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第 1 回 ふれあいキカイ祭ふれあいキカイ祭
津島市⽂化会館（⼩ホール）にて、4 社出展の清掃機械を中⼼とした展⽰商談会を開催致します︕

展⽰商談会 無料講習会
 各社ブースにて話題の新製品などを随時展⽰︕
 デモンストレーションも⾏いますので、効果を体感する絶好のチャンス !
 ご来場者様のみを対象とした特典も︕この機会を是⾮ご利⽤ください。

    1F 研修室にて、同時開催︕
    随時予約受付中︕
    詳細は本紙裏⾯にて。

 今や世界中で⼤ヒットのオーボット。
 何故、世界中の⼈から絶賛されているのか︖
 それは成果を確実に、そしていとも簡単に
 上げることができるからです。
 その⽅法をご紹介致します。
 随時、ブースにてオーボットの
 デモンストレーションを実施︕
 是⾮この機会に夢のオーボットを
 体験してみませんか︖

 特 典
 ●オーボットご成約者様に
  豪華プレゼントを進呈︕
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        Li-ion バッテリー搭載のコードレス
        マシンシリーズが⼤集合︕
             シリーズ新製品である階段、
             ⼩スペース⽤ 9 インチポリッシャー
             「BP-90Li」を展⽰。
        コードのない快適感を是⾮
      体験してください。
        また、ケミカル製品も当⽇特価にてご提供︕ 

        特 典
          ● 来客者様にメラミンスポンジを
            1 個プレゼント︕
            ● 「プログロス」「スーパーコア U」
            「即洗⼒」など、ケミカル製品を
            来場者様のみ限定 3 ⽸まで
                            GOGO価格にて、特価販売︕
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 「HOT JOBRO ふじやま」
 New モデルによる温⽔⾼圧と
 吸引洗浄の実現︕
 現地屋外スペースでのアスファルト
 及びコンクリートにて実演します。
 「オットセイブラシ」による
 ノンスリップシート洗浄 体験︕
 室内⼩ホールにて実演します。
 30 分程のデモンストレーションにて
 効果を体感してください。

   特 典
    ●講習会受講先着 30 社様
     （要予約）に「ホースカバー」
     （定価 :2,500 円相当）を
               1 枚プレゼント !
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業界初 !
 業務⽤⼿押し床洗浄機
業界初 !
 業務⽤⼿押し床洗浄機

モーター、バッテリーがない⼿押し式
床洗浄機「オートモップ B 60/10 C」
を展⽰。モップ拭きの約 5 倍の
           スピードを体感してください。
           未発表の新型リンサーも参考出品予定。
                          太陽電池モジュール洗浄⽤アクセサリー
          「iSolar」のデモンストレーションも実施。

   特 典
 ● 当⽇限定価格にて特価品を多数ご⽤意 !
   「T 7/1 Plus」など超⽬⽟特価で、 当⽇発表︕
 ● ご購⼊⾦額に応じて、ケルヒャー
   オリジナルグッズ、または
   ケルヒャー製品をプレゼント︕
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※申込書に必要事項をご記⼊の上、ＦＡＸでご送信頂ければ予約 No. を記⼊し返送致します。
※申込書にご記⼊漏れなどがある場合、正確に予約がとれませんのでご注意ください。
※各講習の定員が満席になり次第、随時締め切らさせて頂きます。
※当⽇も受講受付を致しますが、ご予約頂いたお客様を優先させて頂きます。
※当⽇は講習開始時刻の 10 分前までに受付を済ますようよろしくお願い致します。
※当⽇は予約 No. の記⼊されております本紙をお持ちくださいます様、よろしくお願い致します。
※ご不明な点などがございましたら、弊社担当営業もしくは、講習会担当︓⼆村までお問合せください。

ケルヒャー ジャパン㈱
 「ソーラーパネル洗浄システム」

ペンギンワックス㈱ 
「リチウムの使い⽅ お得テクニック」

TEL FAX

13:30
〜14︓30

時 間

10:00
〜10︓40

講 習 会 名

㈱レボテック 
「温⽔⾼圧と同時吸引洗浄で作業効率UP＆⼈員コスト削減講習」

⼈  数

貴社名 御住所

14:50 インテックスソリューション㈱ 
「新しいオーボット洗浄なら確実に収益があがります」〜15︓50

11:00
〜12︓00

予約No.

御担当者

 ケルヒャー ジャパン株式会社
 「ソーラーパネル洗浄システム」
 講習時間
  10:00 〜 10:40 （40 分）

 太陽電池モジュール洗浄システム「iSolar」とは︖
  太陽光発電システム導⼊促進の為の補助⾦や助成制度、システム価格の
 下落傾向に伴い、今後も住宅⽤、産業⽤システムの普及が⾒込まれます。
  発電効率維持の為には設置後のメンテナンスのひとつとして、
 定期的なモジュール洗浄が必要となります。
  業務⽤⾼圧洗浄機に太陽電池モジュール洗浄アクセサリー「iSolar」と
 専⽤洗浄剤「RM99」を組み合わせた新しい洗浄⽅法をご提案いたします。

 株式会社レボテック
 「温⽔⾼圧と同時吸引洗浄で、
  作業効率 UP& ⼈員コスト削減」
 講習時間
  11:00 〜 12:00 （60 分）

 ①HOT JOBLO ふじやまとは︖
  ・⽇本製トラックマウント New モデル
  ・温⽔⾼圧と吸引洗浄の威⼒
  ・様々な⽤途に使える動画紹介
 ②ステンレスブラシ
  ・新製品「オットセイブラシ」動画紹介
  ・「アマドーレブラシ」製品紹介

 ペンギンワックス株式会社
 「リチウムの使い⽅、
      お得テクニック」
 講習時間
  13:30 〜 14:30 （60 分）

 ①コードレスマシンを使⽤することによる作業効率化
  ・コードレスによる作業の安全性
  ・効率化によるコスト削減など
 ②Li-ion バッテリーの上⼿な使い⽅
  ・バッテリー（LV925 LV626）の選び⽅
  ・リチウムバッテリーの特性、充電⽅法、保管⽅法など

 インテックスソリューション株式会社
 「新しいオーボット洗浄なら、
    確実に収益があがります !」
 講習時間
  14:50 〜 15:50 （60 分）

 ①オーボットを使⽤しての成功事例
  ・⼈件費、労⼒削減、有利性、安全性、プロ品質
 ②あらゆる現場で使⽤できるオーボット
  ・⼤理⽯、セラミック、P タイルなど
 ③クリーニングにおける悩みの解決

講 習 会 申 込 書
講習会お申し込み先 FAX︓052-443-3472

時 間 講 習 会 名 ⼈  数 予約No.

講習会のお知らせ 【予約制】

 会 場 津島市⽂化会館（1F 研修室）   住 所 愛知県津島市藤浪町 3 丁⽬ 89-10
講 習 内 容

 ⽇ 付 2015 年 7 ⽉ 16 ⽇ ( ⽊ )    定 員 各講習 30 名  (1 社 2 名様まで )
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