ページコード 商品コード 価格
①グリーン 1-2496-0101 3004130 ￥6,500
②ブルー 1-2496-0201 3004140 ￥6,500
③レッド 1-2496-0301 3004150 ￥6,500
④ホワイト 1-2496-0401 3004160 ￥6,500
⑤イエロー 1-2496-0501 3004170 ￥6,500
400×47　耐熱温度：121℃
材質：ポリプロピレン、特殊ゴム
重量：280g
●天井や配管の結露除去用のスクイージーです。

■ｻ7

① ② ③

④ ⑤

⑦�コンデンセーション用ハンドル��
1500㎜�

ページコード 商品コード 価格
2991Q5 1-2496-0701 3004190 ￥7,200
35×1,500
耐熱温度：100℃
重量：640g
材質：ポリプロピレン、アルミニウム
●通水機能付
●ヴァイカンのコンデンセーションスクイージー用のハンドルです。

■ｻ7

⑥�コンデンセーション用ハンドル�■ｻ7
ページコード 商品コード 価格

2973Q5 1-2496-0601 3004180 ￥17,400
35×1,675～2,780
耐熱温度：100℃
重量：1,140g
材質：ポリプロピレン、アルミニウム
●通水機能付
●�ヴァイカンのコンデンセーションスクイージー用のハンドルです。�
伸縮機能により、高所の結露除去作業も安全にできます。

⑧�ホースカップリング��
1.5m

ページコード 商品コード 価格
94415 1-2496-0801 3004210 ￥4,000
材質：ポリ塩化ビニル、真鍮
重量：300g
●ハンドルに接続します。除去した結露を床に排出できます。

■ｻ7

⑨�ボトルカップリング
ページコード 商品コード 価格

11005 1-2496-0901 3004200 ￥1,900
185×100
材質：ポリプロピレン、真鍮
重量：120g
●ハンドルに接続します。結露を床に落とさず除去できます。

■ｻ7

ヴァイカンシリーズ 多彩なカラーバリエーションで洗浄区域を明確に

⑩�ブラケット�1018� �■ｻ3
ページコード 商品コード 価格

ホワイト 1-2496-1001 4792910 ￥6,900
レッド 1-2496-1002 4793010 ￥6,900
イエロー 1-2496-1003 4793110 ￥6,900
グリーン 1-2496-1004 4793210 ￥6,900
ブルー 1-2496-1005 4793310 ￥6,900
ピンク 1-2496-1006 4793320 ￥6,900
オレンジ 1-2496-1007 4793330 ￥6,900
パープル 1-2496-1008 4793340 ￥6,900
395×80×60　材質：ポリプロピレン
※取り付け方法ビス止め

⑪�ブラケット�1017�� ■ｻ3
ページコード 商品コード 価格

ホワイト 1-2496-1101 2119451 ￥3,500
レッド 1-2496-1102 2119452 ￥3,500
イエロー 1-2496-1103 2119453 ￥3,500
グリーン 1-2496-1104 2119454 ￥3,500
ブルー 1-2496-1105 2119455 ￥3,500
ピンク 1-2496-1106 2119456 ￥3,500
オレンジ 1-2496-1107 2119457 ￥3,500
パープル 1-2496-1108 2119458 ￥3,500
155×80×60　材質：ポリプロピレン
※取り付け方法ビス止め

⑫�ブラケットパーツ�
（ブラシ用取替フック）�1016�■ｻ3

ページコード 商品コード 価格
ホワイト 1-2496-1201 2119471 ￥500
レッド 1-2496-1202 2119472 ￥500
イエロー 1-2496-1203 2119473 ￥500
グリーン 1-2496-1204 2119474 ￥500
ブルー 1-2496-1205 2119475 ￥500
ピンク 1-2496-1206 2119476 ￥500
オレンジ 1-2496-1207 2119477 ￥500
パープル 1-2496-1208 2119478 ￥500
材質：ポリアミド

⑬�ブラケットパーツ�
（ハンドル用取替ラバークリップ）�1019�■ｻ3

ページコード 商品コード 価格
ホワイト 1-2496-1301 2119491 ￥600
レッド 1-2496-1302 2119492 ￥600
イエロー 1-2496-1303 2119493 ￥600
グリーン 1-2496-1304 2119494 ￥600
ブルー 1-2496-1305 2119495 ￥600
ピンク 1-2496-1306 2119496 ￥600
オレンジ 1-2496-1307 2119497 ￥600
パープル 1-2496-1308 2119498 ￥600
材質：ラバー

⑥

⑦



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。2497 モップ・ドライヤー
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5色のカラーを使用場所・用途に合わせて！

●編み込み糸
　�糸を編み込むことで、糸ヨリの戻りが少なくなり、使用期間が長くなります。
また、綿の性質上、水分を吸水することで編み目が締まり、より強い�
耐久性を実現します。糸ヨリのもどりが少ないので、洗濯時、糸同士が�
絡みにくく、管理・保管が楽です。また、糸が横から半分に分かれるので�
簡単に表・裏を干すことができ、乾燥時間の短縮につながります。

クレンリネスシリーズ

①�天然木製ハンドル�H-400�■ﾅ1
ページコード 商品コード 価格
1-2497-0101 1418300 ￥1,300
全長：1,350
※�この商品は� キャッチタイプ �仕様です。

㉘�スプラッシュデッキブラシ�
B-600（固定式）�

ページコード 商品コード 価格
1-2497-2801 1419000 ￥980
外寸：180×70×H55

■ﾅ1

キャッチタイプ

ドライヤー�55㎝� ■ﾅ1
ページコード 商品コード 価格

㉒D-55-1�青 1-2497-2201 1418910 ￥1,700
㉓D-55-2�赤 1-2497-2301 1418920 ￥1,700
㉔D-55-3�黄 1-2497-2401 1418930 ￥1,700
㉕D-55-4�緑 1-2497-2501 1418940 ￥1,700
㉖D-55-5�白 1-2497-2601 1418950 ￥1,700
外寸：550×120
材質：本体／ABS樹脂　ゴム／合成ゴム

ドライヤー用スペアゴム�SD-55�
1-2497-2602 1424000 ￥550■ﾅ1

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

キャッチタイプ

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

キャッチタイプ

ドライヤー�45㎝� ■ﾅ1
ページコード 商品コード 価格

⑰D-45-1�青 1-2497-1701 1418810 ￥1,400
⑱D-45-2�赤 1-2497-1801 1418820 ￥1,400
⑲D-45-3�黄 1-2497-1901 1418830 ￥1,400
⑳D-45-4�緑 1-2497-2001 1418840 ￥1,400
㉑D-45-5�白 1-2497-2101 1418850 ￥1,400
外寸：450×120
材質：本体／ABS樹脂　ゴム／合成ゴム

ドライヤー用スペアゴム�SD-45�
� 1-2497-2102 1423900 ￥480■ﾅ1
ドライヤー用スペアゴム止めピン
P-D-PS（1本）�
1-2497-2103 1424100 ￥40■ﾅ1（� ）

ながもちモップ替糸�6寸�� ■ﾅ1
ページコード 商品コード 価格

②SS-6200-1�青 1-2497-0201 1424110 ￥780
③SS-6200-2�赤 1-2497-0301 1424120 ￥780
④SS-6200-3�黄 1-2497-0401 1424130 ￥780
⑤SS-6200-4�緑 1-2497-0501 1424140 ￥780
⑥SS-6200-5�白 1-2497-0601 1424150 ￥780
外寸：170×300
材質：糸／綿35％、ポリエステル65％

キャッチタイプ

ながもちモップ替糸�8寸�� ■ﾅ1
ページコード 商品コード 価格

⑦SS-8300-1�青 1-2497-0701 1418510 ￥760
⑧SS-8300-2�赤 1-2497-0801 1418520 ￥760
⑨SS-8300-3�黄 1-2497-0901 1418530 ￥760
⑩SS-8300-4�緑 1-2497-1001 1418540 ￥760
⑪SS-8300-5�白 1-2497-1101 1418550 ￥760
外寸：230×210
材質：糸／綿35％、ポリエステル65％

キャッチタイプ

⑦ ⑧

⑨ ⑩ ⑪

㉗�クロスホルダーコネクター��
P-W-006N���

ページコード 商品コード 価格
1-2497-2701 1418700 ￥400
外寸：100×65
●�①の木製ハンドルＨ-400に装着することにより、
差し込みタイプ �のヘッドとしてご使用できます。

　ハンドルはP2498-①～⑥をご参照ください。

■ﾅ1

キャッチタイプ

㉙�セーフティースクレイパー��
ST-50�

ページコード 商品コード 価格
1-2497-2901 1418410 ￥900
外寸：50×100×H10　材質：ステンレス
付属品：替刃4枚付
●�手にフィットしワンタッチで刃先を出し入れ可能な、安全
スクレイパーです。
替刃�ST-05�
1-2497-2902 1418420 ￥40

■ﾅ1

ドライヤー�35㎝� ■ﾅ7
ページコード 商品コード 価格

⑫D-35-1�青 1-2497-1201 1077970 ¥1,300
⑬D-35-2�赤 1-2497-1301 1077980 ¥1,300
⑭D-35-3�黄 1-2497-1401 1077990 ¥1,300
⑮D-35-4�緑 1-2497-1501 1078000 ¥1,300
⑯D-35-5�白 1-2497-1601 1078010 ¥1,300
外寸：350×120
材質：本体／ABS樹脂　ゴム／合成ゴム

