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洗浄と同時に、除菌
２度拭きいらず !!
100 倍希釈で除菌対策に効果有り

除菌が出来る多目的強力洗剤
4L

ウイルス不活化率 : ウイルス感染価の対数減少値 ( 開始時のウイルス感染価と作用
後のウイルス感染価の差 ) から算出

■３０秒接触での除菌効果
※すべての菌を除菌するわけではありません。

■ＥＰＡ登録除菌剤配合
■優れた汚れ除去性

■素材への影響が少ない (ABS など一部素材を除く )
■優れた経済性 ( 標準希釈倍率：１００倍 )
■低臭 ( 無香料 )

 製品特長

横浜油脂のエアコンクリーニングケミカルがリニューアル !横浜油脂のエアコンクリーニングケミカルがリニューアル !

新発売キャンペーン新発売キャンペーン 数量
限定

１０％増量 ５％増量

アルミフィンクリーナーアルミフィンクリーナー

シルバー Nシルバー N ファーストファースト
強力
タイプ

シルバーイ ー ジ ーシルバーイ ー ジ ー ファーストファースト
ノンリンス
タイプ

シルバーマ イ ル ドシルバーマ イ ル ド ファーストファースト

20kg /ボトル20kg /ボトル 10kg /ボトル10kg /ボトル

2222 kg /ボトルkg /ボトル 1111 kg /ボトルkg /ボトル

10kg /ボトル10kg /ボトル 10kg /ボトル10kg /ボトル

10.510.5 kg /ボトルkg /ボトル 10.510.5 kg /ボトルkg /ボトル

アルミフィンクリーナーアルミフィンクリーナー

アルミフィンクリーナーアルミフィンクリーナー

銀イオン配合強力タイプ。銀イオン配合強力タイプ。
除菌・消臭効果。 10 ～ 50 倍希釈。除菌・消臭効果。 10 ～ 50 倍希釈。

シルバー Nファーストシルバー Nファースト シルバーマイルドファーストシルバーマイルドファースト

専用リンス剤不要のノンリンス専用リンス剤不要のノンリンス
タイプ。ph コントロール剤と水タイプ。ph コントロール剤と水
の働きで廃液の ph 低下を促進しの働きで廃液の ph 低下を促進し
ます。10 倍希釈。ます。10 倍希釈。
( 水洗いは必要です。)( 水洗いは必要です。)

シルバーイージーファーストシルバーイージーファースト

シルバー PH7ファーストシルバー PH7ファースト
中性タイプなので排水 ph を気に中性タイプなので排水 ph を気に
せず作業できます。室外機、室内せず作業できます。室外機、室内
機ともに使用可能。10 倍希釈。機ともに使用可能。10 倍希釈。

ムセにくく低泡性。材質に対してムセにくく低泡性。材質に対して
安心。10 ～ 20 倍希釈。安心。10 ～ 20 倍希釈。

アルミフィン洗浄後の中和・防錆に。アルミフィン洗浄後の中和・防錆に。
水洗い時の水量を減らす事ができま水洗い時の水量を減らす事ができま
す。弱酸性。10 ～ 20 倍希釈。す。弱酸性。10 ～ 20 倍希釈。

シルバーリンスファーストシルバーリンスファースト
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タイネックスタイネックス

タイネックスブラシタイネックスブラシ キャンペーン！キャンペーン！
●表面洗浄ブラシ・グラン 15 吋●表面洗浄ブラシ・グラン 15 吋

21 21 %%
OFFOFF

タイネックスタイネックス
●表面洗浄ブラシ緑・青・赤 15 吋●表面洗浄ブラシ緑・青・赤 15 吋 23 23 %%

OFFOFF

タイネックスタイネックス
●Ｃタイプ 15 吋●Ｃタイプ 15 吋

23 23 %%
OFFOFF

( ＃６０~ ＃５００選定可能タイプ )( ＃６０~ ＃５００選定可能タイプ )

タイネックスタイネックス
●Ｐタイプ 13 吋●Ｐタイプ 13 吋

タイネックスタイネックス
●ＳＰタイプ 18 吋●ＳＰタイプ 18 吋

20 20 %%
OFFOFF( 各番手・表面洗浄・グランを含む )( 各番手・表面洗浄・グランを含む )

C タイプ 15 吋・Pタイプ 13 吋・SP タイプ 18 吋の番手選定一覧Cタイプ 15 吋・Pタイプ 13 吋・SP タイプ 18 吋の番手選定一覧

番手 用途・石材系の場合 用途・一般化学床系の場合 フロアパッド
#60 重洗浄 ワックスの完全剥離 黒
#80 重洗浄 ワックスの完全剥離 茶

#180 軽洗浄 表面洗浄 緑
#240 軽洗浄 表面洗浄 緑～青
#320 軽洗浄 表面洗浄 青～赤
#500 軽洗浄 表面洗浄 赤

10 10 %%
OFFOFF( 各番手・表面洗浄・グランを含む )( 各番手・表面洗浄・グランを含む )

※プレート金具は別売です。

● �TSS インフィニティーキット● �TSS インフィニティーキット
（フレーム＆ハンドル）（フレーム＆ハンドル）

●�ブルーモップ 43cm●�ブルーモップ 43cm
（黄・青・赤・緑フチ）（黄・青・赤・緑フチ）

●�使い捨てディスポーザブルクロス●�使い捨てディスポーザブルクロス
（250 枚入）（250 枚入）

・人間工学に基づいたアルミニウムとポリプロピレン製ハンドル
・先端グリップ部とハンドル中央部が 360°回転してツイスト動作が可能
・グリップの回転を一押しでロックでき、壁に立て掛けても滑らず安全に保管
・フレームのジョイント部は肩、腕、手首の疲労を軽減させ生産性が向上
・狭い区域にも簡単にフレームが入る
・ハンドルを握りしめずにただ動きを共にするだけ !!

特徴

春春のの

ケケミミカカルル祭祭りり
開催!!

今月、ケミカル類をまとめて今月、ケミカル類をまとめて5缶ご発注頂くと、下記の中からご発注頂くと、下記の中から
ご希望の景品を 1点プレゼント致します。先着 30名限定です。ご希望の景品を 1点プレゼント致します。先着 30名限定です。
お早めに !!（ケミカルは合計金額でお早めに !!（ケミカルは合計金額で 35,000 円以上とさせて頂きます。）とさせて頂きます。）

Ａ賞

カネヨブリーチ 1500ml(8 本入 )カネヨブリーチ 1500ml(8 本入 )
× 1箱× 1箱

スポンジエース S(10 個入 )スポンジエース S(10 個入 )
× 1箱× 1箱

B賞 C賞

ケアマスク３層白 (50 枚入 )ケアマスク３層白 (50 枚入 )
× 1箱× 1箱

サイズ  38 × 9.5cmサイズ  38 × 9.5cm


