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バッテリータイプがバッテリータイプが
新登場 !!新登場 !!

100V 式コードタイプ
●ナノエッジⅡ

リチウムイオンバッテリー式
コードレスタイプ
●ナノエッジバッテリー

で検索。又はＱＲコードをご利用下さい。
ナノエッジ階段編

掛率は担当営業に
ご確認下さい。

●ヌリッパー濃縮タイプ (3.78L)●ヌリッパー濃縮タイプ (3.78L)

※現在 946mlは取り扱っておりません！

２倍使える 大幅ダウン
即効能力アップ

従来品の コスト

頑固な汚れを素早く分解

ヌリッパー　濃縮・低発泡タイプ

物理工法を極限まで軽減した強力汚染除去クリーナー
ヌリッパー x2 は、物理的工法を極限まで軽減させるために開発された洗剤です。エンボスやバーナー仕上げ
の床材などの内部に素早く浸透、強力なケミカルの力で汚れを分解し浮かします。あとは高圧洗浄機で洗い流
すだけ。強力な洗浄力を保ちつつ発泡率を極限値まで抑えたことで、泡切れも素早く後処理の簡略化が可能に
なりました。鉱物系、油脂系をはじめ殆どの汚れをすばやく強力に分解するため作業時間や負担を大幅に軽減
します。

ノンスリップシート、バーナー仕上げ御影石、セラミックタイル ( 磨き＆マット )、磁器タイル、P タイル用途

主な仕様 ■製品名：ヌリッパー x2( 高圧洗浄用クリーナー濃縮タイプ ) ■容量：3.78L ■液性：アルカリ性
■界面活性剤：生分解性 ■成分：メタケイ酸ナトリウム -(2- ブトキシエトキシ ) エタノール他 ■原産国：米国

ノンスリップシート

磁器タイル

使用方法 ①汚れに応じた希釈液を塗布
② 5~10 分放置します

（ケミカルの反応時間を置きます） 
③高圧洗浄機で洗い流します。

くこんな時は＞
高圧洗浄機が使えない場合
 ⇒ポリッシャ ー洗浄も可能です。
特に汚れがひどい場合
 ⇒ポリッシャー洗浄後に高圧洗浄機をお
使い下さい。

仕様例

６０倍～ ( 目安 )
3.78 ㍑ 1 本 = 約 4,500 ㎡使用可能

1 ０倍～ ( 目安 )
3.78 ㍑ 1 本 = 約 760 ㎡使用可能

ノンスリップシート

石材

※ 汚れに応じて希釈倍率はご調整
下さい。

※ 磨きタイプの天然石には使えま
せん。

とくにステンレスに効果大！

●エクストラメタルボリッシュ●エクストラメタルボリッシュ

※ 研磨材量が多いため、使用前に容器ごと
よく振ってからお使い下さい。

( バイツー )
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・ 金属部分はオールステンレスなのでサビにくく、水や汚
れが溜まりにくい構造なので衛生的。

・Xデザインのラバーグリップが手にしっかりフィット。
・ 保管時は替刃ケース（６枚入）が安全カバーに、また作
業時は本体にセットできるので紛失の心配が要りませ
ん。

　Gスクレーバースリム
　●本体 （１枚刃タイプ 刃巾４ｍｍ）

　スリム用替刃ステンレス
　●６枚入

●セーフティスクレーバー●セーフティスクレーバー
セーフティメカニズム搭載の便利なセーフティメカニズム搭載の便利な
スクレーパースクレーパー
替刃：SRB10,SRB20,SRBDB替刃：SRB10,SRB20,SRBDB
 - シングルシャープエッジブレード - シングルシャープエッジブレード
 - メタル製、丈夫で高耐久性 - メタル製、丈夫で高耐久性
 - 安全な格納式ブレード - 安全な格納式ブレード

● Ergo Tec セーフティスクレーパー● Ergo Tec セーフティスクレーパー
セーフティメカニズム搭載のセーフティメカニズム搭載の
エルゴノミクス スクレーパーエルゴノミクス スクレーパー
替刃：SRB10,SRB20,SRBDB替刃：SRB10,SRB20,SRBDB
 - シングルシャープエッジブレード - シングルシャープエッジブレード
 - メタル製、丈夫で高耐久性ラバーグリップ付き - メタル製、丈夫で高耐久性ラバーグリップ付き
 - 安全な格納式ブレード - 安全な格納式ブレード

● ナルビーホルダー１枚刃● ナルビーホルダー１枚刃
キャップ付キャップ付

● ナルビーホルダー２枚刃● ナルビーホルダー２枚刃
キャップ付キャップ付

● ナルビーホルダー３枚刃キャップ付● ナルビーホルダー３枚刃キャップ付 ● ナルビーホルダー３枚刃キャップ無● ナルビーホルダー３枚刃キャップ無 ● ナルビー３枚刃用キャップ● ナルビー３枚刃用キャップ● ナルビー替刃３枚刃 (50 枚入 )● ナルビー替刃３枚刃 (50 枚入 )

過去にご紹介したスクレーパー各種。お気に入りを見つけて下さい！ この度の新型コロナウィルス感染拡大防止に伴う緊急事態宣言を受け、弊社も出張や外勤営業を自粛させていただいております。
ご用命に関しては不便をおかけしないよう努めて参ります。
また、お客様のご要望ご依頼、現場打ち合わせ等はご相談の上対応させて頂きますので、お気軽に担当営業までご連絡下さい。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

フローリングや
流し台に


