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　　　　金属部品洗浄剤・万能強力洗浄剤・除錆剤等

　　　　アスファルト合材、ピッチタール除去剤・コンクリート除去剤・超強力洗浄剤等

　　　　カーシャンプー各種・マフラー洗浄剤・仕上用ワックス等

　　　　洗濯洗剤各種・漂白剤・手洗い洗剤等

　　　　除菌洗浄剤・食器用洗剤・厨房用洗浄剤等

　　　　床洗浄剤各種

　　　　油脂分解洗浄剤・油吸着マット各種・油処理中和剤等

作業服等の頑固な汚れも

キレイに！

床が美しくよみがえる！

油漏れが解決！

洗浄と除菌が一度に！
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３ページ

４ページ
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９～１０ページ

カーボン、油脂類に抜群の

洗浄力！

水垢、泥汚れ等を強力洗浄！

アスファルト合材、ピッチタール、

コンクリートを除去！
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 ◆  特　長

● 石油系の洗浄剤に代わる合成洗浄剤で、引火のおそれやイヤな臭いが無く、手も荒れにくいです

● 金属部品の洗浄及び車両部品（内燃機関等）のカーボン、油脂類を除去します

● 溶液の汚れを取り除くと反復使用が可能で経済的です

 ◆  使用方法 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※水温を上げると洗浄効果がアップします

 ◆  荷　姿
●サンエスＫ１ ５００g×４８袋／箱・５００g×１２袋／箱・１ｋｇ×２０袋／箱・１５㎏箱

●噴射洗浄剤Ａ－１ １ｋｇ×２０袋／箱

 ◆  特　長

● 油汚れのひどい金属部品、エンジンルーム等の洗浄剤です

● ラジエーター内部の洗浄にも適しています　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●ＡＳＲは標準タイプ　●ＡＳＲ（防錆剤入）は防錆タイプ　●ＡＳＲ（Ｓ）は消臭剤入

●ＡＳＲ（Ｔ）は強力タイプ　●ＡＳＲ（ＴＫ）は超強力タイプ

 ◆  使用方法 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ◆  荷　姿
●ＡＳＲ ２０ℓペール缶・４ℓポリ缶×４本／箱・４ℓポリ缶　●ＡＳＲ（防錆剤入） ２０ℓペール缶

●ＡＳＲ（Ｓ） １８ℓ缶　●ＡＳＲ（Ｔ） ２０ℓポリ缶　●ＡＳＲ（ＴＫ） ２０ℓポリ缶

 ◆  特　長

● 金属部品のサビを除去します　

●ＣＲ－１０００（Ｇ）は即効性の強力タイプ※劇物　●Ｃ－２００（Ｖ）は標準タイプ

●Ｃ－３００は遅効性で発錆を抑えるリン酸皮膜を形成

 ◆  使用方法

 ◆  荷　姿
●２０ℓポリ缶

●　カーボンリムーバーＹ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 金属に付着したカーボン類の強力洗浄　

●　Ｃ－２００（Ｇ）　　　　　　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ スケール除去剤※劇物

●　防錆剤Ｓ－５０　 　        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 水溶性タイプの防錆剤※第４類第３石油類

