
本日本日よ
り
よ
り 5/315/31 ま

で
ま
で土

展示機

展示中の未使用機
デモ機

デモにて使用した機械
レンタル機

レンタルにて使用した機械
リサイクル機

オーバーホールした機械

アニバーサリー セール

（但し、北海道・沖縄・離島の方は要相談）
送料無料！送料無料！
商品を引き取りにこられたお客様商品を引き取りにこられたお客様

3万円以上ご成約のお客様3万円以上ご成約のお客様

総額より5%OFF!総額より5%OFF!

30万円以上
ご成約のお客様
30万円以上
ご成約のお客様
リンレイ
プチルーク
リンレイ
プチルーク

進呈進呈定　価
60,000円

現品限りの
早い者勝ち
現品限りの
早い者勝ち
現品限りの
早い者勝ち
現品限りの
早い者勝ち

当社の価格は全て税抜表示となっております。当社の価格は全て税抜表示となっております。

リサイクル・レンタルショールーム 8周年企画リサイクル・レンタルショールーム 8周年企画 特典特典
IMAFUKU
IMAFUKU今 福今 福

自動床洗浄機自動床洗浄機

6ヵ月保証レンタル機

■定価/240,000円

商品番号

1

1年保証展示機

■定価/445,000円

商品番号

2
6ヵ月保証レンタル機

■オープン価格

商品番号

4
6ヵ月保証レンタル機

■定価/395,000円

商品番号

5

コード式・清水タンク4L・汚水タ
ンク4L・洗浄幅300mm・軽量
なボディで、いつでも使いたい時
に床洗浄が可能。旧モデル

コード式・清水タンク4L・汚水タ
ンク4L・洗浄幅300mm・軽量
なボディで、いつでも使いたい時
に床洗浄が可能。旧モデル

6ヵ月保証レンタル機

■定価/849,750円

■定価/1,170,000円

■定価/635,000円 ■定価/1,000,000円

商品番号

14

1年保証展示機

商品番号

15

3ヵ月保証リサイクル機

■定価/2,396,000円■定価/1,437,500円

商品番号

23

6ヵ月保証レンタル機
■オープン価格

商品番号

24 6ヵ月保証レンタル機
■定価/3,500,000円

商品番号

25
6ヵ月保証レンタル機

■定価/3,000,000円

商品番号

26
1年保証展示機

商品番号

22

6ヵ月保証レンタル機

商品番号

6

1年保証展示機

商品番号

7

6ヵ月保証レンタル機
■オープン価格

商品番号

8

1年保証展示機商品番号

9

6ヵ月保証レンタル機

6ヵ月保証レンタル機

商品番号

10

1年保証展示機商品番号

11

充電器内蔵・清水タンク30L・汚水タンク
35L・立ったままの姿勢でパッド台の着脱
が可能。パッド台付属。

充電器内蔵・清水タンク30L・汚水タンク
35L・立ったままの姿勢でパッド台の着脱
が可能。パッド台付属。

充電器外付・清水タンク40L・回収タンク35L・V
型スクイジー搭載・中央の大型車輪を軸にして動
くので、小回り性抜群です。パッド台の脱着も簡単。
パッド台付属。

充電器外付・清水タンク40L・回収タンク35L・V
型スクイジー搭載・中央の大型車輪を軸にして動
くので、小回り性抜群です。パッド台の脱着も簡単。
パッド台付属。

充電器外付・自走式・清水
タンク40L・回収タンク40L・
洗浄幅500mm・走行スピードに合わせて散水量
を調整するインテリフローを搭載。V型スクイジー
搭載。パッド台付属。

充電器外付・自走式・清水
タンク40L・回収タンク40L・
洗浄幅500mm・走行スピードに合わせて散水量
を調整するインテリフローを搭載。V型スクイジー
搭載。パッド台付属。

充電器外付・自走式・洗浄幅650mm・清水タン
ク76L・回収タンク76L・パッド圧切替可能。
充電器外付・自走式・洗浄幅650mm・清水タン
ク76L・回収タンク76L・パッド圧切替可能。

