ｕＯＮ
調理関連品
Ｄ￣

､衛認さ掌foq瞭然

ペーパー・シート類、

‐電miiimlF

０

保存バッグ､カウンタークロス

､,,j,,

食器野菜用洗剤
銀器洗浄剤｡磨き剤

職Ｉ壁ji;111鵜艫議上

穫

「

ｻﾆﾃｰｼﾖﾝ商品壜
ハンドソーズ手指用消毒剤、

｜午和一

‐４｜且一一声‐

蝋

塩素系漂白剤､酸素系漂白剤、
アルコール製剤､除菌洗浄剤、
除菌消臭洗浄剤

クレンリネス商品

=二-

(厨房用｡客室用)区
油汚れ用洗浄剤､床用洗浄剤、
客室用洗浄剤､クレンザー他

杉
一卦

幸

］手■蚕

・鄙‐・鞄悶一十、‐斜’一雁．

‐・亀一．翰蕊緬一鞭一塾一・雫ｈｌ（罎烏・

一晤司

衣料用
ヘビー洗剤、柔軟剤、漂白剤

§７

寺罰

ホテル＆

患鯆曼＿蓬

ヨ、

－－

コンディショナ_他

灘蕊

甦生､

轤鍵1Ｊ

!\仙一.
Ｉﾘﾆ

ｰi9iWf孟訪,､
_宅澤ﾋｰ

・誉．‐．

食器洗浄機用
洗浄剤、リンス剤、関連品

【'0

二Ｌ

扣

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ用品鍵

佳

罎薑

輯喜一窒理要

＄露)坪

←韓銑

参議～

…虹鐵．．

;蕊『

咄蔦鍔

壜一鵜
鰹迫

－二罰

ランドリー用品、

》》震．

蝋

：霞（

蓬

,爵

ウエットクリーニング用品、
ドライクリーニング用品、
クリーニング店店頭取扱品、
施設向け用品

雰壺

禽二灘

lil 1I ，パッケージ･商品名働容鬘
：：:バツwゲー

運

1謬震霧譲議璽
I露譲i鐸議議鐸

ロ叩

ﾘｰﾄﾞペーパー250X280X125q4kg
ﾘｰﾄﾞペーパー
中サイズ７５枚x2ロール
中サイズワ5枚x2ロール515x300x39033kg

保水性･吸油性･ろ過性にすぐれ､しかも濡れても丈夫
保水性･吸油'|生･ろ過性にすぐれ､しかも濡れても丈夫

l2
４ｌＩ９０３３０１ＩＩ１３Ｚ１５８

６
４’'９０３３０１''１７１０７２

特大サイズ
80枚x2ロール
８０枚x2ロール

259ｘ４８６ｘｌ３２ｑ８ｋｇ

特大サイズ：４８．０ｃｍ×24.0ｃｍ
特大サイズ：48.0ｃｍ×24.,ｃｍ
箱入り：27.5ｃｍ×24.0cｍ
籍入０，：27.5ｃｍ><24.0cｍ

281ｘ１１７ｘ]１７０３kｇ

箱入７０枚x1ロール
箱入ワ0根xlロール

600x307x36350kg

ﾘｰﾄﾞペーパー超厚手

252ｘ２７５ｘ１２６０４ｋｇ

中サイズ４０枚x2ロール
中サイズ４０校x2ロール

505x280x380alkg

大サイズ４０枚x2ロール
大サイズ４０枚x2ロール505x390x38042kg
505x390x38042kg
ﾎｯﾄｸｯｷﾝｸﾞシート
中サイズ３０cmx20ｍ

４IＩ９０３３０１ＩＩ８８９４７２

1５

252ｘ３８５ｘ１２６０６ｋｇ
ﾘｰﾄﾞペーパー超厚手252x385x12606kg
リードペーバー超厚手
ﾘｰﾄﾞペーパー超厚手

ﾘード

４’'９０３３０１''１三 Z１６５

535ｘ５００Ｘ４１０５８ｋｇ

ﾘードペーバー

４’'９０３３０１

７１６０５１

驚きの吸収力１吸収機能に特化した
驚きの吸収力1吸収機能に特化した１

超厚手のリードペーパー
４

9０３３０１

１４３３６９

４

9０３３０１

１４３３７６
熱料理に!特にこびりつきやすい食材にも

310ｘ４５ｘ４５0.3kｇ
2４

296ｘ３３３ｘ２０２７５ｋｇ

４９０３３０１７１６０６８

'鱗…,｡::;聰鋤!:|:Ⅸ｣l1Ijl1lU｣1'1|’
特大サイズ60cmx20ｍ

ﾘード
リー
おいしくなるシート
萌し１
<救るシート
大サイズ２０枚
大ｻｲｽﾞ20枚

265ｘ９０ｘ１８５ｑ6kｇ
1２

574ｘ２９０ｘ３７８７５ｋｇ

４９０３３０１６６６７Ｔ４

268ｘ９５ｘ１８８ｑ6kｇ
1２

583ｘ２９３ｘ３９８７６ｋｇ

鑪議
:,i曇篝|霧！

ﾘｰﾄﾞｶｳﾝﾀｰクロス
ﾘｰﾄﾞｶｳﾝﾀｰクロス310x40x21003kg

蕊議了9

310ｘ１７５ｘ１８５１１ｋｇ
カウンタークロスＰＲＯ
カウンタークロスpRO310x175x18511kg

鬮霧、

カウンタークロスＰＲＯ

霞讓、

カウンタークロスＰＲＯ

一ｓ．同一ロ

!；霧鑿i霧
Ｉ篝i鑿:iii露

４’'９０３３０１

７０２８４９

９

7１６５８７

,…,“鴫⑬｜|lllllllllllllllllll
440x268x326４３kｇ４９０３３０１８２４９６１

(厨房内用)20板
（厨房内用)20枚440x268x32643kg

ピンク

ｸﾞリーン
グリーン

ブルー

l2

がせるので､ケーキなどにも適し､料理がきれいに仕上が
ります。
裏表の区別なく両面使えるので､使い間違いがありません。
＊グラシン紙

調理用吸水シート

高級食材のうま味度をさらにアップ!包むだけで魚や肉
の余分なドリップ．生臭さを吸収｡水分の多い食材の下
ごしらえ､肉や魚の鮮度保持に｡食材が付きにくく､冷凍・
解凍時に出るﾄﾞﾘｯﾌﾞの吸収にも使えます｡裏側への水
モレ防止シート付き。
中サイズ:25ｃｍ×34ｃｍ
大サイズ:５０ｃｍ×34cｍ

鷲i蕊繍i讓繍i瀞｜
－６０℃から＋100℃まで耐えられるバッグです｡冷凍庫
から直接電子レンジに入れて解凍できます｡食品がすば
やく冷凍でき､乾燥･冷凍やけを防いでおいしさを守ります。
たて(ジッパー部より下)27.9ｃｍ横:26.8ｃｍ厚さ:0.07ｍｍ

漂白もできて､くり返しつかえる
手ざわり･拭き心地が布に近く､吸水性も優れています。
；=ぎわ腓拭き心地が布iL-近く､吸水!|生も優れています《，
震｢&;がFJ能で縁ﾚﾉ返し使距できます再強度ii-優れ､簡単
漂白が可能で繰り返し使用できます｡強度に優れ､簡単
に破れません。１枚Z30cmx40cm超厚ロ
＋■破れません合１枚:30cmx40cm超厚ロ

食器･テーブル･ガラスみがきや食材のドリップ吸収
食器･テーブル･ガラスみがきや､食材のﾄﾞﾘｯﾌﾟ吸収

にも使える丈夫なｶｳﾝﾀｰクロス(国産）｜
にも使える丈夫なカウンタークロス(国産）

６５

574x368x324ス1kｇ
574ｘ３６８ｘ３２４７Ｍｇ

310ｘ１７５ｘ１８５１］k９

蒸気を通すが油は通さない特殊構造。シートを敷くと調
蒸気を通すが油は還さない特残柄造園シトを敷くと調
理器具が汚れず､後片付けが簡単です｡平滑性に優れ
理器具が汚れず､後片付けが簡単です弓平滑性に優れ
た高級紙黙を使っておﾘﾉ､食品がビシび+｣つかずサラッとirⅢ
た高級紙*を使ってお}人食品がこびりつかずｻﾗｯとは

冷凍の後は､そのまま電子レンジで解凍１
冷凍の後は､そのまま電子レンジで解凍１

265x3nx2474β,《:，lJl1I1l1lIl

30枚
３０枚265x311x24746kg

ｉｒ饅アップさけた調理にぺ･･パ･･厚みのある特殊構造
にアップさせた調理用ペーパー｡厚みのある特殊構造
のペーパーで､２枚使用が1枚でたりるほどの吸収力！
のべパーで､2枚使用が1枚でたりるほどの吸収ﾌﾟｊｌ
また､強度にも優れます。
また強度[iも優れます.，

ﾎｯﾄクッキングシート

おいしくなるシート
中サイズ４０枚

多用途で万能な通常のリードベーパーの吸収力をさら
多j:途で万能な;iii常の:ﾉｰﾄﾞﾍﾟｰﾊﾟｰの吸収力ぞさらｌ

６

ﾘード

ﾘード

幅ミシン目
小サイズ：21.4ｃｍ×240ｃｍ
′入サイズ：21.4ｃｍ><24.0ｃｍ
中サイズ：27.5ｃｍ×24.0ｃｍ
中サイズ：27,5ｃｍ×240ｃｍ
大サイズ：38.5ｃｍ×24.0ｃｍ
大サイズ：３８５ｃｍ><24.0ｃｍ

大サイズ７５枚x2ロール 515ｘ４１０ｘ３９０４４ｋｇ
大ｻｲｽﾞ?5枚x2ロール

ﾘｰﾄﾞペーパー

塗…麺の…隷…,剛,入鐵ｼ…｜
な調理用ペーパー。
生鮮魚肉類の鮮度保持や油こし､油切り､ダシこしなど、
調理に幅広く使えて便利。
調理に福広<使えて便利。

250ｘ３９０ｘ１２５ｑ６ｋｇ

ﾘｰﾄﾞペーパー

285ｘ８２ｘ７６０４kｇ
ﾘｰﾄﾞ冷凍保存パック
ﾘｰﾄﾞ冷凍保存バッグ285ｘ８２ｘ７６０４kｇ

蕊『霞蕊
１

小サイズ７５枚x2ロール515x460x39048kg

繍騨》霧露、議燕

辮
轤

小サイズ？5枚x2ロール

保鮮に最適･調理に便利I天然パルプ使用
保鮮に最適･調理に便利1天然パルプ使用

■、

霞

ﾘｰﾄﾞペーパー250x220x125q3kg
ﾘｰﾄﾞペーパー

蝋幼

■■

■ロ

理

鑿議i:i霧ii：
露譲;i議議

i霧|霧霧|蕊譲iiiiilIi欝鑿鑿鑿1鍵!｜

サ燕(幅x高さX奥行)Ｍ１Ⅲ重量ii1IMI入3，ＪＡＮコード’１商品特長
雫/しアェ

外装(幅x高さx奥行)､Ⅲ重量
外装鵬x雛又奥行)im･重量

■口

鱒霧
轤鑪■蕊轤□一議鶴一灘伝
灘鍵鍵議織

調

廿赫(鴫x融x真獅iw僅量

厚手で拭き取り力抜群。吸水性に優れ､洗浄後の乾き
厚手で試き取}｣ﾉ]抜群;,吸水'性に催れ､洗浄後の乾き
４９０３３０１２１３６７３

日

574x368x324ス1ｋｇ１１４
574x368x324ス1kｇ

310ｘ１７５ｘ１８５１１ｋｇ
５

574ｘ３６８ｘ３２４７Ｊｋｇ
574×368×３２４７Jｋｇｌｌ４

111Ⅱ'’

9０３３０１ ２１３６５９

'11Ⅱ|IｌＵｌｌｌ

も早く衛生的｡食材のﾄﾞﾘｯﾌﾟにも使用できる安心品質。
も早く衛生戯】噴食材のiごﾘｯﾌﾟにも使用できる安心品質恩

丈夫なので､くり返し洗って使え経済的です。
丈夫なの-で､〈ﾚﾉ返し洗-2て便え経済的-です。
」枚:35cInx60cm
1枚:35ｃｍ×60ｃｍ
厚手

パッケージ・商
パッケージ・商品名｡容鬘
鍾諺
、露
蟹
曜存］

チャーミーＶ４Ｌ
ﾁｬｰﾐｰＶ４Ｌ

428x281x2211a8kg
28x281x22￣￣3.8kｇ

２

llllllllllll||’

204x252x12543kg
204ｘ２５２ｘ１２５４３ｋｇ
日

428X281X22］13.71<９
428ｘ２８１ｘ２２７ｉ３７１〈９

２７６９７５

ｌ

川ⅢⅢⅢⅡ皿、Ｉ

旧旧旧旧旧旧〔Ｕ

’｜ｚ）

適議除菌効果があります(※すべての菌に対して除菌効果を有するわけではありません）

一弓。

３

426x289x222137kg
426ｘ２８９ｘ２２２１３､7kｇ

ｒ－－－－１〈Ｕ

204ｘ２５２ｘ１２５４８ｋｇ
4.3kｇ

Ｉ

Ｉ

ふきんの除菌機能を追加１
ふきんの除菌機能を迫力ﾛＩ

ｽﾎﾟﾝｼﾞ､まな板の除菌に加え､ふきんの除菌機能も追加1ﾐﾈﾗﾙ
スポンジ､まな板の除菌に加え､ふきんの除菌機能も追加!ﾐ宝ﾗﾙ
ｲｵﾝの新気泡技術で｢きめ細かく豊かな泡｣がつづき､一気に食
ｲｵﾝの新気泡技術で｢きめ細かく豊かな泡がつづき､－気に食
器や調理器具を洗うことができます｡※野菜､果物には使えません。
器や調理器具を洗うことができます｡※野菜､果物に|ま使えません。
4倍濃縮しかも肌にマイルド
すぱやい泡切れと水切れで､食器のすすぎと拭く手間が軽減｡節水
す'ifやい泡靭れと水切れで､食器のすすぎと拭く二Ｊ譜1ｶN軽減｡節水

【､つながり経済的で↓かも忙!”i厨房の作業効率ｱｯﾌﾟi､:貢献し
につながり経済的で､しかも忙しい厨房の作業効率ｱｯﾌﾟに貢献し
ます｡また､濃縮なのに手肌にやさしく､毎日大量に使用しても安心。
ます｡また､濃縮なのⅢ干肌li_やさ',<､錘:大量に使用しても安'､。
S倍濃縮タイブスポンジの除菌ができる
S(音濃縮タイプスボンジの除菌ができる
除菌成分配合でスポンジの除菌が゛できます。泡切れが
除菌成分配合でスポンジの除薗ができます`､泡切れが
早く､すすぎ時間を短縮｡パウチ入と減容容器入で廃棄
早く､すすぎ時間を短緒1,パウチ入と減容容器入で廃棄

が手軽｡専用容器とふ分け容器で簡単;（.,希釈できまり-薊
が手軽｡専用容器と小分け容器で簡単に希釈できます。

幅広い用途に応える粉末中性洗剤
計量しやすく､食器･調理器具･野菜のほか､厨房の床
i計量しやすく､食器･調理器具･野菜のほか､厨房の床

しつこい油汚れもスキッと落とす

食器･調理器具のしつこい油汚れをはじめ､野菜･果物
食器･調理器具のしっとZ､､油汚れをばじめ､野菜･果物
などの洗浄にも使えます｡冷水でも強い洗浄力を発揮。
などの洗浄I､zも使えます｡冷水でも強い洗浄ﾌﾟ]を発揮。
少ない使用量で豊かに泡立ち､しかも洗浄力の持続性
少ない使用量で豊かに泡立ち､しかも洗浄力の持続性
に優れているので経済的です｡泡切れ力f良く､排水もﾗｸ。
に優れているので経済的です｡泡切れが良く､排水もラク。

１，

411;８２';Ｉ

Ｉ

※野菜､果物には使えません｡
野菜､果物に蛙使えません、

Ⅲ、

１

348×238 19.3kｇ
238x348x238193kg

ママレモン４Ｌ

4111111'1''１１
｣llI1IlllllllllUllll
'''１;｣|||Ul1lllll
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jllll急lllllllllI
｣||に1llllllUlU｜
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||lLnllll1lllU’
４９０３３０１３８５６０８

238x348x238］9.3kｇ
238x348x23819､3kｇ

夕フロン１８kｇ
タフロン１８kｇ

１，

Ｉ

元気な泡がつづくからつぎたさすにドンドン洗える
ミネラルイオンの新起泡技術で､「きめ細かく豊かな泡」
ミネラル不オンの新起泡技術で､［きめ細かく豊かな泡Ｉ
がつづき､油汚れをどんどん吸着分解。一気に洗える
がつづき､油汚れをどんどん吸着分解《:－気↓iH洗える
食器･調理器具用中性洗剤です｡洗浄作業が－段と
食器･調理器具用.ｆ;'|菖:洗剤です｡洗浄作業が－段と
効率UFo香1%fオレンジアローマの香ﾄﾉ。
効率ＵＰ･香りはオレンジアロマの香り。

411ｌＩｌ１'1'lWlllI''3'UUI

4００３５６

250ｘ３５３ｘ２５０１９２ｋｇ
250x353x25019,2kｇ

パッグインボックス１８kｇ
バッグインボックス１８kｇ 260x358x26019.0kｇ
260ｘ３５８ｘ２６０１９０ｋｇ

4７５２００

’’

250x353x250197kg

り゛すげます：スポンジ
高速すすぎ成分配合で､すばやくすすげます｡スポンジ
高速すすぎ成分配合で､すばや
の除菌もできます｡減容容器で。
の除菌もできます｡減容容器でゴミの容積を削減。
ﾐの容種を削減。

やホールの洗浄など幅広く使えます。
やホルの洗浄など幅広く使えます。

…JllIllIlll
１

Ｉ

濃縮夕
イブなの で､少量で洗浄パ'フーが長続き。(,かも
濃縮タイプなので､少量で洗浄パワーが長続き。しかも

〕５８０７６

４’'９０３３０

１

パワー
パワーの1滴､すすぎクイック
の1滴、 すすぎクイック

〕３６９３７

411Ｉ&'4'Ｉ’

440Ｘ２７０ｘ２９０１１５ｋｇ
440x270x290\151<９

バワロンＳ
パワロンＳ

'''1lIllllll1IlUl|’

４’'９０３３０

Ｉ

パワロンＳ１８ｋｇ

〕４２８４６

１１１１

４’'９０３３０

204ｘ２５２ｘ１２５４３ｋｇ

１１１ｌ

467ｘ２７４ｘ１５５６９ｋｇ
467x274x1556,9kｇ

250ｘ３５３ｘ２５０１９８Ｉ<９
250ｘ３５３ｘ２５０１９８ｋｇ

一一

鷺ii蔓

１０
1０

ビーワン１８kｇ

11[|||Ⅱ

４９０３３０１０２３３６４

l27x258x6506kｇ
I27x258x650.61<９

エルワン１８Ｌ

ⅢⅢⅢⅢ旧５ⅢⅡⅡⅡⅡ（Ｕ旧旧ⅢⅢⅢⅢ４ⅡⅡⅡⅡⅡ〃Ｏ

§

ライボンF液体１８Ｌ

ⅡⅢⅢⅡⅢ７．叩ⅡⅡⅡⅡⅡ〃○咄ⅡⅡⅡⅡⅡ〃○暉旧ⅢⅢⅢ旧△

ライボンF液体４Ｌ
露||ﾗｲﾎﾟﾝF癖4Ｌ

ⅡⅢⅡⅡⅢⅢ３ⅡⅡⅢ－－７、ⅢⅢⅢⅡⅡ一ＪⅡⅡⅡⅡⅡⅡ〔ご

（ポリ袋入5kgx2）
(ポリ袋入5kgx2）

叩ⅡⅡⅡⅡⅡ〃ｏ酎ⅡⅡⅡⅡⅢ｛ビⅡⅡⅡⅡⅡⅢつり町ⅡⅡⅡⅡⅡ（匡

204x252xl25431<９
204x252x１２５４．３１<９

283x266x21591kg
283x266x2159､1kｇ

ライボンF粉末１０ｋｇ
ﾗｲﾎﾟﾝF粉末１０kｇ

叩ⅡⅡⅡⅡⅡ／○”ⅡⅡⅡⅡⅡ｛と耐ⅡⅡⅡⅡⅢ（と■旧旧ⅢⅢ旧Ｐ４
函ⅡⅡⅡⅡⅢ八１咄ⅢⅡⅡⅡⅢ知ＩⅡ－－－－１ｎＵｍⅢⅡⅡⅡⅢ〔Ｕ

霧

Ｉ１－
１１１

剤
薊

:鑿;！！

ｾﾙｼｱｺﾝｸfr4L
ｾﾙｼｱｺﾝｸｒ４Ｌ

一割

洗

－=H

ぼし

■■Ｐ

■戸回

Ｉ

〈用洗

菜

－１

町ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ皿、０．汕皿ⅡⅡⅡⅡⅡⅡ叩イー【Ｉ日日旧旧旧旧旧旧旧１８
晒旧旧旧旧旧旧旧旧ｎＵ旧旧旧旧に旧旧旧旧旧ｎＵⅡ旧旧ｎＵ、Ｖ