ドライヤー用�スペアーゴム��
SD-35� 1-2497-1602 1078020 ¥450■ﾅ7

⑫

⑭

⑯

⑬

⑮

キャッチタイプ

②

④ ⑤

③

⑥
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① ② ④ ⑤

クレンリネスシリーズ
「これからの清掃システム」のご提案
ヘッドを替えればハンドル一本でオールラウンドプレーヤー

●�薬液消毒と熱湯消毒（オートグレーブ）に耐えられます。
●ハンドルと各種アタッチメントが簡単に交換できます。
●�使用する場所によりツールの色が、5色に分けられます。

スプラッシュ�スペアーパッド�� ■ﾅ1
ページコード 商品コード 価格

⑰SP-200�（緑）洗浄用　 1-2498-1701 1419200 ￥1,000
⑱SPB-200（黒）はく離用 1-2498-1801 1419300 ￥1,000
外寸：250×120
材質：ナイロンファイバー＋研磨剤

⑰ ⑱

⑯�スプラッシュ�パッドホルダー�
（本体）P-100H   

ページコード 商品コード 価格
1-2498-1601 1419100 ￥2,600

外寸：227×95
材質：本体／ABS樹脂（プレート部）
※パッドは付いておりません。
⑰⑱をご使用ください。

■ﾅ1

着脱はワンタッチ。スペアー
パッドにのせるだけで装着でき
ます。

差し込みタイプ

㉑�スプラッシュ��
目地ブラシ�B-603 ■ﾅ1

ページコード 商品コード 価格
1-2498-2101 1419500 ￥3,000

外寸：160×132
●山型カット植毛

差し込みタイプ

⑳�スプラッシュ���
コーナーブラシ�B-602 ■ﾅ1

ページコード 商品コード 価格
1-2498-2001 1419400 ￥3,300

外寸：160×125
●研磨剤入り植毛

差し込みタイプ

⑲ボールリムーバー�BALL�■ﾅ1
ページコード 商品コード 価格
1-2498-1901 1419510 ￥1,400

φ70×H65 
材質： プラスチック部／ABS樹脂 

ボール部／硬式テニスボール
● 少ない面積に力が集中するので、ヒールマークなどのし

つこい汚れを簡単に除去する事が可能です。

差し込みタイプ

⑦�パイプハンドル用クリップ�
H-CS�

ページコード 商品コード 価格
1-2498-0701 1418200 ￥800

外寸：90×155
● ①～⑥のパイプハンドルに装着することにより、
キャッチタイプ  のヘッドを使用できます。

　P2497-②～㉘をご参照ください。

■ﾅ1

差し込みタイプ

マイクロモップ400�（水拭き用）��■ﾅ1
ページコード 商品コード 価格

⑩WF-400-1�青 1-2498-1001 1418610 ￥1,200
⑪WF-400-2�赤 1-2498-1101 1418620 ￥1,200
⑫WF-400-3�黄 1-2498-1201 1418630 ￥1,200
⑬WF-400-4�緑 1-2498-1301 1418640 ￥1,200
⑭WF-400-5�白 1-2498-1401 1418650 ￥1,200
外寸：430×150

⑩ ⑫ ⑭⑬⑪

軽い拭きごこち
マイクロファイバー、ポリエステルを併用
することで、軽い拭きごこちと床の汚れを
取り除く効果を両立させました。

優れた汚れ落ちのマイクロファイバー
超極細繊維のエッジ効果で、ミクロ単位
の汚れを確実に除去します。

ポリエステル

マイクロファイバー＋ポリエステル

FGパイプハンドル�� ■ﾅ1
ページコード 商品コード 価格

①HG-400P-1�青 1-2498-0101 1418111 ￥1,200
②HG-400P-2�赤 1-2498-0201 1418121 ￥1,200
③HG-400P-3�黄 1-2498-0301 1418130 ￥1,200
④HG-400P-4�緑 1-2498-0401 1418141 ￥1,200
⑤HG-400P-5�白 1-2498-0501 1418151 ￥1,200
⑥HG-400P-0�黒 1-2498-0601 1078030 ¥1,800
全長：1,280
材質：グラスファイバー製
※ この商品は、 差し込みタイプ  仕様です。

③ ⑥

差し込みタイプ

マイクロモップ400ホルダー�� ■ﾅ1
ページコード 商品コード 価格

⑧W-400N�� �グレー 1-2498-0801 1418600 ￥3,500
⑨W-400N-0�ブラック 1-2498-0901 1078040 ¥4,800
外寸：403×104
材質：PP樹脂＋ガラス繊維、ステンレス
● ワンタッチプッシュ式の開閉ロック機能を採用。 

手を使わなくてもモップの取り替えができます。
●マイクロモップ400、ポケットモップ用のホルダーです。
※モップは付いておりません。
⑩～⑭をご使用ください。

⑧ ⑨

⑮�ポケットモップ��
（ワックス用）�W-400-S�■ﾅ7

ページコード 商品コード 価格
1-2498-1501 1078050 ¥3,200

外寸：430×150　材質：ポリエステル
● マイクロモップ400ホルダーで使用できるワックスモッ

プです。
● 面ファスナー式ではなくポケットタイプなので、耐久性

抜群です。
●ループ糸だから糸くずが出にくく軽く塗れます。
●ワックスが薄く均一に塗れます。



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。
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⑰ワンタッチ�ワックスモップ�■ｾ1�
ページコード 商品コード 価格
1-2499-1701 8549400 ￥4,200

幅：450  
スペア 
1-2499-1702 8549410 ￥3,450
材質： 糸／吸収エステル 

ジョイント／ポリプロピレン
● 超繊維（コスモトロン）の優れた液ばなれにより美しいワックス

塗布が可能

⑱�ワンタッチ�ダスターモップ�
ECO600�� ■ｾ1

ページコード 商品コード 価格
1-2499-1801 8549500 ￥5,750

幅：600 
替えクロス（30枚入） 
1-2499-1802 7317800 ￥2,250
材質： プレート／ポリプロピレン抗菌加工 

クッションシート／合成ゴム、ナイロン 
ジョイント／ポリプロピレン

650×200
● 環境に配慮して塩ビを一切使用していません。
　 プレートには抗菌加工がされています。

キャッチタイプ キャッチタイプ

⑮ワンタッチ�自由箒�� ■ｾ1
幅（㎝） 商品コード 価格 スペア 価格

32 1-2499-1501
8549300 ￥990 1-2499-1503

8549310 ￥660

45 1-2499-1502
8549200 ￥1,430 1-2499-1504

8549210 ￥1,050
材質： 柄／ポリプロピレン 

毛／馬毛、ポリプロピレン、PET 
ジョイント／ポリプロピレン

キャッチタイプ

⑭ワンタッチ�ドライワイパー�� ■ｾ1
幅（㎝） 商品コード 価格 スペア（ゴムのみ） 価格

40 1-2499-1401
8549000 ￥1,350 1-2499-1403

8549010 ￥490

45 1-2499-1402
8548900 ￥1,470 1-2499-1404

8548910 ￥510
材質：ヘッド／ABS　ゴム／合成ゴム

キャッチタイプ

⑯ワンタッチ�ブラシ�■ｾ1
ページコード 商品コード 価格
1-2499-1601 8549100 ￥1,250

幅：180　毛の長さ：約40㎜
材質： 柄／天然木 

毛／P.V.C 
ジョイント／ポリプロピレン

キャッチタイプ

コンドル�フリーハンドル�EX� ■ｾ1
ページコード 全長 商品コード 価格

②アルミ柄　　 1-2499-0201 1,350 8548700 ￥1,700
③アルミ伸縮柄 1-2499-0301 1,000〜1,600 8548800 ￥2,900

※①〜③は キャッチタイプ  仕様です。

① ② ③

①〜③のハンドルと④〜⑱の作業ヘッドとの組み合わせでご使用ください。

①�コンドル�SWフリーハンドルEX�■ｾ1�
ページコード 全長 商品コード 価格

木柄S 1-2499-0101 1,380 7130110 ￥1,200

コンドル�フリーハンドル用替糸�E-8�■ｾ1
ページコード 商品コード 価格

⑨レッド　 1-2499-0901 7130700 ￥740
⑩ブルー　 1-2499-1001 7130800 ￥740
⑪グリーン 1-2499-1101 7130900 ￥740
⑫イエロー 1-2499-1201 7131000 ￥740
⑬ホワイト 1-2499-1301 7131100 ￥740
幅230×210（300g）
材質： 甲／ポリプロピレン 

糸／綿60％・ポリエステル40％

カラフルなカラーの糸ラーグで
場所に合わせて使い分けができ、清潔です。

コンドル�フリーハンドル用替糸�E-6�■ｾ1
ページコード 商品コード 価格

④レッド　 1-2499-0401 7130200 ￥730
⑤ブルー 1-2499-0501 7130300 ￥730
⑥グリーン 1-2499-0601 7130400 ￥730
⑦イエロー 1-2499-0701 7130500 ￥730
⑧ホワイト 1-2499-0801 7130600 ￥730
幅170×300（300g）
材質： 甲／ポリプロピレン 

糸／綿60％・ポリエステル40％

⑥ ⑦ ⑧

④ ⑤

⑬⑪ ⑫

⑩⑨

キャッチタイプキャッチタイプ
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高温滅菌・薬品消毒に対応したツール 医療現場や食品工場など厳重かつハイレベルな
衛生管理が求められる専門施設へ

