
カーペット濯ぎ洗い機カーペット濯ぎ洗い機

その他その他

スチームクリーナースチームクリーナー

カーペット洗浄機カーペット洗浄機

カーペット用バキューム・スィーパーカーペット用バキューム・スィーパー

業務用スチーム
クリーナー・サブタンク
搭載で連続運転が可能。

旧モデル

業務用スチーム
クリーナー・サブタンク
搭載で連続運転が可能。

旧モデル

バキューム機能付のスチーム洗浄機・豊
富な付属品で使い方色々・100Vタイプ
と200Vタイプからお選びください。

バキューム機能付のスチーム洗浄機・豊
富な付属品で使い方色々・100Vタイプ
と200Vタイプからお選びください。

清水タンク8L・回
収タンク7L・ポータ
ブル型のカーペット
リンサー・オプショ
ンの床ノズルをサー
ビス！・旧モデル

清水タンク8L・回
収タンク7L・ポータ
ブル型のカーペット
リンサー・オプショ
ンの床ノズルをサー
ビス！・旧モデル

清水タンク10L・回収タンク9L・ポー
タブル型のカーペットリンサー・オプ
ションのハンドノズルをサービス！

清水タンク10L・回収タンク9L・ポー
タブル型のカーペットリンサー・オプ
ションのハンドノズルをサービス！

清水タンク34L・回収タンク34L・ポンプ圧2.07Mpa・
廃番商品の為、弊社ショールームレンタル機限り！
清水タンク34L・回収タンク34L・ポンプ圧2.07Mpa・
廃番商品の為、弊社ショールームレンタル機限り！

最高温度80℃の高温水を使用し、
最大4.9Mpaで高圧洗浄！
最高温度80℃の高温水を使用し、
最大4.9Mpaで高圧洗浄！

清水タンク47L・回収タンク42L・ポンプ圧約
2.75Mpa・付属のエボリューションウォンド
は大変軽い為、作業時の負担を軽減します。

清水タンク47L・回収タンク42L・ポンプ圧約
2.75Mpa・付属のエボリューションウォンド
は大変軽い為、作業時の負担を軽減します。

充電器外付・清掃幅710mm・
清水タンク170L・回収タンク95L・
搭乗式のカーペット洗浄機。

充電器外付・清掃幅710mm・
清水タンク170L・回収タンク95L・
搭乗式のカーペット洗浄機。

充電器外付・清掃幅660mm・
タンクサイズ113L・前進型の
大型カーペット洗浄機。

充電器外付・清掃幅660mm・
タンクサイズ113L・前進型の
大型カーペット洗浄機。

充電器外付・清掃幅
560mm・清水タンク
80L・回収タンク72L・
前進型のカーペット洗浄機。

充電器外付・清掃幅
560mm・清水タンク
80L・回収タンク72L・
前進型のカーペット洗浄機。

清掃幅460mm・清水タンク
41L・回収タンク30L・カー
ペットに入り込んだ汚れをブラ
シでかき出し、強力なバキュー
ムで吸引。

清掃幅460mm・清水タンク
41L・回収タンク30L・カー
ペットに入り込んだ汚れをブラ
シでかき出し、強力なバキュー
ムで吸引。

清掃幅500mm・清水タンク40L・回収タンク40L・コー
ド式の前進型のカーペット洗浄機・汚染度に合わせて水量
2段階調整可能・パイルに食い込む特殊な形状のスキー
ジーで、残水量を大幅に削減。

清掃幅500mm・清水タンク40L・回収タンク40L・コー
ド式の前進型のカーペット洗浄機・汚染度に合わせて水量
2段階調整可能・パイルに食い込む特殊な形状のスキー
ジーで、残水量を大幅に削減。

