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●どこでもツールキャッチャー

・キャッチ可能サイズ 直径 16mm ～ 32mm
・設置可能サイズ 直径 19 ㎜～ 55 ㎜
・最大使用荷重 2kg

あったら便利！在りそうで無かった新商品が発売 !

本体をベルトで固定するため、丸パイプ、角パイプ、メッシュ
など柔軟に取り付け場所を選べます。

縦、横、斜めのポールに取り付けても、装着部分を回転させ、
フレキシブルに利用可能です。

ステンレスの流し台を磨ける道具を探したことは？
●ドラゴンペーパーセット

別途送料 ￥1,300

写真の流し台は♯ 280 からスタート。パウダーも使用して磨きました。1 工程ごとにドライヤーで乾燥させ、汚れ落ちを
確認するのがコツです。横方向の作業でフィニッシュ。
状況によって使用する粒度やアイテムを変更して磨きます。

施 工 前 施 工 後

【セット内容】
・研磨パッド　♯ 120 ～♯ 3000  （粒度の異なる 11 種類 各 1 枚）
・プラスチックヘラ
・にぎりパッド① + ②
・♯ 3000 ナイロンパッド
・ガンコオトシパウダー
・ドラゴンブラシ

荷物や資材の搬入、ガラッと崩れるのを防止

●ロックフィット

強力磁石で台車の背板に取り付け、ベルト
を回して簡単固定。
リリースボタンでロックの解除は簡単で
す。自動巻きリールで収納も楽々ストレス
フリーです。

ポリッシャー等のマシン移動時にグレーチングや配線を楽々突破
●サイレンスマット

・サイズ W500mm × L700 ㎜
・重量 3kg

今月のピックアップ！今月のピックアップ！
8 月 11 日・27 日が取り纏め発注日となります。

(10個入)

※付属の研磨パッドを使い切った後は、
　ご希望粒度の研磨パッド 50 枚入 1 組 (￥13,500 税別 )
　で購入できます。

グレーチング上を楽々走行
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コンドルスーパーファン Sコンドルスーパーファン S

送風機
(数量限定 )

極4極4業務用小型ドライバキューム業務用小型ドライバキューム

●強力カビ取り剤
● 浴室の壁やタイル目地等に付着した頑固なカビ

を取り除きます。
● 強力な洗浄力と泡密着の効果でこすらず簡単に

汚れを落とします。
◯液体・アルカリ性／４．５kg ×３
　（専用スプレーボトル 3 本付き )

●超強力動植物系油脂用洗浄剤
● グリスフィルターや厨房機器などに付着したカーボン

化した汚れを素早く落とします。
●泡切れがよく作業効率アップ。
●リモネン配合でほのかなシトラスの香り。
◯使用希釈倍率／原液～１０倍
◯液体・アルカリ性／２０kg

●マルチフロアクリーナー
● 強力洗浄と光沢低下抑止剤を配合した機能性洗

浄剤。
●泡切れが早く、自動洗浄機に最適。
●除菌剤配合・ノンリンスタイプ。
◯使用希釈倍率／２０～１２０倍
◯液体・アルカリ性／１８kg

NEW カビクリーナー グリラー NEO スーパーハイクリーナー

ハクリ後の廃液処理はどうしていますか？ハクリ後の廃液処理はどうしていますか？

廃液中和処理剤　廃液中和処理剤　アルカリ排水中和剤アルカリ排水中和剤無リンタイプ

アルカリ排水中和剤アルカリ排水中和剤

（１０kg）

ハクリ廃液に本品を加えて中和を行うと、樹脂分が
析出します。これをザル等でろ過して、中和処理済
み廃液と固形物に分離し、条例や法令に従って廃棄
してください。
※ワックスやハクリ剤の種類により、分離した固形
物や廃液の状態は異なります。
（ハクリ廃液に対して 5～ 8％を目安に投入）

●その他の洗浄剤を使用した場合
①作業後回収した汚水に本品を少しずつ加えよく撹拌し、
pH試験機または pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。
②条例は法令に従って処理してください。

洗浄剤 洗浄剤 1L に対する
中和剤使用量

シルバーNプラス 640ml
グリラー 425ml
スーパーハイクリーナー 299ml

●無リンタイプ　●フルーツ酸が主成分
●液体中和剤で作業性良好　● PRTR 法非該当
●環境ホルモンフリー

pH 試験紙 UNIV を使
用してください。

下水道法の排水基準の一つであ
る pH の許容値は 5.8 ～ 8.6 に規制さ
れています。( 地方自治体ごとに数値
が変わりますのでご注意ください。

横浜油脂　ケミカルセール

セイハンニュース ２００号記念特別感謝セール !!セイハンニュース ２００号記念特別感謝セール !!
２００５年１月から作成を始めたセイハンニュースが、１７年の年月を掛け、つい００５年１月から作成を始めたセイハンニュースが、１７年の年月を掛け、つい
に通算２００号を向かえました。そこで、長年のお取引きに感謝し、記念特売を実に通算２００号を向かえました。そこで、長年のお取引きに感謝し、記念特売を実
施させて頂きました。施させて頂きました。

２００号記念特価

※商品は未包装となります。

なんと！
￥2,000 引き

なんと！
￥2,000 引き

台数限定 在庫限り台数限定 在庫限り