HG�ブルロンTF-32�� ■ﾅ1
ページコード 商品コード 価格

①ブルー　 1-2500-0101 2977800 ￥3,150
②グリーン 1-2500-0201 2977810 ￥3,150
③レッド　 1-2500-0301 2977820 ￥3,150
④ホワイト 1-2500-0401 2977830 ￥3,150
⑤イエロー 1-2500-0501 2977840 ￥3,150

外寸：340×全長1,360
毛の長さ：40
材質：ハンドル／ステンレス
　　 甲・グリップ／ポリプロピレン
　　 毛／PET

HG�ブルロンTF-45�� ■ﾅ1
ページコード 商品コード 価格

⑥ブルー　 1-2500-0601 2977850 ￥3,650
⑦グリーン 1-2500-0701 2977860 ￥3,650
⑧レッド　 1-2500-0801 2977870 ￥3,650
⑨ホワイト 1-2500-0901 2977880 ￥3,650
⑩イエロー 1-2500-1001 2977890 ￥3,650

外寸：470×全長1,360
毛の長さ：45
材質： ハンドル／ステンレス 

甲・グリップ／ポリプロピレン 
毛／PET

HG�ワンタッチブラシ�� ■ﾅ1
ページコード 商品コード 価格

�ブルー　 1-2500-2601 2978100 ￥2,000
�ホワイト 1-2500-2701 2978130 ￥2,000
�グリーン 1-2500-2801 2978110 ￥2,000
�イエロー 1-2500-2901 2978140 ￥2,000
�レッド　 1-2500-3001 2978120 ￥2,000
外寸：幅180　毛の長さ：45
材質： 甲／ポリプロピレン　毛／ポリプロピレン 

ジョイント／ステンレス

��HG�ワンタッチ�
ドライワイパー�45�■ﾅ1

ページコード 商品コード 価格
1-2500-3101 2978150 ￥5,450

外寸：460  
材質： ヘッド／ステンレス 

ゴム／シリコン

�HG�フリーハンドルEX�SUS�■ﾅ1
ページコード 商品コード 価格

⑪ブルー　 1-2500-1101 2977950 ￥3,150
⑫グリーン 1-2500-1201 2977960 ￥3,150
⑬レッド　 1-2500-1301 2977970 ￥3,150
⑭ホワイト 1-2500-1401 2977980 ￥3,150
⑮イエロー 1-2500-1501 2977990 ￥3,150
外寸：90×H1,395
材質： ハンドル／ステンレス 

ヘッド／ポリプロピレン 
グリップ／ポリプロピレン

※作業ヘッドは⑯～�からお選びください。

耐熱温度：130℃
高温減菌（オートクレーブ）、薬品減菌（次亜塩素酸ナトリウム）対応

① ⑥② ⑦③ ⑧④ ⑨⑤ ⑩

⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

� �

バーキュート�衛生管理用ほうき��
幅広タイプ��

毛長 ㉜赤 ㉝青 価格

ソフト 60 1-2500-3201
7998300

1-2500-3301
7998400 ￥4,700

ハード 45 1-2500-3202
7998500

1-2500-3302
7998600 ￥4,500

外寸：450×1,130　
材質： ハンドル・ネジ部／ステンレス 

台／ポリプロピレン　ブラシ／PBT
●ソフトタイプ： しなやかな毛腰で隅 ま々で清掃。ホコリ・粉体清掃 

および一般清掃
●ハードタイプ： 強い毛腰でしつこい汚れに対応。粘体清掃および一般清掃

■ｻ1

バーキュート�衛生管理用ほうき��
幅広タイプ�スペア��

外寸 毛長 �赤 �青 価格

ソフト 60×450 60 1-2500-3401
7998700

1-2500-3501
7998800 ￥2,600

ハード 40×450 40 1-2500-3402
7998900

1-2500-3502
7999000 ￥2,300

材質： 台／ポリプロピレン　ブラシ／PBT

■ｻ1

コンドル�オートラーグE-8��
300g�� ■ﾅ1

ページコード 商品コード 価格
�ブルー　 1-2500-2101 2978050 ￥1,730
�ホワイト 1-2500-2201 2978070 ￥1,730
�グリーン 1-2500-2301 2978060 ￥1,730
�イエロー 1-2500-2401 2978080 ￥1,730
�レッド　 1-2500-2501 2978090 ￥1,730

サイズ：幅／230、長さ／240
材質：糸／綿100％　甲／ポリプロピレン

� �

� � �

コンドル�オートラーグE-8��
260g�� ■ﾅ1

ページコード 商品コード 価格
⑯ブルー　 1-2500-1601 2978000 ￥1,680
⑰ホワイト 1-2500-1701 2978020 ￥1,680
⑱グリーン 1-2500-1801 2978010 ￥1,680
⑲イエロー 1-2500-1901 2978030 ￥1,680
⑳レッド　 1-2500-2001 2978040 ￥1,680

サイズ：幅／230、長さ／240
材質：糸／綿100％　甲／ポリプロピレン

⑯ ⑰

⑱ ⑲ ⑳

キャッチタイプキャッチタイプ

キャッチタイプ

キャッチタイプ

� � �

� �

㉜

㉝
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スクイザー�モップ�■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
1-2501-1201 6982000 ￥2,750

φ100×1,515 
スペア 
1-2501-1202 6982100 ￥840  
材質： ハンドル／スチールパイプ 

絞りカバー／ポリプロピレン 
糸／綿・ポリエステル混紡糸

手を濡らさずに水
が絞れるローラー
式の絞りカバー付
モップです。

絞り調節
ネジ

絞り調節機構付。
絞り具合が悪くな
れば、絞り調節ネジ
を右に回し適当な
絞る固さまでしめて
ください。

⑧エコラーグ（100枚入）�■ﾀ1
ページコード 商品コード 価格
1-2501-0801 2871310 ￥34,000

外寸：約240×220 
材質：ポリエステル、レーヨン他
● 紙おむつ等で使用されている、保水性の良い素材

で、水拭きに適した替糸です。
● 洗っても十数回繰り返し使える丈夫な構造を持ち

脱水後の乾きも早いので直ぐに使用可能です。
※ ハンドルは⑦のハンドルのみをお使いください。

⑤�綿モップ糸�T-18�� ■ﾀ1
ページコード 幅 商品コード 価格

240g 1-2501-0501 240 2871710 ￥570
260g 1-2501-0502 240 2871720 ￥610
300g 1-2501-0503 240 2871730 ￥730
材質：綿80％、レーヨン他
①③④にご使用できます。

②�2989.jpプラス��
ネオカラーモップ替糸＃8��■ﾀ1

ページコード 重量 商品コード 価格
T-150 1-2501-0201 150g 2977711 ￥340
T-190 1-2501-0202 190g 2977721 ￥510
材質：綿、ポリエステル

①�2989.jpプラス��
ネオカラーモップ�（＃8糸付）�■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
1-2501-0101 2977701 ￥1,470

幅250×全長1,480
材質： ハンドル／スチール（PVCコーティング） 

糸／ポリエステル50％ レーヨン50％

③ニューハイプラ�モップ�■ﾀ1
ページコード 商品コード 価格
1-2501-0301 1185000 ￥1,850

幅240×全長1,450 
材質： ハンドル／スチールパイプ 

糸／綿・エステル・レーヨン混
スペア 
1-2501-0302 1185310 ￥390   

⑦シャークⅡモップ�ハンドル�■ﾀ1
ページコード 商品コード 価格
1-2501-0701 2871300 ￥930

全長：1,325 
材質： 頭／ポリプロピレン 

柄／ スチールパイプ
● モップ糸がヘッドからはみ出すようになっているので、床や壁に

直接触れて傷つけるのを防ぎます。
※モップ糸は⑧をご使用ください。

⑨�FF�シャーク�水拭きモップ�■ﾀ1
ページコード 商品コード 価格
1-2501-0901 8549801 ￥2,100

幅240×全長1,395
材質：  頭／ポリプロピレン 

柄／スチールパイプに接着被膜 
糸／綿・エステル

スペア 
1-2501-0902 8549810 ￥800   
● モップの装着はヘッド部分を回しながら噛ませるので非常に

簡単に装着できます。

⑩�FF�ぞうきんモップ�■ﾀ1
ページコード 商品コード 価格
1-2501-1001 8549910 ￥1,950

幅180×全長1,380
材質：  頭／特殊ポリエチレン 

柄／スチールパイプに接着被膜 
雑巾／綿

● 雑巾やタオルをクリップではさむだけの便利
モップです。

⑪ コンドル��
ニューワールド�モップ�C�■ｾ1

ページコード 商品コード 価格
1-2501-1101 8719100 ￥2,000

幅170×全長1,150 
スペア 
1-2501-1102 8719110 ￥550  
材質： ハンドル／天然木   

ヘッド／ポリプロピレン 
糸／綿100％

④ニューダンディ�モップ�■ﾀ1
ページコード 商品コード 価格
1-2501-0401 1185200 ￥2,070

幅240×全長1,400 
材質： ハンドル／スチールパイプ 

糸／綿・エステル・レーヨン混
スペア 
1-2501-0402 1185310 ￥390  

⑥�JPスナップモップ＃8��■ﾀ7
ページコード 商品コード 価格

本体 1-2501-0601 1073450 ¥1,890
スペア 1-2501-0602 1073460 ¥560
全長：約1,420　幅：約230
材質： ハンドル／スチールパイプ　ヘッド／PP 