M…【

ＭⅢⅣⅡ田３ⅦⅢⅢⅢ］、｜夢－芝）

謬繊

圷一》》

蕊・鱸蕊濾
轤轤蕊
轤ご騨吋 騨蘂轤轤轤轤蕊轤蝋
冨叢團忌

野

ｾﾙｼｱｺﾝｸr600ml
ｾﾙｼｱｺﾝｸifｱ600,1

1」||||Ⅱ

４９０３３０１１２２７６０

428ｘ２８１Ｘ２２１１３６ｋｇ
428ｘ28~ｘ２２１１３６kｇ

-Ｊ

器

日

428ｘ28弓ｘ22113.7kｇ
428ｘ２８１ｘ２２１１３､7kｇ

Ⅶ叩Ⅱ皿叩印団団皿印ＺＪ呵皿団団団団団団ｍＺＪ｜ＺＪ｜Ｊ１』

》繊

セルシア速乾マイルド４Ｌ
セルシア速乾マイルド4Ｌ

204ｘ２５２ｘ１２５４２ｋｇ

４．４４。

エクストラクリーン４Ｌ

驚：

癖…

》露 酉蟻一

》》

霞
懲罰 CHARMY泡のチカラ

$｣'11'1'''''''''''1111
｣|ll1l1lllllllllllll|｜
｣｡LlIlIIlllll
』｣'''’1｣lIll」
`｣Ill1llllllIUll|’
５

420x305x2201a3kg
zl90x305x22013.3kｇ

illiilllllllM欝晶特長１，，，蝋
商品特長

８

４

L圏
閨

l30x270x95２１kｇ
30ｘ２７０ｘ９５２.~k９

ＪＡＮコード

頤ⅧⅧ唄伽旧旧Ⅲ旧■ｎＵ耐ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢｎＵ幅晒旧旧旧、Ⅲ旧旧ｎＵ『－グ

CHARMY泡のチカラ
オレンジ２Ｌ

食

204ｘ２５２ｘ１２５４３ｋｇ
204x252x1254,3kｇ

蝿

概数
ＩｉＭ

Ⅲ咀旧ⅢⅢⅢⅢⅡⅢ○〃価ⅢⅢⅡⅢⅡⅢⅢⅢｏ〃砠旧旧旧旧川ⅢⅢ皿○グ印ｏ〃

鐵

l30x270x952､21(９
１３０ｘ２７０ｘ９５２２ｋｇ
420ｘ３０５ｘ２２０１３６ｋｇ
420x305x22013.61(９

Ｐ嚢

Ｉ護蕊

外装(幅x高さx奥行)Ⅲm･重量
外装(幅x高さx奥行)lnH･重量

Ｉ１１１
１１１１

霞
霞

チヤーミーＶ２Ｌ
チャーミーＶ２Ｌ

ｻｲｽﾞ(嘱x高さx奥行)WNI･重Eｉ
ｻｲｽﾞ(幅X高さx奥行)１Mm,重量

洗浄力が強く､泡ぎれが早い
食器･調理器具の油汚れや､野菜･果物の雑菌を素早
食器･調理器具の油汚れや､野菜･果物の雑菌を索旱
く洗い落とします。
<洗い落とします含

油汚れに強い洗浄力を発揮
少量でも言い洗浄力を発揮し､食器｡調理器具のひど
少量でも薑ぃ洗浄刀を発揮し禮食器･調理器具のひど
い油汚れや､野菜･果物の汚れをキレイに落とす経済的
な洗ffllで；.,泡切れがよいので､すすぎがとてもラクです。
な洗斉I｣です｡泡切れがよいので､すすぎがとてもラクです。
油汚れ洗浄力にすぐれ､泡切れがよい
油汚れにすぐれた洗浄力を発揮｡泡切れがよく､すすぎ
油汚れにすぐれた洗浄力を発揖｡泡切れがよく､すすぎ

がとてもラクです｡大量にご使用される方に､大変お得
な中性洗剤です。
な中性洗剤です＿
バッグインボックスは､ゴミの容積を削減できます。
バッグインポックスlii1､｡]ミの容積を削減できます．

(バッグインポックスのコックが必要な場合鮭､営業へお
(バッグインボックスのコックが必要な場合は､営業へお
問合せください｡）

洗浄強化成分配合!優れた洗浄力を発揮します
洗浄強化成分の配合により､油汚れにすぐれた洗浄力
洗浄強化成分の配合;こよ'八泊汚れにすぐれた洗浄力
を発榎1,ます｡泡切れがよく､すり‐ぎがラクです。
を発揮します｡泡切れがよく､すすぎがラクです。

油汚れに強く､さわやかな洗い上がり
油汚れに強く､さわやかな洗い上がｂ
食器はもちろん､ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ容器のしつこい油汚れまでｽｯｷﾘ落と
食器はもちろん､ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ容鶚のUつこりi>白汚れまでｽｯｷﾘ落と
します｡サッと泡がｷﾚ､すばやくすすげます｡ﾚﾓﾝの自然な香りで、
します｡サッと泡がｷﾚ､す'鉾くすすIfまずsﾚﾓﾝの自然な香ijで、
さわやかな洗いあがりです｡廃棄時に手でつぶせる減容容器を採用。
さわやかな洗いあがりです｡廃棄時(:一手でつぶせる減容容器を採用。
ig2

|装幅X高さX奥行)胴･重量

204ｘ２５２ｘ１２５４２ｋｇ
)4ｘ２５２ｘ１２５４､2kｇ
（６）

ﾁﾔｰﾐｰクリーン４Ｌ
ﾁﾔｰﾐｰグリーン４Ｌ

鰯ｌＷ:i:W:i4iWI篝|'､職
428x281x221］３６kｇ
28x281x22i￣３６kｇ

麺iｉｉ
１－錘，

鴬

ﾛｺﾞM1i息」

鱸
議

ナチュール４Ｌ

：

428x281x22TT36kg
428x281x221］３．６kｇ

ブライトン、１０kｇ

Ｉ

１７５x305x245］ｑ7kｇ
175x305x2451q71(９

浄
剤

癬
蕾Ｉ

／
日釘

ﾌﾞﾗｲﾄﾝＰ１５ｋｇ

Ｉ

285x350X285159kg
285ｘ３５０ｘ２８５１５９ｋｇ

崖＝ロ＝

（

８】

,８

ビストロシルバーＳ1.5kｇ

霞
篦，

350x268x2651a3kg
350X268X265､3.3kｇ

と-－

）花

医露部外品 勉鐵
|医薬部外品l鐘議
キレイキレイ
ｷレイキレイ８０x215x800.7ｋｇ
80Ｘ２７５Ｘ８０0.7kｇ

『薊
：

薬用泡ハンドソーブ

調

雷霞
一鍵

霧鐙

335x245x264a21<９
550ｍＬ３３５ｘ２４５ｘ２６４８２ｋｇ
550ｍＬ

キレイキレイ
薬用泡ハンドソーブ2Ｌ

粉末の銀器用浸漬洗浄剤
アルミはくを使用し､電気分解の原理を応用して､銀器
ｱﾙﾐ;,乳<を使鳳ハ電気分解の原理を応用ｖて､銀器
の黒ずみ汚れを除去します｡ナイフ等の装飾部の溝や
の黒ずみ汚れを除去しまij`,プイノ等の装飾部の溝や
隙間の洗浄に適しています。
隙間の洗浄に適し~ています‐

いやな＝オイのないクリーム状の銀器専用磨き剤
スポンジにつけて磨くだけで､黒ずみ汚れを除去し､細か
スポンジiｴｰつけ-て底<だ;ﾅで､黒ずみ汚れを除去Ｕ､細か
いキズを研磨して､美しい輝きをよみがえらせます。

泡で出る薬用ハンドソープ
たっぷりの泡が手全体を覆います｡殺菌成分がすみず
A二つぷﾄﾉの泡が手全体を覆います｡殺菌成分がすみず
みまで素早く行き渡0人汚れをきちんと落とします｡2L､4L、
みまで素早く行き渡り､汚れをきちんと落とします｡２L4L、
１０Lは減容容器でゴミの容積を削減。
1ＯＬ[よ減容容器で「ﾐの容積を削減。

４９０３３０１１８１６１３

１

－罫

§

428x281x2211a8kg
428x281x22113.81<９

１

204ｘ２５２Ｘ１２５４３ｋｇ
204X252X1254､3kｇ

１１

薬用泡ハンドソーブ4Ｌ

します。

４９０３３０１１８１６０６
１’

１１‐‐

」蝋

鏡

４９０３３０１１８１５７６

目

液体の銀器用浸漬洗浄剤
原液に浸漬するだけで銀器の黒ずみ汚れを瞬時に除去

3８９５０７

Ⅲ馴

キレイキレイ

1２

l30x270x952,１kｇ
130ｘ２７０ｘ９５２､1kｇ

'蕊’
蟻Ｉ
薬用泡ﾊﾝﾄﾞｿｰﾌﾞ2Ll420x305x220138kg
420x305x2201a31<９
可印ﾅ『寺1ヶ「

４’'９０３３０１''３１３１１３

手肌の敏感ﾉＷロに
手肌の敏感な方|こ
洗剤分を手につきにくくする特殊成分と､植物から抽出
した4種類の天然保湿成分を配合｡水のように手にお
し犬:4種類の天然保湿成分を配合｡水のよう;こ手にお
だやかです。廃棄Ⅱ寺1-手でつぶせる減容容器を採用。
だやかです｡廃棄時に手でつぶせる減容容器を採用。

４９０３３０１３８９３７８

]２７ｘ２５２ｘ８５１６ｋｇ
127ｘ２５２ｘ８５１６１〈９

『１
’．,

いたわる
油汚れに強く､しかも手ｋ
油汚れに強く､しかも手肌をいたわる

4７４６７８

４１'９０３３０１

簿霧議

〃ロ
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＿層甥靭啄

商品特長
鶯＞商品特長‘鶴
うるおい分をしっかり守ります《，
植物性の洗浄成分を使用｡手
植物性の洗浄成分を使用｡手肌のうるおい分をしっかり守ります。
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸのしつこい油汚れや､ｶﾞﾗｽ食器のくもりを1度でｽｯ
プラスチックのしつこい泊汚れ
ﾌﾟﾗｽ食器の<もI)を`度でスリ
つぶせる減容容器を採用。
ｷﾘ洗い落とします｡廃棄時に手でつぶせる減容容器を採用。
キリ洗い落とします｡廃棄時に

４’'９０３３０

204ｘ２５２ｘ１２５４２ｋｇ
O4x252x72542kg

ママローヤル

量室

ＪＡＮコード

蝋

G薊，
息迦，

サイズ(幅x高さx奥行)１，Ⅱ．重量

》亮一

浪彊
串き風
食器野箒
汗月謝間
食器野菜用洗剤一銀器洗浄剤／磨き剤

曇勢
鱒
［－１

’

梱

：

パッケージ。商品名｡容薑
パッケージ・商品名･容量

IMM蕊巍韓蒋Ｔ

蕊’

{韓!；篭！
|i銭篭’

キレイキレイ
薬用ハンドソープ4Ｌ
薬用ハンドソーブ4Ｌ

|｣

6１

、ロ
，１ｍ

l３０ｘ２７０ｘ９５２２ｋｇ
130ｘ２７０ｘ９５２２ｋｇ
420X305X220］3.5kｇ
420ｘ３０５ｘ２２０Ｔ３５ｋｇ

４９０３３０１３５８００８

204Ｘ２５２ｘ１２５４３ｋｇ
204ｘ２５２ｘＩ２５４､3kｇ
８

428x281x221］３２kｇ
428x281x221￣３２kｇ

キレイキレイ

厩

ビユ処弓PmbHU4J■Ｐ－Ｉ

薬用ハンドソーブ１OＬ
薬用ハンドソープ１OＬ

拉百+罫■

１０Ｌ

己繊｡｣わ｡Ｉ

医薬部ﾀﾄ品ｌ
|医薬部外品|趨籔

鶏

載い・

,蕊鐡|…
輔！

サニテートＴ４Ｌ

|医薬部外司鐘j夢
轤溌 セクレ４Ｌ
匡蒙部外品

０▽０

嘩蘂
鰯冒曇．

鶴

￣

４Ⅱ９０３３０．

Ｉ

２１６ｘ３１７ｘ２１６］１０kｇ
216x317x216￣10kｇ

鶏

|鐙麺鑪|露
11塗zi塗’
しＴ

－－－－ｺ

￣

サニテートTＧ４Ｌ

204ｘ２５２ｘ１２５４２ｋｇ
204ｘ２５２ｘＴ２５４,2kｇ
２

284x267x219881<９
284x267x21988kg

４９０３３０１１３４２５１

204ｘ２５２ｘ１２５４８ｋｇ
204ｘ２５２ｘ１２５４３ｋｇ
４

425x273x27￣弓７８kｇ
425ｘ２７３ｘ２７１１７８ｋｇ

2１９０３３０１０５０７０４

204ｘ２５２ｘ１２５４２ｋｇ
204x252x1254,2kｇ
２

284x267x21988kg
284x267x2198､8kｇ

泡で出る薬用ハンドソーフ
泡で出る薬用ハンドソープ

たっぷりの泡が手全体を覆います｡殺菌成分がすみず
たっぷりの泡が手全休を霊､､まず。殺菌成分がすみず
みまで素早く行き渡り､汚れをきちんと落とします｡ほんの
みまで素早く行き渡ﾄﾉ､汚れをきちんと落とします`,ほんの
ﾄﾉ甘い戸オレンジミックスの香Ｉｊｌ。
り甘い｢オレンジミックスの香り｣。

殺菌十消毒の薬用ハンドソープ
殺菌十消毒の薬用ハンドソーブ
殺菌成分配合で､手肌を清潔に保ちます｡泡立ち､泡切
殺菌成分配合で､ﾆﾆ肌を清潔に保ちますe泡立ち､泡切
れがよく､1o0％植物性洗浄成分使用で､お肌にマイル
れがよく､100％植物牡洗浄成分便):で､お肌にマイル
ド｡減容容器でゴミの容積を削減。
Iご回減容容器で:iﾐの容積を削減。

8７６８７８

４９０３３０１０２２５２７

Ｌ予乏。

|医薬部外品1
[医薬部外副邇藪
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111ｺ[]||||’
|llIl1Ⅲllulllll
Ｊ１｣|llUll1l1
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｣|l1I11ll1lIl’
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(１０Lコック付き）
<１０Lコックf｣き）

４９０３３０１１８１７５０

＝甲＝＝=二
蕎豐言琴蚕自ｉ

キレイキIノイ
中レイ＋lノイ

１，１，
１６’’
１扇－塙

4Ｗ牛Iﾅ『

キレイキレイ
ｷﾚｲｷﾚｲ
薬用ハンドソーブ2Ｌ

１「－「

|匡藁部ﾜT司趨i霧
医薬部外品;霞

Ｉ１

16-..-:』Ⅱ」

Ｉ１

錘驚Ⅱ
1蕊蝋

４９０３３０１１８１５６９

キレイキレイ

204x252x]２５４３kｇ
204x252x１２５４．３kｇ
薬用泡ハンドソーブ
薬用泡ハンドソープ
428ｘ２８１ｘ２２１１３､81<９
オﾚﾝｼﾞﾐｯｸｽの香り４Ｌ 428ｘ２８１ｘ２２１１３８ｋｇ
ｵﾚﾝｼﾞﾐｯｸｽの香り４Ｌ

Ｉ風Ｉ風

Ｒ

1２

■且

ハンドソーラ｝

加川・〆隅圷咄ゾーⅡ「託牙

霧

４９０３３０１１８１７６７

80x215x80071<９
80x215x800.7kｇ

薬用泡ハンドソーブ
335ｘ２４５ｘ２６４８２ｋｇ
ｵﾚﾝｼﾞﾐｯｸｽの香り550mＬ
オﾚﾝﾂﾞﾐｯｸｽの香り560mＬ 335x245x2648､2kｇ

１１ｌ「

エ

－１－「

舟

:匡藝I2L星］ 趣 キレイキレイ
|医薬部外副趨鐵

Ｉ

216ｘ３１７ｘ２]６１］］k９
216x317x2161T､１kｇ

’’３’’３
’３’’３

ｌＲｌｒ・鍼
lhl趣［lＤＪｌ

－，１，

キレイキレイ

薬用泡ハンドソーブ１OＬ
薬用泡ハンドソープ１OＬ

卿忍輌罹蛎

10L

１，１０

ｍ職

１１

Ｉ富i苧瀧
i1ji蝋
議篝

(１０Lコック付き）
(10Lコック付き）

縮タイプの手洗い用液体石鹸
濃縮タイプの手洗い用液体石鹸
殺菌成分配合で手肌を清潔に保ちます｡泡立ちがよく､植物性洗浄
殺董成分配合で手肌を清潔に保ちますc泡立ちがよく､植物l生洗浄
成分使用でお肌にﾏｲﾙﾄﾞ｡専用容器の使用で簡単に希釈できます。
成分使用でお肛にﾏｲﾙﾄﾞ｡専用容器CD使用で簡単に希iiRできますご
手指への賎香が少ない微香性｡食材への移り香を気にせず使えます。
手指への残香が少ない微香性｡食材への移り香を気にせず使えます。

濃縮タイプの手洗い用液体石鹸
殺菌成分配合で手肌を清潔に保ちます｡豊かな泡立ち
殺菌成分配合で手肌を清潔iこ保ちます。豊かな泡立ち
で手にマイルドl､専用容器の使用で簡単に希釈できます。
で手にマイルド｡専用容器の使用で簡単に希釈できます。

濃縮タイプの薬用ハンドソーブ
濃縮タイプの薬用ハンドソープ
逆性石鹸成分配合｡洗浄と同時に殺菌､無香料。
逆性f『験成分配合｡洗浄と同時【i:殺菌､無香料4】
専用容器の使用で簡単↓､.希釈できます。
専用容器の使用で簡単に希釈できます。

ｻｲｽﾞ(幅x高さx奥行)nM.重量
ｻｲｽﾞ(幅x高さx奥行)Inu･重量

パッケージ・商品名｡容量
パッケージ・商品名･容量

外装(幅X高さX奥行)I､邇量
外装(幅x高さx奥行)、重量

綱

商品特長

Ｉ！

４９０３３０１１２６４７８

lbiPn

泡で出るタイプの手指用消毒剤
塩化ベンザルコニウムを有効成分とした指定医薬部外

ｌ

－圏

１７

ｌ

Ⅲ誠

３

428ｘ２８１ｘ２２１１３２ｋｇ
428x281x22￣￣3.2kｇ

ｌ１

204x252x１２５４．３kｇ
204ｘ２５２ｘ１２５４３ｋｇ

薬用泡で出る消毒液4Ｌ
薬用泡で出る消毒瀬4Ｌ

iiiillliM霞晶嬬蟇

ＪＡＮコード
ｗＪＡＮコード
ｌ
ｌ

雷

鱗轤一一》
一一 鑿

u…圖罎|ｷﾚｲｷﾚｲ
中|ﾉｲｷﾚｲ

ＭＩ

梱噛

品の手指垢消毒剤旱専用の容器から泡で出てくるので、
品の手指用消毒剤｡専用の容器から泡で出てくるので、
千から垂れIi:<＜､干指Ii:ｲIhはしやすい⑪お〒･様や(雷:．
手から垂れにくく､手指に伸ばしやすい。お子様やご年
配の方でも簡単に手指の消毒ができます。
配の万でも簡単【､､手指の消毒ができます:：

～--葛費嚢雲霧！

鴬
Ｆ、弘?①□＝-秬?号１は1

■ユ干含＆”３二年罰

》》

鑿
灘

霧霧

欝罎
霞

ニューブリーチ食添中
5kｇ
ニューブリーチ食添大
18kｇ

ﾆｭｰﾌﾞﾘｰﾁ食添12％
ﾆｭｰﾌﾞﾘｰﾁ食添1296
２０kｇ

露

一一一一》一便一『一》

露
熱
鐵趨
霞

ﾙｉ瘤
h国ｉ鐘

一麹露
･旦彊マ

曇薑

'鰯
1－－－＄

露讓」

』_

難

]２
1２

439ｘ２４２ｘ１８６８１ｋｇ
439x242x1868］l<９
lO3x290x10316kg
103x290x103１.6kｇ
416ｘ３０９ｘ２１１１３８ｋｇ
416x309x21T13,3kg

