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アクリルパーテーションの清掃にも最適です。
●トレマーク with 除菌

■ 3.78L ■ 500ml

使用方法

 原液使用 ヘアライン仕上げのステンレスは
３倍希釈使用となります。

STEP1 トレマークを乾いたクロスに数回
スプレーします。

STEP2 洗浄面を拭きます。

●�洗浄面に直接スプレーしないで下さい。（床に飛散
すると滑りやすくなるため）
●濡れた表面で使用すると白くなります。
●�クロスに多量にスプレーしますと、拭きムラや筋が
残りやすくなります。

●�床（フローリング、Pタイル、石材、カーペットな
どの全ての床）
●布製品（カーペット、ソファー、カーテン）
１．滑りやすいので床には使えません。
２．染み込む素材には使えません。

注意事項

こんな場所では使えません！

従来品は在庫限りで販売終了となります。

●トレマーク
■ 3.78L ■ 470ml

日常の拭き掃除だけで・・・
　◇１週間～２週間に１回の使用で効果
　◇日常清掃が楽になる
　◇汚れが付きづらく取れやすくなる
　◇指紋が付きづらく取れやすくなる
　◇キズを防止し、光沢＆質感がアップ
　◇洗剤の使用量が減り、コストダウン

主な仕様 ■製品名 : トレマーク ■容量 :3.78L/470ml
■液性 : 中性 ■成分 : ポリメチルシロキサン、
　イソプロピルアルコール

このページは限定期間・限定数量・限定納品となります。
意外と便利・あったら便利・使ったら便利

残り
わずか！

今年のタイヤ交換からスマートに保管しよう !!

●タイヤドーリー
　・耐荷重 136kg まで OK!
　・積み重ね OK!1.1. 限定数 ５０

積み重ねた状態

車から現場までラクラク移動出来る !!

●ハンドキャリー
　・耐荷重 50kg まで OK!
　・ノックダウン式2.2. 限定数 ５０

女性・シニアが扱いやすいステップ脚立

●ステップラダー
　・3 段式ステップ
　・折り畳み式3.3. 限定数 ５０

折り畳んだ状態

ささっと組立、パタッと折り畳み、場所要らず

●スペースボックス
　・組立時 46 リットル分収納
　・折り畳み式4.4. 限定数 ５０

雪が降る前に愛車と社用車をご一緒に !!

●ガラコ 2.8L
　・２．８リットルの大容量5.5. 限定数 ５０

■受注日：１１月１日～１１月２０日迄
■配送日：１１月２０日～２５日
※�限定数に達した時点で締め切る場合が
御座いますのでご了承願います。

プチ集合
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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

貴社特別価格貴社特別価格貴社通常価格貴社通常価格
￥39,500￥39,500

21 21 %%
OFFOFF

タイネックスタイネックス

貴社特別価格貴社特別価格貴社通常価格貴社通常価格
￥39,500￥39,500

●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

貴社特別価格貴社特別価格
貴社通常価格貴社通常価格
￥48,000￥48,000

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

貴社通常価格貴社通常価格
￥36,000￥36,000

タイネックスタイネックス
●ＳＰタイプ 18 吋●ＳＰタイプ 18 吋

貴社特別価格貴社特別価格貴社通常価格貴社通常価格
￥66,000￥66,000

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。

新登場 今まで無かった。。。

黒色が新登場！

３０×５０cm, ４０×４０cm
の２サイズが有ります。
他に
グリーン / ピンク / ブルー / イエロー
/ ホワイトの計６色が有ります。

黒のみ

発色が鮮やかになってリニューアル発色が鮮やかになってリニューアル

皆様に永い間お使い頂いた「ライオン洗濯せっけん２２０ｇ」がメーカー廃番により販売終了となります。
切り換え商品は以下となります。ご了承下さい。

●カネヨ洗たく石けん（品名：あおながかく）１９０ｇ
● FPS ポータブルスプレーヤー

●リチウムイオンバッテリー ( スペア )

●ファーストクロラスウォーター 1kg

有機物 ( 汚れ ) が有っても OK!  濡れてても OK!
２０～５０倍希釈（コロナ対策の場合は２０倍）

噴霧による除菌作業に推奨します。


