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サニクリーン業務用商品カタログ

無料お試し
実施中!

※対象商品については営業担
　当者までおたずねください。

商品の詳細については、サニクリーンホームページでもご紹介しています。

http://www.sanikleen.co.jp

お問い合わせ先 商品やサービスに関するご質問・ご注文につきましては、私たち営業社員もしくは下記のお問い合わせ先までお気軽にどうぞ。

前橋市五代町672-2
TEL：027（269）6151
FAX：027（269）6799

本社 前橋市五代町672-2
TEL：027（269）6153
FAX：027（269）6799

前橋営業所 高崎市上小塙町509-5
TEL：027（386）6121
FAX：027（386）6122

高崎営業所 太田市西新町86-3
TEL：0276（32）3671
FAX：0276（32）3674

太田営業所

※掲載されている各商品の正しい使い方、安全に関する注意などは、各々の取扱説明書・本体表示をご覧ください。
※現在、一部の地域で取り扱っていない商品もありますので、詳しくは営業担当者までおたずねください。
※商品のデザイン、カラー、仕様は改良などのため変更する場合がありますので、ご了承ください。

支援の輪を広げる活動に
ご協力をお願いします
詳しくはサニクリーンの「ホーム
ページ」またはピースジャム公式
サイトをご覧ください。

東日本大震災被災地支援プロジェクト「がんばろう日本」
サニクリーンでは、被災地NPO法人「ピースジャム」の
活動を支援するとともに支援の輪を広げています。
ピースジャムは「とにかく赤ちゃんのおなかは減らさないこと」を理念とし
たNPO法人です。気仙沼を中心に活動し、支援が必要な赤ちゃんにベビー
用品を手渡したり、「育児教室」、「職業支援（無添加手作りジャム・縫製品の
製造、販売）」など、お母さんと赤ちゃんの安心をサポートしています。

サニクリーンは社会貢献・環境保全活動を応援しています。
公益財団法人 日本盲導犬協会
社会貢献活動の取り組みのひとつとして、盲導犬の
育成や目の不自由な方々の社会参加をサポートして
いる日本盲導犬協会の活動を応援しています。

公益財団法人 日本自然保護協会
環境保全のための取り組みのひとつとして、自然保護
活動や環境教育のための人材育成を推進している日
本自然保護協会（NACS-J）の活動を応援しています。

Eco活動
親子で体験できるEcoツアーの開催
公益財団法人日本自然保護協会の協力のもと、自然の中で自然を学ぶ参加
体験型プログラム「サニエルおやこネイチャーツアー」を開催しています。

地域に根付いた清掃活動を実施
地域ごとに清掃活動「クリーンアップキャンペーン」を行っています。
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株式会社サニクリーン
株式会社サニクリーン北海道
株式会社サニクリーン東北
株式会社サニクリーン甲信越
株式会社サニクリーン東京
デイベンロイ リネンサプライ株式会社
株式会社トーヨー
エスケーユニフォーム株式会社
株式会社サニクリーン宇都宮
株式会社サニクリーン前橋
株式会社サニクリーン田子
株式会社サニクリーン横須賀
株式会社デイベンロイ
株式会社サニクリーン名古屋

株式会社サニクリーン北陸
株式会社エスカル北陸
株式会社サニクリーン近畿
株式会社サニクリーン姫路
株式会社サニクリーン山陽
株式会社サニクリーン広島
株式会社サニクリーン四国
株式会社サニクリーン九州　
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お問い合わせはお気軽にどうぞ。拠点は全国300ヵ所以上。
全国規模でお客様をサポートしています。
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防炎機能
消防法により、防炎防火機能対象物に使用でき
る、防炎機能を備えています。

ブラッシング機能
超極太ナイロンパイルが靴底についたハードな
汚れをかき落とします。

エコ
リサイクル原料を利用した、環境にやさしい商
品であることを表示しています。

PETボトルリサイクル推奨マーク
再生されたPET原料を25％以上利用している
ことを表すマークです。

グリーンマーク
古紙を再生利用した商品に表示されています。

サニクリーン環境マーク
環境に配慮していることを表すサニクリーンの
自社認定マークです。

メビウスループ（再生原料使用率）
リサイクル材含有量を表すメビウスループです。

防炎防火対象物の建築物の中に2㎡
以上のマットを敷く場合は、消防法
により、防炎マーク付きのマットが
義務付けられています。サニクリー

ンの2㎡未満のマットにはこのマークが付いておりま
せんが、機能は全く同じです。

ダストコントロール機能
パイル構造と吸塵剤の働きで、取ったホコリを
しっかり吸着し逃しません。
※　　  のないマットもパイルの働きにより、靴底につ　
　いたホコリや汚れを取り除きます。

このカタログで
使用されているマーク

汚れを逃さないダストコントロール機能
マットやモップに加工したサニクリーン独自の吸塵剤の働き
により、ホコリなどの汚れをキャッチ。一度付着した汚れを
逃さない画期的な機能です。

マットのパイルや
モップに汚れが付
着。

浸透している吸塵
剤が汚れをしっか
り包囲。

さらにその上に付
いた汚れも吸塵剤
が包み込みます。

ダストコントロー
ル機能は次の交換
日まで続きます。

抗菌機能
汚れなどとともに付着する雑菌の繁殖を防ぎ、
マットを清潔に保ちます。

吸水・吸油機能
高い吸水性・吸油性で、素早く、多くの水分・油分
を吸収。また、速乾性にも優れています。

吸水機能
高い吸水性で、素早く多くの水分を吸収。また、
速乾性にも優れています。

循環型社会形成のための優先順位は、

レンタルシステムにはメリットがたくさん

「レンタルする」という
 行動そのものが、
 ECOなのです。
その都度、新しい商品を購入するのではなく、
レンタルして汚れたらきれいにして繰り返し使う。
資源を有効活用するこのレンタルシステムの流れこそ、
循環型社会のひとつのかたちなのです。

1
ゴミを出さない 
（リデュース）

3
再資源化

 （リサイクル）

2
再利用

（リユース）

4
熱回収 

（サーマルリサイクル）

5
適正処理

Ecoに貢献するレンタルシステム

商品もEcoに貢献

工場できれいに洗浄・加工した商品を、定期的に当社スタッフ
がお届け。常により良いコンディションで使えて、買い置きに
よる管理負担を軽減し、スペース削減にも役立ちます。

メンテナンスフリー＆定期的集配

商品製造時に出る、ゴミとなる繊維などの
再生原料を利用した商品開発を実施（リサ
イクル）。また、製品の耐久性を高め、傷ん
だ部品はそこだけ取り替えて使えるように
します（リデュース）。

  1.商品の回収・仕分け
使用済みのマットやモップを
工場で商品ごとに仕分けます。

  2.前処理
マット・モップに
付着した砂やホコリを
叩き落とします。

  3.洗濯機
ワッシャー（洗濯機）で
洗濯開始！

  5.検品1
洗濯・乾燥された
マット・モップは
人の目と手で
検品します。

  4.乾　燥
続々と洗濯機から乾燥機へ。

  6.検品2
モップは最後に
金属探知器で検品。

洗濯・加工工程

お客様

サニクリーンの
事業所・工場

営業車 クリーニング
乾 燥
再加工

Sanikleen
Rental
System

配 達

回 収

●モップの場合
  ハンドル部
分解して古くなった
部分だけを取り替える

  モップ糸部
繊維再生原料を一部
使用したエコモップ

私たちは
環境保全のために

3つのRを
推進します。

再資源化

Recycle
エコ商品の開発、省資
源・再生品の調達、リ
デュース・リユースして
も出てしまうゴミの再
利用を行っています。

再利用

Reuse
お届けしているマッ
トやモップなどは、何
度も繰り返してご利
用いただくリユース
商品です。

減量

Reduce
ゴミの減少化など、資
源を節約することで環
境への負担の低減を
図ります。

※地域によって工程が異なる場合がありますので、ご了承ください。

繰り返し商品を使うのでリデュース（ゴミの減量）に貢献。
循環型社会※に繋がります。 ※ 環境省が法律で定める社会システムのあり方。

イントロダクション　 Introduction
「きれいにしたい。あしたのために。」私たちサニクリーンは、創業以来、常にこの気持ちを
大切にしてまいりました。資源や環境を大切にしたいという環境保全への思いと、ダストコントロールシステムの
パイオニアとしての誇りのもと、誰もが気持ちのいい、クリーンで快適な暮らしをお届けします。