日

415ｘ３１５ｘ２１５］６２１<９
415x315x21516､21(９

クリーネス２kｇ

日

415ｘ３１０ｘ２１０１４０ｋｇ
415ｘ３１０ｘ２１０１４０１<９

４９０３３０１１９０９７４

４９０３３０１１７２７１０

浸透効果のある界面活性剤により
浸透効果のある界面活１件剤により
しつこい油汚れもスッキリI
しつこし}油汚れもスッキリ１
台所洗剤では落としきれないシミ､黄ばみ､茶シブ､黒ズ
台iVs洗剤-では落としきれないシミ､黄ばみ､茶シブ､黒ズ
ミをすっきり漂白。ふきんやまな板についている雑菌･悪
ミをすつきﾄﾉ漂白｡ふきんやまな板I;_ついてし'る雑菌･悪

11]￣Ⅲ
｣'1｣；'''''''''１１||’
|lL11111111Illl1'’
''1''1lllllllUlUlll
|l「］
1l1l1l l l1１１
lllll
１１１１]||||||||||||’
１重ｌｌｌｌｌｌｌＩｌｌ｣’
１１１－|||Ⅱ
｢|［
'''''１１'''''''''１１||’
| l l IlIl l l１－｜
lllll
Illllllllll
Ⅲ｣｣lll1lllllll
Ⅱ’
藪li'''''11|l1lll
lIl1ll111ⅢＩ
|｢'111Ⅱ
''''311||l11lllIl

411ｳﾞ6号器'１
００６２７０
４９０３３５１００６２７０

204ｘ２９６Ｘ１３３５２ｋｇ
204x296x１３３５．２kｇ
３

415ｘ３１５ｘ２１５１６２ｋｇ
4~５X315X2可576.2kｇ

４９０３３０１１７３９７７

Ｉ

300ｘ２８０ｘ３００１９０ｋｇ
300ｘ２８０ｘ３００１９０Ｒｇ

４９０３３５１８６４６１０
４’'９０３３５
３６４６１０

Ｉ

300x280x300210kg
300x280x30021.0kｇ

４Ⅲ９０３３０

T95x305x842.､l(９
l95x305x84２１１<９
275ｘ１９５ｘ２７０１２８ｋｇ
275x195x27012､8kｇ

ハイアルコール

ハイアルコール
スプレー5Ｌ

１

４’'９０３３０

210ｘ３００ｘ１１５３８ｋｇ
lOx300xT１５３．８kｇ
４

437Ｘ３２２Ｘ２４７１５７ｋｇ
37X322X24715､71<９

４''９U夷Ｕ

99×277×9７1.0kｇ
9x277x97＝０kｇ
６

301x300x207621<９
301x300x2076､2kｇ
206ｘ２９２Ｘ１２６４５ｋｇ
206x292x12645kg
２

288ｘ３１２ｘ２２１９６ｋｇ
28Bx3~２ｘ2219.6kｇ

魑f曇除菌効果があります(灘すべての菌に対して除菌効果を有するわけではありません

臭もしっかり取り除きます。
臭も1,つかり取り除きま;･合
次亜塩素酸濃度６％

食品の殺意シ厨房の漂白･除菌･除臭に
食品の殺菌ト厨房の漂白･除菌･除昊に

<食品添力Ⅱ物〈殺菌料)〉
く食品添加物(殺菌料)〉
野菜･果物･食品力１１二等の殺菌､食品に触れる厨房器
野菜･果物･食品加工等の殺菌､食品に触れる厨房器
具の除菌･漂白に｡洗剤ではとれないふきんのシミ･茶
具の除菌･漂白(LA二洗剤で;よとれないふきんのシミ･茶
碗の茶しぶ･プラスチック製品の黒ズミを落とし､パイ菌
碗の茶しぶ゜ノラスチヅク製品の黒ズミを落とし､パイ菌
を取りのぞいてイヤなニオイを消します｡５k９．１８k9.20ｋｇ
を取uのぞいてイヤな/,オイを消します。５kg．T８k9.20ｋｇ
は減容容器でゴミの容積を削減できます。
次而煩素酸濃度
次極塩素酸濃度

6％：1.5kg､5k9,18ｋｇ１２％：２０kｇ
6％：1.5kg､5kg､18ｋｇ12％：２０kｇ

(１８kg､20kgコックが必要な場合は､営業へお問合せ
(剣８kg､20kg:Ｉツクが必要な場合;官;G､営業へお問合せ

ください､）
<it弔鳶い、）

]２２４３５

４９０３３０１１８２７６４

285X350X285］５８１<９
285x350x285￣５８１(９

酸素系ｷｯﾁﾝﾌﾞﾗイト
3.5kｇ

火気注意

４９０３３０１１７２８３３

lＯ３ｘ２９９Ｘ１０３１７ｋｇ
lO3X299X1031,7kｇ

クリーネス１５kｇ

液体タイプの手指用消毒剤
塩化ベンザルコニウムを有効成分とした指定医薬部外
塩ｲ己ベンヂルコーウムを有効成分とした指定医薬部外
品の手指用消毒剤(アルコール基剤配合)。ポンプを
品の手指｝旨：消毒剤(アルヨル基剤配合)⑪ポンプを
押すと､液がﾐｽﾄ状;LlFiて手のひらにまんぺんなく噴霧
押すと､液がﾐｽﾄ状に出て手のひらにまんべんなく噴霧
できます｡保湿剤配合｡無香料なので､食材･食品に触
できます｡保湿剖配今邑無香料なので､食材･食品に触
れる前や調理中､食事をサーブする前などにも安心して
れる前や調理中忠食事をサ・ブする献などにも安心して
使えます。

密着'住の高い泡で､除菌･漂白･除昊！
密着性の高い泡で､除菌･漂白･除臭１
調理器具類の除菌･漂白除臭に｡泡ﾀｲﾌﾟなので､狙ったところにム
調理器具類の除薗漂白･除臭に｡泡ﾀｲﾌﾟなので､狙ったと区ろにム
ダなく使えます｡高い漂白力で､ｼﾝｸ周りのﾇﾒﾘや黒ずみもこすらず
ダなく便え詞.｡高い濤白ﾉ;で､ｼﾝｸ周りのﾇﾒﾘや黒ずみも[Zすらず
分解｡いつでも簡単に使用できるので衛生管理の向上に役立ちます。
分解国いつ雨簡篁l較用できるので､衛生管理の向上に役立ちます。

万一一三｢~■■

スプレー１
スフレ－１Ｌ

露ｉ

l08x220x5506kｇ
]O8x220x55０６kｇ

戸口］

肩潔な厨房・富室に）
サニテーション商品（衛生的で清潔な厨一房・客室に）

哀j曇譽
|蕊蕊’

４９０３３０１０９６３７５

ｌｌ

L＿蕊

ｌ１

霞

１８１７

霧
百・足宣四

ﾆｭｰﾌﾞﾘｰﾁ食添小
1.5kｇ

１国１鼠

,i;霞

5kｇ

円

284X267X2197､8kｇ
284ｘ２６７ｘ２１９７Ｂｋｇ

204ｘ２９６ｘ１３３５２ｋｇ
204x296x１３３５．２kg

ｌ’Ｉ．
１，Ｉ．

『一一蕊一一

,風篭藪

"し

キッチンバワーブリーチ
キッチンバワーﾌﾞリーチ

４９０３３０１０９６３８２

８］

｜｝

篝雲霞
露

キッチンパワーブリーチ
キッチンバワーブリーチ
1.5kｇ

１１

瘤

１０－０

蕊
霞

泡ｼｮｯﾄブリーチ５２０，１
泡ｼｮｯﾄブリーチ520,1

１１

泥適量
ﾅ■蟻,

１１１１

4Ｌ

204x252x125a71<９
204X252X1253,71《９

－０－０
１劃１塾
１蚤１３

｛慰
鱸

サニテートAハンドミスト

302x228x23849kg
302x228x2384､9Kｇ

４凸

宝＝－」

－０－０
１，１，

750ｍＬ
750mＬ

鍵
蕊

]Ｏ５ｘ２１Ｏｘ７６０８１<９
]Ｏ５ｘ２１Ｏｘ７６０､8kg

１１

サニテートAハンドミスト

１１

陸慰酬品Ｉ
U壁匿幽邑]趨篝
罐夢

■Ｂ］

手指用消毒剤

火気注
火気注意

溶けやすい酸素系漂白剤(粉末）
けやすい酸素系漂白剤(粉末）
サッと溶け､抜群の漂:`{力を発揮!,ま｡ｉ(,食器やふきん、
サッと溶け､抜群の漂白力を発揮します｡食器やふきん、
まな板などの漂白･除菌効果が高く､イヤなニオイも清，
まな板などの漂白･除菌効果が高く､イヤなニオイも消し
衛生的に仕上げます｡メラミン食器にも安心して使用で
衛比的i扁仕｣･ﾙﾃまず｡メラミン食器iL旨も安心して使ﾉ目で
き､材質を傷めません｡２kgはスタンディングパウチ入。
き､材質を傷めま{+ん｡2kgはスタンデイングパウチ入(！

3８９０５７

厨房用酸素系漂白剤(粉末）
酸素系なので､ニオイがなく手にヌルヌルしません｡さらに、
酸素系なので､.-.オイがなく手lピニヌルヌルしません｡さらに、
有毒ガス発生の心配もありません。
有毒ガス発生の心配もあﾄﾉません：

4７３４５９

漂白､除菌､悪臭除去の効果力檮<､材質もいためません。
漂白､除菌､悪臭除去の効果が富<､材質もいためません。

４９０３３０１１７１６８３

調理機器の衛生管理に
調理耀睾の衛生管理に
アルコール製剤(食品添加物)。食品の保存性向上、
アルrコル製剤(食品添加物)。食品の保存'性向上、
厨房器具の除董･衛生管理([~。
厨房器具の除菌･衛生管理に。
除菌力が高いアルコール度数約75度。
除菌力が高いアル:;－ル度数約75度。

４９０３３０１００９８３２

火気厳禁

４

|iii

Ｉ

苧､ざ

パッケージ｡商品名･容薑Ｉ

施鐙曇
霞

ヴ

蕊

･ヨ

シ

昌

竪

蕊

旦

０

蟻
鱸
蕊
に一｜
晶疹ﾛﾑｰｰ1-----民

1蘂蕊

ライオガード
アルコール5Ｌ

ﾗイオガード
ライオガード
アルコール2OＬ

嘘霞

’

腫議壁iil

嶬夢
〔鐘
サニテートK-S2kg
サニテートK－Ｓ２ｋｇ

孝一嘘籔

j篝鑿j１

霞
熱嶬蟄

灘

サニテート６３．８kｇ
サニテート６３，８kｇ

Ｆ■

スムースジェル２Ｌ

鑿

;蟻！
鱸

Ｘ

鱸
蕊

尋イヨハ涼泊匡酊（雇墜辰。戸幽一房蝉煽巽酢煮桓娯潭
クレンリネス商品（厨房。厨房機器など一の洗浄）
一り

し

～

由’

１

可巍》

輸辨窪む紺
・・－０Ｉ，ｊＬ且ゴー函ｗ轆評幽耐汕皿稗日
５

鱸

鐵

出一＝

l蕊i ;ｉ ｌｉ Ｉｉｌ

一鑪

浄

鱸

グリースサットル５kｇ

グリースサットル２０kｇ

１３０X270X95
l30x270x95２．１kｇ
1kｇ

420x305x2201a3kg
420x305x22013､3Kｇ

４''９ﾛﾖｮtＴ

２

288Ｘ３１２ｘ２２１１ｑ７ｋｇ
288X312X221？0.7kｇ

１

再８０x425x3702L3kg
l80x425X370213kg

２

タフナーＲ２０ｋｇ

．４
４

Ｉ

204x252xT254］1<９
204x252x125411<ｇ

タフナーＡ４ｋｇ
タフナーA4kg335x278×2158.9kｇ
ﾀﾌﾅｰA4kgl335x278x21589kg
335Ｘ２７８Ｘ２１ｂ６,9kｇ

鍵
鰯

!;i鱸iii蕊：
11讓霧i霧Ｉ

ゆで麺器キレイ４kｇ
ライオン

クリームクレンザー

5.6kｇ

２

２

214ｘ265×2608.71<９
210ｘ３００ｘ１１５５８ｋｇ
210x300x１１５５．８kｇ

6１

370ｘ３２３ｘ２２５１７９ｋｇ
370x323x22517､9kｇ

(ポリ袋入7.5kgx2） 470x190x30016.0Kｇ
（ポリ袋入7.5kgx2）470X190x300160kg

１７７７０８

２０３７６６

４

9０３３０１

2０７３８２

４

ライオン

クレンザー１５kｇ
クレンザー１５ｋｇ

4５２１４０

9０３３０１

４

204ｘ２５２ｘ１２５４１ｋｇ
204x252x~２５４］k９

ゆで麺器キレイ４kg214x265x26087kg
鐸lllil鵲藷ﾚｲ靴‘
i議議！ ゆで麺器ｷﾚｲ4kgl214x265x26087kg
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洗浄と除菌が同時にできます｡短時間でも強い除菌力
で安全'|生が高く､不'|央臭･刺激臭がありません｡金属腐
食が少なく機械･器具を傷めません。

床･壁の除菌消臭ができる洗浄剤
厨房･ゴミ置き場の床や壁の洗浄と除菌が同時にでき
ます｡排水溝､グリーストラップ等の消臭にも効果を発揮。

パイプのつまｂ･ニオイをスッキリ解消！
パイプのつまｂ･ニオイをスッキリ解消１
ﾊﾟｲﾌﾟのつまりやﾆｵｲを強力に取り除くﾊﾟｲﾌﾟｸﾘｰﾅｰ｡ｼﾞｪﾙ状なので
ﾊﾟｲﾌﾟのつま(｣やﾆｵｲを購力に取り除くﾊﾟｲ方リア･･ｼﾞｪﾙ状なので

かけた所にﾑﾗなく密着､おそうUと同時に除菌もできます｡ﾇﾒﾘだけでな
かけた所l`.ﾑﾗなく密着､おそうUと同１１寺l:蟻菌もできます爵ヌメ'/だけでな

く髪の毛も強力に落とし仕上ｶｿﾞﾄﾉがｷﾚｲ｡減容容器でｺﾞﾐの容積を削減。
く髪の毛も,強力}［･蔦と|,､仕ﾆｶｺﾞ}ﾉ鑑ﾚｲ｡涜容容器で:iﾐの容積露]鱗。

ノグノレニ、ノツ勇震」－卜、姥ii22ﾖﾖ１塁召冒
アルミフッ素コート､電磁調理器
トッププレート対応の油汚れ用洗浄剤
油汚れをﾊﾟﾜﾌﾙに溶かし､ベタベタ汚れをｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ｡幅広い材質(ｱ
;由汚れをﾊﾟ１７ﾌﾙに溶力』しﾊﾟﾀﾍﾟ錆れをｸﾘﾝｱﾂﾞﾌﾟ割幅広い材質(ｱ
ﾙﾐや電磁調理器のﾌﾟﾚｰﾄなど)に便え忘丁二爽やかなｵﾚﾝｼﾞﾐﾝﾄの香
ﾙﾐや電磁調理器のﾌﾟﾚｰﾄなど)に使えます｡爽やかなｵﾚﾝｼﾞﾐﾝﾄの香
りで油汚れのﾆｵｲもｽｯｷﾘ｡容器|鍼容容器を採用。
I,再自活jLのﾆﾌrｲもｽｯｷﾘ頃容器l鹸容容篝採児白

しつこい油汚れもサッとトル１
しつこい油汚れもサッとトル！

パワフルな洗浄力で､頑固な油汚れもスッキリ落とします。
バワフルな洗浄力で､頑固な油汚れもｽｯｷﾘ落と1,ます`；
除菌成分配合で､洗浄ｋ同時i忌除菌ができまＴｉｓ泡も
除菌成分配合で、洗浄と同時に除菌ができます｡泡も
ちが良く､垂直面のお掃除もラクラク。

プロ向け+ご聰発された強力タイプの油汚れ洗浄剤です口
プロ向けに開発された強力ダイブの油汚れ洗浄剤です。
一般家庭では使用できません。
…般家庭では使用できEk瞳ん。

固化した油汚れもスッキリ落とす
油汚れ用超強力洗浄剤

使用直後の熱いクロパル､レンジ､オーブン､プライヤ･な
使用直後の熱いグリドル､レンジ､オーブン､フライヤーな
ど調理機器のこびりついた油汚れの洗浄に最適。
ど調理機器のこび0ﾉついた，iii汚れの洗浄(､､最適。

４’'９０３３０１''３８９２２４

180x425x365213kg
l80X425X36521､3kｇ

ＬｌＯＮ
LｌＯＮ
LＩＯＮ

２３７８２２

４

４’'９０３３０
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調理器具等の除菌洗浄剤
洗浄と除菌が同時にできます｡短時間でも強い除菌力で安全
性が高く､不快臭･刺激臭がありません｡金属腐食が少なく機
械･器具を傷めません｡希釈しても液色が見えて誤使用を防止。
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428x281x28517`51<９
428ｘ２８１ｘ２８５１７５ｋｇ

9口⑰…かＺ

火気注意

調理器具等の除菌洗浄剤

281K287X:26851《圏：Lll1Ml1lI

204ｘ２５２ｘ１２５
204ｘ２５２ｘ１２５４１ｋｇ
I|(９

スチコン

０７０１２２

４

33TX268X212
331x268x21289kg
9kｇ

タフナーＲ４ｋｇ

0７００６１

204ｘ２５２ｘ１２５３９ｋｇ
204x252x~253.9ｋｇ

204x252x125
204ｘ２５２ｘｌ２５４ｌｋｇ
1kｇ

タフナーＲ４ｋｇ

アル１－ル度数約〔i劉度｡：
アルコール度数約61度。

２

206x292x1265.?k９
206ｘ２９２ｘ１２６５,1kｇ

》

洗

４９０３３０１

日

］胆｝一

u〕

302x278x29219,3kｇ
302x278x292］9.3kｇ

428x281x221￣３５kｇ
428ｘ２８１ｘ２２１１３５ｋｇ

(鐘
鱈

1７１６７６

プロの衛生管理にⅡ
プロの衛生管I里に１１
非危険物のアルコール製剤(食品添加物)。エタノール
非危険物のｱﾙｺﾙ製剤《食品添加物ﾙｴﾀﾉ･･ﾙ
にクエン酸ナトリウムを添加､優れた除菌効果を発揮。
(Eクエン酸ブ院･ﾉ:）ムを添jlll:､整れた除菌効果を発揮＝
調理器具､厨房施設だけでなく､介護施設､学校､保育
園などの施設内の衛生対策(<色。
園などの施設内の衛生対策に。

(20Lコック同梱）
(201と』ツク同梱）

204ｘ２５２ｘ１２５４２ｋｇ
204Ｘ２５２Ｘ１２５４,2kｇ

強力ルック４Ｌ

1幾慰;号:』鍔
塞鍾鍾２

商品特長

Ｉ

l30x270x95２２kｇ
130x270x952.2kｇ

パイプマン
パイブマン

露
|鑿r:::::;》,鐘議

灸

1111

９０３３０１

281ｘ２８７ｘ２２６８５ｋｇ
28ｌｘ28/ｘ2268.5kｇ

片

■0

288X312X22
１９．９Kｇ
288x312x22199kgll4

278ｘ２８７ｘ２１０９Ｄｋｇ
278x287x2109､0kｇ
278x287x2109Dkgll411;8器『

Ｚｆｌ

｢氏

２

’

9０３３０１

283x266x2158,7kｇ
283x266x215a7kgl411;6器691

［」

Ｌ

ｊ■

206x292xI2
206ｘ２９２ｘ１２６４７ｋｇ
６４．７ｋｇ

204ｘ２５２ｘ１２５４１ｋｇ
204x2b2x1254］k９

サニテートＫ４ｋｇ

１３

ど

301x300x2076,4kｇ
301x300x20764kgl4

ｺﾞｰ

H1乱卍1

Hbbp

i#11/u`【

タ懐(幅x謎x奥行)jijio蟇鍾
外装(幅x譲x奥行)'w重量「

■且

卯刊調叩那
頃

‐Blf

jANJコード“

99X277X971.0kｇ
99x277x97１０kｇ

ﾗイオガード
ライオガード
アルコール1Ｌ

】一》》ｒ…

サニテーシヨン商品壱衛生一的蚕清潔芯厨一尾客室に）
的石清潔← 菖堕屍遙芦室 二に）鰐溺

Ｊ
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蝉
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１

9０３３０１２０１０９０

９０３３０１１'８１３３０９

プロ向けに開発された強力ダイブの油汚れ洗浄剤です。
ﾌﾞ11:､;↓｝に開癸された強力ﾀｲﾌﾟの油汚れ洗浄剤です｡
一般家庭では使用できません。
・股家庭では使用できません四

スチームコンベクションオーブン専用の洗浄剤

低温から高温まで優れた洗浄力が持続｡スプレー時の
低温から高温まで優れた洗浄力が持続`,スプレ・時の
気になるムセが少ないので､作業性がアップします。
プiii向:けに開豊さゑた強カタォプの油汚れ洗浄剤です。
プロ向けに開発された強力タイプの油汚れ洗浄剤です｡
一般家庭では使用できません。