●　ＣＲ－Ｎ　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 酸性廃液用の中和剤

●　消泡剤　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 洗浄剤等の泡消し剤　　

●　洗濯洗剤　ニューデノミック他　 ・・・・・・・・・・ 頑固な油汚れや泥汚れに抜群の洗浄力を持つ洗濯洗剤　・・・　５ページ

●　手洗い洗剤　ワンタッチクリーナーＥＳ    ・・・・ 環境に配慮したスクラブ入り手洗い洗剤　・・・　５ページ

●　作業用品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 軍手、白ウエス、黒ウエス、タオルウエス等

用　途

金属部品・機械部品

車両（建設・船舶）外装等
３～５倍

５倍

２０倍

ひどい汚れ

原液

５倍

２倍

１０倍

希釈率

希釈率

１～３％

用　途

金属部品・車両部品（内燃機関等）

コンクリート床

用　途

金属部品・機械部品

ラジエーターの内部

レザー（スプレー拭取り）

タイヤ・アルミホイール・窓ガラス

標準

１０倍

１０倍

２～６％

０．５～４％

噴射洗浄機Ａ－１の場合（噴射洗浄機を使用、水温６０℃～７０℃）

使用例
汚れの付着した金属部品を

希釈したサンエスＫ１に浸漬すると・・・

２

洗浄前 洗浄前洗浄後 洗浄後



 ◆  特　長

● アスファルト合材、ピッチタール、油脂類等を速やかに除去する乳化性溶剤です

●Ａ－１００は標準タイプ　●Ａ－３００は強力タイプ　　※第４類第２石油類

 ◆  使用方法

 ◆  荷　姿
●１８ℓ缶・２００ℓドラム缶

 ◆  特　長

● 建設機械等に固着したコンクリートを酸により溶解洗浄します

● サビも一緒に除去する洗浄剤です　

●コンクリート除去剤（Ｖ）は標準タイプ　●コンクリート除去剤（Ｇ）は強力タイプ※劇物

 ◆  使用方法

 ◆  荷　姿
●コンクリート除去剤（Ｖ） ２０ℓポリ缶・４ℓポリ缶　●コンクリート除去剤（Ｇ） ２０ℓポリ缶

 ◆  特　長  ◆  特　長

● 特に油汚れのひどい重機、建設車両、機械部品等の ● トイレの便器、タイル等に付着したカルシウムスケール、

洗浄剤です 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水垢やサビ等を除去する即効性の洗浄剤です

 ◆  使用方法 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ◆  使用方法

 ◆  荷　姿

 ◆  荷　姿 ●２０ℓポリ缶

●２０ℓポリ缶

●　油処理製品　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 油脂分解洗浄剤、中和剤、油吸着材　・・・　８ページ　　　　　　　　　　　　　　

●　除菌洗浄剤　クリーンエースＣＴＨ　　・・・・・・・ 洗剤に除菌成分を配合した洗浄剤　・・・　６ページ

●　洗濯洗剤　ニューデノミック他　・・・・・・・・・・・ 頑固な油汚れや泥汚れに抜群の洗浄力を持つ洗濯洗剤　・・・　５ページ

●　手洗い洗剤　ワンタッチクリーナーＥＳ    ・・・・ 環境に配慮したスクラブ入り手洗い洗剤　・・・　５ページ

●　作業用品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 軍手、白ウエス、黒ウエス、タオルウエス等

用　途

重機・建設車両・機械部品等

エンジンの油脂・カーボン

希釈率

原液

用　途

アスファルト合材・ピッチタール

金属部品・フィニッシャ等の建設機械の脱脂

原液～５倍

１０倍

希釈率

希釈率

原液～５倍

２～５倍

用　途

コンクリート・セメント

サビ・スケール

用　途

カルシウムスケール・水垢・サビ

希釈率

１０倍

５分後拭取りで！噴霧１分後洗浄前

使用例
カラーコーンに付着したアスファルト合材へ

Ａ－１００を噴霧すると・・・

使用例
金属板に固着したコンクリートへ

コンクリート除去剤（Ｇ）を噴霧すると・・・

洗浄前 噴霧１分後 ５分後拭取りで！

コンクリート

金属板

３



 ◆  特　長 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

● 自動車、その他車両のボディー等の頑固な水垢、泥汚れを洗浄します

　● 溶解性が非常に高く、ノズル等への目詰まりは少ないです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　● ボディーの塗膜メッキ面、パッキン類への影響が少なく

　　●＃２００は標準タイプ　●＃３００は強力タイプ　●＃５００はソフトタイプ 　 キレイに仕上がります

 ◆  使用方法 　　●＃２０は強力タイプ　●＃３０は標準タイプ　●＃５０はソフトタイプ

 ◆  使用方法

 ◆  荷　姿
　　●＃２００ １３．５ｋｇ缶、箱

　　●＃３００ １３．５ｋｇ缶、箱・１ｋｇ×１５袋／箱  ◆  荷　姿
　　●＃５００ １３．５ｋｇ箱 　　●＃２０ １８ℓ缶・４ℓポリ缶　●＃３０ １８ℓ缶・４ℓポリ缶　●＃５０ １８ℓ缶

　● コストパフォーマンスに優れています　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　● スチームクリーナー用洗浄剤です

　　●ＳＳ（２）は標準タイプ　●ＳＳ（３）は高気泡タイプ 　　●ＣＳは標準タイプ　●ＣＳ（Ｓ）は高粘度タイプ

 ◆  使用方法  ◆  使用方法

 ◆  荷　姿

 ◆  荷　姿 　　●１８ℓ缶

　　●１８ℓ缶

　● 洗車するだけで撥水効果があります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　● 水滴を弾くコーティング剤がボディーを覆い効果が持続します　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　● 車種や色を問わず手軽に使用する事ができます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ◆  使用方法