きれいにしたい。あしたのために。
地球にやさしく、クリーンで
快適な暮らしづくりへ。

01 02
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マット
サニクリーンのマットは、お客様を心地よくお迎えする役割はもちろん、
独自のダストコントロールシステムによる汚れ防止機能を備えています。エントランスや室内など、
汚れの状況や設置する場所に合わせてさまざまなタイプをお選びいただけます。

室内の汚れを防止し、
お客様を気持ちよくお迎えします。

One 
Point
Advice

0403

泥や土などのハードな汚れをかきおとす！！

再生素材を使用したダストコントロールマット

豊かな風合いのベーシックタイプのマット

靴底の土ボコリをキャッチする3種類の糸形状※

マットを敷いた床と敷かない床の違いは？
当社にて実験を行った結果、マットを踏んでから床材を踏んだ場合は汚れやキズがほとん
ど目立ちません。マットを敷かずに床を踏んだ場合、薄茶色の汚れやキズがたくさん。汚れ
を防止し、床を傷めない、時間が経つほどマットの効果は歴然と表れてきます。

2  片足のみマットを踏んで
 から床材を踏む

1  疑似ダストを靴底に
　付ける

マットを踏んでから
床材を踏んだ場合

マットを踏まずに
床材を踏んだ場合

ハイカットパイル

ハイカットパイル

モノフィラメント

モノフィラメント

ローループ
パイル

ローループパイル

全天候型アウトドアマット　アウテリアマット

超極太のナイロンパイルを使用し、靴底に付いた泥や土、
砂などのハードな汚れを強力にブラッシング。
室内への汚れの侵入を防ぎます。
約75×90／約90×150／約120×180／約150×180／約150×240　（単位：cm）

泥に強い ブラッシング効果

グレー

レッド

グレー

グリーン

グレー

グリーン ブラウン

レッド

ブラック

ブラウン

◎白壁と白床に合わせると”オシャレ空間”を実現します。

S-KWマット

エクセレントマット

KTマット

再生PET糸とモノフィラメントを使用。
靴底の土砂をしっかりかき落とすブラッシング機能を備えたマットです。
約45×60／約60×80／約60×120／約75×90／約75×180／約90×120／約90×150／
約120×180／約150×180／約150×240　（単位：cm）

再生PET糸を使用し環境にも配慮したエコ
マット。配置場所を選ばない薄型設計です。
約65×80／約75×90／約90×120／約90×150／
約75×180／約120×180／約150×180／
約150×240　（単位：cm）

○ランナータイプ
約90×300／約90×500　（単位：cm）

高級感あふれる豊かな風合いと鮮やかな
カラーリングがインテリアに自然と溶け込み
心地よい空間作りをお手伝いいたします。
約75×90／約90×150／約120×180／約150×180／
約150×240　（単位：cm）

ホコリに強い 泥に強い

ダストコントロール 薄型設計

ベーシックタイプ

汚れをかき取る「モノフィラメン
ト」、汚れをキャッチする「ハイ
カットパイル」、汚れをキャッチ
し、モノフィラメント、ハイカッ
トパイルを支える「ローループ
パイル」。3種の糸で、汚れを捉
えて離しません。
※一部マットの性能です。またカラーが異なる
　場合がありますので、ご了承ください。

レンタル商品　 Rental

PETボトルから「S-KWマット」ができるまで

1 2

3 4

PETボトル
使用済みPETボトルを分別回収します。

PETフレーク→ペレット
PETフレークにした後、ペレット（ポリエス
テル綿と同じ材質の原料）に加工します。

再生PET糸
ペレットからポリエステル綿を製造、
さらに紡績して再生PET糸にします。

完成
7.5サイズで500mℓPETボトル13.1本
分の再生糸を使用しています。

Point

1

Point

2

「ブラッシング」・「ホコリ」・「吸水」の三拍子揃った優等生
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トイレ専用
吸水性はもちろん、びちゃつかない快適な踏み心地を実現

吸水・吸油抜群で、厨房に最適

吸水・吸油マットサイバー

捕水、吸水・吸油機能に優れたサイバーフィット®（吸水）加工ナイロンを
使用。厨房などから運ばれる靴底の水や油を強力にとらえます。
約75×90／約90×150／約75×180／約120×180　（単位：cm）

防炎 WO

グレー

抗菌効果 吸水・吸油性 素早い蒸発

□D 型（小便器用）
　約60×60cm

□V 型（変形・小便器用）
　約73×60cm

□U 型（変形・大便器用）
　約60×60cm

抗菌防臭トイレマット

素足マット

尿の垂れや跳ね返りなどをキャッチし、床面
の汚れや悪臭を防止するトイレ専用マットで
す。お客様に衛生的で快適なトイレ空間を
提供いたします。

抗菌加工で清潔な、速乾性に優れたマット。
浴室の出入り口など大勢の方が素足で歩く場所に最適です。
約75×90／約90×150　（単位：cm）

抗菌効果

抗菌効果

玄関の顔になる一枚

グレー

ブラウン

ブルー

サニマットプレミアム“O”

落ち着いた色合いとシンプルなモザイク柄が高級感を演出。
毛足の長いパイルにより、ソフトかつリッチな
踏み心地を実現したハイグレードマットです。
約75×90／約90×150／約120×180／約150×180　（単位：cm）

リッチな踏み心地

ブラウン

レンタル商品　 Rental

（財）日本化学繊維検査協会にて、大腸菌・緑膿菌・
黄色ブドウ球菌・肺炎桿菌の試験を行ったところ
抗菌効果が認められました。

（試験法：パイル部分／ＪＩＳ Ｌ 1092　ラバー部分／ＪＩＳ Ｚ 2801）

サイバーマット
抗菌効果

床を守るサイバーフィット機能 ※数字は全て当社スタンダードマットとの比較です。

踏み込み捕水機能
靴底の水を素早く吸水し、
多くとらえます。

蒸発機能
溜まった水分を効率よく
蒸発させます。

吸水・吸油機能
沢山の水・油を
キャッチします。

保油機能
吸い込んだ油をしっかりと内部で抱え込み、
足で踏んでも油が浮き出すことはありません。

一般的なマット サイバー

157
%up

51
%up

91
%up
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レンタル商品　 Rental

07 08

オリジナルマット

マットの形・サイズや文字などのデザインをお店の雰囲気に合わせ、
お客様のオリジナルマットとして作成いたします。

オリジナル

例えば、サイバーマットなどの場合、他社から切り替えて「床の汚れが少なくなった」
というお話をお客様からお伺いします。同じように見えるマットでも機能や効果は
まったく異なります。必要なところに必要なマットを敷くようにアドバイスさせてい
ただいています。また、やっぱりサイズはぴったり合ったものが一番ですね。

“隣の部屋への汚れ移行が防げるようになった
  という声をいただいています。”

おすすめポイント！

デザインやサイズ、形は自由自在

メッセージ入りマット

グリーン

ウエルカム いらっしゃいませ

レッド

レッド

グリーン

約75×90／約90×150　
（単位：cm）

※グリーンは約75×90
　のみの扱いになります。

約75×90／約90×150　
（単位：cm）

新サニパーソナルマット

お客様を気持ちよくお迎えするためのメッセージ入りのエントランスマット。
文字などの鮮やかな色使いが目を引きます。
ソフトな踏み心地も快適な空間づくりに一役買います。

ホコリや汚れの付いた
靴でマットを踏むと

モノフィラメントにより、
ホコリや汚れが靴から
取り除かれます。

その後もモノフィラメント
効果で、交換日まで汚れを
取り続けます。

抗菌セラミックス配合

抗菌マット

抗菌・除菌アイテムのご紹介

●薬剤供給装置 GUD-1000→P.15
　手指の洗浄と殺菌・消毒に

●オゾンタオル→P.16
　手についた大腸菌を除菌

●クリーンフォーム→P.16
　除菌剤が泡状に出る便座除菌
　クリーナー

マット表面のパイルとラバーの両方に抗菌セラミックスを練り込み、マット
に付着した細菌の増殖を抑制します。衛生環境の維持が求められる場所に
最適です。
約75×90／約90×150／約120×180／約150×180／約150×240　（単位：cm）