ゆで麺器の水あか除去に
ゆで麺器に付着した水あかを簡単キレイに落とせます。
ゆで麺器iLl付着;,た水あかを簡単キレイ↓､_落とせます⑪
液体なので渚;7残りがなく､希釈が簡単s高温でもムセ
液体なので溶け残りがなく､希釈が簡単｡高温でもムセ

４９０３３０１０１２７８８

ることなく安心して使えます。
ることなく安心して使えます｡

４’'９０３３０１''２７４８５８

使いやすい液体タイプ
すぐれた洗浄力と2種鰻の研磨粒子･が､ガンコな油汚れ
すぐれた洗浄力と2種類の研磨粒子が､ガンコな油汚れ
やコゲつきをスッキリ落とし､ピカピカに仕上げます。
さわやかなオレンジの香り。
わやかなオレンジの香ﾚﾉ仁

４''９０重0

5５６５２

みがく力が強い
みがく力が強く､しかも傷つきが少なv､研磨剤を精選し
みがく力が強く､しかも傷つきが少ない研磨剤を精選し

ました｡硬水でも豊か}[:泡だち､:Iゲつきやガン::な油汚
ました｡硬水でも豊かに泡だち､コゲつきやガンコな油汚
れを素早く落とします。
れを素早く落とします

サイズ(幅X高さX奥行)111M.重量
ｻｲｽﾞ(幅x高さx諏恥、
タ嬢(幅X高さX奥行)１N､壜
ﾀ懐(幅x高さx奥行)１m･重量

…甲ご訂．
E￣麺

240ｘ３０ｘ１３００５１<９
240ｘ３０ｘ~３０051(g

選諺’
&;i燕．

495x232x2601081<９
495xg32x260T0､81<９

油っ固５００８
霧）由っ固５００８
篝
~己缶B■､

》 》『】一」

｜白瓦Ⅲ（厨一塁
（厨一震艶溺議鏑騨達

パッケージ・商品名･容量
iilﾊﾟｯｹｰｼﾞ補品名電容量

g蕊Z&圏団

震

ﾌﾞロパイオ
プロパイオ

Mllil
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固めて捨てる廃油固化剤
手や厨房を汚さずに､食用油を手軽に固めて､燃えるゴ
手や厨房を汚さずに､食用油を手軽i忌巨]めて､燃えるゴ
ミとして捨てられ寵す｡植物から抽出ぜた天然油脂成分
ミとして捨てられます｡植物から抽出した天然油脂成分
を原料としていますので安心ですこ
を原料としていますので安心です。

此１１IｌＩｌｌ
111]llllllll
||LUl1lllllllUIl
|｣I(；｣ｌ１ｌ１Ｕ
｣I(；｣ｌ１ｌ１Ｕ
｣IlIl111111ll

洋式トイレを気持ちよく使える
座る前に便座をふき除菌できる便座用アルコール｡ジェ
座る前にH使廊をふき除菌できる便座用アルコル｡ジー
ルタイプなので液の飛散や液ダレがない。１プッシュで
ルタイプなので液の飛散や液ダレがない。’プッシュで
最後までふききれて経済的｡設置や交換も簡単。
最後までふききれて経済的壱設置や交換も簡単。
※ディスベンサーにｶｰﾄﾘｯｼﾞをｾｯﾄしてお使いください。
※デイスベンサ（;:力ｉ､.ルジをｾｯﾄしてaj5使いください。

2０

l30x270x95２１kｇ
130ｘ２７０ｘ９５２］k９

イージークリーン

４

(フロア用)２Ｌ

272ｘ２９３ｘ２１４８８ｋｇ
272x293x2再４８８kｇ

４９０３３０１１１５４５８

…=ご堕浅
１コ一Ⅱ一一０識蠅鰄辨繩叫”ヅア

『十一一

|承，

タフナーFＰ１５ｋｇ

謙
露

’

238Ｘ３４９ｘ２３８１６０ｋｇ
238ｘ３４９ｘ２３８１６０ｋｇ

－－．２．

４’'９０３３０

＝嘗蕊

Ｊ･〈･《

タフナーFＬ１８ｋｇ

一篝劃膨

鐙夢
霞
マルチタフナー２kｇ

知

液体ガラス

一』“】 鰯曇』
瘤塞》

－１－割一》

雷

鱸

一口鑓一一

騨霜ii麓’
譲鑪おそうＵﾙｯｸ4Ｌ

おそうじルック４Ｌ

邇率

阯

[i憲慰iｉ

ｉ轤豈曇

i適議
バスルック４Ｌ

４

411冊:'9'1！

273x289x204
273ｘ２８９ｘ２０４８８ｋｇ
8kｇ

420X305X2201
420ｘ３０５ｘ２２０１４０ｋｇ
01<９
204ｘ２５２ｘ１２５
204x252x125411<９
｣(９
３

428x28Hx2211
428x281x2211a3kg
31〈９
204X252x125
204ｘ２５２ｘ１２５４２ｋｇ
2kｇ

トイレルック４５０，１
トイレルック450ｍ’

４

85x235x54
85x235x5405kｇ
5kｇ
2４

204ｘ２５２ｘ１２５
204ｘ２５２ｘ１２５４２ｋｇ
2kｇ

３

428x281x2211
428x281x2211a5kg
5kｇ

… ルックまめピカ
ルックまめビカ
麺 抗菌ブラストイレの
抗菌プラストイレの

きれいのジェル
ディスペンサー

l48x240x90
l48x240x900.5kｇ
01《９

[１

…
遁蟄

ルックきれいのミスト

(トイレ用）２Ｌ

》》

,蕊Ｉ

５

275ｘ１３５ｘ・Ｂ８
275ｘ１３５ｘ１８８４１ｋｇ
罰k９

１

85x120x850.6kｇ
85ｘ１２０ｘ８５０６kｇ

’’

写行

ｍⅢⅢⅢ蛇

きれいのジェル
カートリッジ６００，１

４９０３３０１２１０９６２
４

l蕊
蟻

露?露

0４７８２７

Ⅲ皿

420x305x220127kg
420x305x220弓2.71<９

９０３３０'

粉末タイプの床用洗浄剤
厨房､エ場､ガソリンスタンド等のタイル､コンクリートの
等のタイル､:コンクリートの
厨房､＿白場､ガソ:ノンスタンド
床洗いに適しています。
床洗い([:適しています旱

液体タイプの床用洗浄剤
食用油､鉱物油や泥汚れの洗浄に適しています｡銅や
食用油､鉱物油や泥汚れの洗浄6L二週ｖています｡銅や
アルミを浸食しないため､アルミサッシ､グリスエクスﾄﾗ
アルミを浸食しなｖ１大:め､アルミサッシ､グ:ﾉスエクストラ
ｸﾀｰ等にもお使いいただけます。
クター等にもお使いいただけま゛丁冒
洗浄と除菌が同時にできる多目的洗浄剤
浄と除菌か
嵜にできる多目的洗浄剤
レンジや換気扇などのガンコな汚れから椅子･床･ガラス
ノジや換気Ｆ
どのガン:ｺな汚れから椅子･床･ガラス
でコレ1本で’
までコレ1本でＯＫ!汚れのレベルや用途に応じて希釈し
Ⅷ汚れのレベルや用途に応じて希釈し
て使えます｡アルミ保護成分配合でアルミも安心して洗
:保護成分配合でアルミも安心して洗
笛えます。ア
浄できます｡減容容器でゴミの容積を削減。
できます`,減
尋霊でゴミの容積を削減。

窓ガラスやショーケースなどをピカピカに
しつこい油汚れをサッと落とすガラスクリーナー｡拭きム
しつこ､１泊汚れをサッと落とすガラスクリ・ナ･･･拭きム
ラを残さず､2度拭きいらず｡透明に仕上げます｡容器は
ラを残さず､2度拭きいらず⑪透明((:f'弓I･】,fますじ容器は
減容容器を採用。
ぬるつきナシで２度ぷきいらず
ぬるつきナシで2度ぷきいらず

中性なので手肌に~やさしく､客室や厨房内のウブル・
中性なので手肌にやさしく､客室や厨房内のテーブル・
椅子･』木だけでなく､キッチンまわりの軽い汚れ;L宅安心し
椅子･床だけでなく､キッチンまわりの軽い汚れに安心し
て便スまず。除菌効果もあります。
て使えます｡除菌効果もあります。
汚れスッキリ1泡ぎ゛れも速い業務用浴室用洗剤
汚れスッキリ:泡きれも速い栗扮用）Ei二用況首U

すすぎ時の｢泡切れが超速!｣､かつ､皮脂･アカ汚れをズバッと
すすぎ時の~泡切iu力i逮速!｣､かつ､皮脂･アカ汚れをズ
落とす､おふろ用洗剤｣排水口まわ}/に泡がたまらず､サ
落とす､おふろ用洗剤｡排水口まわりに泡がたまらず､サッとす
すげてお掃除時間が短縮Iさらに､すすぎ時のムダな水の節約
すIｆてお掃除時間が短縮:さら； 品、リー.すぎ町0)ムダな水 の針
もでき経済的Iさわやかな洗いあがりの香りで､洗浄後はｽｯｷﾘ1１
も蕊経済的1さわやかな洗いあ力 fりの香ﾄﾉで､洗浄後(よヌ ﾛｯｷ
粘度がアップした｢トローリ濃い液｣が、
ふちウラの尿石までしっかり密着して洗浄。
手のﾌｨｯﾄ感がアップした新しい｢ロングネックポトル」
手のﾌｨｯﾄ感がアップした新しし､~;-]ングネックポトル」
と｢横向きノズル｣で､ふちウラの奥まで､しっかり液をか
と|横向きノズル｣で､ふちウラの奥まで､;,っかf)液をか
けられます｡フレッシュハーブの爽やかな香りでイヤなニ
けられますcフレッシニハブの爽やかな香1,でイヤなニ
オイをすっきり消臭｡塩素無配合=ツーンとニオわず除
オイをすっきり消臭｡塩素無配合｡ツーンとニオわず除
菌※できます。
菌.夢できます。

４９０３３０１１７２３１４

I30X270X95
l30x270x952.]昭
.K９

ふき取りクリーナー２Ｌ

０３６９１３

４９０３３０１１７２３５２

■日

騨 》麺
鰹
llil禦騨

鰊》‐一一■■

クレンリネス商品（客室のおそうＵ）

冶ゾーレ」ソⅢソもイ『〈 商亘即（客室のおそう小

357X257X3401
357x257x340１３．０kｇ
0kｇ

トイレルック４Ｌ

3９７６８７

８８９４６５

３

すすぎ不要の床用洗浄剤
希釈液をﾓｯﾌﾟなどで塗布するだけ｡バイオの力で床の
希釈液を､】ツプなどで塗布するだiﾌﾞ。バイオの力で床の
目地や凹みの隙間に蓄積された油汚れも除去｡食品汚
目地やPりみの隙間IET苔１頁された油汚れも除去｡食品汚
れや油脂分の多い｢厨房の床｣に最適｡水の節約､作
れや油脂分の多い:.厨房の床.､に最適｡水の節約､作
業時間の短縮などでｺｽﾄ低減も。

4０４３０９

４９０３３０１３６１８１７

428x281x221T
428ｘ２８１ｘ２２１］3.4kｇ
4kｇ

息罎

曇

４１１９０３３０

■Ｂ］

2.2Ｌ

:雪

238x349x23B19､4kｇ
238ｘ３４９ｘ２３８１９４ｋｇ

l30x270x95
l30x270x95２２kｇ
2kｇ

クリーナールック

…
-て緯
臘繋

Ｉ

130x270x95
l30x270x95２１kｇ
1kｇ

商品特長
艤鍵謬簡識讓長議

ＪＡＮコード
－ド

鰍

１－

Mi

トイレットペーパーがボロボロにならない
トイレットペーパーがポロボロにならない
トイレのふき取りクリーナー
トイレのふき取bクリーナー

｢ボロポロ防止成分｣配合で､トイレットペーパーがボロ
･ボロポロ防止成分..配合で､.､イレヅ､ペーパーがボロ

ボロにならず､手軽に拭き掃除ができます。「抗菌成分」
ボ:lにならず､羊軽に拭き掃除ができます。．抗菌成分ｊ
配合､ザッとひと拭きするだけでニォイ菌まで抑えます。
配合､サッとひと拭きするだけでニオイ菌まで抑えます。
爽やかなク:ノアﾐﾝﾄの香り会
爽やかなクリアﾐﾝﾄの香り。

２

250ｘ~６３ｘ200
250x163x200I2kg
2kｇ
130x270x95
１３０×270×9５211<９
１１<９

４９０３３０１０７０９３１

４

28~x298x2118.8kｇ
281x298x21］8.8kｇ

火気注意
トイレのこもった不快なニオイを
スッキリ解消できるトイレ用除菌･消臭剤

除菌成分|銀イオンjが飛び散った尿;毘繁麺する雑菌
除菌成分｢銀イオン｣が飛び散った尿に繁殖する雑菌
を除菌。トイレの床･壁･便座･便器まわり､使用済おむ
を除菌｡トイレの床･壁･便座･便器まわり､使用済おむ
つなどに｡専用のスプレー容器でご使用ください。
つなどに｡専用のスプレ・容器でご使用ください。

嬢藝除菌効果があります(※すべての菌に対して除菌効果を有するわけではありません）電璽抗菌効果があります(※すべての菌に対して抗菌効果を有するわけではありません）

【Sｊ

l lil

ニパッケー
パッケージ･商品名･容薑
ジ.c商扇塞１．容量
鐘議
…

陛走ぞうじ」
クレンリネス商品（客室のおそうじ）

ク
レ

モノ
ネ
ス

商
一
ロＥ
ゲー

著冒

室

蕊
鰯

ルックきれいのミスト

布製品用(無香性）２Ｌ

ｉ四・』

ｻｲｽﾞ(幅x高さx奥行)mlll･重量
サイズ(幅x高さx奥行)InEl･恵量

外装(幅x高さX奥行)1m･重量
外装(幅x高2世X奥行)ml1l傘重量

]３０x270x952.1kｇ
T30x270x95２Ｊｋｇ

,,,A徴｜」ANｺｰﾄﾞ

nJ】ハ型】

４

281x298x21188kg
8弓x298x211881<９

４

－－＝詮＝

|露
鱸

ルックきれいのミスト

布製品用(微香性）２Ｌ

露|懸蝋艤蔚
… トップHＹＧｌＡ
面･巳｡？

脚

鑓
蕊

衣類･布製品の除菌．
消臭スプレー２Ｌ

l30x270x952.1kｇ
30x270x95２］k９
４

281x298X21］８８kｇ
81x298x21］８８kｇ

４

l30x270x95２０kｇ
30x270x95２`0kｇ
４

281x298x21188kg
28~ｘ298×2118.8kｇ

４

lll
''1||雪''''''1l1llll
'1壷!|lll1l1l1llll
|llll壷!'||l1ll1lllll
9０３３０１

1５５５８４

9０３３０１

１５５５９１

９０３３０'

2０４２５１

商品特長

籔鍵

衣類･布製品等の悪臭退治に１
衣類･布製品等の悪臭退治にＩ
除菌･消臭だけでなく防臭効果も！
除菌･消臭だけでなく防臭効果も１
衣類･布製品等の不快なニオイをスッキリ解消できる除
衣類･布製品等の不快なニオイをスッキ'ﾉ解消できる除
菌･消臭斉|｣｡除菌成分｢銀ｲｵﾝ｣の力で､しっかりと除菌・
菌･消臭剤⑪除菌成分..銀イオヱ;の力で､しっかﾄﾉと除菌・
消臭･防臭｡また､微粒子ﾐｽﾄがスプレーされるので素
消臭･防臭｡また､微粒子ﾐｽﾄがスプレされるので素
早く乾き､べたつかないため､短時間で効率よく消臭する。
香りは無香料と微香性(せっけんの香り)。専用スプレ
香りは無香料と微香膣:(せっけんの香り)。専兜スプレ
－容器でお使いください。
｡-容器でお使いください:：

除菌･抗菌･ウイルス除去ができる布製品用消臭剤
汗やタバコなどのイヤなニオイを消す高い消臭効果のほ
ｼ●:やﾀﾊﾟﾖなどのイヤなニォイを消す高い消臭効果のほ
か､スプレーするだけで繊維の奥の原因菌を除去(除菌)、
か､スプレするだけで繊維の奥の原因菌を除去(除菌>、
また､増殖を抑える(抗菌)だけでなく､ウイルスまで除去※。
また､増殖を胸える(抗芭)だけでなく､ウイルスまで除去※。
100％天然ハーブティーツリーオイル配合｡香りが残ら
400％大然ハブノーイ●ツリオイル配合｡香i7が残ら
ない､ほのかなミンティーグリーンの香り｡専用スプレー容
窪v､､ほのかなﾐﾝﾅｨｰｰグリーンの香ﾄﾉ｡専用スプレ容
器でお使い下さい｡※すべてのウイルスを取り除くわけで
器でお使い'､さい｡※すぺての『ノイルスを取,ｊ除くわけで
はありません`，
はありません。

傘一一鰯》 邇 鱸 鱗 露

趨騒

議鑿『

濃縮ブリード２kｇ

麹:J詔すみｼTTz酉１５藷F5fF,鰯

232ｘ１５１ｘ８１2.1kｇ
g32x151x812］1<９

日

493ｘ１６２ｘ２６８１３､2kｇ
493ｘ１６２ｘ２６８１３２ｋｇ

趨

iliiiii蕊iii霧

部屋干しﾄｯﾌﾟ６kｇ

１

320ｘ１７０ｘ２２０６５ｋｇ

（ポリ袋入5kgx2）
(ポリ袋入5kgx2）

Ｉ

456ｘ２８２ｘ３０６１１､0kｇ
456x282x306］１０kｇ

Ｉ

415x290x248110kg
415x290x248-lOkg
204ｘ２５２ｘ１２５４２ｋｇ
204ｘ２ｂ２ｘ１２５４２ｋｇ

428X281X22］１３６１<９
428x281x22］Ｔ3.61(目

９０３３０１

1９９９２２

lllLlllllll

９０３３０１''０３８２２１

露韓

望
鱸
鼬蝋 蕊溌 一轌露
劇

204ｘ２５２ｘ１２５４１ｋｇ
204x252x1254,Tkg
３

428x281x22］］３６kｇ
428x281x22113.6kｇ

ﾄｯﾌﾟクリアリキッド４Ｌ

５」
３

､鰯麺

204x252x12543kg
204ｘ２５２ｘ１２５４３ｋｇ
428x281x22T1a4kg
428x281x2211a4kg

9０３３０１

１８９５８９

罰'４期逓廼田、四

ﾄｯﾌﾟｸﾘｱﾘｷｯﾄﾞ1OＬ
ﾄｯﾌﾟクリアリキッド1OＬ

１

|鱗口

Ｉ

246Ｘ２５１Ｘ２４６１１５ｋｇ
246x251x246115kg

返堤LIDjU

》

蟻謬
液体レオサット４Ｌ

'蕊｜…ｻｯM［

202ｘ２６０ｘ１２６４`3kｇ
202Ｘ２６０ｘ１２６４３ｋｇ

419x278x216733kg
419x278x216133kg

９０３３０１１９０７０７

1［Ⅱ||］
||lLl1Il1UUUll
｣'１｣lll1l1llllll
||L↓ｌｌ１ｌｌｌ」
｣LＬ
｣l1ll1ll'''''１１
４

;曇竃吾零＝鋒、

９０３３０１０３３０８０

４

日

衣類の蛋白質･油汚れに酵素パワー
汚れを取り込む力が強いAOSに､分解力が高いアルカ
汚れを奴Iﾉ込む力が強v､AOSに弓､分解力が高いアルカ
ラーゼ酵素を配合｡血液･肉汁などの蛋白質の汚れ､し
ラーゼ酵素を配合｡血液･肉ｼi-などの蛋白質の汚れ､し
み込んだ油汚れをスッキリ洗い落とします。
み込んだ｝lil汚れをスッキリ洗い落とします罰

1１１１１１１１１１
｣||喝｣llllll11l1lll
４

i蕊

ダブル除菌成分配合１
これまで以上に清潔で衛生的な洗い上がりを実現１
衣類や布製品に付着したウイルスまで落とします。※
衣類や布製品に付着した､ウイルスまで落とします。燕
部屋－し時のI仇乾きのイヤなニオイ:と､再び湿ると出
部屋干し時の｢生乾きのイヤなニオイ｣と､再び湿ると出
てくる｢もどり生乾き臭｣まで防ぎます｡すっきりとしたシト
てくる:.もどﾄﾉd二乾き臭.jまで防ぎます｡すっきりとしたシド
ラスフルーティの香り。（※すべてのウイルスを取り除く
ラスフルーーティの香Ij。（※すべてのウイルスを取り除く
わけではありません､）
わ;ﾅではあOjまぜん｡〉