フック／PE　モップ糸／ポリエステル、レーヨン
●水拭きに適した耐久性の高いレーヨンタイプです。
※一度組み立てたら分解することはできません。



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。
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④�グングン吸水激絞り�
ワイパーミニ�AZ262�■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
1-2502-0401 1210090 ￥950

幅180×全長440  
材質： ヘッド／ポリプロピレン 

スポンジ／PVA
スペア1P�SQA11��
1-2502-0402 1210310 ￥400

②�ワルツ�伸縮柄�吸水モップ
ページコード 商品コード 価格
1-2502-0201 2954400 ￥3,800

幅280×全長860〜1,260
材質： 柄／アルミ 

スポンジ／PVA 
柄（持ち手）／ABS

● レバー操作で手を汚さずに絞れます。
スペア�
1-2502-0202 2954500 ￥1,100

③�グングン吸水激絞り�
ワイパー F�AZ259�■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
1-2502-0301 1681900 ￥1,750

幅270 柄の長さ990〜1,300
材質： スポンジ／PVA　柄／アルミ 

ヘッド／ポリプロピレン
スペア1P�SQ089��
1-2502-0302 1210080 ￥500

①�デカ吸水モップ�伸縮柄
ページコード 商品コード 価格
1-2502-0101 5303540 ￥6,200

幅390×全長900〜1,260
材質： 柄／アルミ 

スポンジ／PVA 
柄（持ち手）／ABS

● ワイドタイプで、一度に広範囲のお掃除ができます。
スペア�
1-2502-0102 5303550 ￥1,800

洗浄と脱水ができます。 ⑪�トルネード丸型モップセット�TSM545�■ｻ1
ページコード 商品コード 価格
1-2502-1101 4273800 ￥5,700

モップ：φ260×全長1,350　バケツ：φ320×H290
容量：7.5ℓ（使用ライン）
材質： バケツ／ポリプロピレン 

モップ糸／ポリエステル、ポリプロピレン 
柄／スチール

● 丸型なのでフローリング床、テーブルの下まで拭くことができます。

⑫�トルネード丸型モップ用スペア�
SQA058��

ページコード 商品コード 価格
1-2502-1201 4273810 ￥480

材質： ポリエステル、ポリプロピレン

■ｻ1

⑧�FF�スポンジモップ�■ﾀ1
ページコード 商品コード 価格
1-2502-0801 8528301 ￥3,000

幅180×全長1,390
材質： 頭／ポリプロピレン 

スポンジ／ビスコーススポンジ 
柄／ スチールパイプにポリエチレン

接着皮膜
スペア 
1-2502-0802 8528310 ￥1,470  
● タイル系の床や窓ガラス、車の水洗いに最適

です。レバーを使いスポンジを絞るので手を濡
らしません。

⑦�ニュービコース�ワイパー�■ﾀ1
ページコード 商品コード 価格
1-2502-0701 8528600 ￥3,000

外寸：180×1,320 
材質： 頭／ポリプロピレン 

スポンジ／ビスコーススポンジ 
柄／ スチールパイプにポリエチレン接着皮膜

● 手を濡らさずに、レバー操作でスポンジを絞れます。
● 柄の角度が自由になるので、壁面、曲面にもスムーズに

フィット
SPスポンジモップ替スポンジ�
1-2502-0702 8528310 ￥1,470
※ニュービコースワイパー専用替スポンジ

⑥ シルバーワイパー�
ワイド�WAタイプ��■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
1-2502-0601 5328600 ￥7,260

幅300×全長1,325
材質： ハンドル／天然木 

スポンジ／セルロース 
プレート／スチール

スペア�
1-2502-0602 5328610 ￥4,560
●水拭き用
● 水絞りはレバー操作でワンタッチ。手を濡ら

さずに絞れます。

⑤�コンドル�
シルバーワイパー�U�■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
1-2502-0501 5328400 ￥3,300

幅180×全長1,430
材質： ハンドル／スチール 

スポンジ／セルロース 
プレート／ スチール

スペア�
1-2502-0502 5328500 ￥1,700
● クッションフロア、タイルなどに。
● 水絞りはレバー操作でワンタッチ。手を濡らさず

に絞れます。

⑨�トルネード角型モップセット�TSM544�■ｻ1
ページコード 商品コード 価格
1-2502-0901 4273700 製造中止

モップ：345×130×全長1,340　バケツ：φ320×H290
容量：7.5ℓ（使用ライン）
材質： バケツ／ポリプロピレン 

モップ糸／ポリエステル、ポリプロピレン 
柄／スチール

● 角型なのでフローリング床、階段のすみずみまで拭くことができます。

⑨ ⑩�トルネード角型モップ用スペア�
SQA057��

ページコード 商品コード 価格
1-2502-1001 4273710 ￥480

材質： ポリエステル、ポリプロピレン

■ｻ1 ⑪
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⑨ホースリール 30 Gノズル ■ｱ1

ページコード 商品コード 価格
1-2503-0901 5329620 ￥8,000

（ホースφ12 30m付）  
外寸：394×400×H400（ハンドル含む）
ホース：耐寒温度／0℃、耐熱温度／60℃
● 水流を用途に合わせて8通りが選べるノズルを使用

ホースリール Gアクア ■ｶ1 
ページコード 外寸 重量 商品コード 価格

①20m PRQ-20N 1-2503-0101 370×325×H350 3.5㎏ 1038360 ￥6,000
②30m PRQ-30N 1-2503-0201 390×375×H395 5.0㎏ 1038370 ￥8,000

ホース：耐寒温度／0℃、耐熱温度／60℃
材質： 本体、ハンドル／ポリプロピレン 

ホース／軟質塩化ビニール 
ノズル／ABS樹脂

● ノズルはバケツなどの水ためができる「ひっかけ機能付」
● ノズルの手元が使い勝手のよいワンタッチ止水、通水レバー式で水系も切り替えが簡単なスリー

ブ式を採用しています。
● 適応蛇口サイズ：丸型蛇口外径16㎜
● ノズル水形：シャワー、ストレート、ジョウロ、カクサン、ストップ
● 耐水圧：0.7MPa（7㎏f/㎝²）

②①

ホースリール ウェイビーボックス ■ｶ1 
ページコード ホース 外寸 商品コード 価格

⑤PRB-20 1-2503-0501 φ12 20m付 365×405×H345 2268100 ￥8,000
⑥PRB-30 1-2503-0601 φ12 30m付 385×435×H380 2268200 ￥11,000

ホース：耐寒温度／0℃、耐熱温度／60℃
※ マルチスプレー、３点ビス式ホースコネクター付
● 直射日光を防ぐのでホースの劣化を防ぎ、ホースが長持ちします。
● ホースを巻取ると、貯めた水の中をホースが通りながら巻かれ、ホースに付着した泥などが洗浄

されます。

⑥⑤

⑪⑩

ホースリール オーシャン ■ｶ1 
ページコード ホース 外寸 商品コード 価格

⑦15 1-2503-0701 φ12 15m付 290×325×H330 5329410 ￥4,600
⑧20 1-2503-0801 φ12 20m付 290×325×H330 5329510 ￥5,000

ホース：耐寒温度／0℃、耐熱温度／60℃
● 水流を用途に合わせて8通りが選べるノズルを使用

18-0 ホースリール  ■ｱ1
ページコード 外寸 商品コード 価格

⑩SH-S 1-2503-1001 25m用 230×325×H375 6674300 ￥13,000
⑪SH-K 1-2503-1101 50m用 314×390×H440 6674200 ￥17,000

※φ15ホース用です。

④③
スチールホースリールセット 

ページコード 外寸 重量 商品コード 価格
③20m HR-S20（GY）1-2503-0301 320×325×H360 5.0㎏ 1077880 ￥15,800
④30m HR-L30（GY） 1-2503-0401 415×390×H460 7.4㎏ 1077890 ￥18,800

ホース：耐寒温度／0℃、耐熱温度／60℃
材質:  本体／スチール　ホース／軟質塩化ビニール 

ノズル／ABS樹脂・TPR・NYLON
●  ノズル水形： キリ、セイリュウ、コウカク、シャワー（中）、シャワー（外）、ヨコカクサン、ジェット、ストップ
●適応蛇口サイズ：丸型蛇口外径16
●耐水圧：0.7Mpa（7㎏f/㎝²）
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①�水道用ホース�SKネット�
（φ15㎜）�50m巻  

ページコード 商品コード 価格
1-2504-0101 6934800 ￥15,500

耐寒温度：ー48℃
耐熱温度：60℃
● 中間層にはテトロン撚糸が編み込まれ耐圧性も

抜群です。

■タ1
②�水道用ホース�パワー��
（φ15㎜）�50m巻  

ページコード 商品コード 価格
1-2504-0201 6934900 ￥13,500

耐寒温度：ー50℃
耐熱温度：60℃
● ビニールホースの超ロングラン品。ねじれ、

折れぐせがつきにくい超高弾性をもち、寒く
てもやわらかい超耐寒性をもっています。

■タ1
③��水道用ホース�耐圧�
（φ12㎜）�60m巻  ■タ1  

ページコード 商品コード 価格
1-2504-0301 6957300 ￥12,000

耐寒温度：−40℃、耐熱温度：60℃
● 中間層にはテトロン撚糸が編み込まれ 

耐圧性も抜群です。

④��水道用カットホース��
パワー�（φ15㎜）�� ■タ1

ページコード 商品コード 価格
� 5m 1-2504-0401 PO-15G- 5 6935300 ￥1,350
10m 1-2504-0402 PO-15G-10 6935200 ￥2,700
15m 1-2504-0403 PO-15G-15 6935100 ￥4,050
20m 1-2504-0404 PO-15G-20 6935000 ￥5,400
耐寒温度：−50℃、耐熱温度：60℃　材質：PVC
●1ｍ単位に印が付いている為カットするのに便利です。