抗菌効果

■サイズも豊富にご用意しています。

メッセージマット ブラッシング効果

抗菌マットの減菌率について
（財）日本化学繊維検査協会にて、接種18時間後の生菌数を測定しました。
［※試験法：パイル部分 JIS L 1902　ラバー部分 JIS Z 2801］

検体

無加工マット
（無加工繊維）

大腸菌 15,000
33,000,000

600以下

－

99.9％抗菌マット
（抗菌繊維）

パイル
部分

試験菌 接種直後 18時間後 減菌率

無加工マット
（無加工ラバー）

大腸菌 180,000
10,000,000

10以下

－

99.9％抗菌マット
（抗菌ラバー）

ラバー
部分

大腸菌の他、緑膿菌、黄色ブドウ球菌、肺炎桿菌にも効果があります。

●光クリエール→P.13
　カビ菌を99.99％除去

Sサイズ（約45×60cm）
N6サイズ（約60×80cm）
N12サイズ（約60×120cm）
6サイズ（約65×80cm）
7.5サイズ（約75×90cm）
18サイズ（約75×180cm）
12サイズ（約90×120cm）
15サイズ（約90×150cm）
24サイズ（約120×180cm）
30サイズ（約150×180cm）
40サイズ（約150×240cm）
約90×300cm
約90×500cm
フルーアSサイズ（約92×62cm）
トイレマットD 型（約60×60cm）
トイレマットV 型（約73×60cm）
トイレマットU 型（約60×60cm）

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

P

A

G

H

I

J

K

L

M

B

C
D

E

F

N

O

P

Q
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※ハンドルは写真と異なる場合があります。

サニモップEco
抗菌軽量ハンドル

サイズ色々定番モップ

ヘッド部分のキャン
バスとモップ糸に
再生素材を使用し
ているEco仕様。

テーブルの下などの狭いところのお掃
除もラクにできるジョイント機能を装
備。ダストコントロール機能でキャッチ
したホコリは逃しません。モップ部
分に再生素材を使用したEcoモップ。
□M3： モップ：約45×32cm 以上
 ハンドル：全高約130cm

□M4： モップ：約54×32cm 以上
 ハンドル：全高約130cm

□M6： モップ：約73×37cm 以上
 ハンドル：全高約142cm

□M9： モップ：約98×37cm 以上
 ハンドル：全高約142cm

DC

モップ
水を使わずに、ホコリを舞い上げることなく、しっかりとホコリをとらえてクリーンな環境維持に
威力を発揮します。店舗やオフィスの広いフロアの清掃から、デスクまわりの簡単なお掃除まで、
使い勝手を考えた豊富なサイズの商品をご用意しています。

サッとひと拭き。ホコリを舞い上げない
簡単お掃除のベストパートナー。

One 
Point
Advice

1009

●ネオリバティ ●ネオフリーボー R

Point

1

Point

2
ホコリを包み込むダスト飽和性がポイント

上手なモップの掛け方を覚えましょう
お掃除は上から下、奥から手前へ行うのがポイント！また細かなゴミとの摩擦で、床材にキ
ズが付いてしまう場合があります。キズができると、その溝にゴミが溜まってしまいます。
悪循環になる前に、汚れを溜めずにこまめにお掃除をすることが大切です。

サニクリーンのダストコントロールモップ（以下DCモップ）と一般的なペーパーモップで
ダストの拭き取り効果を比較。DCモップはダストをしっかりキャッチし、ダストのスジが
残りません。このようにDCモップは、ホコリをしっかり摑み取って逃しません。

高いところから低い場所へ 奥から手前へ

ダストコントロールモップ

※モップの種類、カラーはカタログ掲載商品と異なる場合があります。

ペーパーモップ

こんな場所でご使用
いただいています。

●体育館
●フィットネスクラブ

狭いところから広いところへ 力を入れず、床の木目に沿っ
てS字を描くように掛ける

1 2 3 4

ネオシャルティ

サニモップM

人間工学に基づいて「究極の使いやすさ」を実
現した新感覚モップ。軽量＋弾力ヘッドで、
フワッとした抜群の掃き心地です。
□モップ：約53×27cm 以上　□ハンドル：全高約129cm

コンパクトでスリムな床用モップです。小スペース
におすすめです。
□モップ：約39×18cm 以上　□ハンドル：全高約120cm

抗菌グリップ

抗菌グリップ

軽量＋「　　　　　　 ヘッド」
ジョイント部180度ターン可動で
狭い隙間や角にもフィット

ノンコートモップ 床用モップ収納ケース

御影石、白木、大理石に

スリムで小回り抜群

出し入れがカンタン

これまで吸塵剤加工のモップでは対応で
きなかった大理石や御影石、白木に使用可
能なノンコートモップ。段差構造の底糸が、
汚れの付着量、保持量を高め、吸塵剤加工
なしでもホコリをしっかりキャッチします。
□M3：モップ：約45×33cm 以上／ハンドル：約130cm
□M4：モップ：約54×33cm 以上／ハンドル：約130cm
□M6：モップ：約71×34cm 以上／ハンドル：約142cm
□M9：モップ：約95×34cm 以上／ハンドル：約142cm

モップに手を触れることなくカンタンに出し入れできる、
床用モップの収納ケース。インテリアにもなじむスリムな
デザインです。　
□幅19.6×高さ48×奥行19.6cm
※ネオシャルティ、ネオリバティ、
　サニモップMを収納できます。

販  売

家庭用モップのご紹介
家庭用モップネオシリーズは、
P.17に掲載しています。

DC

※モップのサイズは全て糸長を含みます。※モップのサイズは全て糸長を含みます。

特許取得商品 □ ふわふわヘッド：特許第4729605号

レンタル商品　 Rental

軽量＋　　　　　　ヘッドで快適お掃除！

2017.02.20＃1■サニクリーン 業務用商品カタログ ［仕上りサイズ：420×297］　〈13_前橋版〉 P9_P10
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レンタル商品　 Rental

13_前橋版 13_前橋版

ダストクロス

静電気除去モップミニ

使いやすい大きさにたたんで、両面をたっぷりと使える
便利なお掃除アイテム。かるくサッと拭くだけで、
しっかりとホコリを取ることができます。
□約43×41cm 以上

＋と−の電荷を固定したパイルに、導電
性繊維を混入させたモップです。電気
的な引力によってホコリを取り、一度付
着したホコリは逃がしません。

プラスとマイナスの電荷が固定された
パイルで、サッとなでるだけでホコリ
をキャッチ。静電気を嫌うOA機器に
も安心して使用できます。
□モップ：約24×18cm　
　全長：約44cm（ジョイントポール装着時約80cm）

OA機器のお掃除に最適。モップ糸に混入されている導電性繊維によって、
静電気を除去しホコリをつきにくくします。また、除電したことにより、簡単
にホコリが取れます。
□モップ：約20.5cm
　全長：約12cm（モップ装着時約27.5cm）

ハンドルの向きを差し替えれば全面ムラなく使えます

両面たっぷり使える便利なクロス OA機器に最適！

サニハンディ

モップの前方が汚れたらハンドルを簡単に差し替えられるので、
全面をムラなく使用可能。平らな机や棚の上や家具のすき間、
窓枠などの凹凸面まで幅広く対応できます。
□モップ：約34×19cm 以上

抗菌ハンドル

ホコリが起こす火災
「トラッキング現象」

コンセントとプラグの隙間に溜まったホコリが湿気を帯
び、電極間で火花が起こると、発火に至ることがありま
す。この現象を「トラッキング現象」といいます。この現
象が原因の火災は、年間でかなりの数が確認されている
ようです。火災を起こさないためにも、こまめなお掃除
を心がけましょう。

おすすめポイント！

定期補充
商品

定期補充
商品

もしも、自分がお店や会社で使うなら、

この商品ははずせない！当社、社員が選ぶ

ブラッシング性能があり、吸水・吸油性能も
あわせ持つ機能マット。ブラック調の色合いですが、

意外と幅広く色々な床にマッチします。一番人気の商品です。

S-KWマット

グレードＵＰ感を
出すなら・・・
プレミアムマット“O”