多糖分解酵素を新配合1洗濯槽の菌が作る
多糖分解酵素を新配合I洗濯槽の菌が作る
バイオフィルムを分解･除去
優れた抗菌性能を発揮するブラスイオン抗菌成分と、
優れた抗菌性能を発揮するプラスイオン抗菌成分と、
菌の栄養となるタンパク汚れをしかかり落とす確かな洗
菌の栄養となるタンパク汚れをしっかり落とす確かな洗
浄力を併せ持つことで洗うたび高まる抗菌力※を発揮。
浄力を併せ持つことで洗うたび高まる抗菌力※を発揮`，
(※すべての菌に効果を有するわけではありません）
<※すべての菌に効果を有するわけではあ})まぜん）
超コンパクトタイプ液体洗剤なので使用量1/2(従来液
超コンパクI､タイプ液体洗剤なので使用量1/２(従来液
体洗剤比(ｸﾘｱﾘｷｯﾄﾞ)）。すすぎ１回でＯＫ1すっきりし
体洗剤比〈ク･ﾉｱﾘｷｯl､f>）。すすぎ弓回でOK1すつきトル
たミンティーグリーンの香り。（蛍光増白剤不便用）
たミンティーグ1トンの香Iノニ(蛍光増向剤不使用〉

9０３３０１１９４５０７

ご誹珂淫

…

罎|ﾄｯﾌﾟHYG1A4kg
トップHＹＧ１Ａ４ｋｇ
トップHＹＧＩＡ４ｋｇ

(蛍光増白剤不便用）
(蛍光増白剤不使用）

9０３３０１１７２１５４

111111Ⅱ’Ｉ’
｣|||M｣|||ｌｌｌ
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'１１竈1llllllllUll
４

i墨蕊型

酵素パワーに消臭効果をプラス
濃縮タイプの粉末洗剤。ニオイもスッキリ落とします。
濃縮タイプの粉末洗剤ｅ－オイもスッキノ藩と､診ます。

衣類の皮脂･油汚れをしっかり落として、
衣類の皮脂･油汚れをしっかb落として、
洗いあがりスッキリI
洗いあがりスッキリ１
さわやかなフル･ケ･イフロラルの香I`･
さわやかなフルーティーフローラルの香り。

４

［６］

ﾄｯﾌﾟNＡＮＯＸ４ｋｇ
トップNＡＮＯＸ４ｋｇ

４

１

》

蓬騒

》蝋倒

〈』」０１甦刎詞鄙
ヘビ－洗剤

レオホワイト１０kｇ

(5kgx2）

４

１

無りんトップ１０kｇ
無りんﾄｯﾌﾟ１０ｋｇ

111｣'''''''''''’
|Illm｣'''''1''１１|’
1１１１１
｣LLll1llIllIlu|’
４

囑藪纒騒

７

鑿鱸

１７７３８８

丈夫な袋を
保管に便利な5kg×2袋入。自立性があり､丈夫な袋を
保管に便景りな5kg><2袋入【;自立iM:があI/、
使用。
便）.:『

｢ナノレベルの白さ｣を実現Ｉ
｢ナノレベルの白さ｣を実現１
黒ずみやニオイのもととなる汚れをナノレベルに
黒ずみや＝オイのもととなる汚れをナノレベルに
分解する超コンパクト洗剤
｢洗浄性能増強斉lIER(イージー･リリース)」を新配合。
:洗浄性能増強剤ＥＲ(イ・ジーリリス>｣を新配合。
｢洗い上がりの白さ｣､皮脂由来の｢ニオイ汚れ｣落ちが
隼洗い上が')の白さ:､茂脂由来の::明.オイ汚れ｣落ちが
さらにアップ｡すすぎ１回でＯＫI透明感のあるクリスタル
さらにアップ`,すすぎ1E::でOKl透町｣感のあるクIノスタル
フルーティの香り。(蛍光増白剤不便用）
フルーティの香ﾚﾉ。(蛍光増白剤不便用）

"見えない汚れ,,（<すみ,ニオイのもと)まで
'0見えない汚れ｡,（くすみ゛ニオイのもと)まで
スッキリIクリアな洗いあがりを提供する液体洗剤
スッキリ1クリアな洗いあがりを提供する液体洗剤
新洗浄システム(新タンパク洗浄十高皮脂洗浄)により、
新洗浄シスノム<新タンパク洗浄＋高皮脂洗浄>“より、
高い洗浄力を実現｡洗浄成分がセンイの奥まで届きます。
消臭成分(ローズマリーエキス)配合。
消臭成分(1ｺ－ズマリーエキス>配合。
(蛍光増白剤不使用）
(蛍光増白剖不使用）

(１０Lコック同梱）
(10Lコック同梱）

手軽に使える液体タイプ
酵素パワーが繊維の奥まで浸透し､血液･肉汁などの
酵素バワが繊維の奥憲で浸透Iハ血液･肉汁などの
蛋白質汚れをスッキリ洗い落とします。
蛋｢ｮ質汚れをスッキ:ﾉ洗い落としま9.．
除菌成分配合で､菌の増殖を抑え､イヤなニオイを残し
除菌成分配合で､菌の増殖を抑え､イヤな:・・オイを残し
ません。（蛍光増白剤不便用）
まぜん。（蛍光増白剤不便足）

パッケージ・商品名｡容鬘
ケージ・商品名鋤容量

》函’》

麺!n量

》轍籔
iiiiHi
fWZli1鐇朴

一打宅＝勾干印￣

迺詳宿，ＬＷｌ

|「］i
||||Ⅲ|’

428ｘ２８１ｘ２２１１３,3kｇ
428x281x2211331〈９

ライオンソフタ－４Ｌ

204x252x125411<９
204Ｘ２５２Ｘ１２５４］k8

３

428X281x2211a3kg
428ｘ28~ｘ221￣３，３kｇ

衣料用ブリーチ小

1.5kｇ

衣料用ブリーチ中

5kｇ

ﾗイオン
ライオン

lＯ３ｘ２９９ｘ１Ｏ３１７ｋｇ
IO3x299xIO317kg

1８

４１５ｘ３１０ｘ２１Ｏ］4.0kｇ
415X310X2~０１４０１<９

白物衣料などの漂白.除菌に
白物衣料などの漂白･除菌に
シミ．黄ばみを落としますn日()分程度浸_’ておくと､シミ抜
シミ.黄ばみを落とします｡３０分程度浸しておくと､シミ抜
き効果がさらにアップcふきん･お､,ぼlルタオル等のパイ
き効果がさらにｱｯﾌﾟ･ふきん.おしぽいタオル等のパイ

菌を取り除き､イヤなニオイを消します。５kgは減容容器
菌を取り除き､イヤな.-.オイを消しますｅ５kgは減容容器
でゴミの容積を削減。
で『ﾐの容積を削減Ⅲ

３

32lx299x29］］3.4kｇ
321x299x29弓］3.4kｇ

420x305x22013,21<９
420ｘ３０５ｘ２２０１３２ｋｇ

ソフトインワン
ノフトインワン

204x252x１２５４．２kｇ
204ｘ２５２ｘ１２５４､21<９

シャンプー４Ｌ
ノャンブー４Ｌ

植物系の柔軟仕上げ剤
どんなセンイにも良くなじみ､ふっくら肌ざわりよく仕上げ
どんな･:マンイi巳も臭くなじみ､ふっくら肌さわ0Ｊよく仕二げ
ます｡パチパチ静電気を防止｡ホコリの吸着による黒ス
ま可。パチパチ静電気を防上。勿ミコリの吸着i(~よる黒ス
ミを防ぎます｡さわやかなフローラルブーケの香り。
ミを防ぎます鰯さわやかなう:1.-ラルブーケの香し,。

415x315x215162kg
415ｘ３弓5ｘ21516.2kｇ

ソフトインワン
コンディショナーイン
シャンブー２Ｌ
シャンプー２Ｌ

コンディショナーイン
コンディショナーイン

ｰﾃｨﾌﾛｰﾗﾙの香り｡静電気をおさえ､衣類のまつわりつきや黒ずみを
･ｹｨﾌﾛﾗﾙの香iL静電気をおさえ､衣類のまつわ}｣つきや黒ずみを
防止し抗菌効果で衣類を快適に保ちます｡減容容器でｺﾞﾐの容積を削減。
坊｣l･ｿﾞ､抗訂効果砿蕊怯適に保ち雷す｡減容容器画ﾐの容積を削減倉

204ｘ２９６ｘ１３３５２ｋｇ

４９０３３０１０１７２７１

色柄もの仁も使える漂白剤
色柄ものにも使える漂白剤
色柄ものにも安心して使える酸素系液体漂白剤｡衣類
角柄ものにも安'｢出て使える酸素系液体漂ﾃﾞl冑１１.衣類
のシミ･黄はZ，を漂白lハ除菌･消臭にも効果を発揮します画
のｼﾐ.黄ばみを漂白し､除菌･消臭にも効果を発揮します。
減容容器でゴミの容積を削減。
虜容容器で:ｺﾞﾐの容積を削減。

1７２８４０

1本で髪がサラサラ･しなやかにまとまる
1本で手早く洗えて､サラサラした仕上がりのコンディシ
1本で手早く洗えて､･リラサラした仕.-.がﾚﾉの、ンディシ
ョナーインシャンプー｡ミネラルコンディショナー成分の
:】ナ･インシャンブ・`ミネラルｉンディショノー成分の
働きで､しっかり洗い流しても､髪をなめらかに仕上げます。
働きで､しっかり洗い流1,ても､髪をなめらかに役上;ﾃﾞます』

罰４０x287x1032､2kｇ
l４０ｘ２８７ｘ１０３２２ｋｇ

カラーブリーチ２Ｌ

高阪水性の柔軟風台剤
高吸水I性の柔軟風台剤
ｻﾗｯとやわらかな肌ざわり､水や汗をよく吸いとる柔軟剤｡さわやかなﾌﾞﾙ
ﾌﾞﾗｼとやわら力唯肌謝〕ﾄﾊ水や汗をよく吸いとる柔軟剤｡さわやかなフル

i30x270x952.2kｇ
l30x270x95２２kｇ

香ＩXよ､シトラスフルーシイのさわやかな香ﾘﾉ。
香りは､シトラスフルーティのさわやかな香り。

９

428ｘ２８１ｘ２２１１３．５kｇ
428x281x221Ta5kg

ソフトインワン

コンディショナーイン

Ｉ

シャンプー１OＬ
シャンプー１ＯＬ

2l６ｘ３ｌ７ｘ２１６１１０ｋｇ
2弓６ｘ３１７ｘ２Ｔ６Ｔ１,0kｇ

HLボディソープ２Ｌ
HLポデイソープ２Ｌ

l30x270x95２１kｇ
130Ｘ２７０Ｘ９５２］l<９

(植物物語）

420ｘ３０５ｘ２２０１ａ１ｌ<９
420ｘ３０５ｘ２２０１３］k９

204X252X１２５４．２kｇ
HLポディソーブ４Ｌ
HLポデイソープ４Ｌ204x252x12542kg
(植物物語）

(１０Lコック付き）
(TOI再ツケ付き）
洗う成分の100％が植物生まれ
天然ハーブ配合｡植物生まれのせっけん成分が､たっぷ
天然八・ブ配合=植物生まれのせっけん成分が､たつぷ
ﾄﾉ泡立ち､お肌をやさ;,<さっぱりと洗いあげます、香り;よ、
り泡立ち､お肌をやさしくさっぱりと洗いあげます｡香ﾘﾉは、
心やすらぐ､やさ､’し､せつ:）んの香り。
心やすらぐ､やさしいせっけんの香り。

３

428x281x221１３．５kｇ
428X28TX221￣3.51<９

HLボディソープ１OＬ

(植物物語）

ｍ

一『‐酢、み》ｒ】酉

團鑑 一鱸 露 蕊
一一『轤噸》》 》
響鐘瞑蘓鑿密饒

鍵働篝

|||Ⅲ]||’
｣!｣|llllulll
｣'し;|llllllllllllUll
|||ｌｌｌｌＵｌ
「工Ⅲ｜
(｣lllUllll
［IⅢ||||||||’
||lM1lllllllllUl1lll
''11塁1llIllull
''''’
』!’
'''１露'ml1I1l1l
｣''１壷IllIlllll
|lllllIl1lIll|’
｣|'し｣ｌｌｌＩ１ｌｌ
'1lUlllll1l1l1’
(植物物語)l420x305x22O13],《：
｣llL｣|｣l1lllll
||l1IllllllUI1Illl
204x252xl2542kgl3
｣'1;｣[｣Mｌｌｌ
峰llllUllllll’
Ⅲll1UllllUllll1lll
||llIlIllllUllIl1lll
(植物物竈)l216x317x216m0kg IU1lllUllI1l|｣１１
IlllllⅢlll
111[’
`l1lj量lllllllll1l1l
204ｘ２５２ｘ１２５４２ｋｇ
204ｘ２５２ｘ１２５４２１<９

ソフト＆ドライ４Ｌ

■ロ

シヤンヲ｝－／コンーフイジ三ナ酢ｊ沼
と
ｌなど
全身洗浄剤蕾シャンプー／コンデイショナ

Ｒ＝嘩牢毎N

380x348x2541aOkg
380x348x254T301<９

６】

園
團

．Ｊ
１

i;識：

ｃプし

ﾙｯｼｭﾌﾙｰツアロマ２Ｌ
ﾌﾚｯｼｭﾌﾙｰﾂｱﾛﾏ２Ｌ

．Ａ●】

藤

！

220ｘ３２６ｘ１１０２１ｋｇ
220ｘ３２６ｘ１１０２Ｊｋｇ

ｿフラン
ソフラン

篭憲謹司

臘鰊

あ
は

衣綣斥蓮乞Ｅヨ
衣料用漂白

鬮＿
i露

陀臭た

(、霞

Ⅱ消い

香りとデオドラントの

~|l1lllllllUll

４９０３３０１１９９１３７

なる 臭いを消臭。
天然アロマオイル増量I気になる臭いを消臭。
める アロマ柔軟剤
アロマのピュアな香りが楽しめるアロマ柔軟剤
すぐれた抗菌･防臭効果で､部屋干しなどによるイヤな
~しなどI､:よるイヤな
頁iL二・>〈汗､夕パコな
ニオイの発生を抑制｡着用時､衣類につく汗､タバコな
どのニオイも防ぎます。
植物生まれの柔軟成分でセンイの1本1本までやわらかく、
静電気も防ぎます。

一類

380ｘ３４８ｘ２５４１３Ｄ|<９
380x348x254￣3.0kｇ

目

,iii篝篝

220ｘ３２６ｘ１１０２１ｋｇ
220x326x~１０２.~k９

フローラルアロマ２Ｌ

…

K讓雲 …

剤
月！

(※すべての菌に対して抗菌効果を有するわけではあり

■□】

￣ｉ￣園

の清潔感がつづきます。
さわやかなホワイトハーブアロマの香り。
ません）

… 香りとデオドラントの
麺， ｿフラン
ソフラン

露

剤

胤薑１M
| | IlIl l l

香りが楽しめ､消臭効果のあるアロマ柔軟剤
ナノ消臭成分の働きで､センイの芯からしっかり消臭。
着ている間に発生するニオイにも効果を発揮!洗いたて

屋衣

灘

380x348x254130kg
380x348x25413.O|<９

イヤなニオイを消臭し､天然アロマのナチュラルな

鄙朧

軟

６

日日

議蕊 籔慧獣霞
柔 Ｉ霞了聾濤

プレミアム消臺２Ｌ
プレミアム消臭２Ｌ

220ｘ３２６ｘ１１０２１ｋｇ
220ｘ３２６ｘ１１０２．１kｇ

商品特長

》》》》恥》

鰯
綴

ソフラン

潤識鑪準懲繍

ＪＡＮコード

》》》》税》評

唾

２，靴

m$

》》擁》》『辨

Ｔ

顛臘:H1:!iW雲'１'職’
タ|装(幅X高さX奥行)|､m･重量

訴》率鋼騨辮》、Ｊ

纒鯵 香りとデオドラントの
率

サイズ(幅X高さx奥行)１１M．重量

繩謝鑪評囑》蝿》

'1ｉ ｉ

216ｘ３７ｘ２１６１1.01〈９
２１６Ｘ３ｌ７ｘ２１６Ⅱ､01<９

(１０Lコック付き）
(１０L:iツケ付き）

216ｘ３１７ｘ２１６１１０ｋｇ
2~６x317x2~６￣１０kｇ

洗う成分の100％が植物生まれ
天然ﾊｰﾌﾞ配合｡植物系洗浄成分が髪と地肌を豊かでキメ細か
大然ハーブ配合｡植物系洗浄成分が髪と地肌を豊かでキメ細か
い泡で包み込み､いたわってやさしく洗い上げます｡香りは､さわや
い泡で包み込み､いたわってやさしく洗い上げます｡香})は､さわや
かでやさしいﾘｰﾌ&ﾌﾛｰﾗﾙﾊｰﾌﾞの香り。(10Lｺｯｸ付き）
がでやさUいIノブ&.ﾉ臼・ラルハブの香ﾄﾉ。《101ｺｯｸ付き〉

216ｘ３１７ｘ２１６１１０ｋｇ
216ｘ３７ｘ２１６Ｔ､0kｇ

コンディショニング成分の100％が柄物牛まれ
コンディショニング成分の100％が植物生まれ
天然ハーブ配合｡植物系ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ成分が髪に自然な
天然八・ﾌﾞ配合｡棺物系ｺﾝﾃﾞｨｼｮlニング成分が髪に自然な
ツヤとうるおいを与え､なめらかな髪に仕上げます｡香りは､さわ
ツヤとうるおいを与え､なめらかな髪に{,..lt7ます｡香りは､さわ
やかでやさしいﾘｰﾌ&フローﾗﾙﾊｰﾌﾞの香り。（10Lｺｯｸ付き）
やかでやさ',いﾘｰﾌ&ﾌ１１－ﾗﾙﾊｰﾌﾞの香り｡<101＝ツケfき）

HLシャンプー１OＬ

(植物物語）

HLコンディショナ－１OＬ
(植物物語）

１

４’'９０３３０１

３７５５４８

瘻除菌効果があります(※すべての菌に対して除菌効果を有するわけではありません）…抗菌効果があります(※すべての菌に対して抗菌効果を有するわけではありません）

８

刑Ｊ

204ｘ２９６ｘ１２６４８ｋｇ

レオナイス

シャンプー4.5Ｌ

428Ｘ３２７Ｘ２２１１５２ｋｇ
428ｘ３２７ｘ２２１１５２ｋｇ

｣蕊蓮離韓繧暴昌豊割

i蕊：

レオナイス

シャンプー１８Ｌ

議雪蕊i譲馨饗躍！
臼TI宮

曇lImbWhFIA
呂海Ｉ■弓f帝一

｡,!△1111+I

]|蕊臘麹=踵，
ﾛ届一I卍！｣ＴＸ《
Ｐ印Ｊ戸Iノー‘

鑿iiiii震雫｡U’

腱:塞雫掌胃Ｙ

１８Ｌ

ⅢⅥ一

:篝議！

６

428ｘ３２７ｘ２２１１５２ｋｇ
428x327x22弓15.21<９

レオナイス
ボディソープ１８Ｌ
ボデイソープ１８Ｌ
レオナイス
リンスインシャンプー
4.5Ｌ

４９０３３０１１８２７０２

Ｉ

290x300x290］9.5kｇ
204ｘ２９６ｘ１２６４８ｋｇ
204x296x７２６４．８kｇ

４９０３３０１１８２７１９

Ｂ

428x327x22￣１５２１〈９
428ｘ３２７ｘ２２１１５２ｋｇ

４９０３３０１１８２６８９

レオナイス

リンスインシャンプー

Ｉ

１８Ｌ

290ｘ３００ｘ２９０１９５ｋｇ
290x300x29019,51<９

ブレーン＆ﾘッチ
ブレーン＆リッチ
ポディソープ4.5Ｌ
ボデイソーブ４．５Ｌ

2０
203ｘ２７８ｘ１２６４８ｋｇ
x278x1264,81<９

４９０３３０１１８２６９６

4２
423ｘ３１７ｘ２２８１５２ｋｇ
X317X228￣5.2kｇ

ブレーン＆ﾘッチ

リンスインシャンプー
4.5Ｌ

■
１

全身シャンプー４Ｌ

||L蚕ll1lIll1lllll
｣|lll1llUIllIll
'１１蘂UllllIIUUll

４９０３３０iｌ７７４０ｉ

2Ｃ
203ｘ２７８ｘ１２６４８ｋｇ
x278x1264.8kｇ
６

423ｘ３１７Ｘ２２８１５８ｋｇ
423x317x228￣5.3kｇ

４９０３３０１１７７３９５

204ｘ２５２ｘ１２５４２ｋｇ
204x252x１２５４．２kｇ

ソフイール
ソフィール

６

428x281x22］］3.3kｇ
428x281x22］13.3Kｇ

４９０３３０１１８２７３３

一『》

震露
鰯

４９０３３０１２００１７８

１

□臨・・晒雪

蕊i曇

290x300x290190kg
290x300x290￣9.0kｇ

－１

エロdih･』猫
T･－……釦甸▼匹一塑

霞｣鰹一餅&iii;X１

Ｉ

－０

bDTu-

ボデイソープ4.5Ｌ

４９０３３０１１８２６６５

４９０３３０１１８２６７２

204ｘ２９６ｘ１２６４８ｋｇ
204x296x~２６４．８kｇ

レオナイス
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6種の植物エキス配合(保湿成分）
さっぱり＆なめらかな洗い上がり！
さっぱり＆なめらかな洗い上がり１
植物由来の洗浄成分配合｡ｸﾘｰﾐｨな泡立ちで､髪と
植物Eil来の洗浄成分配合｡ｸﾘｰﾐｨな泡立ちで､髪と
態皮をやさ､,<さつば},と洗いP,げます。さわやかでやさし
頭皮をやさしくさっぱりと洗い上げます｡さわやかでやさし
いグリーンフローラルの香り。(微香性･弱酸性）
､,､グリンフロラルの香,恥<微香'!§-．弱酸'性:）

１劃
１雪
－０

ＩＦ＝＿TiP印焼

〆多L_￣kl

428x327x221T'４．8kｇ
428x327x221148kg

コンディショナ_
コンディショナー

｣Ili謡lIl
llllll1IIIll

４９０３３０１２００１６１

３

日

i鑿
鑿
藷謄

盧４１－.