清掃幅267mm・清水タンク15L・回収
タンク17.1L・コンパクトサイズのカー
ペット洗浄機・凹凸面にも追従するフ
ローティングブラシを搭載。

清掃幅267mm・清水タンク15L・回収
タンク17.1L・コンパクトサイズのカー
ペット洗浄機・凹凸面にも追従するフ
ローティングブラシを搭載。

清掃幅300mm・
ブラシ高手動調整・
輪型のハンドルで、
手に引っ掛けて操作可能。
旧モデル

清掃幅300mm・
ブラシ高手動調整・
輪型のハンドルで、
手に引っ掛けて操作可能。
旧モデル

清掃幅460mm・
ブラシ高自動調整
清掃幅460mm・
ブラシ高自動調整

清掃幅690mm・
ブラシ高4段階調整・コード式
清掃幅690mm・
ブラシ高4段階調整・コード式

清掃幅760mm・
ブラシ高5段階調整
清掃幅760mm・
ブラシ高5段階調整

清掃幅710mm・
ブラシ高6段階調整
清掃幅710mm・
ブラシ高6段階調整

清掃幅350mm・潰れてしまった
カーペットパイルを起毛します。
清掃幅350mm・潰れてしまった
カーペットパイルを起毛します。

充電器内蔵・清掃幅625mm・騒音値50
ｄB・カーペットフロアだけでなくハード
フロアまで使用可能。

充電器内蔵・清掃幅625mm・騒音値50
ｄB・カーペットフロアだけでなくハード
フロアまで使用可能。

充電器内蔵・
清掃幅640mm・
騒音値約60dB。

充電器内蔵・
清掃幅640mm・
騒音値約60dB。

清掃幅300mm・
ブラシ高手動調整・
輪型のハンドルで、
手に引っ掛けて操作可能。

清掃幅300mm・
ブラシ高手動調整・
輪型のハンドルで、
手に引っ掛けて操作可能。

清掃幅380mm・
ブラシ高手動調整・
メンテナンス性にも
優れます。旧モデル

清掃幅380mm・
ブラシ高手動調整・
メンテナンス性にも
優れます。旧モデル

清掃幅380mm・
ブラシ高手動調整・
メンテナンス性にも
優れます。

清掃幅380mm・
ブラシ高手動調整・
メンテナンス性にも
優れます。

清掃幅380mm・
ブラシ高自動調整
清掃幅380mm・
ブラシ高自動調整

清掃幅310mm・
ブラシ高自動調整・

アップライトバキューム
の定番品。

清掃幅310mm・
ブラシ高自動調整・

アップライトバキューム
の定番品。

タンク容量18Lの
洗剤塗布機・
弊社オリジナル商品

タンク容量18Lの
洗剤塗布機・
弊社オリジナル商品

天井、壁、曲面等の立体面を水漏れなく洗浄可能・カー
ペットのスポット的な汚れ以外に、室内の壁面清掃にも
天井、壁、曲面等の立体面を水漏れなく洗浄可能・カー
ペットのスポット的な汚れ以外に、室内の壁面清掃にも