他のマットより断然毛足が長く、踏みごこちも、
厚みを感じられるマットです。
メインに敷きたくなる1枚です。

サニフレッシュ エアーⅡ
芳香剤の概念を覆す香り.....
ぜひお試しください！

お客様をお・も・て・な・し
したくなる香り

トイレの達人が、
便器をずーっと、つるつるピカピカに！

お客様をお・も・て・な・し
したくなるトイレに
トイレリフレッシュサービス

商品詳細は

4ページを
ご覧ください。

商品詳細は

6ページを
ご覧ください。

商品詳細は

15ページを
ご覧ください。

サービス詳細は

19ページを
ご覧ください。

※モップのサイズは全て糸長を含みます。

ソフトハンディS

導電性繊維により静電気を抑える

パイル パイル

ホコリ

導
電
性
繊
維

－
－

－
－

ホコリ

+
+

+
+

++

浮遊中のホコリ

固定電荷により
ホコリが落ちにくい

－－

－
－

+
+

++

－+
－

－
－

+
+

++

－+
－
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光クリエール

花粉や空気の汚れを分解するパワフル６層構造。
カビやダニ、花粉などのアレル物質や、ホルムア
ルデヒドなどの有害物質を強力に分解する、高速
ストリーマ採用の空気清浄機能を備えています。
また、電気の力を加え、帯電させて汚れをキャッ
チする電気集塵を採用。本格集塵方式で高い
集塵力を実現しています。

パワフル吸引
大風量＋3方向からのパワフル吸引。
下吸込口搭載で、床上30cmの空間を
浮遊するホコリもしっかり吸引します。
また、パワフル大風量でも低騒音
なので安心です。

ストリーマ脱臭
悪臭の原因となる成分をフィルターに
吸着させて高速ストリーマで分解。臭
いの吸着能力は再生するので、脱臭
媒体の交換は不要です。

カビの分解・除去
24時間後

99.9%除去！※1

ダニ(フン・死骸)の
分解・除去24時間後

99.6%除去！※2

花粉の分解・除去
2時間後

99.6%除去！※2

ストリーマ技術と電気集塵方式の本格空気清浄機

除菌・消臭

カートリッジが選べる

高精度カセット浄水器

サニアクアC-LIFE

商品規格

高除去カートリッジ　※家庭用品品質表示法　除去対象物質13項目

遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB（カビ臭）、CAT（農薬）、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、
1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、プロモホルム

お取り替え時

鉄サビの
多い場合

ニゴリの
多い場合

使用後

カートリッジはこんなに汚れます！

One 
Point
Advice

各種取り揃えております。詳しくは営業担当者までおたずねください。

大型空気清浄機

強力で高性能な大型空気清浄機は、
さまざまなタイプをご用意。お部屋のスペースや
目的に合わせてお選びいただけます。

強力大型タイプ

分煙カウンター 床置型

□幅39.5×高さ57.6×奥行23㎝

空間除菌・消臭ゲル

クレベリンGスティックタイプ
二酸化塩素の拡散により、気になるウイルス・菌・臭い
の除去が期待できます。スティックの本数で、効果範囲
の調整も可能です。
□本体サイズ：幅7.7×高さ19.3×奥行5.8cm
※ご利用環境により成分の広がりは異なります。
※有効期間は使用条件により異なります。

※1：測定方式：抗菌試験/カビ除去試験　試験機関：㈶日本食
品分析センター試験番号：第204041635・001号試験結果
99.9％除去(フィルターに補獲したものに効果を発揮します)
※2：試験機関：和歌山県立医科大学　試験条件：アレル物質に
ストリーマを照射し、ELISA法/電気泳動法/電子顕微鏡法の
いずれかでアレル物質タンパクの分解を確認。試験結果
99.6％除去(フィルターに捕獲したものに効果を発揮します)

除去可能なアレル物質全30種類
カビ菌系アレル物質6種

花粉系アレル物質13種

生物系アレル物質10種

その他

除去可能な有害化学物質全19種類
ホルムアルデヒド

ディーゼル粉塵(DEP)

排ガス系の有害化学物質7種

VOC系の有害化学物質10種

据置型浄水器

据置型浄水器

トレビーノ流Ⅱ

●活性コーラルサンドでミネラルをプラス
●首ふり浄水口
●360°回転、ロングノズル
●たっぷり使える8,000ℓ寿命カートリッジ

トレビーノ流Ⅱ　仕様一覧

浄水器の水は、こんなに使えます！

ご飯を炊くとき

お米をとぐところから
浄水器の水を使ってみ
ましょう。臭いの無い、
ふっくらおいしいご飯
が炊き上がります。

氷をつくるとき

せっかく浄水した水に、
塩素臭のする氷を入れて
は台なしです。製氷にも
忘れずに浄水器の水を使
いましょう。

料理をつくるとき

みそ汁、煮物、カレー
などにも使ってみて
ください。いつもの
料理がおいしく仕上
がります。

野菜を洗うとき

塩素は野菜に含まれるビタミンを破壊し
てしまいます。浄水器の水で洗えば、体に
良い、おいしい野菜
が召し上がれます。

加湿器に

乾燥する季節には、加湿
器のタンクに浄水器の水
を使いましょう。イヤな
臭いがしないのでおすす
めです。

洗顔のとき

浄水器の水を洗顔にも使ってみましょう。
塩素によって肌がダメージを受けるのを
防ぐことができます。

最大風量

7.5㎡
/分

適応面積

28畳
（46㎡）

タイプ

据え置き
壁掛け
両用

カートリッジ 高除去カートリッジ

M R L

※「サニアクア C-LIFE」は、ほとんどのタイプの蛇口に対応していますので、
　お気軽に営業担当者までおたずねください。　

Mカートリッジ
（ミニ）

Vカートリッジ

450ℓ 600ℓ

約13.3×
8.6×6

約13.3×
9.1×6

約13.3×
7.9×6

約14.2×10.5×6

1,500ℓ 2,500ℓ 900ℓ

2.0ℓ／min 1.6ℓ／min

粒状活性炭、中空糸膜
粒状活性炭、
中空糸膜、
イオン交換体

遊離残留塩素、濁り ※

初期流量
（水圧
0.1MPa）

ろ過能力

ろ材の種類

浄水能力

外形寸法  
幅×高さ×
奥行（cm）

Rカートリッジ
（レギュラー）

Lカートリッジ
（ラージ）

高除去
カートリッジ

品番

外径寸法
（cm）

SW7J 浄水能力
JISS3201
での試験結
果を総ろ過
水量で表示。本体重量

（満水時）
1.3kg

最大径
11.6×
高さ24

遊離残留
塩素（除去
率80％）

濁り
（ろ過流量
50％）

8,000
ℓ

8,000
ℓ

ろ過
流量

ろ材の
種類

4.0ℓ/分

活性炭・
中空糸膜

クリーンで安心な水をつくりだす

ダブルろ過システム

ミネラル成分を損なうことなく、残留塩素などの
不要な化学物質や、カルキ臭なども取り除きます。

人工透析でも活躍する「多重構造中空糸フィル
ター」が水に浮遊しているミクロの粒子（汚れな
ど）を強力に除去します。

化学物質をシャットアウトする
粒状“天然ヤシガラ”活性炭

ミクロの汚れを逃さない
多層構造中空糸フィルター

レンタル商品　 Rental

Point  1

カートリッジの「総通水量」を500ｍℓ容器の
ペットボトルに置き換えました。

1,500
ℓ

3,000
本分

5,000本

レギュラーカートリッジ

600
ℓ

1,200
本分

ミニカートリッジ

900
ℓ

1,800
本分

高除去カートリッジ

2,500
ℓ

5,000
本分

ラージカートリッジ

ミネラルウォーターより
お得で地球にも優しい
浄水器を使うことで、ミネラルウォー
ターを買う必要がなく、コスト削減が
可能。ペットボトルを廃棄する必要が
ないのでエコにも貢献します。

浄水器空気清浄機
サニクリーンの空気清浄機は、室内のホコリや花粉を除去し、
クリーンな空間を実現。定期的なフィルターの交換や
故障時の交換など、レンタルだからこそのメリットも満載。
空気をきれいにして、快適な空間づくりをしましょう。

サニクリーンの浄水器は高性能で
おいしい水を提供します。レンタルだからこそ、
忘れがちな定期的なカートリッジ交換も
忘れずにできるので衛生面でも安心です。

クリーンで快適な空間を作る、
空気の掃除機。

クリーンなおいしい水で、
生活に潤いをプラス。

ダブルろ過システムをカートリッジに採用した高精
度な浄水器。切り替えレバーの位置を左右どちら
側にも設置できるユニバーサルデザイン。原水シャ
ワーは、通常使用時（浄水器取り付けなし）に比べ
約30％の節水が可能です。使用量や性能で選べる
カートリッジを5種類ご用意しました。