ﾛ
ロ

|医薬部外品｜
…
■
函

鍵
囑

：

９

一k商品特長～
主原料の100％が植物生まれ
天然ハ・ブ配合。
天然ハーブ配合。
豊かでクリーミィな泡立ちで､肌にマイルドな洗い心地。
かでクゾ・ﾐｲな泡立ちで､肌にマイルドな洗い心地。

－

ﾆｴ塗鍵鵬篭惑埒…」

露麗，

ニノー／｜写邑フィヘン’三 …と
全身洗浄剤画シ棺シプー／コンデイシヨナＩなど

全冒儲薯剤：ソヤ」

十が‐覇寺‐=-1＝

１

レオナイス

撃担凹、LJdJv

屏警…i露鰯

３

290ｘ３００ｘ２９０１９５ｋｇ
290x300x290195kg
204ｘ２９６ｘｌ２６４６ｋｇ
204x296x12646kg

４５Ｌ
4.5Ｌ

囑早雫割;電電

1２０

（６

鐸一一慰蕊 鍵鍵
蟻醗
鍵一聯
鶴灘
鱸鱗
鑿議一鑿鱸
議議

レオナイス
コンディショナ－
コンディショナ-

【」

４１Ox223x225l32kg
410Ｘ２２３ｘ２２５１３２１(９

２３１

（植物物語）
(植物物語）

ず:：ＪＡＮ．会iﾐﾘﾌﾟ
・了．．．！．:、

『■

79ｘ３２ｘ５２OＪｋｇ
79ｘ３２ｘ５２０１kｇ

鱈綴字覧夢男

－－四ｍ園

FF

F抽洲ｂ

樫ロ

外装(幅x高さX奥行)､IIP重量

HL業務用石鹸

．」▼F■､己■

二i;i鱸籍鵲 MliWJANｺｰﾄﾞ
ｻｲｽﾞ(幅x高さX奥行)'IMI･重量

ロ

Ｉ

曰

轤職 驫騨
鱸鱸歸議一一露

叱杓腕、哩汕〃甜点制ヴＰ２』『史用Ⅲ▽１５山鈩野隙工Ⅱ四

i l ili

Ｉ

バツ1ケ－
パッケ室ジ。商寵名菫容薑

お肌をさっぱり洗えます。
お肌をさうばcﾉ洗えま゛す、

(１８L:]ツク同梱）
(１８Lコック同梱）

6種の植物エキス配合(保湿成分）
さっぱり＆なめらかな洗い上がり！
さっぱり＆なめらかな洗い上がり１
髪に自然なツヤを与えるシアバター配合のコンディショ
髪↓:自然なツヤを与えるシアパター配合の゛コンデヱショ
ナー｡乾燥や摩擦から髪を守}人まとまりのある髪に仕
ナ･･､乾燥や摩擦から髪を寺ﾄﾉ､末とまﾄﾉのある髪に仁
上げます｡さわやかでやさしいグリーンフローラルの香り。
当げます｡さわやかifやさしいグ･ノーンフローラルの香Iﾉ。
(微香性･弱酸１１生）
(微香性｡弱酸性）

<１８Lコック同梱）
H8L二;ツケ同梱）

6種の植物エキス配合(保湿成分）
さっぱり＆なめらかな洗い上がり１
植物由来の洗浄成分配合｡クリーミイな泡立ちで､お肌
植物由来の洗浄成分配合sクリミゴな泡立ちで､お訳
をさっぱりやさしく洗い上げます｡洗い上がﾄﾉ､しっとり。
をさっぱり/やさＵ<洗v1-とげます!,洗いト:がＩ)､:,つとﾗﾉ。
心やすらぐハーバルフローラルの香り。(微香性･弱酸性）
心やすらぐハーバルフロラルの香ﾄﾉ`,(微呑|生･弱酸性〉

(１８Lコック同梱）
(181コック同梱）

6種の植物エキス配合(保湿成分）

さっぱり＆なめらかな洗い上がり１
植物由来の洗浄成分配合｡クリーミィな泡立ちで､１本
植物F:来の洗浄成分配合⑪クリミィな泡立ちで､1本
で髪がさっぱり､しなやかにまとまるリンスインシャンプー。
で髪がざ診穿ぱl>､しなやかIiHまとまる･ノンスインシャンプー。
やさしいフルーティフローラルの香り。(微香性･弱酸性）
やさしいﾌﾙｰﾝｲﾌ【品・ラルの香,j＄<微香怡・弱酸性〉

(１８Lコック同梱）
(１８L:.:ツケ同梱

洞方角が良く､さっぱりとした洗い上がり！
泡立ちが良く､さっぱりとした洗い上がり１
ｸﾘｰﾐｨな泡で､やさしく全身を包み込み､汚れを落としま
ｸﾘｰﾐｨな泡で､やさしく全身を包み込み､汚れを霜:と,ま
ず｡うるおいのヴェールでお肌の表面を保譲U､肌水分を
す｡うるおいのヴェールでお肌の表面を保護し､肌水分を
まもﾚﾉます`:すつきﾘﾉさわやかなグレ・プフル・ツの香ﾘﾉI．
まもります｡すっきりさわやかなグレープフルーツの香Iﾉ。
指通り軽やかな仕上がりに！
指通b軽やかな仕上がりに１
ｸﾘｰﾐｨな泡が髪をやさしく包みこみ､汚れを落とします。
ｸ･ノミィな泡が髪をやさしく包みこみ､汚れを落とi’まり‐:ヨ

サラサラ成分配合｡指通り軽やかなサラサラの髪に仕
サラサラ成分配合号指遣り樫やかな･シラリラの髪起仕
上がります｡さわやかでやさしいフローラルブーケの香り。
唐がＩ,まず・さわやかでやさしいフロラルブケの呑ﾘﾉ匡
髪から素肌までこれ一本｡しっとり、
髪から素肌までこれ－本｡しっとｂ、
やさしく洗い上げます
ク･ﾉ・ミズな泡立.ちで､髪も身俸もやさ_,<洗い.'.げる全
ケリーミィな泡立ちで､髪も身体もやさしく洗い上げる全
身シャンプー。(介護施設向け)うるおい成分植物性セ
身シャンプー吟（介護施設向け)うるおい成分植物性セ
ラミド(グルコシルセラミド)配合｡さっぱり洗えて髪やお
ラミド(グルコシルtzﾗﾐﾄﾞ)配合｡さっぱり洗えて髪やお
肌のうるぉv､を守},まず:,夕護者の方が長時間使い続
肌のうるおいを守ります｡介護者の方が長時間使い続
ｷﾅても香1Ｊ酔い､,;::くい香調です。清潔感を感じさせる
けても香り酔いしにくい香調です｡清潔感を感じさせる
ホワイトフローラルの香り。(微香性･弱酸性）
ホ'ブイLフI:.ラルの香ﾄﾉ。《微香性･弱酸性

ジョナ

フェイス＆ハンドソープ
フェイス&ハンドソープ
3Ｌ

ﾗイオン
シェービングソープ
５２０，１
520,1

248ｘ３５５ｘ１００３ｌｋｇ
248ｘ３５５ｘＴ００３,弓K９
４

305ｘ３５５ｘ３０５１３］k９
305x355x30513.？'<９

90x230x580.5kｇ
90x23Cx580.5kｇ
１２
1２

290ｘ２５２ｘ２５０７８ｋｇ
290X252X2507,8kｇ

｣ul1Illllll
'''1l1UlllIU1Ull
JlILJlMlUll
｣'1｣ｌｌｌｌｌＵｌｌｌｌ

多用途に使えて便利なソープ

洗顔､手洗い､ライトな〆・ク落生【,やひげそりなど､1本
洗顔､手洗い､ライトなメーク落としやひげそUなど､1本
で使えます｡豊かな泡立ちで優しく洗い上げます。
で使えます｡豊かな泡立ちで優､,<洗い1.6ﾌﾞます。

豊かに泡立つシェービングソープ
豊かに泡立つシェービングソープ

きめ細かい､コケのある泡立ちで､ひげブラシとラザーミキ
きめ細かい、：クのある泡立ちで､ひ{ヅブラシとラザーミキ
サーのどちらにも使える液体タイプ｡さわやかな香り。
サーのどちらにも使える液体タイプ｡さわやかな香ﾄﾉ`，

以下の商品は表下の注記をお読みください。
ｆ
Ｊ－

排ｲｽﾞ(幅X高さx奥行)繭適量
ｔｻｲｽﾞ(幅x蕊ii蕊iJMm壜

ノ (ツケージ･商品名9容量－－－，－．－－
バッケ
舳容舅
■

外鐵幅x高さX奥iﾃ砿種量‘
外装(幅X高さX奥行)Ⅷ種量

讃
鱗

－－－澪,囑騒

鐸一

欝

アルフアコンクＡ１５ｋｇ
アルファコンクＡ１５ｋｇ

！

鱸＃
蝋鍵

アルファコンクＨ１５ｋｇ
１９０ｘ２９０ｘ３００１５８ｋｇ
T90x290x300］5.8kｇ

霊塞建

l90x290x300158kg
190x290x300￣5.8kｇ

４９０３３０１４２８２０６

175X410X35024,5Kｇ
l７５ｘ４１０ｘ３５０２４５ｋｇ

0２２９７８

４Il9U壷Ｕ：

]２２９９２

－鼠

425x322x24022､5kｇ
425x322x240225kg

Ⅲｍ

４

Ｉ２

200ｘ３０５ｘ１１０５４ｋｇ
200ｘ３０５ｘ１１０５､4kｇ

||IllIlIllllllIlIlllll
｣'''11|llllll1IlllIIl
４’'９０３３０

Ｉ０

鱸）■・鱸轤

クリーンカットＨ５ｋｇ

非劇物タイプの洗浄剤(濃縮液体タイプ）
fクト
当社従来品の1/2の濃度で効果を発揮します｡コンパクト
当紅従来品のり2の濃度で効果を発揮します｡:｣ンノ
スケ
な容器は置き場スペースをとりません｡硬水地域でも
な容器は置き場スペースをとりません｡硬水地域でもスケ
･ルの付着を抑制｡環境にやさしい無りんの洗浄剤です。
ールの付着を抑制｡環境にやさしい無りんの洗浄剤です。
無りんで洗浄力が高い洗浄剤(濃縮液体タイプ）
当社従来品の1/2の濃度で効果を発揮します｡コンパク

トな容器は置き場スペースをとﾄﾉません･水質の悪い地域
トな容器は置き場スペースをとりません｡水質の悪い地域
でも洗浄力を発揮｡環境にやさしい無りんの洗浄剤です。
でも洗浄力を発揮｡環境にやさしい無りんの洗浄剤です゜

硬水地域に最適な洗浄剤(濃縮液体タイプ）
水地域に最適な洗浄剤(濃縮液体タイプ）
当社従来品の1/2の濃度で効果を発揮します｡コンパク
社従来品の1/2の濃度で効果を発揮します｡コンパク
トな容器は置き場スペースをとりません｡硬水の地域で
償容器は置き場スペ･･スをとりません｡硬水の地域で
も抜群の洗浄カなうえ､スケール付着を抑制。
腹群の洗浄カなうえ､スウ・ル付着を抑制値，

アルミ食器も安心して洗える液体洗浄剤

フ』

クリーンカットＢ２３kｇ

でｱﾙﾐ食器[::も安心｡環境にやさしい無ﾄﾉんの洗浄剤ですｃ
でアルミ食器にも安心｡環境にやさしい無りんの洗浄剤です。

アルミ保護成分配合｡アルミ食器も安心して洗えます。
アルミ保護成分配合⑪アルミ食器も安心して洗スます。
環境にやさしい無りんの洗浄剤です。
環境に:やさしい無りんの洗浄剤です。
列‐．

425X322X240225kg
425x322x24022､5Kｇ

ｌ‐

』

アルミ食器も安心して洗える(濃縮液体タイプ）
ｱﾙﾐ食器も安心して洗える(濃縮液体タイプ）
当社従来品の1/2の濃度で効果を発揮します｡コンパクトな
当村従来品の1/2の濃度で効巣を発揮します=コンパクトな
容器は置き場スペースをとりません｡アルミ保護成分配合

９０３３０１０２３０１２

ｌ

１１ｉｉｉｉｉｌ

lil l i i i i
辮

クリーンカットＢ５ｋｇ
クリーンカット８５kｇ

200X305X句１０５．４１(９
200x305x11054kg

｜Ｉ

鵜
i ililil鑿
鍵

l75x410x35026,5kｇ
175x41Ox350265kgl4

１尋

轤霞
ii鑿鑿Ｉ

クリーンカットＡ２５kｇ

Ｉ

２
１’

,蜀罰

蕊＃～：

１．

アルファコンクＰ１５ｋｇ

１
１

騨錘

Ｉ

エⅡ

屋窒践卯覇騨圏嗣宗琉篭罰剰雷‐．’‐．‐．
……墓霧讓異薑

…|函

Ⅲ郡

鯛

－鼠

190ｘ２９０ｘ３００１５８ｋｇ
190x290X30015､81<９

１

Ｉ

１１

i 1i 霞繰

3０４１９７

４’'９０３３０．

一二…ｌ劇物｜

アルファコンクＮ１５ｋｇ

２８７２８５

１

群

Ｉ

鱸商ｌｉ鵜鳧臘癬拠鈩

Ⅲ1１
''1Ⅲ|IlIllllll1lllllll
|ルIｌｌ
411ｌｌｌｌｌ'1'！’ |LI｣’
11111Ⅱ111
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190x290x30015,8kｇ
l90x290x30015Bkgll411すけ弱6：

一噸
－６錘

v鑓iｉｉ…。
商品特長

』 ＡＮ コード

M職

1ＲＪＮＫｎ

食器の茶しぷや黄ばみを防止する液体洗浄剤
食器の茶しぷや黄ばみ左防止する液体洗浄剤

漂白剤配合で食器やグラスの仕上がりがスッキリ。
漂白旬I配合で食器やグラスの仁上がりがスッキリ。

環境に優しい無ﾄﾉんの洗浄剤です。
環境に優しい無りんの洗浄剤です。

非劇物タイプの液体洗浄剤
硬水の地域でもスケールの付着を抑制｡環境にやさし
硬水の地域でもスケルの付着を抑制財環境いやさし
い無りんの洗浄剤です。
い無}）んの洗浄剤です［

４９０３３０１０２３００５

や示久ｎ

Ｖ

艤……

鱸

クリーンカットＨ１３kｇ
l90x290x300138kg
190X290X3001381<９

クリーンカットＨ２５kｇ

４’'９０３３０１''１８２４０５

Ｉ

l75x410x35026,5kｇ
175x410x35026,5kｇ

蘓

Ⅶ鑿曇

クリーンカットＰ２５kｇ

鱸
Ii li i l

クリーンカットＬ５ｋｇ

１

４９０３３０１

200Ｘ３０５ｘ１１０５４ｋｇ
200x305x弓105,41<９
４

425x322x240225kg
425X322X240225kg

４１'90百３Ｄ

可ｊ

議辮億口議議

Ｉ

190x290x30013､81<９
l90x290x3001a8kg

i'１霧ｉｉｉ；i i l
Ｅ這囲＝3’

クリーンカットＬ２５kｇ

Ｉ

180x425x365263I<９
l80x425x365268kg

中性クリーンカット

20kgll80x425x365213kg
l80X425x365213kg
180x425x3652?.3kｇ
20kｇ

１１１８７０

硬水の地域に最適の液体洗浄剤
硬水の地域でも抜群の洗浄カなうえ､スケール付着を
硬水の地域でも抜群の洗浄力なう
え､スケ･ル付着を
抑制します。

２０１１６８

無りんで洗浄力の高い液体洗浄剤
水質の悪い地域でも抜群の洗浄力を発揮します｡環境
[(:やさしい無0ﾉんの洗浄剤です。
にやさしい無りんの洗浄剤です。

４９０３３０１０２Ｚ９６１

⑫自認

クリーンカットＬ１３kｇ

９０３３０１

４９０３３０１１８２４１２

１８０X425x365263kg
180x425x36526,3kｇ

（｜劇物｜

Il 鱸藝
i l1i i 1i

Ｉ

l90x290x300138kg
190x290x30013.81<９

’＿，

Ｉｌ‐－．●‐
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クリーンカットｐ１３kｇ
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中'性タイプの液体洗浄剤
中性タイプの液体洗浄剤

中性タイプなので､排水時のｐＨが気になりません｡硬
`.:性タイプなので､排水時のpHが気にな}ﾉません｡硬
水の地域でもスケル付芦を抑制します。
水の地域でもスケール付着を抑制します。
酵素のチカラでデンプン汚れもスッキリ除去｡低泡性な
酵素のチカラでﾌ雪ンプン汚れもスッキリ除去｡低泡性な
ので､浸漬剤としても使用できます。
ので､浸潰剤としても使用できます。

注)食器洗浄機関連の商品につぎましては､メンテナンスが必要な商品となります｡また､劇物の商品狂販売する場合には、「毒物及び劇物取締法｣により、
様々な規制がされておbます゜初めてお取り扱いになる場合には､弊社営業担当までお問い合せの上､お取り扱いください。

1０

以下の商品は表下の注記壷お読みください。

蔦|:il1雲鴛:１W菫,MiwmlJ

ｻｲｽﾞX幅X高さx卿ﾃ)ｍ･童量

パ ﾂケ 一ジ.商品名･容量
パッケー
,ジ・商品名｡容臺

：

－｣函’

轤鑪

5kｇ

憾

シヤインリキッドNＲ
１３kｇ
13kｇ

２５kｇ
25kｇ

１

l７５Ｘ４１０Ｘ３５０２６５ｋｇ
175x410x35026,5kｇ

４

１４８ｘ１４４ｘ１４８２６ｋｇ
148ｘ弓44ｘ1482.6kｇ

ネクストコンクＰ

2.5kｇ

エコペレＡ２ｋｇ

４

214Ｘ２８４Ｘ１１０２０ｋｇ
214x284x1弓02.0kｇ
８

382X271x273167kg
382x27司ｘ27316.7kｇ

マイスターCＡ４５ｋｇ
マイスターCＡ4.5kｇ

~:鎧埼

l48x242x14847kg
148x242x1484,7kｇ
４

306X260X30119Jkg
306x260x30119.\k目

。Ｕ凶一一一一

マイスターＣＲＳ５kｇ

l４６ｘ２４２ｘ１４６５２ｋｇ
146X242X1465､2kｇ

４

４

302x265x2982111<９
302X265X29821,1kｇ
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，|麺
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･'､蝿獣

」劇物｜
函

I蕊
鬮蕊１
－弩！

マイスターCＳ
マイスターCs
エクセル５kｇ

l４６ｘ２４２ｘ１４６５２ｋｇ
146ｘ２４２ｘ１４６５､2kｇ
４

302x265x298211kg
302x265x29821､11<９

l４６ｘ２４２ｘ１４６５２ｋｇ
I46x242x14652kg
マイスターＣＺ
マイスターCＺ
マイスターＣＺＨｏﾊ巨什巨人'牛ｏｕ･ＥＫＥｌ

ハイバー５kｇ
ハイパー５kg302x265x298211kg
ﾊｲバー5kgl302x265x298211kg
302X265X29B21］1<９

ﾏｲｽﾀｰｼﾔｲﾝNRl146x242x14642kg
マイスターシャインNＲ
蕊マイｽﾀｰｼﾔｲﾝNR146x242x14642kg
4kｇ

I46x242x弓４６４．２kｇ

‐＝ら檮津塁

』一一Ⅳ

十－零蔭：

醤～瀞

纒騒
鍾翻

}鐘

l30X270X95２］k９
フレッシュアッブコンク
フレッシュアツプコンク130x270x9521kg
2kｇ

２kg202x294x14144kg
202x294x１４１４．４１<９

l30X270X952,11<９
ﾌﾚﾂｼｭｱﾂプリンス｜]30x270X9521kg
フレッシュアッブリンス

露
蕊

2kｇ

鱒
｛熱

鶴
鑿1iiiiih，

新開発“スボットクリア成分',の働きで食器やグラスを
新開発``スポットクリア成分”の働きで食器やグラスを
キレイにすばやく乾燥。
キレイfi昔すばやく乾燥一

硬水地区でも高い洗浄力とスケール付着抑制｡環境
に優しい無0/んﾀｲﾌﾟ。
に優しい無りんタイプ。
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４