 ◆  荷　姿
　　●１８ℓ缶・４ℓポリ缶

 ◆  特　長 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ◆  特　長

● 車両等のマフラー専用洗浄剤です ● 自動車内、タイヤ、レザー、プラスチック製品等の艶出しと 

 ◆  使用方法 ワックス効果があります

 ◆  使用方法

※使用方法につきましてはお問い合わせ下さい

 ◆  荷　姿  ◆  荷　姿
●２０ℓポリ缶 ●２０ℓポリ缶・４ℓポリ缶

●　コーティング＃２０ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ガードワックスを除去し、ボディーにやさしい洗浄剤※第４類第２石油類

●　ハイサット　　　　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 中性タイプの車両外装洗浄剤

●　ビッククリーナーＳ・Ｈ・Ｇ　 ・・・・・・・・・・・・・・ Ｓは万能洗浄剤、Ｈは床用洗浄剤、Ｇは車内用洗浄剤

●　エアーウィック＃１３２　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 石油臭の消臭剤

●　除菌洗浄剤　クリーンエースＣＴＨ　　・・・・・・・ 洗剤に除菌成分を配合した洗浄剤　・・・　６ページ

●　油処理製品　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 油脂分解洗浄剤、中和剤、油吸着材　・・・　８ページ　　　　　　　　　　　　　　

●　クリーンソープ　　　　　　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ タイヤ、マットの洗浄

●　ウィンドウォッシャー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ガラスに付着した汚れを除去

●　クーラント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ エンジン冷却液

●　純水 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ バッテリー補充液

●　洗濯洗剤　ニューデノミック他　 ・・・・・・・・・・ 頑固な油汚れや泥汚れに抜群の洗浄力を持つ洗濯洗剤　・・・　５ページ

●　手洗い洗剤　ワンタッチクリーナーＥＳ    ・・・・ 環境に配慮したスクラブ入り手洗い洗剤　・・・　５ページ

●　作業用品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 軍手、白ウエス、黒ウエス、タオルウエス等

用　途

車両等のマフラー

希釈率

原液

１０～２０倍

手洗いの場合　　　　 １０～２０倍

スチームクリーナーの場合 １０～２０倍

高圧洗浄機の場合 　２～３％

５～１０％手洗いの場合　　　　

希釈率

用　途 希釈率

自動車内・タイヤ・レザー・プラスチック等 原液

希釈率

希釈率

門型洗浄機の場合

高圧洗浄機の場合　　　　

手洗いの場合　　　　

３００倍

１０～２０倍

手洗いの場合

希釈率

希釈率

高圧洗浄機の場合 ３００倍

４



 ◆  特　長

● 頑固な油汚れや泥汚れに抜群の洗浄力を持ち、生地の傷み等はほとんどありません

 ◆  使用方法

　※付属スプーン１杯１５ｇ

 ◆  荷　姿

●１５ｋｇ缶・１ｋｇ×２０袋／箱・１ｋｇ×４袋×４中箱／箱・１ｋｇ×４袋／箱

 ◆  特　長

● 柔軟仕上剤入りでやわらかく仕上がります

● 酵素の力で汚れを強力に分解洗浄します

 ◆  使用方法

　※付属スプーン１杯１５ｇ

 ◆  荷　姿
●１５ｋｇ箱・１ｋｇ×３個×６中箱／箱・１ｋｇ×３個／箱   

　１ｋｇ×４個×４中箱／箱 ・１ｋｇ×４個／箱

 ◆  特　長

● サラサラして溶けやすく繊維中に浸み込んだ複雑な油汚れを洗浄します

● コストパフォーマンスに優れています

 ◆  使用方法

 ◆  荷　姿
●１０ｋｇ×２袋／箱・１ｋｇ×２０袋／箱

 ◆  特　長 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ◆  特　長

● 水に溶けやすい無臭タイプの作業服洗剤です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　● 衣類等の漂白剤で、除菌と消臭の効果もあります