■サニクリーン 業務用商品カタログ ［仕上りサイズ：420×297］　〈13_前橋版〉 P13_P14 2017.02.20＃3
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サニタリー商品
清潔感と使いやすさを追求した
快適な空間づくりのお手伝い。
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［芳香器・消臭器］

［ハンドソープ］

エアゾール式芳香消臭器

サニフレッシュエアーⅡ
エアゾールから噴霧される香りの細かい粒子が空間を爽やかに包みま
す。定期的に香りを噴霧するため、一定時間香りが持続します。香りの
種類は7種類ご用意しています。
□本体サイズ：幅8.5×高さ22.5×奥行8.5cm
□消臭剤：消臭緑茶／消臭クリスタル／消臭アップルカモミール／消臭グレープフルーツ／
　消臭フレッシュライム／消臭スイートピーチ／消臭せっけん

ドア取り付けタイプ芳香器

サニフレッシュプラスⅡ
ドアの開け閉めによって香りが漂うタイプ
です。爽やかで自然な香りを各種取り揃え
ています。スタンドをつけることで据え置き
としても使用できます。
□本体サイズ：幅8.4×高さ12.4×奥行2.2cm
□芳香剤：グレープフルーツ／ライム／ラベンダー
□消臭剤；デオドラント

センサー式自動水栓

フラッシュマン
センサーが自動感知し、ボタンを押さず
に自動洗浄するセンサー式トイレなので
安心・清潔。尿石付着防止剤との併用を
おすすめします。
□幅7.4×高さ13.5cm

ファン拡散タイプ芳香器

サニフレッシュ煌 ふぁん

低速タイプのモーターを採用し、静音運転を実現。爽
やかで自然な香りを各種取り揃えており、快適な空間
を演出します。設置場所に合わせて、壁掛けと据え置
きのどちらでも使えます。
□本体サイズ：幅7.9×高さ22.3×奥行8.7cm
□芳香剤：オレンジ／フレッシュレモン／グリーンアップル　他

スタンドでもご使用
いただけます。

サニソープ

ローションタイプの薬剤なので、使い
やすく、少量でも汚れをしっかり落と
します。コンパクトなサイズなので、
場所を選ばずどこにでも簡単に取り
付け可能です。
□幅9×高さ17×奥行10.9cm

ノータッチ 薬剤供給装置 GUD-1000

手をかざすだけで、自動的に薬剤
が出る衛生的なノータッチ式ディ
スペンサー。薬剤をフォーム（泡）
状にして吐出するので、洗いやす
く、手肌を清潔に保ちます。
□幅14.7×高さ26.8×奥行10.1cm

One 
Point
Advice

Point  1
芳香剤・消臭剤で
快適空間
サニクリーンでは、さまざまなタイプの
芳香剤・消臭剤を取り揃えています。

○サニフレッシュ煌
○サニフレッシュプラスⅡ（芳香剤）

○サニフレッシュエアーⅡ
○サニフレッシュプラスⅡ（消臭剤）

悪臭 香料

悪臭を香料で包みます。

マスキングタイプ（芳香）
A B C

悪臭 

悪臭を感じられなくします。

感覚中和タイプ（消臭）
A B C

植物系の
ニオイ

人には感じ
られないニオイ

除菌剤をフォーム（泡）状に吐出するの
で、効率的に除菌することができます。
1回あたりの使用量が少量で済むため
経済的です。約1,000回使用可能。
□キャビネット：幅8×高さ24.5×奥行9cm
□除菌剤：200mℓ（内容量）
※キャビネットは無償です。

クリーンフォーム販  売

優れた吸水性でソフトな肌ざわりの
ペーパータオルです。
□ＥＭ：200枚×40パック　
※各種取り揃えております。

ペーパータオル販  売

［便座除菌クリーナー］

［センサー式自動水栓］

ジェットタオルミニ

［ハンドドライヤー・ハンドタオル］

ジェットの風で水滴を吹き飛ばすスピード乾
燥式のハンドドライヤー。コンパクトなデザイ
ンで、狭いサニタリーにも設置が可能です。
□幅25×高さ48×奥行17cm
※詳しくは営業担当者までおたずねください。

ジェットタオルスリムタイプ
騒音を抑え、乾燥時間を短縮するウェ～ブノズルを採用。
スリムなデザインのジェット風式ハンドドライヤーです。
□幅30×高さ67×奥行21.9cm
※簡易ヒーター付き、ヒーター無しの機種をご用意しています。
※別途、スタンドもご用意しています。
※詳しくは営業担当者までおたずねください。

O-157

黄色
ブドウ球菌

大腸菌

( 試験方法：黄色ブドウ球菌、大腸菌、大腸菌O-157、計
3種の培養サンプルを検体表面に接触させ、35℃で18
時間培養後、オゾンタオルの温風を30秒間吹きつけた)

温風乾燥機

オゾンタオル
手を差し出すだけで、オゾンの
温風が水洗いだけでは落とせ
ない雑菌を除菌しながら乾燥
させます。また、オゾンは室内
の消臭にも効果を発揮します。
□幅20×高さ23×奥行13.3cm

タイプ

据え置き
壁掛け
両用

タイプ

据え置き
壁掛け
両用

タイプ

据え置き
ドア取付

両用

タイプ

残量が
ひと目で
わかる

手洗い後手洗い前

手についた大腸菌を除菌します。
（株）ＢＭＬリサーチセンターにて、黄色ブ
ドウ球菌、大腸菌、大腸菌O-157の試験を
行ったところ除菌効果が認められました。

レンタル商品　 Rental

除菌ができる！

お客様をお迎えするうえでもっとも清潔さと快適さに気を使う空間
に相応しいアイテムを多数取り揃えています。消臭、手洗い、洗浄な
ど機能面ではもちろんのこと、清潔で使いやすさに配慮したサニタ
リー商品。補充などのメンテナンスも充実しており、手軽に清潔な快
適空間を維持することができます。

クリーンフォームの特長

●火気や樹脂割れに対して安全性の高い
　塩化ベンザルコニウム※を使用しています。
※アルコールのように引火することがなく、樹脂に浸透して割れを引き起こしにくいです。

2017.02.20＃1■サニクリーン 業務用商品カタログ ［仕上りサイズ：420×297］　〈13_前橋版〉 P15_P16
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家庭用商品
家庭向けレンタルシステムも、モップ、
マット、レンジフードフィルターなど、
多彩な商品をご用意しています。

ネオシュプール
抗菌グリップ

大きめのモップ面がしっかり、
たっぷりホコリを取ります。

ネオフリーボー R
抗菌グリップ

ヘッドが曲がる！ハンドルが伸びる！
これ1本で、高い所もラクラク。

サイズ（cm） 4週間レンタル

〈モップ〉約22×21以上
〈ハンドル〉 最短時約57
 最長時約84

軽量＋　　　　　　ヘッドで快適お掃除！

３層構造で油をしっかり吸着！不燃性で安心！

ネオシャルティ

軽量＋ふわふわヘッドで、ホウキのように
掃くだけでしっかりホコリをキャッチ！

抗菌グリップ

サイズ（cm） 4週間レンタル

850円（税別）〈モップ〉約53×27以上
〈ハンドル〉全高約129

レンジフードフィルター

従来の
フィルター

深型用

ガラス繊維
フィルター

不燃性実験

フィルターに不燃性のガラス繊
維を使用しています。万一、コン
ロの炎があたっても燃えにくい
ので安心。

油汚れをガードして、ラクラクお手入れ。高性能で安全な不燃性のガラス繊維
を、フィルターに使用しているので安心です。

初回金  1,000円（税別）

※初回レンタル料は初回金にレンタル料を加算した金額となります。

軽さの新感覚を実現！
サニクリーンオリジナル「　　　　　　　ヘッド」　　　　

お掃除の負担をかけない重量バランス！
従来のお掃除道具の多くは下が重く、上部が軽く作られ、下方向へ伝わる力が負担や
疲労の原因の一つとなっていました。ネオシャルティは、お掃除に負担をかけない「重
量バランス」で開発されました。