充電器内蔵・20インチウォークビハインドクラスのコンパ
クトボディの搭乗式。従来の搭乗式では使用不可能だった
狭いスペースでも使用可能。リフト付きのハイエースにも

搭載できます。

充電器内蔵・20インチウォークビハインドクラスのコンパ
クトボディの搭乗式。従来の搭乗式では使用不可能だった
狭いスペースでも使用可能。リフト付きのハイエースにも

搭載できます。

充電器外付・清水タンク110L・汚水タンク110L・
小型で操作性の高い搭乗式！
充電器外付・清水タンク110L・汚水タンク110L・
小型で操作性の高い搭乗式！

充電器外付・清水汚水兼用タンク150L・コンパク
トな搭乗式。
充電器外付・清水汚水兼用タンク150L・コンパク
トな搭乗式。

6ヵ月保証レンタル機

■定価/1,020,000円

商品番号

16

1年保証展示機

商品番号

17

6ヵ月保証レンタル機

■定価/790,000円

商品番号

18
3ヵ月保証レンタル機

■定価/1,250,000円

商品番号

20

1年保証展示機

商品番号

19

充電器内蔵・清水タンク33L・回収タンク33L・
節水機能搭載で、1回の洗浄水補給で2時間の洗
浄作業が行えます。パッド台付属。

充電器内蔵・清水タンク33L・回収タンク33L・
節水機能搭載で、1回の洗浄水補給で2時間の洗
浄作業が行えます。パッド台付属。

充電器外付・洗浄幅400mm・清水タンク25L・汚水タンク
25L・シリンダータイプで凹凸のある床面に最適。旧モデル
充電器外付・洗浄幅400mm・清水タンク25L・汚水タンク
25L・シリンダータイプで凹凸のある床面に最適。旧モデル

充電器外付・自走式・洗浄幅450mm・清水
回収タンク兼用42L・節水型ブラシにより、
使用洗剤のコスト削減可能。

充電器外付・自走式・洗浄幅450mm・清水
回収タンク兼用42L・節水型ブラシにより、
使用洗剤のコスト削減可能。

充電器内蔵・清水タンク29L・回収タンク
29L・高い効率性でコンパクト・スイッチ２つ
の簡単操作・長寿命なポリエチレンボディー。

充電器内蔵・清水タンク29L・回収タンク
29L・高い効率性でコンパクト・スイッチ２つ
の簡単操作・長寿命なポリエチレンボディー。

商品番号

12

■定価/765,000円

1年保証展示機

商品番号

21

充電器内蔵・清水タンク30L・汚水タンク30L・視認
性の良いコンパクトボディ・フットペダル方式のパッド
台脱着システム・充実の基本性能と使いやすさを両立。
パッド台付属。

充電器内蔵・清水タンク30L・汚水タンク30L・視認
性の良いコンパクトボディ・フットペダル方式のパッド
台脱着システム・充実の基本性能と使いやすさを両立。
パッド台付属。

充電器外付・手押式・清水タンク40L・
回収タンク40L・シンプルな操作性と

メンテナンス性。操作しながら
レバーでの洗浄水の水量調整
が可能。吸い残しの少ない

V型スクイジー搭載。
パッド台付属。

充電器外付・手押式・清水タンク40L・
回収タンク40L・シンプルな操作性と

メンテナンス性。操作しながら
レバーでの洗浄水の水量調整
が可能。吸い残しの少ない

V型スクイジー搭載。
パッド台付属。

充電器内蔵・清水タンク23L・汚水タンク
21L・作業に必要なスイッチを手元に集約した
ニューコンセプトハンドル。ケーブルを使わな
いスクイジー昇降システム。壁際まで洗浄可能。

パッド台付属。

充電器内蔵・清水タンク23L・汚水タンク
21L・作業に必要なスイッチを手元に集約した
ニューコンセプトハンドル。ケーブルを使わな
いスクイジー昇降システム。壁際まで洗浄可能。