 ◆  使用方法  ◆  使用方法

 ◆  荷　姿  ◆  荷　姿
●１８ℓＱＢ箱 ●１５ｋｇ缶

 ◆  特　長 （横浜油脂工業製）

● 環境に配慮した生分解性の植物由来スクラブと保湿性の高いヒアルロン酸Ｎａを配合しています

● 指紋に入ったしつこい汚れをしっかり洗い落とします

 ◆  使用方法

 ◆  荷　姿
●１６ｋｇ缶・５ｋｇボトル×２本／箱・２ｋｇボトル×４本／箱・２ｋｇ詰替×４袋／箱

●　中性洗剤 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 液体タイプの洗濯洗剤

●　ハンドクリーナー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ タール、油性ペンキ、松ヤニも洗浄できる無臭タイプのクリーム状洗剤

●　スーパーハンド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 手にやさしい液体洗剤

●　スリーゴールド（スクラブ入り液体他） ・・・・ アロエオイル、手荒れ防止成分を配合した洗剤

１０ｇ／１ℓ

使用量

洗濯機の場合　

手洗いの場合　

１５ｇ／３０ℓ

７ｇ／１ℓ

使用量

洗濯機の場合　 １５ｇ／３０ℓ

手洗いの場合　 ７ｇ／１ℓ

使用量

洗濯機の場合　 ２０ｇ／３０ℓ

手洗いの場合　 １０ｇ／１ℓ

使用量

洗濯機の場合　 ３０㎖／３０ℓ

使用量

洗濯機の場合　 １０ｇ／３０ℓ

適量（約３ｇ）を手のひらに取り、のばしながら手をよくこすります

汚れが浮いてきたら水で洗い流して下さい

使用方法

手洗いの場合　 １０㎖／１ℓ 手洗いの場合　

５



 ◆  特　長

● 洗剤に除菌成分（塩化ベンザルコニウム）を配合した洗浄剤です

● 洗浄と除菌が１度で済みます

● カビ、バクテリア菌を効果的に除菌します

 ◆  使用方法

 ◆  荷　姿

●１８ℓ缶、ＱＢ箱

 ◆  特　長

● 高い洗浄力と持続性のあるソフトタイプの中性洗剤です

● 手荒れも少なく臭いも落とします

● 環境にやさしい天然油脂系の界面活性剤が主成分です

● 学校給食センターで採用されています

 ◆  使用方法

 ◆  荷　姿

●１８ℓ缶、ＱＢ箱・４ℓポリ缶×４本／箱・４ℓポリ缶・５００㏄ボトル×１５本／箱 　　　　　  

 ◆  特　長

● 動植物油等を強力に洗浄します

● 素早く浸透し汚れを落とします

 ◆  使用方法

 ◆  荷　姿

●２０ℓポリ缶 　　　　　  

 ◆  特　長

● 食品缶詰缶の外装洗浄剤で抜群の洗浄力があります

● 缶の光沢や印刷面への影響が少ないです

●Ｌは標準タイプ　●Ｂは強力タイプ　●ＤＮ３４は除菌成分入の超強力タイプ

 ◆  使用方法

 ◆  荷　姿

●１８ℓ缶 　　　　　  

●　クリーンエースＭＧ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ コストパフォーマンスに優れた食器用洗剤

●　オートクリーン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 液体タイプの食器洗浄機用洗浄剤

●　ＡＳ－５ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 粉末タイプの食器洗浄機用洗浄剤

●　サンエスニューＦ２ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 中性タイプの床洗浄剤　・・・　７ページ

●　ＣＲ－３（Ｇ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 強力パイプクリーナー※劇物

●　ＣＲ－Ｆ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 空調や厨房に付着した油脂、ヤニ等を除去する洗浄剤

●　次亜塩素酸ソーダ１２％ ・・・・・・・・・・・・・ 消毒、殺菌用

●　手洗い洗剤　ワンタッチクリーナーＥＳ    ・・・・ 環境に配慮したスクラブ入り手洗い洗剤　・・・　５ページ

用　途 希釈率

用　途 希釈率

水で５００倍に薄め浸した後に、軽く振り洗いして下さい野菜・果物

缶用外装 ３０～５０倍

厨房機器・壁・ダクト等 原液～３０倍

手すり・ドアノブ・テーブル・手洗い場・床・壁等

水で４００倍に薄め浸して洗うか、スポンジに直接振りかけ軽くこすり洗いして下さい

食品工場内・厨房機器等

用　途 使用方法

２０～５０倍希釈で洗浄、又は散布後に拭取りして下さい

用　途 使用方法

食器・調理用器具

６



 ◆  特　長

● コンクリート床、タイル床、その他床に蓄積したオイル、グリス等の汚れを強力に洗浄します

●ＳＢＩは強力タイプ　●ＳＢＩ（F）は超強力タイプ

 ◆  使用方法

 ◆  荷　姿

●ビッククリーナーＳＢＩ １８ℓ缶・２０ℓペール缶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●ビッククリーナーＳＢＩ（Ｆ） １８ℓ缶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ◆  特　長  ◆  特　長