２

２

204ｘ２５２ｘｌ２５４Ｊｋｇ

フレッシュアップﾘンス
ﾌﾚﾂｼｭｱﾂプリンス204x252x12541kg
ﾌﾚｯｼｭアッブリンス
４kｇ
4kｇ
４kg275x282x22087kg
275X282X2208､7kｇ

２

ﾌﾚｯｼｭアッブリンス
フレッシュアッブリンス
10kg

Ｉ

再正

-珸孑

き､すすぎ性に優れます｡硬水地区でもｽｹｰﾙの付着を抑制します｡25ｋｇ
き､すすぎ性に優れます｡眉水地区でもスケルの付着を抑制しますD2510g
と壇量で二jﾝ/竹卜｡設置鳩所や{竈スペ…ｽｾとりまぜ山減客容器を採用｡
と軽量でｺﾝﾊﾟｸﾄ｡設置場所や保管ｽﾍﾟｰｽをとりません｡減容容器を採用。
アルミも洗えるペレットタイブの省ゴミ洗浄剤
アルミも洗えるペレットタイプの省ゴミ洗浄剤

ｶｰﾄﾘｯ”イブと比べ大幅にｺﾞﾐ量を削減｡ﾍﾞﾚｯﾄ(つぷ状）
ｶﾞｰﾄﾘｯｼﾞｯzイブと比べ大|層に:Jﾐ量を削減。
ﾍﾟﾚｯﾄ(つぷ状）
なので粉立ちや液ハネの心配がありません｡アルミ保護成分
アルミ保篭成分
なので粉立ちや液ﾊﾈの心配があﾄﾉません（
配合でｱﾙﾐ食器も安心｡環境にやさしい無りん洗浄剤です。
配合でｱﾙﾐ食器も安心｡環境にやさしい無
}｣ん洗浄剤です。

食器の茶しぷや黄ばみを防止
ペレットタイプの省ゴミ洗浄剤
ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾀｲﾌﾟと比べ大幅にｺﾞﾐ量が削減します｡ﾍﾟﾚｯﾄ(つぷ
ｶｰﾄIﾙｼﾞﾀｲﾌﾞと比べ大幅にﾆｺﾞﾐ量が削減します目ﾍﾟﾚｯﾄ(つ
状)なので粉立ちや液ﾊﾈの心配がありません｡塩素系漂白剤配
状>なので粉立ちや液ﾊﾈの心配がありません｡塩素系漂白剤
合でｸﾞﾗｽをｽｯｷﾘ仕上I推す｡環境にやさしい無りん洗浄剤です。
合で”ｽをｽｯｷﾘ仕上０$まず｡祭j覧{iHやさしい無りん洗浄剤承
アルミ食器も安心して洗える固形洗浄剤
アルミ保護成分配合｡アルミ食器も安心して洗浄できま
す｡環境にやさしい無りんタイプ｡減容容器採用でゴミ
す｡環境にやさしい無し)んタイプ｡減容容器採用で.jミ
の容積を削減。

洗浄力の高い非劇物タイプの固形洗浄剤
硬水地区でも高い洗浄力とスケールの付着を抑制します。
硬水地区でも高い洗浄力とスケ・ルの付着を抑制します。
環境にやさしい無りんタイプ･減容容器の採用でゴミの
環境にやさしい無ﾄﾉんタイプ｡減容容器の採用で:i,ﾐの
容積を削減。

411Ⅲ!'I1llIlblB'甥！

９０３３０１０６７１８４

食器にやさしく洗浄力の高い固形洗浄剤
食器保護成分を配合｡全彩食器やクリスタルなどのデ
食器保護成分を配合｡金彩食器やクリスタルなどのデ
リウ・・ﾄな食器も安心､,ｒ洗浄できます`,環鏡i■やさ;，
リケートな食器も安心して洗浄できます｡環境にやさし
v､鶉りんタイプ回減容容器採用でゴミの容積を削減。
い無りんタイプ｡減容容器採用でゴミの容積を削減。

０６７１７７

抜群の洗浄力とスケール付着を抑制する固形洗浄剤
とスケール付着を抑制する固形洗浄剤
硬水の地域でも抜群の洗浄力とスケールの付着を抑
も抜群の洗浄力とスケルの付着を抑
制する高性能洗浄剤｡減容容器採用でゴミの容積を
性能 洗浄剤｡減容容器採用で::ﾐの容積を
削減。

４

４

コンパクトで高性能１濃縮固形洗浄剤
当社従来品固形洗浄剤の1/2の濃度で効果を発揮します｡低濃度で使用で
当壯従来品豆膨洗浄剤の1鰹の濃度で効臭を発揮します｡低濃度で使用で

洗浄力の高い固形洗浄剤
水質の悪い地域でも高い洗浄力を発揮｡さらに､スケー
水質の悪い地域でも高い洗浄力を
発揮｡さらに､スケー
い無りんタイプ｡減
ル付着を抑制します｡環境にやさしい無りんタイプ｡減
ル付着を抑制します。環境Iこやさし
客容器採用でｺﾞﾐの容積を削減。
容容器採用でゴミの容積を削減。

４

202ｘ２９４ｘ１４１４４ｋｇ
202ｘ２９４ｘ１４１４､4kｇ

175x305x2451q7kg
l75x305x245107kg

リンス剤を使わなくても食器を

キレイにすばやく仕上げる液体洗浄剤

４

ﾘﾝｽ剤を使わなくても食器をｷﾚｲにすばやく仕上げる固形洗浄剤
ﾘｿｽ剤を使わなくても食憲をｷﾚｲ|こすばやく仕上l滝固形洗浄剤
新開発"スポットｸﾘｱ成分，，の働きで食器やｸﾞﾗｽをｷﾚｲi､:す
新開発"ｽﾎﾟｯﾄｸﾘｱ成分"の働きで食器やｸﾞﾗｽをｷﾚｲにす
ばやく乾燥｡硬水地区でも高い洗浄力とスケール付着抑制｡環
ぱやく乾燥｡硬水地区でも高い洗浄カヒスケル付着抑制｡環
境に優しい姜りんﾀｲﾉ｡iMk容容器採胎でｺﾞﾐの容積を削減。
境に優しい無りんﾀｲﾌﾟ､減容容器採用でｺﾞﾐの容積を削減。

４’'９０３３０１１'４

ごくわずかな添加量で効果を発揮する濃縮タイプ
くわずかな添加量で効果を発揮する濃縮夕
当社従来品の1/2の濃度で優れた効果を発揮､グラスや
当社従来品の1/2の濃度で優れた効果を発揮､‘
食器類が驚くほど輝きます｡コンパクトで設置場所や保管
食器類が驚くほど輝きます.＝ンﾊﾟｸﾄで設置場所
スペースをとりません｡減容容器採用でｺﾞﾐの容積を削減。
スペ･スをとりませ“減容容器採用でゴミの容榿？

５４０４
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戊

食一器洗浄機一馬二（リンス剤）

。《国肇辨厨嵩趣踏閖毎Ｍ毒ン守禽瓠）「罰．

鑿

曰Ａ

4kgl300x268x2981Z1kg
４kg300x268×29817.1ｋｇ
300x268x29817､弓k９

＝

や管

罷騨鋼鱸鶴驚嘩

霧
痒弐

２１２８４３

４''９０３３０１''１９３０９８

１４６Ｘ２４２Ｘ１４６４２ｋｇ
146x242x1464,2kｇ
300x268x2981ス11<９
300X268X29817,Tkg

９０３３０１

４’'９０３３０１

382ｘ２７１ｘ２７３１６７ｋｇ
382x271x27316､71<９

エコペレＢ２ｋｇ

9０３３０１

薑1」|lｌｌｌ

４

315ｘ１６５ｘ３１５１１０１<９
315Ｘ１６５Ｘ３１５Ｔ､0kｇ
214ｘ２８４ｘ１１０２Ｄｋｇ
214x284x~１０２．０kｇ

~灘薯、商品特長
商品特長

４

シヤインリキッドNＲ

マイスターCＨ４ｋｇ
1蕊霧！
l;露鬮｜ﾏｲｽﾀｰCＨ４ｋｇ
ｉｉｉ1轍

蕊

麟

l90x290x300￣ａ8kｇ
]９０x290x3001a8kg

ＡＮコード
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４

マイスター

UV

函
；函

ｉｉｌ

４

時■ロ臼田燕Ｐ去

陸鑓劃

灘

428x322x24022Dkg
428x322x24022､0kｇ

マイスター

`Jf2A霊Hｉ

吊議Ｉ

200ｘ３０８ｘ１１０５４ｋｇ
200ｘ３０８ｘ１１０５,41〈９

８．

灘
鑿

霧一一 》一一一

繩辮鑓騨蕊 騨蘂食鴬
舞獅嘩圧（瀞 …）鴬 …畷
食器瀧浄機爵（洗浄剤）

賎

鵜

マイスター
シヤインリキッドNＲ

｜Ｉ

蕊騨
鱸

霞琴

タ}蓑(IIHX高さX奥句NII,璽量

ゴー_L一二

悪連冨

わずかな添加舅でグラスや食器類が輝く仕上がbに１
わずかな添力Ⅱ量でグラスや食器類がW単く仕上がりに１
わずかな添加量で乾燥を早め､グラスや食器類に輝きを
与えます｡食品添加物成分のみでできた安全性の高い
与えます`,食品添加物成分のみでできた安全性の高い
リンス剤です｡２kg､4kgば減容容器採用でゴミの容積を
リンス剤です｡２kg､4kgは減容容器採用でゴミの容積を
削減。

璽
紐

11

注)食器洗浄機関連の商品につきましては､メンテナンスが必要な商品となbます｡また､劇物の商品を販売する場合には､「毒物及び劇物取締法｣により、
様々な規制がされておbます゜初めてお取り扱いになる場合には､弊社営業担当までお問い合せの上､お取り扱いください。

以下の商品は表下の注記をお読みください。

ﾄﾞﾂｹｰｼﾞ暦晶…|駕鱒:露iWi藍'',“・ANｺｰﾄﾞ憲晶糯長
腓重量
Lｻｲｽﾞ(lMx高錘奥iﾃ)限種量

ｐ「KO・

ノ
パヅケー

鱸
鑓
霧

函
霞霧函
中和剤SＲ１ｋｇ

霧?i１ｉｉ
轤亟

２

2８
X266X215
283ｘ２６６ｘ２１５８８ｋｇ
8kｇ

SR-204kg
l邊薗…愚ｌｌＳＲ－２０４ｋｇ
､罰早鶯二季暮雪
鱸議轤ｉ

1７８９８９

２

2コ
<265Ｘ260
214x265x260a7kg
7kｇ

90ｘ用５５ｘ9０
90Ｘ１５５Ｘ９０１１kｇ
1kｇ
４

ｌ８５ｘ１７０ｘ１９０４５１<９
I85x170x1904､51<９

４

Ｉ劇物｜

中和剤AＲ２２ｋｇ
中和剤ＡＲ２２ｋｇ

Ｉ

l75x410x35023､5kｇ
175ｘ４~0ｘ35023.5kｇ

｣'１塁IIIlllllll
l11lllllⅡ
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||L｣llIlIlll
|山,''''''1llllllll
11｣|Ⅱ
llllUl1111111111

素早い乾燥1食器を美しく仕上げます
わずかな添加量で食器やｸﾞﾗｽが素早く乾燥します｡食
わずかな添加量で食器やｸﾞﾗｽが素早く乾燥します!】食
器類にスポットを残さずタオリングが不要｡食品添加物
器類にスポットを残さずタオリングが不要｡食品添力Ⅱ物
成分のみでできた安全性の高いリンス剤です｡４kgは減
成分のみでできた安全性の高いIﾉﾝｽ剤です｡４kgは減
容容器採用でゴミの容積を削減。
容容器採厘で:ｺﾞﾐの容積を削減｡

４９０３３０１３８７８６２

20
x252x125
204ｘ２５２ｘ１２５４２ｋｇ
21<９

2［
<252ｘＴ２５
204x252x125411<９
I<９

１

蔓二三T響霧
liiiiiii蕊；

ブリソークコンク４kｇ
プリソークコンク４kｇ

Ｉ

l75x305x2451q7kg
175x305x2451q7kg

１

１０kｇ
１０kｇ

ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡつｆ
ⅦⅡⅧⅡⅧⅢⅡｍｎプ

愚

Ｊ膜■

薑

ブライトナーリンス

散一一⑭

用

夷奮：

腱．-列

》

糞器瀧澤機 用（態騨涯這醜

i i！

275x282x22087kg
275x282x2208､7kｇ

可

鱸
鱗
■院

Ｉｉｌ Ｉ

：式

目

商：
謹翻商品特長,

ⅢⅢⅢⅡⅡⅢⅡⅡラｒ

蕊！！
雰

204x252x12541kg
204x252x1254]k９

加川叩皿皿ⅡⅡ叩可２

ブライトナーリンス
４kｇ
4kｇ

．１ⅡⅡⅡⅡ山ラｒ
Ⅲ旧旧旧旧旧旧咀Ｅｊ

･早I■

タI鑿(幅x高YAfx劇矛)ＩＭＩご箪暉！

穏完扇壷甥’

ＪＡＮ． -ド

iWI1i

ｌ

章

■

乾燥した頑固なデンプン汚れに
浄前;弓食器
濃縮タイプの浸漬剤で､食器洗浄機の洗浄前に食器
濃縮タイプの浸漬剤で､食器洗浄機の洗
や箸を浸漬することで特に効果を発揮します｡酵素の働
や箸を浸漬･することで特に効果を発揮しま１ 1.Ｅ酵素の働
きにより浸漬するだけで汚れを除去しやすくします。
きIiHよﾄﾉ浸漬.；るだけで汚れを除去しやすぐ

ｶﾞﾝｺな石灰質スケールを強力に除去(スケール除去剤）
ｶﾞﾝｺな石灰質ｽｹｰﾙを強力に除去(スケール除去剤）
自動食器洗浄機liH付着1,ｽﾞ:ｽｹｰ･ルを短時間で簡単に除
自動食器洗浄機に付着したスケールを短時間で簡単に除
去できます｡金属腐食防止剤の働きでステンレスなどの材
去できます｡金属腐食防旦剤の働き でステンレスなどの杉
せる減容容器を採用。
質を傷めません｡容器ば､側目後【i:つ5：
質を傷めません｡容器は､使用後につぶせる減容容器を採用。
酸性洗浄剤使用時の排液の中和に(粉末中和剤）
酸性洗浄剤使用時の排液の中和’
(粉末中和剤）
スケール除去後の酸性溶液を簡単に中和することがで
スケ･ル除去後の酸性溶液を簡艶 ;,｡和することがで
ん｡塩素を含みま
きます｡穎粒状でムセることがありません｡塩素を含みま
きます[:頬粒状でムセるL二とがあり雪
せんので塩素ガスが発生しません。
せんので塩素ガスが発生しません侭

アルカリ洗浄剤使用時の排液の中和に(液体中和剤）
専用装置(排水簡易中和システム)を用い､簡易的に
専用装着(排水簡易中釆!;システム)を用い､簡易的(「
中和することができます。

４９０３３０１２０１１４４

Ｉ

注)食器洗浄機関連の商品につきましては､メンテナンスが必要な商品となbます゜また､劇物の商品を販売する場合には、「毒物及び劇物取締法｣により、
様々な規制がされております｡初めてお取b扱いになる場合には､弊社営挙杷当までお問い合せの上､お取り扱いください。

1１２

１『

…

ﾄﾞｯヶｰｼﾞ彌晶各壼｜iii:{|窯:欝憶
外装(幅x高さx奥行)、 目量

鑿１
■

： 蕊’
》一》
露羅欝

舗蕊１

Ｂ霞鱈iHiU

１

ｊｉＭｌｌ:iｌ

－》’

１

鰄蕊欝鰄

ラン揺りｉ用品〈

500ｘ９５ｘ３２５１５２ｋｇ
500x95x325￣5.2kｇ

ニューバイオサット

１５kｇ

１

500ｘ９５ｘ３２５１５２ｋｇ
500x95x32515､21<９

合繊用バイオサット
201〈９
２０kｇ

１

600x90x39020,3kｇ
600ｘ９０ｘ３９０２ｑ３ｋｇ

無蛍光合繊用
バイオサツト２０kｇ

鴬

１５kｇ

600ｘ９０ｘ３９０２０３ｋｇ
600x90x39020,3kｇ

エルサット
クリーンホワイト

20kｇ
２０kｇ
低温ダッシュ
２０kｇ
20kｇ
ダストクリーン２０
２０kｇ

600ｘ９０ｘ３９０２０８ｋｇ
600x90x39020,3kｇ

Ｉ

600ｘ９０ｘ８９０２ｑ３ｋｇ
600x90x39020､3kｇ

Ｉ

495x220x295162kg
495x220x2951621<９

カラーライオパワー

》。 》》｝輕

液体ハードダッシュ
１５kｇ
15kｇ
無蛍光シーロー
１８kｇ

Ｉ

400x220x265157kg
400ｘ２２０ｘ２６５Ｔ５`7kｇ

Ｉ

316Ｘ２５７ｘ３１６］5.4kｇ
316ｘ２５７ｘ３１６１５､4kｇ

DBテナ。
IODﾃﾅｰ

Ｉ

316ｘ２９７ｘ３１６１８８ｋｇ
316ｘ２９７Ｘ３１６１８､8kｇ

ﾛﾖﾃか
DBﾃﾅｰ）

１

シーローＬＳ１７
－ローＬＳ１７

』』

ダストケアー１５
１５kｇ
15kｇ

７

１７kｇ
ｌｋｇ

１－升

鱸

騨織辮辮繩鋼騨鰄鍔蝋蝿辮辮鋤辮哩鏑一

ライオン
イオン

245x385x245178kgl(ﾀﾌﾃﾅｰ）
245ｘ３８５Ｘ２４５７８ｋｇ
Ｉ

316ｘ２５７ｘ３１６１５７ｋｇ
316ｘ２５７ｘ３１６ｉ５､7kｇ

､ﾖﾃﾌﾞ＝
【OBﾃﾅｰ）

’

400x220x265157kg
400x220x26515､7kｇ

－１
－０

Ｉ

１割

495x220x29516,2kｇ
495ｘ２２０ｘ２９５１６２ｋｇ

１薮
１０

Ｉ

ワンショット

１５kｇ

｣''1''''''1l1lUll
｣''１壷11｣llllllUll
｣||L｣L1llllll
MI1llIll
｣''1竈１１｣11111|’
''1J含'''''''1'''１|’
｣|||j論'１｣1Ulllll
'1111｣lllllUlUlll
｣||豆1l1UUlllll
||lLl1｣.UUl1llll
｣|IL｣Ｉｌｌｌｌｌｌｌｌ
||IlIlllllll１ｌｌｌｌｌｌ
｣I|」'1|Ⅲ
|||"｣||lUl1lllllll
｣||L｣lllllllIIlUl
''１J,lllul1Ul
｣'1壷|Ｉ
｣１１蕊｡|llllIlIllll
｣||露'１
｣''1重IMlIll
l1l1LIl1lllll
｣'''1;J[｣Illl1ll
｣|Il1lIuIl1lll1||’
｣１１１｣’
|lll雪｡Ｍｌｌｌ
｣||[｣Ⅲ｜
||Ill』llllllUlllll’
｣||L｣lＭｌｌｌｌ
'''1重｡｣ｌｌｍｌｌ
｣|I1JlI1lllll
'''1J'''''111品lIlll

ノーオン系粉末洗宵’
ノーオン系粉末洗剤。
ハード汚れに強く､水質に左右されない強力洗剤。
ハド汚れに強く､水質に左右されない強力洗剤。

ノニオン系粉末洗剤。
使い勝手が良く､経済性に優れる汎用洗剤
使い勝手が良く､縛済|年に優れる汎用洗剤。

ﾉ.~.オン系
ノニオン系合成繊維混合用粉末洗剤。
瓦繊維混合用粉末洗剤。

合成繊維の特長を考慮し､中～低温での洗浄力､再汚
合成繊維’
烏長を考慮{ハ`i､～低温での洗浄力､再汚
染防止性に優れる。
【れるｅ
染防止性’

ノニオン系合成繊維混合用粉末洗剤。
繊用パイオサットの鶉蛍光
合繊用バイオサットの無蛍光品。

末洗剤｡業界初の過酸化水素活性化剤
ノニオン系粉末洗剤｡業界初の過酸化水素活性化剤
配合洗剤。
抜群の除菌パワーで被洗物を清潔に仕上げる。
(ワ･･で被洗物を清潔に仕＝げる`】

