
加湿空気清浄機

後ろルーバーを閉じて前方向に集中的
に高濃度プラズマクラスターイオンを
放出する「プラズマクラスターパワフル
ショット」運転を搭載。
 
通常運転ではお部屋の空気をキレイに
し、パワフルショットではソファーやカー
ペットなどに向けて、付着する "ニオイ" 
や菌を消臭・除菌します。

加湿ストリーマ空気清浄機

プラズマ放電の一種であるストリーマが
有害化学物質を分解。
その分解力は、約１００,０００℃の
熱エネルギーに匹敵します。

花粉、排ガス等の有害物質を分解。
PM２．５の粒子を９９％除去。

ストリーマが家の中の生活臭（カビ臭・
タバコ臭・ペット臭等）を分解。

工場用エアコン　　ＺＡＳＥ（ゼアス）

こんな工場におススメ：【機械、金属、輸送機、食品工場】

＜主な特長＞
●全自動省エネ冷媒制御搭載
　 負荷に合わせて、必要能力だけを最適供給。

●『新銅合金伝熱管』を採用し、耐食性が約3 ～ 6 倍に！
　 リン脱酸銅に特殊添加物を加えた「新銅合金伝熱管」は、従来
   銅管のもつ伝熱特性を変化させずに、オイルミスト環境での
　 耐食性の大幅向上化を実現。従来銅管に比べて約3～6倍の   
   耐食性を発揮。

●高い省エネ性で電力消費の削減に貢献
　 工場のエネルギーコスト削減に貢献する、省エネインバーター 
   エアコンです。

Ｈ-Ｘｼﾘｰｽﾞ Ｈ-Ｓシリーズ

＜特長＞

●プラズマクラスターNEXT搭載、365日心地よい　　　 　 
　 空間を目指します。
●冷暖房を使わない季節にも、プラズマクラスター　　    
　 単独運転。
●自動でお部屋を清潔に、プラズマクラスター
　 パトロール。
●付着したしつこいニオイを消臭、パワフルショット。
●部屋干しのイヤなニオイを抑える、部屋干しモード。

＜特長＞

●高濃度プラズマクラスター7000
　 プラズマクラスターイオンでお部屋の空気をキレイに。
●冷暖房を使わない季節にも、プラズマクラスター
　 単独運転。
●専用スマートフォンアプリで、もっと便利に。
　 エアコンに無線LAN機能を内蔵しました。専用の　　 　
　 スマートフォンアプリを使えば、外出先からの運転の
   オン・オフ操作ができます。

ジメジメした梅雨、早めの防雨・衛生対策商品
TRUSCO プロセーフティーレインスーツＬ ミドリ安全 安全長靴　Ｌ

●上着に は反射ワッ ペ ン背抜き付
　 です 。
●袖口調節機 能付で す 。
●防水性を向 上させた 前開きズ ボン
　 です 。
●雨天時の野外作業に。

●色:ネ イビー　●サイズ：Ｌ

227-6925 ￥5，300（税抜き）

● フ ー ド付で、 長靴内部への　
　 水や 塵の侵入を防ぎます 。
●安全 性や機能性はもとよ り
　 デザイ ン性でワ ー ク シー ン    
   を演出 しま す。

●フ ー ド付　　●先芯：鋼製
●寸法(cm):25.5 ～26.0

751-6681 ￥3，100（税抜き）

ＬＯＣＴＩＴＥ 超強力防水スプレー布用

●防水効果が長時間持続し ます 。
●雨の多い 日でも 効果が持続し ます 。
●フ ッ素＋シリ コン のハイブリッドパワ ー 
　 で 強力に撥水し、防水効果も持続。
●従来製品と比べ撥水効果が約１ ０ 倍
　 長 持ちしま す 。 （綿・羊毛の場合）
●衣類の 防水・防汚。
●作業着 ・ス ー ツ・傘な ど の防水・防汚。

375-5819 ￥800（税抜き）

フマキラー 激乾400ml　3個パック

●除湿量400ｍｌでパ ワフ ルに
　 湿気を退治しま す 。
●除湿・防カ ビ・消臭のト リプル 　
　 効果があ りま す 。
●た ま った 水が こぼれに くい 
　 特殊吸湿シ ー トを 採用。
●除湿剤　 ●除湿量(ml/個):400796-1260

￥325（税抜き）

アルボース アルボナース　1Ｌ

●水洗い 不要の速乾性手指 消毒剤
　 です 。
●スプ レ ー ポンプ 付で手軽に殺菌・　
　 消毒が行え ます 。
●指定医薬部外品で す 。
●環境に優し い 減容ボト ルです 。
●消防法の危険物に 該当し ません 。
●原液使用   ● 容量(L):1
●質量:962.0ｇ

308-8073 ￥2，380（税抜き）

ライオン キレイキレイ
薬用粟ハンドソープ550ml

●泡で 出るタ イプ のハンドソー プ です 。
●殺菌 成分配合です 。 きちん と殺菌 し
　 　 バイ 菌から手肌を守りま す 。
●抗菌 ポン プ ヘッドを採用 して い ます 。
●泡切れがよく「す す ぎが早い 」 ので、   
    洗い あ がりがぬるつきま せん 。
●押し やす い ポン プを採 用しま し た 。
●容量(L):0.55
●香り:シ トラス フルー ティ

820-2764 ￥670（税抜き）

シーバイエス カビ取り用洗浄剤　カビクリア

●頑固なカビ 汚れを素早く分解し ま す 。
●浸透力が高い た め、カビ やバクテリア 
　 の効果的な 除去が 可能です 。
●カビの 除去や 除菌。
●本体サイズ ：W130XH272XD230mm
●使用濃度：原液　● 容量(L):5
●液性：ア ルカリ性

440-4467
￥5，880（税抜き）

フマキラー どこでもベープ未来

●火や熱を使わ ずに 、フ ァン で　
　 効き目を拡散す るの で安全、 
　 安心で す 。
●カー ト リッ ジは電池と一体型
   です ので 、別々 に 交換す る
　 手間が不要で す 。
●不快害虫の駆除。
●使用目安:150日401-3433

￥1，000（税抜き）