● 床を傷める等の影響が少なくキレイに洗浄します ● 食品工場・厨房の床に飛び散った動植物油等に抜群の洗浄力を

 ◆  使用方法 発揮します

 ◆  使用方法

 ◆  荷　姿

●１８ℓ缶・２０ℓペール缶・４ℓポリ缶

 ◆  荷　姿

●１８ℓ缶、ＱＢ箱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ◆  特　長 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ◆  特　長

● 粉末タイプの経済的な洗浄剤です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　● 油汚れ除去に特化した石油系の洗浄剤です※第４類第２石油類

 ◆  使用方法  ◆  使用方法

 ◆  荷　姿  ◆  荷　姿
●１５ｋｇ缶・１ｋｇ×２０袋／箱 ●１８ℓ缶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●　清掃剤ＲＪ－Ｍ（Ｇ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 頑固なサビや鉄粉等の汚れを速やかに除去する粉末洗浄剤※劇物

●　ＪＣＭ－Ｖ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 浴槽や床面に付着したスケール、鉄サビ、水垢等を除去する洗浄剤

●　ＪＣＭ－５５ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 浴槽や床面に付着したスケール、鉄サビ、水垢等を除去する低刺激臭タイプの洗浄剤

●　ニューカビヌメリ洗浄剤 ・・・・・・・・・・・・・・・ 浴場や浴槽に発生した頑固なカビやヌメリ等を殺菌洗浄する塩素系洗浄剤

●　サンエスＦ３（Ｇ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 頑固な油汚れやサビ落としに適した酸性タイプの床洗浄剤※劇物

●　油処理製品　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 油脂分解洗浄剤、中和剤、油吸着材　・・・　８ページ　　　　　　　　　　　　　　

●　清掃用品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ツインデッキ、水切りワイパー、ワイパー替えゴム等

●　アイコート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 密着性、耐水性、耐油性、耐摩耗性に優れたエポキシ塗料※第４類第２石油類