隙間・角にフィット！ホコリをたっぷりキャッチ

手軽に使えるハンディモップ伸縮ハンドル＆曲がるヘッド

ネオリバティ

360°回転フリーハンドル＆密着フレキシブルヘッ
ドで、わずか5cmのすき間もラクラクお掃除。

抗菌グリップ

サイズ（cm） 4週間レンタル

800円（税別）
〈モップ〉約51×22以上
〈ハンドル〉全高約130

幅5cm

高さ    5cm

ネオハンディST

サットリーナサイクロン

手軽に使えるハンディタイプ。お掃除を
楽しくスピーディーに変身させます。

サイクロン集塵方式採用のスティック型クリーナー。ダストケース中の旋回気
流で、ゴミと空気を遠心分離し、吸引力が持続します。

サイズ（cm） 4週間レンタル

700円（税別）
〈モップ〉
約31×17以上

モップの前部が汚れてきたら、
ハンドルの向きを差し替えれば
全面ムラなくご利用いただけます。

伸び縮み
自在のハンドル

サイズ（cm）

〈モップ〉約45×33以上
〈ハンドル〉全高約132

4週間レンタル

850円（税別）

静電気を抑制する半円形マット 吸引力が持続します

サニマットフルーア

外からのホコリの侵入を軽減。パイルの中の制電性繊維
の働きで、ドアノブ等に触った時におこる不快な静電気も
抑えます。

静電気抑制

DC

DCDC

750円（税別）

サイズ（cm） 4週間レンタル

800円（税別）約92×62

容量（kg）

※当社レンタル商品とサットリーナサイクロンをセットでレンタルしていただくとサットリーナサイクロン4週間レンタル料金
　500円（税別）がセットで割引価格200円（税別）になります。

4週間レンタル セット割引価格※

500円（税別） 200円（税別）1.6

コードの長さ（m） サイズ（cm）

約4.5 幅約23×高さ102×奥行17.5

旋回気流でゴミと空気が遠心分
離するので吸引力が持続します。

紙パックが不要！ダストケース、
フィルターも洗えるから清潔！

650円（税別）

サイズ
種類

深型用

4 週 間レンタル
縦（cm） 横（cm）

29.5～30
25
26
27.5

29
29.7

34
30 35
34 37
37.5 29.7
30 27.7
33 29.7

フィルター断面図
ガラスネット

ガラスマット

フィルターは
高密度・三層構造
中央のきめの細かいマットが
しっかり油を取ります。

※しっかり油をキャッチするので、
　ダクト内の火災がおこりにくくなります。

レンジフード 室内 室外

三層構造
レンジフード
フィルターを
取り付けます。

換気ファン・フード内の
汚れを軽減します。

外壁の
油汚れ防止にも
効果的。

排気ダクトに油が
たまるのを軽減します。

グレー

机や家具のすき間などに立てたまま収納できます。

One 
Point
Advice

Point  1

大きなホコリをとったら、
パタパタしましょう。
大きなゴミや汚れを拭いた後はビ
ニール袋などの中にモップやクロス
を入れ、パタパタ振って、ワタボコリ
などを落としておきましょう。掃除機
をかけた時に、ついでにモップの毛先
のワタボコリを吸い取っておくのも効
果的です。4週間気持ち
よく使っていた
だけます。

※モップのサイズは全て糸長を含みます。

特許取得商品 □ ふわふわヘッド：特許第4729605号

家庭用商品　 Household Use

■サニクリーン 業務用商品カタログ ［仕上りサイズ：420×297］　〈13_前橋版〉 P17_P18 2017.02.20＃1
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トイレリフレッシュサービス

トイレリフレッシュ 当社施工例

初期清掃

定期清掃

尿石・黄ばみ・水垢を徹底除去し磨き上げます。

初期清掃できれいになった便器を年間維持するために4週間に1度、
リフレッシュ清掃＋防汚コーティングを行います。

環境改善提案
今まで、トイレに芳香剤をお勧めしてきました。

しかし、芳香剤だけではダメだということに気づかされました。

ニオイの発生源である便器を完璧に洗浄しなければ

本当の快適さは実現できない。
掃除をしているのに・・・・・

キレイにならないのがトイレ、ニオイが取れないのがトイレ、問題は便器にあります。

トイレの達人

プロの技術が試される高度なクリーニング・サービス。
定期的なメンテナンスで“キレイ”を継続させます。

トイレリフレッシュシステムの流れ

トイレリフレッシュプラン

初期清掃
尿石を徹底駆除・黄ばみ、水アカを一掃

（尿石・水アカ除去・撥水防汚下地施行）

定期便器リフレッシュ　　撥水防汚コーティング
　 尿石付着防止剤（マリンクール）投入

定期便器リフレッシュ　　撥水防汚コーティング

尿石付着防止剤（マリンクール）投入のみ

尿石付着防止剤マリンクールを4週間に1度投入

初期清掃をした便器を4週間に1度定期的にリフレッシュ清掃

撥水防汚コーティング施行
＋

＋
＋

＋

＋

プラン

1
プラン

2
プラン

3

施工前 施工後

便器

ドレッサー

■サニクリーン 業務用商品カタログ ［仕上りサイズ：420×297］　〈13_前橋版〉 P19_P20 2017.01.13＃1
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化学床、木質床などのあらゆる床材に応じた方法で
美しい床に仕上げます。
最新の技術と機材を駆使した、プロにしかできない徹底清掃を、
お客様のご要望に合わせたメニューで対応します。

ワックス塗布前 ワックス塗布後

ここが
ポイント！

●ハードフロアのワックスがけで、黒ずんだ床をキレイに！
●日常清掃をもっと楽に！
●Pタイル等の化学床にも対応しています。

スチームなのでソフトな仕上がり

カーペット、じゅうたんのシミ、
汚れをプロの技術で徹底的に
クリーニング。ダニの除去、予
防にも効果的です。

お客さまを迎える応接室、会議
室などのテーブル、椅子をピカ
ピカにクリーニング。印象のよ
い快適な空間を演出します。

手垢、油、泥等の汚れを取り除き、透
明度の高いガラスとピカピカなブライ
ンドに仕上げ、室内を明るくします。

ホコリやタバコの臭い、カビやバクテ
リアを除去し、室内の空気をきれいに
します。電気代節約にも効果的です。

ホコリがたまりやすく、お掃除が
しにくい照明器具もしっかりク
リーニング。明るい室内を取り
戻します。

化学床材、木質床、石質床など、あらゆる
床材に応じた洗浄およびワックスがけを
行い、美しい床面に仕上げます。

落ちにくい黄ばみや水垢、デイリーケア
では難しい排水口の汚れまで、プロの
スタッフが丁寧にクリーニングします。

ポリッシャーによる仕上がり

カーペット

ファニチュア

窓・ブラインド

エアコン

照明器具照明器具

フロアケア（ハードフロア）トイレ・洗面台

専門知識や技術が必要な所のお掃除、集中
的にきれいにしたい箇所など、お気軽にご
相談ください。

お店全体、オフィス全体をきれいにしたい
場合も、お気軽にお問い合わせください。

その他部位別クリーニング

全体クリーニング

オフィス・ショップクリーニングサービス

ハードフロアクリーニング

※一部地域によってはサービスの出来ないエリアがございます。詳しくは営業担当者までおたずねください。

オフィス・ショップ、ご家庭のエアコンを内部から丸ごと洗浄！
外装パネルやフィルターの洗浄だけでは取れないエアコンの臭いや汚れ。プロのクリー
ニングなら、臭いやよごれの根源である内部の熱交換器を徹底的に洗浄します。内部の
カビやダニ、バクテリアを除去し、お部屋の空気をきれいに保ちます。

エアコンの種類について
エアコンにもさまざまな種類がございます。お客様の使用されているエアコンに合わせたお見積をご案内いたします。

業務用（天井カセット型） 家庭用（壁掛け型）

外装パネルの取り外し

洗浄前 洗浄後

熱交換器
の洗浄

内部のバキューミング

熱交換器の洗浄

外装パネルのクリーニング

洗浄前

壁掛形（業務用）天吊形

床置形

洗浄後

洗浄によりドレン
（排水パイプ）から
流れ出る汚れ。

取り外し部品の洗浄
（ファン）

エアコン内部は、カビやホコリ、細
菌などでこんなに汚れています。こ
れらが空気中に吐き出され、人体に
侵入してくるのです。

1

2

3

2

外装パネルの
取り外し1

外装パネルやフィルターの掃除はもちろん、熱交
換器の洗浄で臭いや汚れの根源をしっかり除去。

3

エアコンクリーニング

天井カセット型はもちろん、天井吊り下げ型や
床置き型でもクリーニングOK!