⑤�水道用ハイスーパーホース��
（φ15㎜）�普及タイプ

ページコード 商品コード 価格
� 5ｍ 1-2504-0501 2960500 ￥1,300
10ｍ 1-2504-0502 2960800 ￥2,600
15ｍ 1-2504-0503 2960810 ￥3,900
20ｍ 1-2504-0504 2960820 ￥5,200
25ｍ 1-2504-0505 2960900 ￥6,500
30ｍ 1-2504-0506 2960910 ￥7,800
耐寒温度：−40℃、耐熱温度：60℃　材質：PVC

⑥ Gノズル付カットホース�
8m�H9MB-8GNF�■カ1

ページコード 商品コード 価格
1-2504-0601 7764830 ￥3,000

ホース：8m（φ9）
材質： 軟質塩化ビニール
適応蛇口サイズ：丸型蛇口　外径16㎜
耐寒温度：0℃、耐熱温度：40℃
● 多機能ノズルで水洗いろいろ。散水・お掃除に大

変便利です。

⑪�見てわかる2分岐カップリング��
MCL-02��

ページコード 商品コード 価格
1-2504-1101 1038410 ￥1,880

外寸：135×40×H160　重量：133g
材質：ABS樹脂
● 赤・青表示があるので通水しているか一目で判断できます。
（赤・青の切替はワンタッチ）

● ホース2本つけたままでシャワーも使えます。
● 適合蛇口：自在水栓、万能ホーム水栓、横水栓
※ イメージ写真（蛇口直結）のように使用をする際は別売りコネ

クターが必要になります。

■カ2
⑩�見てわかる止水カップリング��
MCL-01�

ページコード 商品コード 価格
1-2504-1001 1038400 ￥880

外寸：40×40×H80　重量：48g
材質：ABS樹脂
● 赤・青表示があるので通水しているか一目で判断できます。
（赤・青の切替はワンタッチ）

● 適合蛇口：自在水栓、万能ホーム水栓、横水栓
● 適合ホース内径：12～15㎜

■カ2
⑫�散水栓自在コネクターセット��
JCS-05��

ページコード 商品コード 価格
1-2504-1201 1038390 ￥1,280

外寸：37×37×H57　重量：100g
材質：ABS樹脂
● カップリング部分が自在に動くので、ホースがねじれにくい。
（180度曲がり、360度回転）

● 適合蛇口：ねじ式散水栓、地下散水栓
● 適合ホース内径：12～15㎜

■カ2

⑧ジョーロ�ブルー�� ■サ1
ページコード 外寸 商品コード 価格

FJ-20B 1-2504-0801 2ℓ 470×145×H185 7588600 ￥1,650
FJ-40B 1-2504-0802 4ℓ 610×180×H225 7588700 ￥2,000
FJ-50B 1-2504-0803 5ℓ 640×190×H235 7588800 ￥2,500
材質：ポリエチレン

⑦�はさめる�Gノズル�GNC-D8�■ｱ1
ページコード 商品コード 価格
1-2504-0701 2126010 ￥700

155×53×H190
※ シャワー・フル・キリ・ストレート・セイリュウ・コウカクサン・カクサン・

止水
● バケツにはさめて水をためたり、ひっかけて収納できる便利な

フック付
● 内径12～15㎜のホースにご使用できます。

⑨�さすだけ蛇口コネクター L�JC-03�■カ1
ページコード 商品コード 価格
1-2504-0901 1038380 ￥980

外寸：45×45×H60　重量：33g
材質：ABS樹脂
● 水圧の力を利用して蛇口に取り付ける画期的なコネクターです。
● 外す時は固定されて出てきた2本耳を押すと、中の固定金具が外れ、簡単

に取り外しが可能です。
● 適合蛇口：自在水栓、万能ホーム水栓、横水栓（21～25㎜）



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
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⑦�モップ絞り器�B型��
ハンドル付� ■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
1-2505-0701 5331500 ￥6,000

480×405×H288 
容量：約14ℓ
材質：ポリプロピレン（再生樹脂）
※許容モップ幅：280㎜

⑤�ステップスクイザー��
CE-438�� ■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
1-2505-0501 5303200 ￥27,200

465×385×H350（750）
容量：約16ℓ
材質： 再生ポリプロピレン、スチール、 

硬質塩化ビニール
※許容モップ幅：240㎜
※絞り圧調節可能（6段階）

⑧�モップ絞り器�C型��
ハンドル無 ■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
1-2505-0801 5331600 ￥5,600

342×485×H288
容量：約14ℓ
材質：ポリプロピレン（再生樹脂）
※許容モップ幅：280㎜

⑨�MM�モップ絞り器�C型��
ハンドル無 

ページコード 商品コード 価格
1-2505-0901 5331700 ￥5,600

342×485×H288
容量：約14ℓ
材質：ポリプロピレン（再生樹脂）
※許容モップ幅：280㎜

■ﾀ1

⑥�モップ絞り器S��
CE-766-010-5�� ■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
1-2505-0601 1164670 ￥5,130

300×250×H270
重量：約1.3㎏　容量：約16ℓ
材質： 本体・ローラー／ポリプロピレン 

フットバー／スチールに亜鉛メッキ
● 収納・持ち運びが便利なコンパクト設計です。

⑫HG�スクイザー F8�■ﾅ1
ページコード 商品コード 価格
1-2505-1201 2978160 ￥6,200

外寸： 315×325×H265（タンクのみ）
重量：約1.8kg　容量：13ℓ
材質： ポリプロピレン 

連結板／ポリアセタール
●大きなプレートで楽に絞れます。
●注水に便利なホースホルダー付
※耐熱温度：130℃
※許容モップ幅：240㎜
※ 高温減菌（オートクレーブ）、薬品減菌（次亜

塩素酸ナトリウム）対応

⑪�コンドル��
モップ絞り器�R-BL�■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
1-2505-1101 7317510 ￥5,200

310×360×H295（タンクのみ）
容量：約14ℓ
材質： タンク／ポリプロピレン 

外枠／スチール
※許容モップ幅：275㎜

⑩�コンドル��
スクイザージョイステップ�■ﾀ3

ページコード 商品コード 価格
1-2505-1001 5333100 ￥19,500

375×460×H355
容量：約16ℓ   重量：約7㎏
材質： 本体、ペダル／ポリプロピレン 

機械部品／スチール 
ローラー／ゴム、アルミ

● 4段階の調整機能付
● 注水に便利なホースホルダー付
● 排水がラクな排水ホース付
※許容モップ幅：240㎜

カーライル�モップリンガー�（サイドプレス）�
容量 外寸 ①ブルー ②グリーン ③レッド ④イエロー 価格

36908 25ℓ 420×470×H870 1-2505-01018931200
1-2505-0201
8931300

1-2505-0301
8931400

1-2505-0401
8931500 ￥18,500

36904 33ℓ 420×570×H900 1-2505-01028931600
1-2505-0202
8931700

1-2505-0302
8931800

1-2505-0402
8931900 ￥19,000

材質：ポリエチレン
※許容モップ幅：210㎜
※モップ替糸重量：340g～680g

① ②

③ ④



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
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⑤～⑧のセット例

※�作業中に使っていないツールを
収納できるので便利です。

⑤�PP�バケット�BK-24-1�■ﾅ3
ページコード 商品コード 価格
1-2506-0501 1419710 ￥12,800
660×315×H325
容量：24ℓ
材質：ポリプロピレン
●�水の運搬だけでなく、清掃ツールの保管にもご使用
できます。
●�開口面積が大きいので、長いポールに付けたツール
を楽に水にひたすことができます。

⑦�バケット用ポケット��
BK-24P-1� ■ﾅ3

ページコード 商品コード 価格
1-2506-0701 1419730 ￥4,800
495×150×H250
材質：ポリプロピレン
●�バケット用のポケットです。バケット内側、
外側両方に装着可能です。

⑥�バケット用キャリー��
BK-24C� ■ﾅ3

ページコード 商品コード 価格
1-2506-0601 1419720 ￥7,200
590×310×H115
材質：ポリプロピレン
キャスター：自在×4
●�バケット用のキャリーとしてもフタとしても
ご使用できます。

⑧�バケット用絞り器��
BK-24W� ■ﾅ3

ページコード 商品コード 価格
1-2506-0801 1419740 ￥4,800
475×85×H155
材質：ポリプロピレン＋ガラス繊維
●バケット用の絞り器です。
●�ウォッシャーなどを絞る際に使用できます。

フォームスプレイヤー�1.4ℓ�9305�■ﾃ1
ページコード 商品コード 価格

⑨ホワイト 1-2506-0901 7861800 ￥16,000
⑩グリーン 1-2506-1001 1171430 ￥16,000
⑪ブルー 1-2506-1101 1171440 ￥16,000
⑫レッド 1-2506-1201 1171450 ￥16,000
⑬イエロー 1-2506-1301 1171460 ￥16,000
外寸：350×145×H210
材質：�コンテナー／ポリエチレン　インジェクター／ポリエチレン・真鍮
●�ホースと接続し水道の水圧を利用して簡単に洗剤を泡状に散布できます。