●　作業用品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 軍手、白ウエス、黒ウエス、タオルウエス等

●　手洗い洗剤　ワンタッチクリーナーＥＳ    ・・・・ 環境に配慮したスクラブ入り手洗い洗剤　・・・　５ページ

カラーコンクリート床 ブラッシング後に水洗いをして下さい
原液

原液～５倍

２０～３０倍

用　途

コンクリート床 床面に水を撒いて本剤を散布し、

タイル床

厨房機器・壁・ダクト

コンクリート床

カラーコンクリート床

用　途 使用方法

用　途

コンクリート床

カラーコンクリート床

タイル床

希釈率

原液～１０倍

５～１５倍

原液～５倍

希釈率

原液～１０倍

５～１５倍

希釈率

原液～１０倍

５～１５倍

原液～５倍

用　途

用　途コンクリート床

カラーコンクリート床

タイル床

コンクリート床

カラーコンクリート床

希釈率

使用例
床に付着した塗料と汚れへ

ビッククリーナーＳＢＩ（Ｆ）を浸して

拭取りすると・・・

洗浄前 浸す ５分後拭取りで！

塗料

塗料

７



 ◆  特　長

● 流出油の二次被害を抑える油脂分解洗浄剤です

● 天然油脂系の界面活性剤がベースで生分解性が高く環境にやさしいです

● 石油系の中和剤と比べ白濁現象を極力抑えています

 ◆  使用方法

 ◆  荷　姿
●１８ℓ缶・４ℓポリ缶×４本／箱・４ℓポリ缶

 ◆  特　長 （三洋化成工業製）

● 油溶性の処理剤であり、水面に流出した油類に対して強力な乳化分散性を発揮します

● 生物に対する毒性が低く、魚介類や藻類に対する影響はほとんどありません（生分解度９９％）

 ◆  使用方法 ※第４類第３石油類

 ◆  荷　姿
●１８ℓ缶

 ◆  特　長 （加地貿易製）

● バクテリアを含む天然植物系の素材を使用した油吸着分解剤です　● 床に油が残らず、滑りません

● 吸着油は雨等で溶け出しません　● 植木の肥料にもなります　● 吸着油は水と炭酸ガスに分解します

 ◆  使用方法

 ◆  荷　姿
●１０ｋｇ袋

 ◆  特　長

● 多用途に対応した高機能吸着材です

 ◆  用　途

● 機械の油漏れや工具等に付着した油の拭取り　● 河川や海域に流出した油の除去

 ◆  製品ラインナップ

噴霧機等を使用して本剤をできるだけ均一に流出油面に散布し、

消火用ホースで放出する等の手段により人為的に油面を攪拌します

通常使用量は、流出油に対し１０～２０％です

使用方法

用　途

用　途

油処理
吸着マット等で、できるだけ油を取り除いて下さい

１０倍程度に希釈して油面に噴霧し、攪拌した後に水で洗い流して下さい

使用方法

流出油の分散処理
（原液散布）

流出油の分散処理
（希釈散布）

三井化学 

イチネン オイルハンター９８５　（５０㎝×５０㎝×７～８㎜×２０枚×５袋）　　　　

ピックアップ式の消火ノズル等を使用し、水又は海水で本剤を２０倍程度に

希釈して流出油面に吹き付け、散布と混合を同時に行います

用　途 使用方法

ブレイディ

流出油の油吸着分解 流出油へ本剤を添加します（１ｋｇで油５．２ℓの処理が可能）

ＳＸＴ１００－Ｊ　（４１㎝×５１㎝×４㎜×１００枚）　　 　

ＳＸＴ２００－Ｊ　（４１㎝×５１㎝×２．５㎜×２００枚）

ＢＳＭ３６５０　（９１㎝×１５．２４m×２㎜×１巻）

オイル吸着用、３層構造で耐久性に優れている

オイル吸着用、薄手タイプ

水性液体、化学薬品、オイル用のユニバーサルタイプ

ロール状の床面保護用

天然繊維で環境にやさしく、高い吸着力

ＵＸＴ１００－Ｊ　（４１㎝×５１㎝×４㎜×１００枚）

ＡＲ－５０　（５０㎝×５０㎝×４㎜×１００枚）　　　

ＡＲ－６５　（６５㎝×６５㎝×４㎜×１００枚）　　　

ＡＢ－５０　（５０㎝×５０㎝×２㎜×１００枚）　　　