※エアコン内部も（1年に1回）お手入れが必要です。

フローリングワックスがけイメージ

サニクリーンの徹底清掃でビジネス環境をクリーンに。清潔感の漂う空間は、お客さまにも好印象を与えます。
隅々までお掃除の行き届いたオフィスやお店は、お客さまに好印象を与えるだけでなく、働く人のヤル気もアップさせます。
清潔は、お得意先やお客さまとの信頼関係を築く第一歩。私たちサニクリーンがクリーンなビジネス環境づくりをお手伝いします。

メリット 1.清　潔 2.能力回復 3.電気代節約臭い・バクテリアを除去。アレ
ルギー症状にも効果的です。

エアコンの働きを回復させる
とともに寿命を延ばします。

熱交換率アップで省エネと
電気代節約に貢献します。

壁掛形（家庭用）

天井埋込形（4方向）天井埋込形（2方向）天井埋込形（1方向）

約2時間のスピード洗浄でクリーニ
ング完了！スッキリとした衛生的な
環境をつくります。

4

自動お掃除機能付き
エアコンはサービスの

対象外です。
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各種サービス　 Service
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防火ダンパー
排気ファン 排出口

グリスフィルター

蒸気

油煙

油分

■グリスフィルターレンタルサービス （グリースダンパー）

抜群の油除去能力と独自の安全機能が安心で快適な厨房環境をつくります。

SKグリスフィルターⅡの特徴
SKグリスフィルターⅡは「12Pa」の低静圧を実現！ 煙の排出が早いので快適な環境を保ちます。

買い取り式でメンテナンスされていない場合

レンタルにした場合

厨房管理システム

排煙のしくみ

1

2

ダクト内に設置されている排気ファンの
吸い込む風力により、レンジ等から発生する
油煙をダクトへ吸い込みます。

グリスフィルターを通過する際、
油煙中の油分はフィルターに付着し、
油分が除去された蒸気が屋外へ排出されます。

※一部地域によってはサービスの出来ないエリアがございます。詳しくは営業担当者までおたずねください。

■SKグリスフィルターⅡ
驚くほどの低静圧※！
油煙を素早く吸い込みます。
※「静圧」＝油煙がグリスフィルターを
　通過する際に発生する空気抵抗。

断面図

市場の9割以上を占める「バッフル型グリスフィルター」は、
油の目詰まりに強い反面、油の除去率が75〜 80％程度と
低く、油煙の吸い込みも悪いことが指摘されています。サニ
クリーンの「グリースダンパー」は40Paの低静圧で油の除去
率と油煙の吸い込み性能アップに成功した、今までにない
高性能バッフル型グリスフィルターです。厨房火災の原因と
なるダクト内への油の付着を防ぎます。

「静圧」とは、グリスフィルターの空気抵抗を意味します。
つまり静圧値が低いほど、素早く油煙を吸い込むということ。

サニクリーンのSKグリスフィルターⅡは「12Pa」の低静圧を実現。
「とにかく煙を早く排出したい」お客様にお勧めします。

プレート枚数を大幅に増や
すと共に、当社独自の「く」
の字型プレートにより、内部
での油煙の衝突回数が増え
るため従来にない油の高除
去率を可能にしています。

ダクト側 ダクト側

グリースダンパー 従来品

油煙 油煙
レンジ側 レンジ側

□サイズ（cm）：30×30／ 25×50／ 40×40／ 30×50／ 40×50／ 50×50

□サイズ（cm）：30×30／ 25×49.5／ 40×40／ 30×49.5／ 40×49.5／ 50×49.5

サービスのメリット

1
2
3

ダクト火災を防ぐ安全機能を備えているため安心！
面倒な交換や洗浄の手間とメンテナンス経費を削減！
サイズが豊富で、様々なタイプの店舗に対応可能！

サービスのメリット

1
2

面倒な交換や洗浄の手間とメンテナンス経費を削減！
サイズが豊富で、様々なタイプの店舗に対応可能！

グリースダンパー
業界初!！ ダクト火災を防ぐ安全機能！

180 ℃ 以 上 に なる
と、火災が発生しや
すくなります。

185℃でプレートが
閉じ、火災を未然に
防ぎます。

万一火災が発生して
も、空気を遮断し、炎
を鎮火します。

□特許登録第2922899号

油除去率

85%
以上

油除去率

90%
以上

まずは、どれくらい電気代が節約できるか、シミュレーションしてみませんか。

例えば、一般ハロゲン球をLEDハロゲン球に替えた場合

55W

315円/月

1,000円

6W

34円/月

3,000円

一般ハロゲン球  LEDハロゲン球

消費電力

電気代

購入費用

100球を取り替えた場合
高い購入費用を気にせずに、削減された電気代（約28,000円＊）
よりも安いコストで導入可能！

HPでシミュレーション公開中！

＊ 料金は電力単位22円、26日営業・1日10時間点灯で試算。一般ハロゲン球約31,500円／月、LEDハロゲン球約3,400円／月の電気料金がかかると試算。
※当サービスの参考価格は、本体価格となります。

調査
ランプの種類や数、
点灯時間の調査を
行います。

提案
経費やCO2がどれ
くらい削減できるか
シミュレーションします。

契約
ご提案内容について
合意いただいた後、
契約書を交わします。

設置
設置日時の打ち
合わせ後、設置作業を
行います。

アフターサービス
毎月お客様担当者が訪
問しますので、
安心してご使用
いただけます。

更新
契約期間満了後、
再契約の打ち合わせを
行い、設置についての
打ち合わせをします。

レンタル
だと 市販のLEDを購入

レンタルを導入

300,000円

26,000円

（＠3,000×100球）

（＠260×100球）

照明電気代
約90％

カット

初期
購入費用が

高い...
サニクリーン LED

サービスのメリット

1
2
3
4

ランニングコスト大幅削減！
電球の取り付けや選定はサニクリーンにおまかせ！
電球切れ時の無償交換の他、メンテナンス不要！
省エネでエコ！ 環境保全に貢献します。

MEGAMAN®ブランド省エネランプで、
照明の電気代と管理の手間を大幅に削減！
1.5年、2年、3年契約を基本とした省エネランプのレンタルサービスです。
※契約期間は、営業時間（点灯時間）によって最適な期間を設定いたします。

現　状

サニクリーン省エネ
ランプレンタルシステム

照明に
かかる
電気代

照明にかかる電気代 消耗交換代

レンタル代 大幅なコスト削減

信頼のブランド MEGAMAN®

MEGAMAN®（メガマン）は省エネルギーランプの分野で圧倒
的なシェアを誇り、世界80カ国で販売されています。省エネル
ギーランプとして、電球型蛍光灯と電球型LEDの2種類をご
用意。お客様の店舗に合わせた最適な提案をいたします。

レンタルだと、結局高くつくのでは？
一般電球はもちろんのこと、電球やビーム球、ハロゲンランプといった、多種
多様なランプに対応する製品を取りそろえておりますので、今お使いのランプ
のほぼ100％を省エネ化することが可能です。しかも消費電力が約5分の1で
すから照明にかかる電気代が約70～ 90％も削減でき、削減分からレンタル代
をお支払いいただいても大幅なコスト削減になります。

照明にかかる電気代を約70〜 90％削減！
お客様の店舗・施設で使用している白熱電球を消費電力の少
ない「省エネランプ」に替えることで、消費電力が1/5（約80％
電気代削減）になります。

導入効果

1
手間をかけずに省エネ化が可能！
店舗の雰囲気に合わせたタイプの省エネランプをご提案し、取
付も全てサニクリーンが実施しますので、お客様の手間を煩わ
せることなく、簡単に店舗の省エネ化が可能です。

導入効果

2

省エネランプ レンタルシステム

■サニクリーン 業務用商品カタログ ［仕上りサイズ：420×297］　〈13_前橋版〉 P23_P24 2016.04.08＃0
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販売商品　 Merchandise
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販売商品
毎日のきれいや快適な空間づくりを応援する、
お掃除のプロが厳選した多彩なクリーンアイテム。
レンタルだけではない、販売商品にも自信があります！