フォームスプレイヤー�2.5ℓ�9301�■ﾃ1
ページコード 商品コード 価格

⑭ホワイト 1-2506-1401 7861900 ￥26,000
⑮グリーン 1-2506-1501 1171470 ￥26,000
⑯ブルー 1-2506-1601 1171480 ￥26,000
⑰レッド 1-2506-1701 1171490 ￥26,000
⑱イエロー 1-2506-1801 1172000 ￥26,000
外寸：415×195×H415
材質：�コンテナー／ポリエチレン　インジェクター／ポリエチレン・真鍮
●�ホースと接続し水道の水圧を利用して簡単に洗剤を泡状に散布できます。

⑩

⑫ ⑬

⑪

⑨

⑯

⑮

⑰ ⑱

⑭

③�ラバーメイド�
ブルートモップリンガー�
（サイドプレッシャータイプ）�
6127-88�イエロー�■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
1-2506-0301 4369200 ￥21,600
330×330×H685�
材質：�本体／ポリエチレン　ハンドル／スチール
※許容モップ幅：210㎜

ラバーメイド�ブルートモップリンガー��
（ダウンプレッシャータイプ）�
中型�7575-88�� �

ページコード 商品コード 価格
①イエロー 1-2506-0101 5332010 ￥29,600
②ブラウン 1-2506-0201 5332110 ￥29,600
342×335×H685
材質：�本体／ポリエチレン　ハンドル／スチール
※許容モップ幅：210㎜

■ｻ1

① ②
④�ラバーメイド�
ブルートモップバケット��
7570-88�ブラウン�■ｻ5

ページコード 商品コード 価格
1-2506-0401 4369100 ￥14,400
510×406×H442
容量：約33ℓ
材質：ポリエチレン

※�写真は④7570に②7575（ブラウン）を
セットしたものです。



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。2507 デッキブラシ
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⑨�オークランド��
デッキブラシ

ページコード 商品コード 価格
1-2507-0901 5303500 ￥1,100

幅180×全長1,120    
材質： 柄／竹（塩ビ被膜）、頭／PVC

⑤�コンドル��
デッキブラシ�A�

ページコード 商品コード 価格
1-2507-0501 5327800 ￥1,820

幅173×全長1,225 
スペア  
1-2507-0502 5327900 ￥630
材質： ハンドル／スチールパイプ 

毛／P.V.C、甲／天然木

■ｻ1

⑦木柄�デッキブラシ�シダ
ページコード 幅 全長 商品コード 価格

18㎝ 1-2507-0701 180 1,130 6946500 ￥1,300
30㎝ 1-2507-0702 300 1,300 4324120 ￥3,800

⑥�木柄�デッキブラシ�ナイロン
ページコード 幅 全長 商品コード 価格

18㎝ 1-2507-0601 180 1,130 6946400 ￥1,300
30㎝ 1-2507-0602 300 1,300 4324100 ￥3,800

ナイロン毛　�玄関やガレ−ジ、トイレなどのコンクリ−トやタイルの汚れ落し用
シ ダ 毛　�薬品やお湯に強い
ワイヤ−　�サビ落としやハ−ドな汚れ落とし用

①デッキブラシ   ■ﾀ1
ページコード 商品コード 価格
1-2507-0101 1185400 ￥1,500

幅173×全長1,320
スペア  
1-2507-0102 1185500 ￥740

②�竹柄�デッキブラシ�
ナイロン

ページコード 商品コード 価格
1-2507-0201 5327500 ￥1,200

幅180×全長1,150

④�竹柄�デッキブラシ�
ワイヤー

ページコード 商品コード 価格
1-2507-0401 5327600 ￥1,700

幅180×全長1,150

③�竹柄�デッキブラシ�
シダ

ページコード 商品コード 価格
1-2507-0301 5327700 ￥1,200

幅180×全長1,150

⑧�木柄�デッキブラシ�
ワイヤー

ページコード 商品コード 価格
1-2507-0801 6946610 ￥2,000

幅180×全長1,130



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。 2508デッキブラシ・通水ブラシ
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ナイロン毛　�玄関やガレ−ジ、トイレなどのコンクリ−トやタイルの汚れ落し用
シ ダ 毛　�薬品やお湯に強い
ワイヤ−　�サビ落としやハ−ドな汚れ落とし用

②�コンドル�
コーナー用�ブラシ�■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
1-2508-0201 5325900 ￥4,480
165×125×全長1,470
材質：�ハンドル・甲／天然木�

毛／P.V.C
●�カーペットの隅・階段などの洗浄に

①�コンドル��
たてよこブラシ�� ■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
1-2508-0101 5327810 ￥2,180
幅185×全長1,450
材質：�ハンドル／天然木�

毛／再生PET
●�清掃場所に合わせてブラシの向きを�
タテ・ヨコに付け替えができます。

③�EF�フラットブラシ��
20㎝�� ■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
1-2508-0301 5302200 ￥2,670
全長：1,324

スペア��
1-2508-0302 5302210 ￥1,890
材質：�頭・ブラシ／ポリプロピレン�

柄／アルミパイプ
●�柄が自在に動くので、細い隙間には縦方
向に、低い場所には柄を寝かせてフラット
に使えます。

④�EF�フラットブラシ��
30㎝�� ■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
1-2508-0401 5302100 ￥3,090
全長：1,324

スペア��
1-2508-0402 5302110 ￥2,410
材質：�頭・ブラシ／ポリプロピレン�

柄／アルミパイプ
●�柄が自在に動くので、細い隙間には縦方
向に、低い場所には柄を寝かせてフラット
に使えます。

⑤�2989.jpプラス��
通水デッキブラシ� ■ナ7�

ページコード 商品コード 価格
N-18 1-2508-0501 5333910 ￥2,500
190×85×H1,180～1,900
材質：�ホースジョイント／ポリプロピレン､�

ハンドル（柄）／アルミ合金､�
ハンドル固定ネジ／ABS樹脂､�
甲／ポリプロピレン､�
ブラシ／塩化ビニル樹脂､ポリスチレン

⑥�ホースデッキブラシ�
WS� ■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
1-2508-0601 4370600 ￥2,150
180×H1,170
材質：�頭／ポリプロピレン�

毛／塩化ビニール�
柄／�スチ−ルパイプ�
（ビニール接着コーティング）

●�ホース取付口があり、水を流しながら洗え
ます。
※ホースは別売です。

⑦�スチール柄��
レインボーブラシ�■ﾀ7

ページコード 商品コード 価格
1-2508-0701 6946620 ￥1,300
180×H1,360
材質：�頭・エンド／ポリエチレン�

毛／PVC�
柄／PP被覆鋼管

●�水道ホースにつなげて水を流しながら使用
する事ができます。
※ホースは別売です。



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。2509 デッキブラシ・ブルーム
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⑦�万能ブラシ��
（研磨剤入り）
ページコード 商品コード 価格

1-2509-0701 1185600 製造中止
全長：1,300
●�厨房特有の油汚れ専用に開発したブラ
シです。

⑤�デッキブラシ�24��
ワイド� ■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
1-2509-0501 3721600 ￥1,620
240×H1,300
材質：�頭／ポリプロピレン�

毛／ポリエステル�
柄／�スチ−ルパイプ�
（ポリエチレン接着被膜）

⑥�FF��
マルチデッキブラシ�� ■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
本体 1-2509-0601 8528501 ￥1,900
スペア 1-2509-0602 8528510 ￥800
全長：1,400　幅：160
材質：�頭／ポリプロピレン・毛（PVC）�

柄／�22.2φスチ−ルパイプに�
AAS接着被膜

●�コンクリ−トやタイル等の汚れ落とし用のブラシです。
●�玄関やガレ−ジ、コンクリ−トやタイルの汚れ落としに
最適です。

②①

ねじ込みタイプ

ジャストマン�
カラーデッキブルーム
（ハンドル付）�1385

①イエロー ②ブルー 価格

セット 1-2509-0101
7907001

1-2509-0201
7907101 ￥6,580

替ブラシ 1-2509-0102
7907011

1-2509-0202
7907111 ￥3,010

サイズ：幅230×全長1,330
毛の長さ：43
替ハンドル№7411W 
1-2509-0203 7907800 ￥3,580
φ25×1,220
材質：グラスファイバ−
●�タイルの溝までブラシが入り、きれいに汚れを落としてくれます。

ペアブラシ�� ■ﾀ1
ページコード 幅 全長 商品コード 価格

③大 1-2509-0301 450 1,380 1183400 ￥3,500
④小 1-2509-0401 330 1,380 1183500 ￥2,800
材質：�頭／スチールにクロメートメッキ�

先ゴム／クロロプレンゴム�
毛／塩化ビニール�
柄／φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜

●デッキブラシとドライヤーの1本2役

③

④



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。 2510デッキブラシ・ブルーム
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ハンドル付�カラーアングルブルーム�1333�
⑧イエロー ⑨ブルー 商品コード 価格