ノニオン系粉末洗剤。
ノー゛,オン系粉末洗剤管

成分を強力|像去。
高性能ﾄﾗｯﾌﾟ成分配合で､黄ばみ成分を強力除去。
高性能ﾄﾗｯﾌﾟ成分配合で､黄;`fみ

驚きの白度維持を実現。
驚きの白度維持を実現。

ノニオン系粉末洗剤`，
ノニオン系粉末洗剤。
45～50℃洗浄でも実力を発揮するECO洗剤⑪
45～50℃洗浄でも実力を発揮するECO洗剤。

ハ･･ﾄﾞな汚れ{::パワフルアタック｡
ハードな汚れにパワフルアタック。

ﾀﾞｽﾄコントロール製品向け粉末洗剤。
ダスト:lントロール製品向け粉末洗剤。

アニオン系粉末洗剤｡ダブル酵素で油･たんぱく質汚れ
アー.オン系粉末洗剤曙ダブル酵素で油･たんぱく質汚れ
に強い。
;巴強い⑪

３６１２９９

ライオパワー
１５kｇ

商品特長
叡鑓；商品特晨
巴

４

．Ⅱ馳鍬纐鋼蝿

鱸
蝋
臘 藤
露
鑿
露
露－－．鐘声硬ロ

ダブルコーソ
１５kｇ

Ｉ

ヨヰ：ｂ

Ｘ；

１

i蕊藪i:鶴
|轤藝霊

無蛍光ダッシュ

鵜

１

686ｘ１ＯＯｘ４２０２０､4kｇ
686ｘ１００ｘ４２０２ｑ４ｋｇ

l露i議蕊iｉｉ
|露鑿議

'１蕊蕊’
|鑪驫霧’
鶴
轤篝
|霧Ｉ

Ｉ

500x95x325］5.2kｇ
500x95x325T5,2kｇ

無りん
ダッシュダブルコーソ
１５kｇ

131

Ｉ

ＪＡＮコード
‘ＪＡＮコード

１，

鱒

１５kｇ

]

バイオサット
プラスハイジーン

[○山

蕊

#'H１

０■５．ｳﾞ＋」

一巻一

…

ﾀｶ鰯

蓋一=割

lil

洗
洗
割’
劃
!､蚕
蝉

IWWm

閂■

バイオサットハード

動

鳥藤繭;iil

ロ催
公､

●■

■■■ニロー■■■

豈亭さ－７

鑿 JJ蘂1ｉ１ｉ

閉
Ｅコ

､尼宅霧

i『患一惠急」

鞠

li li

ｻｲｽﾞ（
tﾌﾟｲｽﾞ(幅x高さx奥行)Ⅲ

丁

ノ

アF-オン系粉末洗剤。
アニオン系粉末洗剤。
ダッシュダブル：－ソの無蛍光
ダッシュダブルコーソの無蛍光品。

|uHUIUUllBⅡ

４１２０５２

ノ.-.オン系蛍光剤配合粉末洗剤。芽パワー酵素と新
ノニオン系蛍光剤配合粉末洗剤。新パワー酵素と新
漂白活性化剤を配合。
白活性化剤を配合。

ノニオン系粉末洗剤(無蛍光>＝移染防止宵l:配合の色.
ノニオン系粉末洗剤(無蛍光)。移染防止剤配合の色・
柄尾ワンシニlヅ､洗剤
柄用ワンショット洗剤。

ハード汚れ用中性液体洗剤。
泡立ちが少なく､すすぎが簡単。
包立ちが少なく､すすぎが簡単ａ

5４５５２１

弱アルカリ性液体洗剤
弱アルカリ性液体洗剤。
無蛍光で色物にも安心。

白冴えに優れたアルカリ液体洗剤。
白冴えli二優れたアルカ,液体洗剤。

無塵衣料洗濯専用のアルカリ液体洗剤。
無塵衣料洗濯専用のアルカリ液体洗剤《！

。－

が縁蝿議轤融剛､璽亘．
;h鍵鱸iiii藷x1ijjjii1i憾塗．

i､.回、

｝熱

ニューＰＣホワイト
25kｇ

850ｘ１００ｘ４９０２６０１<９
850x100x49026pO1<９

550ｘ７０ｘ３６６１０４ｋｇ
550x70x3661041<９

ニューメルティ

１０kｇ
クリーニングの

204ｘ２５２ｘ１２５
204ｘ２５２ｘＩ２５

１０ｋｇ
パワフルビルダ－
１０kｇ

學江唾

無りんＬＡビルダー
１５kｇ
レオーネリキッドＭＫ
２０ｋｇ

Ｉ

584x50x3431011<９

Ｉ

350×]２０ｘ35010.41<９

1

265ｘ２５０ｘ２５７１５４ｋｇ(08ﾃﾅｰＩ

－

鱸

308X233x3081541<９１(OBﾃﾅｰ）
１，玩惟

レオーネＭＫ

１１重lMlllUlllUll
ｕ 11[’
｣||にll1lUlU
｣|llli､lllllIIlllllll
|」lllllll
｣|I誌''１l1lIllUl
｣llLJIlUlll
Ⅱ
肌｣’
'''１'蘂'MlIlll
４

１

細ﾃﾅｰ
290x280x2902q4kg(QBﾃﾅｰ）

１９１５３７

１１１１

バワフルノニオン
１５kｇ

257ｘ２８６ｘ２６８１５,0kｇ

Ⅷ》Ⅲ》｜Ⅷ冊Ⅲ雄

２２Ｌ

５

9０３３０１

－１’１’０

］宝西・
一・ヨョョヨュ・

l ili

リンクルスブレー
(話替え）

４

１１刮１１

世・哲象・寿．］

..』！

１８０x425x3502141<９
I80x425x3502旬４kｇ

－０，卦－’

蕊》驫蕊

＄

Ｉ

４４４４

￣￣￣；

３

Ｉ１１１

ファブケァーＲ２０ｋｇ
20kｇ

蕊▲

酸素系粉末標｢1割。
酸素系粉末漂白剤。
色柄ものにも使える漂白剤。
色柄もの;こも使える漂ﾃﾞ:盲|’

酸素系粉末漂白剤
酸素系粉末漂白剤。

洗剤だし)でば落ちにくじ､シミや頁ぱみを強力に除肖六。
洗斉I]だけでは落ちにくいシミや黄ばみを強力に除去。

高性能酸素系粉末漂白剤
高性能酸素系粉末漂白剤。
漂白アケチベーター配合。
白アクチベ・ター配

洗剤と併用できる液体消臭音I」
洗剤と併用できる淑体消臭剤。

n房ﾅ･・
265x234x2651U5kgl(OBﾃﾅｰ）
g65X234x265105kg

鐘篝驫鶯

塾

自動供給装置でも使用可能。
iﾖ動供給装置でも使用可能。

Ｉ

4Ｌ
428ｘ２８２ｘ２２０13.0kｇ
i蕊 後処理剤４L428x282x2201301<９
霧i霧il後懸鶴I

鑿…‐Ⅷ
議illi1I

強力な抗菌効果で繊維を清潔に保つ。臭気の発生抑
強刀な抗菌効果で繊維を清潔;｢,保つ。臭気の発生抑
制ｌＬ~も効果のある抗菌剤⑪
制にも効果のある抗菌剤。

162865

１

ウルトラブリーチＫ

１０kｇ

Iﾀﾌﾃﾅｰ

１

791ｘ１００ｘ４９５２３０ｋｇ
791xlOOx49523Dkg

胃で

クリーネス衣料用
22kｇ

速乾剤配合柔軟音|｣。
乾燥時間を短縮できる。

Iﾀﾌﾃﾅｰ)’４

１

245x385x245-6.8kｇ
245ｘ３８５ｘ２４５１６８ｋｇ

経済11生に優れる柔軟剤
経済'性に優れる柔軟剤。
抗菌剤配
抗菌剤配合。

ﾀﾌﾃﾅｰ

１

245ｘ３８５ｘ２４５１６､8kｇ
245x385x245､6.81<９

ふっくら､静電気を防ぐ『
ふぢくら､静電気を防ぐロ

識縮

鱸

245Ｘ３８５ｘ２４５１６８ｋｇ
24bx385x245￣6.8i《９

,抗菌剤配合柔軟剤員
抗菌剤配合柔軟剤。

９０３３０１''２７１１５４

Ｉ

抗菌ファブキーバーSＴ
１６kｇ

ﾀ秀ﾅー
(ﾀﾌﾃﾅｰ)’４

従来の16Lタイプを4Lボトル9本lH:濃縮`：

合馥

熱

245ｘ３８５ｘ２４５１６８ｋｇ
245x385x24516､8Kｇ

4倍濃縮の高吸水性柔軟剤．

配悶
剤時

蕊

Ｉ

ドライクイッグソフタﾄﾞﾗｲｸｲｯｸソフター

16kｇ

｣''二Jlllll1llIlll
|||’
｣||L｣mllllIl1l
｣|ILJ[｣''１|Ⅱ
||IllJl1mIl
|ll1jlllUlUIlIl
llllUIlIl1l
1111111
Ｉｌｌｌ
|LJlIlll1ll
｣'し｣lllUlllll
|||息1'''''''''１｜
｣|ILlllll1llIll
||L1llllllmll
'｣|||藷'''''''''''''１
|l11lllLlIll
｣'1|露lIl1lllll
｣l11lllllllllll
｣||L｣|Ｉ
''''11''''''''''1|’
Ⅲ」
叩ⅢⅢ叩頭Ｉ－五一事加川Ⅲ叩率
ⅢⅢⅢ川夘舛叩ⅢⅢ川扣ⅢⅢⅢⅢ死

耐堺函崩亘即癩秀
一一一蔓罎獲刺譲韮扇壷篝篝篝識》了：１二一二

薑

鑿扉;;;!：

セフト
１６kｇ
16kｇ

428ｘ２８１ｘ２２１１３２ｋｇ
428x281x22113､2kｇ

●

乾燥

鱸
離
雲 鱸
； 鱸
鱸
： 震
il1i i li
：

ライオンソフターＬ
１６ｋｇ

204ｘ２５２ｘ１２５
204x252x125

I凶Ⅱ部

蕾速乾

灘・鱸鱸轤議鱸轤鳳蕊鶯蕊

li l

ソフテスＱ
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特殊Sl{剤配合｡再汚染防_Lﾉl菖.が強力。ポリース･ﾌﾞｰﾙ
特殊ＳＲ剤配合｡再汚染防止性が強力。ポリエステル
の防汚剤としても使用できる。
の防汚剤とし-ても使用できる。

繊維の防汚処理劃
繊維の防汚処理剤。

W】汚染防..･性能力f高く､繰I｣返し洗浄の白度維持も優
再汚染防止性能が高く､繰り返し洗浄の白度維持も優
れる。
れる侭

しわを伸ばし､アイロン滑り良好な平滑音|I(詰め替え)。
しわを伸ばし､アイロン滑り良灯な平滑剤(詰め替え)。

高濃度液体洗浄強化剤。
薑濃度液悸洗浄強化剤菖

ハードな汚れの洗浄をサポートする〔
八・.ごな汚ﾅLの洗浄を･ザ･ボ。:､す゛る

８６１９１６

コンパクト型強力アルカリ助剤［
.】ンバク'､型強カアルカノ助剤

無りんタイプの粉末アルカリ･キレ。.､剤
無りんタイプの粉末アルカリ･キレート剤。

自動供給可能な液体高性能アルカリ･キレート剤［
自動供給同晏能な液体高'|生能アルカリ･キレーK剤【

アルカリパ｢フ・で洗浄ﾌﾞ]アヅプ⑪過酸化水素の澪F1効
アルカリパワーで洗浄カアップ｡過酸化水素の漂白効
果も向上`：
果も向上。

自動供給装置でも使用可能なアルカリ助剤。
自動供給装置でも使用可能なアルカリ肋剤。
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バイオバワフルコーソ
バイオパワフルコーソ
4kｇ
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ニュールビノール
ルビノール

１７kｇ
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460ｘ２３５ｘ３３５１５０ｋｇ
460x235x3351501<９

コーンスターチ
-ンスターチ
630ｘ１４０ｘ４６０２５２ｋｇ
630x140x46025,2kｇ

316x257x316157kg
3T6x257x31615､7kｇ
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250ｘ３５３ｘ２５０１６５ｋｇ
250x353x250165kg

石油系ﾄﾞﾗｲソ･･プ
石油系ﾄﾞﾗｲソープ･
抱水能に憧れるアーオン形基本ソ・プ`，
抱水能に優れるアニオン形基本ソープ

Ｉ

250x353x250］6.5kｇ
250x353x25016.51(９

低芳香系のカチオン系複合ソープ(抗菌剤配合)。
低芳香系のカチオン系複合ソ・ブ(抗菌剤配合)：

Ｉ

240ｘ３５０ｘ２４０１６５ｋｇ
240x350x24016､5kｇ

シリ:】・・ン配合ノン溶剤系複合ソ・・プ(抗菌剤配合)。
シリコーン配合ノン溶剤系複合ソープ(抗菌剤配合)。

I’

240x350x240165kg
240Ｘ３５０Ｘ２４０１６５ｋｇ

ＡＯＳを主成分とする無りん合成洗剤⑪
ＡＯＳを主成分とする無りん合成洗剤［

無りんコール
5kｇ

無りんエルレディー
51《９
5kｇ

Ｉ

360x200x2705,5kｇ
360x200x2705`51<９

レオクリーン抗菌洗剤※
レオクリーン抗菌洗剤
2OＬ

ﾚｵｸﾘｰﾝCLﾌﾞリーチ
ﾚｵｸﾘｰﾝCLブリーチ※
20kｇ

１

600×75×3655.5kｇ
600x75x3655.51〈９

高機能抗菌成分を配合した低泡'性の液体洗剤。
高機能抗菌成分を配合した低泡性の液体洗剤。

Ｉ

l80x425x365213kg
I80x425x3652気.31<９

汚物汚れも強力ｉｆ｣分解｡繊維の白さを際立.たせる貞物
汚物汚れも強力に分解｡繊維の白さを際立たせる白物

Ｉ

300x280x300212kg
300x280x3002T.21<９

諄｝樹漂白剤ロ
専用漂白剤。

優れた柔軟効果で繊維をふっくらに仕上げる柔軟剤。
優れた柔軟効果で繊組をふっくらI[:{i・・・げる柔軟剤ｃ

｜－

レオクリーンソフター※
2OＬ

102625

経済I|些.i届優れた紙袋入り無ﾄﾉん合成洗剤。
経済性に優れた紙袋入り無りん合成洗剤ｃ
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石)１１系.畔ﾗｲｿｰﾌﾞ。
石油系ﾄﾞﾗｲソープ。
帯電防止剤配合カチオン系複合ソープ(抗菌剤配合)。
帯電防｣一二剤配合カチオン系複合ソープ《抗菌剤配合)。
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リパールNＳ
151《９
１５kｇ

１
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600ｘ９５ｘ５００１１０ｋｇ
600x95X500Ｔ､0kｇ

リバールＮ
(－ルＮ

１５kｇ
《９

しわ階ﾕz効果↓､.優れ､洗灌物の黄変がない平滑剤⑥
しわ防止効果に優れ､洗濯物の黄変がない平滑剤｡

粉末ウェット用洗剤。
粉末ヮ.シi、用洗剤０

塞鍾：三三鞠雪擶、

ml11i鑿「
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経済絆Ii:優れるウニッ､ク･ﾉ..－ング用液体洗剤`，
経済性に優れるウェットクリーニング用液体洗剤。
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リバールＳ
(－ルＳ

15kｇ
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鑿

245ｘ３８５ｘ２４５１５８ｋｇ
245x385xgz1515.81<９
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リパールＤＸ
リバールＤＸ
１５kｇ
１５kg
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316x257x316157kg
3~６X257X31615､7kｇ

６２３８３０

､8ﾃﾅｰＩ

１

ハイクーロン３００

１０kｇ

シワを防ぎ､素材の風合いを維持する。
シヅを防ぎ､素材の風合いを維持する。
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スムーズケア
１５kｇ
15kｇ
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鬮糺１．議

Ｉｉ１

譲》》一》》》

１回回

懲議鍵

ニュークーロン１５

15kｇ

液体合成糊｡
液体合成糊。
ハリを与え､糊落ち性に優れる。
ハリを与え､糊落ち１１罰､:優れる。

１，

鰐

6１７６５５

ウ._･ツトクゾ・ニング用液体洗剤畑
ウェットクリーニング用液体洗剤。

エ

ツ

タンパク汚れの分解力が優れ､安定性良好なハイパワ
ーの液体酵素剤。

Ｉ

１

180x425x36521､3kｇ
１８０x425x365213kg

面※ﾚｵｸﾘｰﾝｼﾘｰｽﾞは､専用の供給装置が必要となります｡初めてお取り扱いになる場合には､弊社営業担当までお問合せの上､お取り扱いください。
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体ウエットダッシュ
液体ウエットダッシュ
15kｇ
jkg

～ｊ』,i、レイ

硬さと弾力性を与える高級天然ホワイトコーンスターチ。
硬さと弾力１１生を与える高級天然ホリイトコンス夕･･チ⑤

ライオン
イオン

25kｇ
；k８

＆撒欝(’､嘱::ｈ：:』＋川uni１．．.ォ

手軽{:二便えるハンシ笘ｨ･タイプのスプレー糊
手軽に使えるハンディータイプのスプレー糊。

－ユ
－シャキット
ニューシヤキット
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300ｘ２８５ｘ３００１７４ｋｇ
300x285x3007.4kｇ
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437x247x32018.0kｇ
437ｘ２４７ｘ３２０１８０ｋｇ

『・野『・錦

剛ｆＩ守尿国耶〈
ｌ〒｜電五シ産欣一
鴎。、．．：ｗ’・ざ』
汁鐘“吋一鍋壷璽
一藝裂謄璽１用最繍劉一一一婁工製祷クリーー一事罫用品一蔓豆謙褒リーニ藝蒙用品一嚢哩ｆ一一菱震霞義雲施設園働馬昂
…

畠：

、ｊワ鄙・梱困曰回想

鑿;i i！

禺鑪』
露》

鰐

繩r曹｜灘」齢

、

ローＬｆｐ
･危色さsェ

デーＩａ－…-11-1■￣ｕＩｍｍ－－

－峠手：稀

パッケージ･商品名｡，
名
■

暫繍`i､

‐ﾋﾟ

干与-乱司起

外装

い,弧

囚，，『］'77,'･ＹＨ'':’

罎鯛鰯辮篭
サ

Ｅ１

奥 ツ
）

llWliiI

ＩｉＩ Ａ ＃ コー ド

商品特長
：￣…．商品特長㈱、㈱‘

■L

''６

ｼﾞ滴晶名罎 繼鶴x高さx奥行】魎臘重量
ﾊﾟｯヶｰ…名』霞|露鰯膣|"njAmｺｰ偶
｡甲■

聯

ｾﾂﾞﾔｲｽﾞ(幅X高さX奥行)iml種量

nU

P㈲._P｡

１月7Ｗ
■山

国

１７’

A㈹Ⅱ

P■

}Ｉ酌－１',←,'弓

HA

I,

１１」
｢昨〆

商品特長

禰
苗

■ト

驚

晤

ド･卍一ｋ
日f‐､

今日を愛する。
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このパンフレットは販売店様向けに作成されたものですので、お取り扱し }にはご注意ください。

|無断転載禁止!|他の印刷物やWEBｻｲﾄなどでの無断使用を禁じます。

お問合せ先は

ライフ可=’1イシーンj禰艦式 二zi(１
ｈｔｔｐ:"ｗｗｗ.Ⅱ onhygiene-coJp／

●このパンフレットは2014年４月現在のものです６

－部商品の仕様等に変更がある場合がございますかくご了承ください。

〒130-00]８

EOB(5819)7770(大代表）

〒060-0001

冠011(207)7824

東京都墨FRF綿糸1-2-1ｱﾙｶｾﾝﾄﾗﾙ6階
札幌市中央区:llj-条西7-1l三井住友)崗上i札幌ﾋﾟﾙ3階
〒980-0811 Ⅲ台而讓区-鋤3.3.20損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ|Ⅱ台－番|､ﾋﾟﾙ8階
東京営業所 〒130-0013 東京都墨円反綿糸1-2-1ｱﾙｶセントラル6階
名古屋営業所 〒460-0003 名古屋市中区錦2-8-4名古屋錦ﾌﾛﾝﾄﾀﾜｰ9階
大阪営業所 〒553-0003 大阪市福島区福島７－２２－１
福岡営業所 〒814-0001 福岡市早良区百道浜2-3-8RKB放送会館5階

本社
札幌営業所
仙台営業所

冠022(222)8250
召03(5819)6667
冠052(220)6760

冠06(6454)2784
冠092(852)5918
ＫＸ－０１０４１４ＫＡＯｇ