温度25 ～ 95℃・ブレーキ、
パーツ洗浄機・有害なチリを
吸うことなく洗浄可能

温度25 ～ 95℃・ブレーキ、
パーツ洗浄機・有害なチリを
吸うことなく洗浄可能

エアコン洗浄に最適エアコン洗浄に最適

工作機械の切削油ろ過
装置・グリストラップの
清掃にも使用可能

工作機械の切削油ろ過
装置・グリストラップの
清掃にも使用可能

タンク容量20L・
廃液処理装置
タンク容量20L・
廃液処理装置

6ヵ月保証レンタル機

■定価/492,850円 ■定価/950,000円■定価/170,000円

■定価/120,000円

商品番号

76

■ 42,500円■ 42,500円税
抜

6ヵ月保証レンタル機
■定価/85,000円

商品番号

82

CV 30/1CV 30/1
ケルヒャーケルヒャー

1年保証展示機

商品番号

84

■ 117,800円■ 117,800円税
抜

■定価/199,900円
J-SENSOR XP18J-SENSOR XP18
ディバーシーディバーシー

3ヵ月保証レンタル機

商品番号

85

■ 158,000円■ 158,000円税
抜

■定価/441,000円
スペースバック590スペースバック590
ニルフィスクニルフィスク

2年保証展示機

商品番号

77

■ 49,800円■ 49,800円税
抜

■定価/85,000円
CV 30/1CV 30/1
ケルヒャーケルヒャー

6ヵ月保証レンタル機

商品番号

97

■ 57,600円■ 57,600円税
抜

Puzzi 8/1 CPuzzi 8/1 C
ケルヒャーケルヒャー

2年保証展示機

商品番号

98

■ 69,500円■ 69,500円税
抜

6ヵ月保証レンタル機

商品番号

99

2年保証展示機

商品番号

100

■ 88,000円■ 88,000円税
抜

Puzzi 100Puzzi 100
ケルヒャーケルヒャー

6ヵ月保証レンタル機

商品番号

104

■ 588,000円■ 588,000円税
抜

■オープン価格
スチームクレンジャースチームクレンジャー
クリンテック小泉クリンテック小泉

6ヵ月保証レンタル機

商品番号

101

■ 388,000円■ 388,000円税
抜

コブラ 300Hコブラ 300H
U.S.プロダクツU.S.プロダクツ

1年保証展示機

商品番号

111

■ 49,800円■ 49,800円税
抜

怪傑ラクーダー怪傑ラクーダー
今福今福

6ヵ月保証レンタル機

商品番号

114

■ 188,000円■ 188,000円税
抜

アクアZアクアZ
アマノアマノ

JX-Mini15JX-Mini15
ディバーシーディバーシー

6ヵ月保証レンタル機

商品番号

78

■ 43,800円■ 43,800円税
抜

■定価/109,000円
CV 38/1CV 38/1
ケルヒャーケルヒャー

商品番号

86

■定価/504,700円

ドライバック 
JU-760
ドライバック 
JU-760

ディバーシーディバーシー

3ヵ月保証リサイクル機

商品番号

87

■ 135,000円■ 135,000円税
抜

3ヵ月保証リサイクル機

■ 128,000円■ 128,000円税
抜

■定価/555,170円
J-WIDE28J-WIDE28
ディバーシーディバーシー

3ヵ月保証レンタル機

商品番号

89

■ 228,000円■ 228,000円税
抜

■定価/390,000円
CSC-1000BCSC-1000B
ヤマザキヤマザキ

8ヵ月保証レンタル機

商品番号

90

■ 320,000円■ 320,000円税
抜

■定価/420,000円
J-WIDE 400J-WIDE 400
ディバーシーディバーシー

6ヵ月保証レンタル機

商品番号

88

■ 358,000円■ 358,000円税
抜

■定価/634,000円
パイルリフターパイルリフター
ディバーシーディバーシー

2年保証展示機

商品番号

79

■ 49,800円■ 49,800円税
抜

■定価/109,000円
CV 38/1CV 38/1
ケルヒャーケルヒャー

6ヵ月保証レンタル機

商品番号

80

■ 57,800円■ 57,800円税
抜

1年保証展示機

商品番号

81

■ 67,800円■ 67,800円税
抜

■定価/129,700円
J-SENSOR XP12J-SENSOR XP12
ディバーシーディバーシー

■定価/158,250円
J-SENSOR XP15J-SENSOR XP15
ディバーシーディバーシー

■ 47,800円■ 47,800円税
抜

1年保証展示機商品番号

83 ■ 93,800円■ 93,800円税
抜

ジュニアスタージュニアスター
日本クランツレ日本クランツレ

6ヵ月保証レンタル機

商品番号

92

CWS-500CWS-500
アマノアマノ

■ 398,000円■ 398,000円税
抜

3ヵ月保証レンタル機商品番号

109

■定価/31,000円
スーパーファンDXスーパーファンDX
ヤマザキヤマザキ

■ 15,800円■ 15,800円税
抜

6ヵ月保証展示機商品番号

108

■定価/22,000円

■定価/155,000円

■定価/530,000円

■定価/540,000円

スーパーファンSスーパーファンS
ヤマザキヤマザキ

■ 12,500円■ 12,500円税
抜

6ヵ月保証レンタル機商品番号

112

洗浄ポンプ KYC-20A洗浄ポンプ KYC-20A
キョーワキョーワ

■ 29,800円■ 29,800円税
抜

6ヵ月保証レンタル機

■ 77.500円■ 77.500円税
抜

8ヵ月保証展示機商品番号

113

■オープン価格
PONY-18PONY-18
ニルフィスクニルフィスク

■ 95,000円■ 95,000円税
抜

無保証リサイクル機商品番号

115

■定価/850,000円

■定価/296,000円■定価/66,000円■定価/81,000円

水明くん（RBS-20)水明くん（RBS-20)
菱明技研菱明技研

■ 488,000円■ 488,000円税
抜

8ヵ月保証デモ機

商品番号

116

■オープン価格
CFM ECO-OIL 22 CFM ECO-OIL 22 
ニルフィスクニルフィスク

■ 550,000円■ 550,000円税
抜

6ヵ月保証展示機商品番号

110 ■ 17,500円■ 17,500円税
抜

1年保証展示機

商品番号

91

■ 338,000円■ 338,000円税
抜

■定価/625,000円

■定価/980,000円

アクアクリーン18アクアクリーン18
ニルフィスクニルフィスク

3ヵ月保証リサイクル機商品番号

93 ■ 188,000円■ 188,000円税
抜

■オープン価格

15101510
テナントテナント

3ヵ月保証リサイクル機商品番号

94 ■ 280,000円■ 280,000円税
抜

■オープン価格

クラーク イメージ26クラーク イメージ26
ニルフィスクニルフィスク

6ヵ月保証展示機商品番号

95 ■ 580,000円■ 580,000円税
抜

■オープン価格

BRX700BRX700
ニルフィスク　ニルフィスク　

6ヵ月保証リサイクル機商品番号

96 ■ 780,000円■ 780,000円税
抜

6ヵ月保証レンタル機商品番号

102

■オープン価格
ハイドラポート 400Hハイドラポート 400H
U.S.プロダクツU.S.プロダクツ

■ 498,000円■ 498,000円税
抜

商品番号

107

8ヵ月保証レンタル機

■ 338,000円■ 338,000円税
抜

商品番号

105

8ヵ月保証レンタル機

■ 378,000円■ 378,000円税
抜

商品番号

106

DE 4002 プラスDE 4002 プラス
ケルヒャーケルヒャー

1年保証展示機商品番号

103 ■ 558,000円■ 558,000円税
抜

200V

100V 電源2本取

電源2本取

温水

電源2本取

温水

電源2本取

温水

冷水

冷水

 ASK ASK