セット 1-2510-0801
7907200

1-2510-0901
7907301 ――― ￥7,330

替ブルーム 1-2510-0802
7907211

1-2510-0902
7907311 ――― ￥3,750

替ハンドル№7411w ――― ――― 1-2510-0903
7907800 ￥3,580

サイズ：幅234×全長1,440　耐熱温度：100℃
材質：毛／ポリプロピレン  柄／グラスファイバー
毛足の長さが左右比対称の為（160㎜・115㎜）両方向に掃きやすく狭い所も難なくできます。
※⑧～⑬は替ハンドル共通です。（替ハンドル No.7411w）

ハンドル付カラーブルーム�
1451 

⑩イエロー ⑪ブルー 価格

セット 1-2510-1001
7907400

1-2510-1101
7907500 ￥8,400

替ブルーム 1-2510-1002
7907410

1-2510-1102
7907510 ￥4,820

毛の長さ：75　幅350×全長1,365

1454
⑫イエロー ⑬ブルー 価格

セット 1-2510-1201
7907600

1-2510-1301
7907700 ￥8,500

替ブルーム 1-2510-1202
7907610

1-2510-1302
7907710 ￥4,920

毛の長さ：70　幅450×全長1,355
耐熱温度：100℃
材質：毛／ポリプロピレン  柄／グラスファイバー

EFコーナーブルーム� ■ﾀ1
　　幅 商品コード 価格 スペア 価格

⑭30㎝ 1-2510-1401
5302810 ￥2,310 1-2510-1402

5302820 ￥1,360

⑮45㎝ 1-2510-1501
5302830 ￥2,520 1-2510-1502

5302840 ￥1,470
全長：1,348
材質： 頭／ABS樹脂　毛／ポリエステル 

柄／φ22.2アルミパイプ
● 階段等のコーナーにフィットしてホコリを掃きだす、2段植毛ホーキ。
● コーナーは硬い毛で通路・階段の隅に溜まったゴミをしっかり掃きだ

し、中央部分の軟らかい毛は糸や髪の毛などの軽いゴミを掃きだし
ます。

⑧ ⑨

ねじ込みタイプ

⑫
⑬

⑩
⑪

ねじ込みタイプ

⑮⑭

②①
⑥�2989.jpプラス��
デッキブラシヘッド�ワイヤー 18�■ナ7�

ページコード 商品コード 価格
1-2510-0601 2977791 ￥1,000

サイズ：幅170×70×全長115
材質：ヘッド／天然木･ポリプロピレン 
　　 ブラシ／スチール
●コンクリート面の塗装剥がし･サビ落しに
※柄は①・②からお選びください。

⑦�2989.jpプラス��
デッキブラシヘッド�シダ18�■ナ7�

ページコード 商品コード 価格
1-2510-0701 2977761 ￥400

サイズ：幅200×80×全長95
材質：ヘッド／ポリプロピレン 
　　 ブラシ／シダ
●天然素材で玄関･ベランダ･コンクリートの床面に
※柄は①・②からお選びください。

2989.jpプラス�ネジコミハンドル� ■ナ7�
ページコード 幅 全長 商品コード 価格

①115 1-2510-0101 20×20 1,155 2977771 ￥500
②125 1-2510-0201 20×20 1,250 2977781 ￥500
材質：グリップ／ポリエチレン･ポリプロピレン（抗菌加工） 
　　 ハンドル（柄）／スチール（ポリプロピレン被覆･抗菌加工） 
　　 ネジ部／ポリプロピレン
※③～⑦2989.jpプラスのデッキブラシ専用です。

⑤④③

2989.jpプラス�デッキブラシヘッド� ■ナ7�
ページコード 幅 全長 商品コード 価格

③PET-18 1-2510-0301 200×80 95 5333611 ￥400
④PET-24 1-2510-0401 265×80 95 5333621 ￥800
⑤PET-30 1-2510-0501 330×80 95 5333631 ￥1,100
材質：ヘッド／ポリプロピレン 
　　 ブラシ／飽和ポリエステル樹脂
●コシが強く玄関･タイル面の掃除に
※柄は①・②からお選びください。
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⑥�水切りSTD�
ステンレスハンドル�■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
1-2511-0601 0739610 ￥7,000
幅485×全長1,440
材質：�柄／ステンレス�

カバー／ポリエチレン�
水切り部／ウレタンフォーム

●�サビ・耐薬品・強度を高めるため、柄・ビスと金属
部分は全てステンレス製
スペア��
1-2511-0602 0739620 ￥450

②③

②ドライヤー�
幅 商品コード 価格 スペア 価格 三角金具付スペア 価格

大 480 1-2511-02011182800 ￥1,450 1-2511-0204
1183100 ￥500 1-2511-0207

1183110 ￥860

中 400 1-2511-02021182900 ￥1,400 1-2511-0205
1183200 ￥430 1-2511-0208

1183210 ￥800

小 330 1-2511-02031183000 ￥1,350 1-2511-0206
1183300 ￥380 1-2511-0209

1183310 ￥760
全長：1,385
材質：�ハンドル／�φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜

ヘッド／�スチールにクロメートメッキ　ゴム／クロロプレンゴム

■ﾀ1

③耐油ドライヤー�� ■ﾀ1
商品コード 価格 スペア 価格

48㎝ 1-2511-0301
0022100 ￥1,630 1-2511-0303

0022300 ￥600

40㎝ 1-2511-0302
0022000 ￥1,570 1-2511-0304

0022200 ￥530
全長：1,385
材質：�ハンドル／φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜�

ヘッド／スチールにクロメートメッキ　ゴム／NBR（合成ゴム）
●�油交じりの回収に最適な水切りドライヤーです。

⑧�FF�水切りドライヤー�40�■ﾀ1
ページコード 商品コード 価格
1-2511-0801 8528401 ￥2,000
幅400×全長1,365
材質：�ハンドル／スチールパイプに�

　　　�　ポリエチレン接着被膜�
ヘッド／ポリプロピレン�
ゴム／クロロプレンゴム

●�水を処理する際、ゴムの角度が変わるのでムラなく、ス
ムーズに使用できます。

スペアゴム��
1-2511-0802 8528410 ￥700

④�水切りワイパー�50L��
N-BR442� �

ページコード 商品コード 価格
1-2511-0401 5328010 ￥2,000
幅470×全長1,280
スペア��
1-2511-0402 5328110 ￥1,200
材質：�ハンドル／スチール�

ゴム／合成ゴム

■ｻ1 ⑤�コンドル�ドライワイパー�WI543
幅 全長 商品コード 価格 平金具付スペア 価格

特大 600 1,400 1-2511-05017317210 ￥2,570 1-2511-0504
7317220 ￥1,150

大　 465 1,300 1-2511-05027317100 ￥1,470 1-2511-0505
7317300 ￥520

中　 410 1,300 1-2511-05037317200 ￥1,400 1-2511-0506
7317400 ￥470

材質：�ハンドル／スチールパイプ　ヘッド／スチールクロメートメッキ�
ゴム／合成ゴム

■ｻ1

①�吸水スポンジローラー��
ボルト��

ページコード 商品コード 価格
1-2511-0101 1013840 ￥6,800
ヘッド幅約310×全長約965～1,245
スポンジ幅：約280
材質：�グリップ・ハンドル／ポリプロピレン�

柄／アルミ伸縮柄�
ヘッド／ポリプロピレン�
シャフト／ステンレス�
スポンジ／PVA、ポリプロピレン

スペア��
1-2511-0102 1065960 ￥1,800
●�ローラーを転がして吸水するので、床との摩擦が
少なく、異物混入の原因となるゴミがでにくい。

■ﾀ1

⑦�JPドライワイパー��
幅 商品コード 価格 平金具付スペア 価格

40㎝ 400 1-2511-07011073470 ¥1,890■ﾀ7 1-2511-0703
7317400 ￥470■ｻ1

45㎝ 460 1-2511-07021073480 ¥2,000■ﾀ7 1-2511-0704
7317300 ￥520■ｻ1

全長：約1,350
材質：�ハンドル／スチールパイプ　ヘッド／スチールクロメートメッキ�

ゴム／合成ゴム
※一度組み立てたら分解することはできません。
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⑩�EF�ハンディ��
フレックスワイパー�� ■ﾀ1
ページコード 幅 商品コード 価格

24 1-2512-1001 240 5302600 ￥1,570
36 1-2512-1002 360 5302700 ￥1,730
全長：225
材質：�ABS樹脂、ウレタンスポンジ、合成ゴム
●�首フリ機構でスムーズに水切りが可能です。
●�すいすいガイドによって、ゴムの角度をガラスに対し
て常に最適な状態に保つことが可能です。

⑧�ウィンドクリーナー�
伸縮式

ページコード 商品コード 価格
1-2512-0801 4370510 ￥1,600
幅250×全長650�
（最大：1,500）

EFウィンドークリーナー�� ■ﾀ1
ページコード 幅 商品コード 価格

⑤ハンディ 1-2512-0501 280 0022400 ￥2,600
⑥伸縮 1-2512-0601 280 0022500 ￥3,600
全長：996～1,633
材質：�本体／ポリプロピレン、POM樹脂�

ヘッド／アルミ　柄／アルミパイプ
●�清掃条件に合わせてヘッドの動きを制御できるワンタッチロック機
構付
⑦マイクロダスター�スペア
1-2512-0701 0022600 ￥630
材質：ポリエステル、ナイロン

