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●��BP-130Li�●��BP-130Li�ⅢⅢ�α�α
【本体価格】【本体価格】

【タンク付ハンドル】【タンク付ハンドル】

※充電器、バッテリ、パッドホルダーは別売りです。※充電器、バッテリ、パッドホルダーは別売りです。

ガラスクリーニングツールで他者との差別化を図りたい方向きです!

●セット内容 
限定版ニンジャスクイジ一 x １ (40"、 35cm) 
限定版ニンジャウォッシャーｘ１ （パワースリーブ35cm付き）
カーボンテレスコピックポール2段式1.5m 
ガラススクレーパー プラスチックブレー ド4cm

●ニンジャ�トランスフォーマーボックス�35cm

【一式】【一式】

限定セット

センサー式自動開閉 振動感知式自動開閉

両手が
ふさがっている

時に便利

軽く振動を与える軽く振動を与える

センサー、振動感知式で自動開閉、ゴミ捨てが清潔＆ラクラクなゴミ箱です。
商品名 センサー式ゴミ箱DST-50 センサー式ゴミ箱DST-25
容量 50L 25L
外形寸法 約380(W)x260(D)x630(H)mm 約251(W)x251(D)x500(H)mm
重量 約4.0kg 約3.2kg
対応ゴミ袋 45 ～ 70L規格サイズの袋 30L規格サイズの袋
本体材質 ステンレス、ABS 他
電池 単3アルカリ乾電池x3本 ※別売りとなります。
電池寿命 約3 ヶ月(待機時含む、1日20回使用時)

※新品アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により異なる場合があります。

センサー 赤外線センサー 最長感知距離 センサー上部20cm
使用環境 屋内のみ　※但し結露なきこと

●��DST-50●��DST-50 ●��DST-25●��DST-25

センサー式ゴミ箱
sensor type trash box

Dst-50  /  25
Dst-7

非接触 ステンレス製２年保証

商品名 センサー式ゴミ箱DST-7
容量 7L
外形寸法 約258(W)x140(D)x255(H)mm
重量 約0.8kg
対応ゴミ袋 10L規格サイズの袋、または、300x350mmサイズの袋
本体材質 PP、ABS 他
電池 単3アルカリ乾電池x2本 ※別売りとなります。
電池寿命 約5 ヶ月(待機時含む、1日15回使用時)

※新品アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により異なる場合があります。

センサー 赤外線センサー 最長感知距離 センサー上部15cm
使用環境 屋内のみ　※但し結露なきこと

非接触 生活防水�IPXS２年保証

上記いずれか１個ご購入で「DST-7」１個プレゼント！！

●��DST-７●��DST-７※「DST-7」のみの販売も可能です。
別途送料 ￥800（２個以上で元払い）

9月
納品分まで

センサー式で自動開閉、防水タイプ
でトイレ等の水回りにも設置可能
なゴミ箱です。

非接触で
トイレでも

衛生的。
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コードレス製品特集����コードレス製品特集����（コードレス化による生産性向上・時間短縮）（コードレス化による生産性向上・時間短縮）
高速振動ポリッシャー

リチウムイオンバッテリー式  バルチャー　オービタルバッテリー
■コードレスでさらに効率アップ。■生産性がアップし時間短縮につながります。■充電は３時間で完了。

●  高速振動式の優れた洗浄効果で、エクストラクターやポリッシャーに比べ生産性が大幅アップ。
【カーペットフロア洗浄】アルティメット・パッドとの相乗効果で作業効率アップ。
【ハードフロア洗浄】頑固な汚れには、ウエート（選択付属品）を追加し荷重をかけて洗浄できます。

● 強アルカリイオン電解水を使用することで環境負荷を低減。
●  ポリッシャーと違い左右に振られることがなく、操作が簡単。誰が使っても均一な洗浄効果

を発揮。作業者を選びません。
●  洗剤供給は洗浄シーンに合わせてスプレー噴射とパッド台からの滴下を選択できます。
●  大径ホイールの採用で作業時の前後進も軽々、スピーディーに作業できます。移動も楽々。

電源 リチウムイオンバッテリー DC24V 45Ah x 1個
洗浄面積 最大1320㎡/h
洗浄幅 464mm
パッドサイズ x 枚数 18インチ x 1枚
モーター 出力 600w