※このカタログに掲載されている各商品の正しい使い方、安全に関する注意などは、各々の取り扱い説明書・本体表示またはカタログをご覧ください。希釈が必要な商品は、使用方法に従い、用途に合った希釈を行ってください。
※現在、一部の地域で取り扱っていない商品もありますので、詳しくは営業担当者までおたずねください。※商品のデザイン、仕様は改良などのため変更する場合がありますので、ご了承ください。

DX 平型：（600本入）
ST 平形：（600本入）
ST 丸形：（500本入）

人気
商品

クリーンクロス
髪の毛の1/400の超極細繊維
が汚れを落とします。抗菌加
工を施してあるので衛生的。

スチールウールと石鹸のダブ
ルパワーで、頑固な汚れやサ
ビもすっきり。

NEWサニピカ

人気
商品

人気
商品

人気
商品

油汚れ落とし
換気扇やレンジなど、
頑固な汚れもガッチリ落とす。

500円（税別）

410円（税別）

400mℓ
付替用400mℓ

食器、まな板、ふきんの除菌・漂白・除臭や
野菜、果物の除菌に。1ℓの水に対し、約2〜
10mℓを入れてご使用ください。

除菌・漂白剤食器用洗剤
泡切れが良く、洗浄力の高い無香料・無着
色のプロユース洗剤。

油汚れクリーンシート
毎日のお掃除に手軽な不織布シートタイ
プです。

抜群の光沢感！ ハクリ不要！ 省スペース用！

両面色違いで浴槽・
床面など使い分けが
しやすい！

高級感あふれる上品な輝きを保ち、
優れた耐久性を持った強靭な
皮膜で床のキズを防ぎます。

ニューサニワックス
超・光沢耐久タイプ

4ℓ 5,600円（税別）

18ℓ 17,800円（税別）

使用後の水洗いや拭き取りの必要がなく、
食品に触れても安心。調理器具等の除菌
に威力を発揮します。
※大量調理施設管理マニュアル適合品。消防法
の危険物に該当します。400L以上保管する場合
には、許可を受けた施設において政令で定める
技術上の基準に従わなければなりません。

アルコール製剤78（食品添加物）

4ℓ 2,800円（税別）

ハンドスプレータイプ500mℓ 1,200円（税別）

付替用ボトル500mℓ 980円（税別）

手指消毒剤
指定医薬部外品

手にベトつかず、素早く消毒。
保湿成分配合で手荒れにも配
慮した手指消毒剤です。

本体＋ポンプ：1ℓ 2,600円（税別）

付替用1ℓ 2,300円（税別）

医薬部外品

ウォシュボン
泡立ちのよい、手肌にやさ
しい純植物性ハンドソープ。

480mℓ 760円（税別）

付替用480mℓ 560円（税別）

おふろの洗剤
洗浄力、泡切れ抜群。湯あか、水
あかをスッキリ落とします。環境
にやさしい「ヤシ油」が主成分。
480mℓ 760円（税別）

付替用480mℓ 560円（税別）

ガラス用洗剤
2度拭きいらずでプロ仕様のガラス用
洗剤。拭き跡・クモリを残しません。

400mℓ 450円（税別）

詰替用350mℓ 320円（税別）

台所のスポンジ
3層構造で、泡立ち・
水切れがよく清潔です。

3個入 470円（税別）

1個入 160円（税別）

かびとりジェル
ジェルタイプのかびとり
剤が、頑固なカビに密
着。隅や隙間のカビ対
策に最適です。

100g 640円（税別）

おふろのスポンジ
研磨材不使用でキズが付きにくい。
軽い湯アカが水だけで落とせる！

1個入 410円（税別）かびとり剤
頑固なカビを泡ですっきり
落とします。　

400mℓ 550円（税別）

浴室の鏡の鱗
りんじょうこん

状痕落とし
水で濡らしてこするだけでウロコ状の汚れ
が落とせます。鏡にキズがつきにくい！

本体1個＋重ね貼りシート2枚入 500円（税別）

銀イオン系抗菌剤を添加した「抗
菌・防臭」タイプのワックス。ハク
リ剤不要で中性洗剤でメンテナン
スできます。

ニューサニワックス
抗菌防臭・エコタイプ

4ℓ 4,750円（税別）

ニューサニクリーナー 
中性洗剤
ワックスの表面についた汚
れ落としに便利な中性洗剤
です。生分解性が高く環境
に配慮した仕様です。
4ℓ 2,700円（税別）

ニューサニクリーナー 
ハクリ剤
各種化学床材に塗布された
樹脂ワックスをハクリします。

4ℓ 3,250円（税別）

床用油洗浄剤
コンクリートの床にこびりついた油汚れを
除去する強力タイプの洗浄剤。原液〜 5
倍希釈。

5kg 2,100円（税別）

紙おしぼり
業種やご予算に合わせてお選びください。

500本入 2,700円（税別）〜

芯なしトイレットロール
芯がないから、取替えの手間も軽減できゴ
ミも出ません。

12ロール 1,460円（税別）

シャボネット 石鹸液ユ・ム
フォームタイプ

医薬部外品

殺菌・消毒用手洗い石鹸液！希釈不要でそ
のままご使用いただけます。

1kg 1,700円（税別）

シャボネット 石鹸液ユ・ム
医薬部外品

ヤシ油を原料にしてつくられた、殺菌・消毒
用手洗い石鹸液。無香料なので飲食店など
に最適です。7〜 10倍希釈。

2kg 2,500円（税別）

5kg 2,000円（税別）

油汚れ用洗浄剤
頑固な油汚れもすっきり落とす強力クリー
ナー。

5kg 3,800円（税別）

5kg 1,300円（税別）

床用ワックス
中性タイプの液状ワックスです
ので、床材を傷めることなく、
美しい光沢が長持ちします。

500mℓ 800円（税別）

300mℓ 780円（税別）

※使用環境により、効果は異なります。

防カビ剤
お掃除の仕上げに使用すること
で、カビやヌメリの発生を抑制し、
浴室、洗面台周りをキレイで清潔
に保ちます。効果は約8週間。

排水管用消臭洗浄剤
厨房や洗面所などの排水管の油脂
汚れや石鹸カスなどを化学反応で
溶かし、同時に臭いも除去します。

600g 1,500円（税別）

陶器水あかクリンシート
洗剤を使用せず、水で濡らしてこす
るだけ。洗面台、便器、タイルなど
の陶器に付いた水あか、輪ジミ、黒
ジミ、黄ばみを簡単に落とせます。

5枚入 480円（税別）3枚入 980円（税別） 12個入 350円（税別）

30枚入 420円（税別）300mℓ 750円（税別）

家中お手軽泡スプレー
強力な洗浄力で、家中の汚れを手軽
にすっきり落とします。泡切れがよ
く、2度拭きいらずの中性洗剤です。
除菌剤配合。

300mℓ 320円（税別）

6枚入(ピンク、グリーン各3枚) 400円（税別）

280g 1,000円（税別）

尿石除去ジェル・
塗布用ハケ
便器のフチ裏などの尿石に長
く密着してじっくり分解する
ので、汚れも悪臭もスッキリ。

水まわりクリンシート
用途に合わせてカットできるシートタイプ。
円形、筒状、隅や狭い部分もラクラクお掃
除！研磨剤不使用のポリエステルシートで、
キズが付きにくい。

560mℓ 500円（税別）

トイレクリーナー
除菌効果を発揮し、トイ
レの黄ばみ、黒ずみをす
ばやく分解。

2個入 570円（税別）

圧縮メラミンスポンジ
圧縮加工でボロボロになり
にくく、従来品より4倍長持
ち。裏面がウレタンスポンジ
で使いやすく、水をつけてこ
するだけで、茶渋や水あか
をすっきりキレイに。

油汚れ落とし 
強力ジェル
ジェルタイプなので液ダレせず、ガンコな
油汚れも塗って拭くだけ。

約40g（1錠） 500円（税別）

置き型尿石除去剤
トイレ掃除がぐんとラクになる、
置くだけタイプの尿石除去剤です
。

尿石除去リキッド

4ℓ 8,000円（税別）

500mℓ 2,500円（税別）

小便器のトラップ部分に付着し
た尿石を強力かつ素早く分解し
除去します。非劇物タイプなの
で安心して使えます。
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