⑨�ガラスワイパーハンド30��
AC6-350��

ページコード 商品コード 価格
1-2512-0901 2961910 ￥690
幅330×全長150
材質：�グリップ／ABS樹脂�

ゴム／合成ゴム�
フレーム／アルミ

●手元に水が伝わりにくい。
●ガラス面をしっかりとらえる良質ゴム使用

■ｻ7

④�ガラスワイプワイパF��
伸縮式��

ページコード 商品コード 価格
1-2512-0401 8548600 ￥2,700
幅245×全長840～1,330
●�伸縮式の柄が角度も６段階に固定できる�
のでヨコ・タテでも自由に拭けます。
●水拭き・水切りが一度にできます。

■ｻ1

③�EF�フレックスワイパー��
伸縮式�� ■ﾀ1
ページコード 幅 商品コード 価格

24 1-2512-0301 240 5302400 ￥2,720
36 1-2512-0302 360 5302500 ￥2,930
全長：991～1,621
材質：�ヘッド／ABS樹脂、ウレタンスポンジ、�

　　　合成ゴム�
ハンドル／アルミ、ポリプロピレン

⑥⑤
⑦

②�ガラスワイパージャンボ��
OX339�

ページコード 商品コード 価格
1-2512-0201 5328230 ￥2,400
幅330×全長970～1,480
スペア��
1-2512-0202 5328310 ￥660

■ｻ1
①�2989.jpプラス��
通水グラスワイパー�� ■ナ7�

ページコード 商品コード 価格
N-25 1-2512-0101 5333930 ￥2,500
幅270×80×全長1,280～2,000
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①プロテック伸縮ポール� ■ｾ1
ページコード 縮小　 　最長 重量 商品コード 価格

2.5m 1-2513-0101 1,435〜2,500   650g 2段 0514100 ￥6,000
4� �m 1-2513-0102 2,185〜4,000   900g 2段 0514200 ￥8,000
6� �m 1-2513-0103 2,285〜6,000 1,400g 3段 0514300 ￥13,200

● 高所作業用として、長さが調整できるアルミポール（軽量パイプ柄）です。
　②・③と合わせてお使いください。

⑥��クモの巣取り�� ■ｻ1
ページコード 商品コード 価格

本体　� � 　　 ����LL594 1-2513-0601 215×100×H325 1142150 ￥1,790
スペア�（5枚入）�SQ011 1-2513-0602 110×235×H 15 1142160 ￥320
材質： ブラシ／ポリプロピレン　ヘッド／ポリプロピレン　シート／ナイロン
●シートを巻くから絡んだクモの巣が、簡単に取れます。
※柄は別売りです。

④�三段伸縮柄��
（アルミ）�LL553� ■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
1-2513-0401 1142170 ￥3,200

26×27×H1,900〜4,500
重量：780g　材質：アルミ
● 手が届かない高いところのお掃除に。
　⑤・⑥と合わせてお使いください。

⑤�高所ワイパー�LL596�■ｻ1
ページコード 商品コード 価格
1-2513-0501 1142140 ￥1,440

幅： 300×105
材質： ヘッド／ポリプロピレン、 

　　　 ABS樹脂、ポリアセタール 
パッド／EVA樹脂　 
クロス／ポリエステル、ナイロン

●高所の窓・窓枠、壁、梁、棚の上の拭き掃除に
※柄は別売りです。

②�プロテック�グラススクイジー�■ｾ1
幅 商品コード 価格 スペア 価格

30㎝ 1-2513-0201
0101700 ￥2,800 1-2513-0205

0101710 ￥390

35㎝ 1-2513-0202
0101800 ￥3,000 1-2513-0206

0101810 ￥440

40㎝ 1-2513-0203
0101900 ￥3,200 1-2513-0207

0101910 ￥500

45㎝ 1-2513-0204
0102000 ￥3,300 1-2513-0208

0102010 ￥550
● プロテック伸縮ポールの先端に取り付けて、ガラス表面に塗った水や洗

剤の希釈液をワイドなゴムが一気にかき集め、速やかにかき取ります。

③プロテック�モイスチャーリント�■ｾ1
幅 商品コード 価格 スペア 価格

35㎝ 1-2513-0301
2954300 ￥3,300 1-2513-0303

2954320 ￥2,100

45㎝ 1-2513-0302
2954310 ￥3,700 1-2513-0304

2954330 ￥2,450
● プロテック伸縮ポールの先端に取り付けて、ガラス表面に水や洗剤の

希釈液を塗るために使用します。繊細な起毛布によりむらなくぬり拡げ
ることができます。

● プロテックグラススクイジーと合わせてお使いください。

「ブルブル」高速回転！クモの巣をキャッチ！

⑦クモの巣バスター�■ﾀ2
ページコード 商品コード 価格
1-2513-0701 8070300 ￥8,500

サイズ：φ40×全長770〜2,060（4段階）
本体：ABS樹脂
電源：単2乾電池×2（別売）
● 先端部の高速回転でクモの巣をぐんぐん巻き

取ります。今まで手の届かなかった高いところ
でも、手軽にスッキリお掃除します。
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⑧ジョイント�405�� ■ﾀ1
ページコード 商品コード 価格
1-2514-0801 1180900 ￥320
●�ポールの先端部分にさし込んでからホル
ダー、スクイジー、ウォッシャー、天井はらいを
黒色の部分にさし込んでご使用ください。

⑨フリーベンダー�� ■ﾀ1
ページコード 商品コード 価格
1-2514-0901 3856200 ￥1,050
●�自由に角度が変えられるため、今まで掃
除がしにくかったり入りくんだ所などにた
いへん便利です。

⑩�天井はらい� ■ﾀ1
ページコード 商品コード 価格
1-2514-1001 1180700 ￥3,770
365×360×H95
材質：�ブラシ／PET樹脂�

ハンドル／ポリプロピレン

⑦ウォッシャー�� ■ﾀ1
ページコード 商品コード 価格
1-2514-0701 1179700 ￥3,700
幅：450㎜
ガラス（ウインド・窓ガラス）の掃除に
使用します。水又は、洗剤等を含有
し、むらなくぬり拡げ、スクイジーで水分
を取ります。
スペア��
1-2514-0702 1179800 ￥2,400

ポールⅡ� ■ﾀ1
ページコード 縮小�　　�最長 重量 商品コード 価格

①＃� 85 1-2514-0101 � �510 ～��� �900 � �370g 1179300 ￥3,600
②＃230 1-2514-0201 1,300 ～ 2,380 � �690g 1179200 ￥5,200
③＃350 1-2514-0301 1,330 ～ 3,500 1,265g 1179100 ￥5,800
④＃600 1-2514-0401 2,170 ～ 6,000 2,035g 1179000 ￥12,600
材質：�ポール／アルミ製�

グリップ／TPE樹脂
●それぞれの場所に適したツールを使い分けて作業能率もアップ
※⑧ジョイント405が1ケ付属されています。
※⑤～⑬と合わせてお使いください。

⑤�スクイジー�（天然ゴム）� ■ﾀ1
幅 商品コード 価格 スペア 価格

30㎝ 1-2514-0501
1179900 ￥3,700 1-2514-05051180300 ￥1,000

35㎝ 1-2514-0502
1180000 ￥3,850 1-2514-05061180400 ￥1,100

40㎝ 1-2514-0503
1180100 ￥4,200 1-2514-05071180500 ￥1,200

45㎝ 1-2514-0504
1180200 ￥4,300 1-2514-05081180600 ￥1,250

材質：本体／ステンレス

① ②

③ ④

⑥ステンプロワイパー� ■ﾀ1
商品コード 価格 スペア 価格

30㎝ 1-2514-0601
1182200 ￥1,900 1-2514-0605

1182300 ￥420

35㎝ 1-2514-0602
1182400 ￥2,000 1-2514-0606

1182500 ￥450

40㎝ 1-2514-0603
1182600 ￥2,200 1-2514-0607

1182700 ￥520

45㎝ 1-2514-0604
1182710 ￥2,300 1-2514-0608

1182720 ￥560
材質：�フレーム／ステンレス　グリップ／TPE樹脂�

先ゴム／合成ゴム

⑪�ポール用�ホルダー�401�■ﾀ1
ページコード 商品コード 価格
1-2514-1101 1179400 ￥7,000
●�スポンジ及びブラシをセットして使用するための金具
です。
　他にモップ用替糸・雑巾などをはさむこともできます。
　⑫・⑬と合わせてお使いください。

⑫�ポール用�ブラシ�403�■ﾀ3
ページコード 商品コード 価格
1-2514-1201 1179500 ￥5,400
幅：220
●�ヨゴレ、ホコリのひどい時にご使用ください。
（シャッター、テント、外壁等）

⑬�ポール用�スポンジ�402�■ﾀ1
ページコード 商品コード 価格
1-2514-1301 1179600 ￥850
210×107×H70
材質：ポリウレタン
●�あらゆる面の洗い拭きとりに使用します。

水滴超吸水スポンジブロック
ページコード 吸水目安 商品コード 価格

⑭613-B 1-2514-1401 200㎖ 110×� 65×H35 5494430 ￥1,000
⑮615-B 1-2514-1501 650㎖ 260×180×H35 5494440 ￥1,800
材質：PVAスポンジ
●家中の気になる水滴の吸いとり、拭き取りに。
●�カーペットやフロアにこぼした、飲みもの等の吸いとり、拭き取りに。
●�ご使用の場所に合わせた大きさ、形にカットしてご使用いただけます。

⑭
⑮