回転数 1400rpm
運転時間 カーペットフロア 約2時間

ハードフロア 約4時間
必要充電時間 最大3時間
洗剤タンク容量 約13L
洗剤スプレース量 約0.85L/mm
寸法 全長 765 ～ 1385mm

全幅 485mm
全高 680 ～ 1215

重量 78kg(バッテリー含む)

主な仕様

背負式バキュームクリーナー

●  時間短縮
　・コードレスで自由に動き回れるので、あっという間に作業完了。
　・コンセント差し替えによる時間のロスもありません。
●  安全
　・コードレスなので歩行者の通行の妨げになることもなく、転倒事故などを防止します。
●  超軽量で疲労軽減
　・本体重量はバッテリー込みでたったの4.6kg。
　・登山用バックパックハーネスを採用。ストレスなく作業できます。
　・コード式アップライトバキュームでは作業が大変だった入り組んだエリアも楽々。
●  今までにない強力DCバキュームモーターを搭載。バッテリー式とは思えない吸引力を発揮。
●  5重のフィルターシステムで排気もクリーン。
●  オプションキットでキャニスター式としても使えます。

コードレス＆背負式だから！

最大真空圧 12.6kPa (1280mmAq)
最大風量 1.8㎥/min
モーター 電源 35V DC

出力 400W
最大ランニングアンペア 11A
集塵バック容量 4.5L
満充電時の運転可能時間 最大25分
必要充電時間 最大90分
寸法 全長 175mm

全幅 240mm
全高 490mm

重量 4.6kg

主な仕様

リチウムイオンバッテリー式 業務用（屋内用)
スティック型サイクロンバキュームクリーナー

Spear Cyclone Pro(スピアー サイクロン プロ)

リチウムイオンバッテリー式 
静音タイプ バキュームスイーパー

ツインフォースLS38Li

●  高効率、高出力のカーボンブラシレスバキュームモーターを採用
　ホコリやゴミをパワフルに吸引します。
●  ４つの運転モード
　エコモード、ノーマルモード、パワーモード、フルパワーモードの４段階。
●  軽量設計
　 ドライカーボンパイプ採用の軽量設計。ハンドルデザインやバッテリー位置など

の工夫により、手首や腕への負担を軽減。
　軽快に作業でき、長時間の作業や持ち運びも楽々。
●紙パック不要のサイクロン式
　サイクロン式大容量ダストカップで紙パック不要。
　  ゴミ捨てやお手入れも簡単です。
　ダストカップや高性能プリーツフィルターは水洗いもできて衛生的。
●清潔に使える抗菌ハンドル

●  ソフトとハード、２種類のブラシが2000rpmで高速回転することで、
粗ゴミから細かなホコリまでを効率よく回収します。またハードブラ
シが前進をアシストするので、負担なく作業することができます。

● 一般的なアップライトバキュームと異なり、後輪に大径車輪、中央両側
にスイベル式のキャスターを配置しているので、ハードフロアはもち
ろんカーペットフロアでも操作性抜群。さらにスイベル式ハンドルで
方向転換も自由自在です。

● 重量はバッテリー込みでたったの7kg。一般的なアップライトバキュー
ムよりも軽量です。しかもハンドルにかかる荷重はたったの100グラ
ム。

● 6ステージ・フィルターシステムが0.5ミクロンの粒子を99%捕集し、
排気による室内環境の汚染を抑えます。

この機種のみ９月納品分までキャンペーン中！詳細は担当営業まで！

LB4LiとLS28Liは同じバッテリーです。

バルチャーオービタル＋強アルカリイオン電解水による温泉ホテルカーペット洗浄デモ

厨房からの油分を含んだ歩行汚れ

施工は、オービタルで白パッド洗浄後、アルティメットで回収。

洗浄前 洗浄後

エレベーター前カーペット

洗浄前 洗浄後

洗浄後、起毛が復元し洗浄後、起毛が復元し
美観度が向上！！美観度が向上！！

洗浄効果が一目瞭然！！洗浄効果が一目瞭然！！

リチウムイオン・バッテリー駆動 バックマン マルチフォースLB4Li

￥230,000￥230,000定  価 （税別）