パッド台付属。

充電器内蔵・清水タンク10L・汚水タン
ク10L・コンパクトに収納可能・スムー
ズなスクイジー追従性で入り組んだ狭
い所も手軽に清掃。パッド台付属。

充電器内蔵・清水タンク10L・汚水タン
ク10L・コンパクトに収納可能・スムー
ズなスクイジー追従性で入り組んだ狭
い所も手軽に清掃。パッド台付属。

充電器内蔵・清水タンク
11L・汚水タンク11L・小さ
なボディに加えて、180度
回転するデッキシステムに
より、前進、後進での洗浄
作業が可能。狭い場所に最
適です。パッド台付属。

充電器内蔵・清水タンク
11L・汚水タンク11L・小さ
なボディに加えて、180度
回転するデッキシステムに
より、前進、後進での洗浄
作業が可能。狭い場所に最
適です。パッド台付属。

コード式・清水タンク10L・
汚水タンク10L・
洗浄幅400mm・
コンパクトな
シリンダー型の
床洗浄機です。
凹凸のある
床面等に最適。
旧モデル

コード式・清水タンク10L・
汚水タンク10L・
洗浄幅400mm・
コンパクトな
シリンダー型の
床洗浄機です。
凹凸のある
床面等に最適。
旧モデル

BR 30/4 CBR 30/4 C
ケルヒャーケルヒャー

JA-17nJA-17n
ディバーシーディバーシー

スウィンゴ 755Bスウィンゴ 755B
タスキタスキ

SE-430iSE-430i
アマノアマノ

スウィンゴ 855Bスウィンゴ 855B
タスキタスキ

BA650BA650
ペンギンペンギン MXRMXR

ペンギンペンギン

71007100
テナントテナント

CSA-850BDCSA-850BD
ヤマザキヤマザキ

BR 40/25 CBR 40/25 C
ケルヒャーケルヒャー

ハコマチックB450RハコマチックB450R
ハコーハコー L20BL20B

コマックコマック

SC400SC400
ペンギンペンギン

スクラブテック 343Bスクラブテック 343B
ニルフィスクニルフィスク

ルーク17 ZEROルーク17 ZERO
リンレイリンレイ

ビスパ 35Bビスパ 35B
コマックコマック

SC350SC350
ペンギンペンギン

BR40/10CBR40/10C
ケルヒャーケルヒャーシリンダーシリンダー

シリンダーシリンダー

シリンダーシリンダーパットサイズ
14

パットサイズ
17

パットサイズ
17

パットサイズ
17

パットサイズ
20

パットサイズ
17

パットサイズ
18

パットサイズ
20

パットサイズ
20

パットサイズ
17

パットサイズ
17

パットサイズ
14

パットサイズパットサイズ
13×213×2

パットサイズパットサイズ
13×214×2

パットサイズパットサイズ
13×216×2

バッテリー無し

■ 120,000円■ 120,000円税
抜 ■ 288,000円■ 288,000円税

抜

8ヶ月保証デモ機

商品番号

3

■ 268,000円■ 268,000円税
抜

■ 272,000円■ 272,000円税
抜 ■ 197,500円■ 197,500円税

抜

■ 388,000円■ 388,000円税
抜

1年保証展示機

商品番号

13

■ 498,000円■ 498,000円税
抜

■ 438,000円■ 438,000円税
抜

■ 358,000円■ 358,000円税
抜

■ 568,000円■ 568,000円税
抜

■ 428,000円■ 428,000円税
抜

■ 358,000円■ 358,000円税
抜

■ 498,000円■ 498,000円税
抜

■ 448,000円■ 448,000円税
抜

■ 588,000円■ 588,000円税
抜

■ 388,000円■ 388,000円税
抜

■ 478,000円■ 478,000円税
抜

■ 388,000円■ 388,000円税
抜

■ 528,000円■ 528,000円税
抜

■ 788,000円■ 788,000円税
抜■ 788,000円■ 788,000円税

抜

■ 880,000円■ 880,000円税
抜

■ 388,000円■ 388,000円税
抜■ 788,000円■ 788,000円税

抜

■ 395,000円■ 395,000円税
抜

■ 358,000円■ 358,000円税
抜