ＨＰ－５０　（５０㎝×５０㎝×３㎜×１００枚）　　　

ＢＬ－６５００　（６５㎝×６５m×４㎜×１巻）　　　　 

中空繊維で吸着性能と浮力性能が抜群

中空繊維で吸着性能と浮力性能が抜群、ワイドタイプ

万能の薄手タイプ

極細繊維で低粘度の軽質油に対応

ロール状の長尺タイプ

横浜油脂 オイルキャッチングシートＣＦ　（４０㎝×５０㎝×４㎜×１００枚） 十字型にミシン目があり、用途に合わせカットして使用

使用例
水に浮いた油へ

１０倍希釈のサンエスＺ１を噴霧すると・・・

８



製　品　名 状態 液性 危険物 劇物 ページ

噴射洗浄剤Ａ－１　 粉末 アルカリ性

ＡＳＲ 液体 アルカリ性

ＡＳＲ（防錆剤入）　 液体 アルカリ性

ＡＳＲ（Ｓ）　 液体 アルカリ性

ＡＳＲ（Ｔ）　 液体 アルカリ性

ＡＳＲ（ＴＫ）　 液体 アルカリ性

ＣＲ－１０００（Ｇ）　 液体 酸性 ●

Ｃ－２００（Ｖ）　 液体 酸性

Ｃ－３００　 液体 酸性

カーボンリムーバーＹ　 ペースト状 アルカリ性

Ｃ－２００（Ｇ）　 液体 酸性 ●

防錆剤Ｓ－５０　 液体 アルカリ性 ●

ＣＲ－Ｎ 粉末 アルカリ性

消泡剤 液体 中性

Ａ－１００　 液体 ●

Ａ－３００　 液体 ●

コンクリート除去剤（Ｖ） 液体 酸性

コンクリート除去剤（Ｇ） 液体 酸性 ●

ＡＳＲ（ＴＫ）　 液体 アルカリ性

ＴＴＨ洗浄剤 液体 酸性

カーシャンプー＃２００　 粉末 アルカリ性

カーシャンプー＃３００　 粉末 アルカリ性

カーシャンプー＃５００　 粉末 アルカリ性

カーシャンプー＃２０　 液体 アルカリ性

カーシャンプー＃３０ 液体 アルカリ性

カーシャンプー＃５０　 液体 アルカリ性

カーシャンプーＳＳ（２） 液体 アルカリ性

カーシャンプーＳＳ（３） 液体 アルカリ性

サンエスＣＳ 液体 アルカリ性

サンエスＣＳ（Ｓ） 液体 アルカリ性

撥水シャンプー 液体 中性

マフラーエース 液体 アルカリ性

仕上用ワックス 液体 中性

コーティング＃２０ 液体 ●

ハイサット 液体 中性

ビッククリーナーＳ 液体 アルカリ性

ビッククリーナーＨ 液体 アルカリ性

ビッククリーナーＧ 液体 アルカリ性

エアーウィック＃１３２ 液体 中性

クリーンソープ 固形 アルカリ性

ウィンドウォッシャー 液体

クーラント 液体

純水 液体 中性

サンエスＫ３　 粉末 アルカリ性

液体作業服洗剤 液体 アルカリ性

サンホワイトＰ 粉末 アルカリ性

※　毒物劇物製造業、販売業登録済み

１８ℓＱＢ箱

１ｋｇ×３個×６中箱／箱・１ｋｇ×３個／箱

１ｋｇ×４個×４中箱／箱・１ｋｇ×４個／箱

１５ｋｇ缶

スーパーデノミック　 粉末

２０ℓＱＢ箱

洗濯・手洗い洗剤

ニューデノミック 粉末 アルカリ性

４ページ

１８ℓ缶

１８ℓ缶

１８ℓ缶・４ℓポリ缶

２０ℓポリ缶

２０ℓポリ缶・４ℓポリ缶

１８ℓ缶

１８ℓ缶

１８ℓ缶

１８ℓ缶

アルカリ性

２０ℓポリ缶

３ページ

車両洗浄剤
１３．５ｋｇ缶、箱

１３．５ｋｇ缶、箱・１ｋｇ×１５袋／箱

１３．５ｋｇ箱

ワンタッチクリーナーＥＳ 液状 中性

５ページ

１８ℓ缶・４ℓポリ缶

１８ℓ缶・４ℓポリ缶

１８ℓ缶

１８ℓ缶

１８ℓ缶

１８ℓ缶

１８ℓ缶

４ｋｇバケツ×２個／箱

各種

２ｋｇボトル×４本／箱・２ｋｇ詰替×４袋／箱

１５ｋｇ缶・１ｋｇ×２０袋／箱

１ｋｇ×４袋×４中箱／箱・１ｋｇ×４袋／箱

１５ｋｇ箱

１０ｋｇ×２袋／箱・１ｋｇ×２０袋／箱

１６ｋｇ缶・５ｋｇボトル×２本／箱

１８ℓ缶・４ℓポリ缶×４本／箱・４ℓポリ缶

建設・土木用洗浄剤

各種

２ページ

２０ℓポリ缶・４ℓポリ缶

２０ℓポリ缶

２０ℓポリ缶

荷　　姿
金属洗浄剤

２０ℓポリ缶

２０ℓポリ缶

１ｋｇ×２０袋／箱

２０ℓポリ缶

１ｋｇ×２０袋／箱

１８ℓ缶・２００ℓドラム缶

１８ℓ缶・２００ℓドラム缶

５００g×４８袋／箱・５００g×１２袋／箱

１ｋｇ×２０袋／箱・１５㎏箱

１ｋｇ×２０袋／箱

２０ℓペール缶・４ℓポリ缶×４本／箱・４ℓポリ缶

２０ℓペール缶

サンエスＫ１　

１８ℓ缶

２０ℓポリ缶

２０ℓポリ缶

２０ℓポリ缶

１８ℓ缶・４ℓポリ缶×４本／箱・４ℓポリ缶

粉末 アルカリ性

９



製　品　名 状態 液性 危険物 劇物 ページ
中性洗剤 液体 中性

ハンドクリーナー　 クリーム状 中性

スーパーハンド 液体 中性

スリーゴールド（スクラブ入） 液体 アルカリ性

スリーゴールド 粉末 アルカリ性

クリーンエースＣＴＨ 液体 中性

ミートエース 液体 アルカリ性

カンシャンプーＬ 液体 アルカリ性

カンシャンプーＢ 液体 アルカリ性

カンシャンプーＤＮ３４ 液体 アルカリ性

クリーンエースＭＧ 液体 中性

オートクリーン 液体 アルカリ性

ＡＳ－５ 粉末 アルカリ性

ＣＲ－３（Ｇ） 粉末 アルカリ性 ●

ＣＲ－Ｆ 液体 アルカリ性

次亜塩素酸ソーダ１２％ 液体 アルカリ性

ビッククリーナーＳＢＩ 液体 アルカリ性

ビッククリーナーＳＢＩ（Ｆ） 液体

フロアクリーンＬ 液体 アルカリ性

サンエスニューＦ２ 液体 中性

フロアクリーンＦ１ 粉末 アルカリ性

Ｚクリーン 液体 ●

清掃剤ＲＪ－Ｍ（Ｇ） 粉末 酸性 ●

ＪＣＭ－Ｖ 液体 酸性

ＪＣＭ－５５ 液体 酸性

ニューカビヌメリ洗浄剤 液体 アルカリ性

サンエスＦ３（Ｇ） 液体 酸性 ●

アイコート 液体 ●

サンエスＺ１ 液体 中性

ハイトロン＃３Ａ 液体 ●

エコットスポンジ 粉末

ＳＸＴ１００－Ｊ　
ＳＸＴ２００－Ｊ
ＵＸＴ１００－Ｊ　
ＢＳＭ３６５０
オイルキャッチングシートＣＦ
ＡＲ－５０　　
ＡＲ－６５　　
ＡＢ－５０
ＨＰ－５０　　
ＢＬ－６５００　　　 
オイルハンター９８５　　　　

軍手
ウエス各種
ツインデッキ４０㎝ナイロンタイプ
水切りワイパー９０㎝
ワイパー替えゴム９０㎝

※　お客様の御要望に合わせて開発、製造も致しますのでお気軽に御用命下さい　

１５ｋｇ缶・２．５ｋｇ×６缶／箱

１８ℓ缶

５ページ

食品関連用洗浄剤
１８ℓ缶、ＱＢ箱

クリーンエースＮＡ 液体 中性

１８ℓ缶・４ℓポリ缶×４本／箱

１８ℓ缶・４ℓボトル×４本／箱・２ℓボトル×６本／箱

６ｋｇ箱

２０ℓポリ缶

１８ℓ缶

５００㏄ボトル×１５本／箱

５０㎝×５０㎝×４㎜×１００枚／箱　　

６５㎝×６５㎝×４㎜×１００枚／箱

５０㎝×５０㎝×２㎜×１００枚／箱　　

２ｋｇ×５袋／束

１本

１本

１本

荷　　姿

９１㎝×１５．２４m×２㎜／１巻

１０ｋｇ袋

２０ℓＱＢ箱

２０ℓポリ缶

各種

１８ℓ缶

２０ℓポリ缶

１ｋｇ×２０袋／箱

１５ｋｇ缶

２０ℓポリ缶

１８ℓ缶

１８ℓ缶、ＱＢ箱・４ℓポリ缶×４本／箱・４ℓポリ缶

１ｋｇ×２０袋／箱

２０ℓポリ缶

１８ℓ缶・２０ℓペール缶・４ℓポリ缶

２０ℓポリ缶

２０ｋｇＱＢ箱

床洗浄剤
１８ℓ缶・２０ℓペール缶

７ページ

６ページ

１５ｋｇ缶・１ｋｇ×２０袋／箱

１８ℓ缶

１８ℓ缶

１８ℓ缶

１８ℓ缶、ＱＢ箱

油流出処理製品
１８ℓ缶・４ℓポリ缶×４本／箱・４ℓポリ缶

８ページ

その他、作業用品、清掃用品等
１ダース（１２双）×１０袋／束

４１㎝×５１㎝×２．５㎜×２００枚／箱

４１㎝×５１㎝×４㎜×１００枚／箱

１８ℓ缶

４１㎝×５１㎝×４㎜×１００枚／箱

４０㎝×５０㎝×４㎜×１００枚／箱

５０㎝×５０㎝×３㎜×１００枚／箱　

６５㎝×６５m×４㎜／１巻　　

５０㎝×５０㎝×７～８㎜×２０枚×５袋／箱　

１０



お問い合わせ先
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