
トータルクリーニングのご提案

ビルメンテナンス業界様向け
ケルヒャー



カーペットケアシステム

フロアケアシステム Eco（ワックス面のメンテナンス）

手押式 カーペット洗浄機
BRC 30/15 C

CV 30/1 CV 38/1 

アップライト式クリーナー 立ち乗り式 カーペットバキューム
CV 60/2 RS Bp

自走式 カーペット洗浄機
BRC 50/70 W Bp

コードレスクリーナー
EB 30/1 Pro

カーペットリンスクリーナー
Puzzi 8/1 CPuzzi 10/1

スチームクリーナー
SG 4/4

日 常 清 掃

中間・定期清掃

スポット清掃 乾　燥

日 常 清 掃 定 期 清 掃表 面 洗 浄 表 層 剥 離

ワックス表面の洗浄で汚れを強力除去！

乾いている汚れは乾いているうちに！バキュームがけでカーペット汚れの約 8割を除去。

日常清掃では取りきれない汚れは中間・定期清掃で除去。

シミや大きなゴミ・ホコリは気づいた時に速やかに。

カーペット洗浄後の乾燥も
重要な清掃プロセスです。

手間の掛かるワックス剥離を、水だけで強力洗浄！

イエローディスクパッド

イエローパッド

イエローローラーパッド

床洗浄機

ブラウンディスクパッド

ブラウンパッド

ブラウンローラーパッド

床洗浄機

ワックス表面の光沢低下を抑えつつ、軽度な汚れを除去して美観を維持し
ます。強力な洗浄力で作業時間や洗剤使用量を削減できます。

ワックス表層の汚れを、表層ごと水だけ※で研削。剥離剤を使用するなど手間
や時間がかかる、定期清掃（ワックス完全剥離）までの期間を延ばします。

＊パッドを装着できない機種もございます。詳しくはお問い合せください。
＊ローラーパッド使用時は、パッドシャフトが別途必要になります。
＊ディスクパッド使用時は、パッド取り付けディスクが別途必要になります。

＊パッドを装着できない機種もございます。詳しくはお問い合せください。
＊ローラーパッド使用時は、パッドシャフトが別途必要になります。
＊ディスクパッド使用時は、パッド取り付けディスクが別途必要になります。

※洗浄剤の併用も可

150Wと消費電力を抑えつつ、最適
な空気の流れを作り出すことで室
内全体を効率良く乾燥させます。

洗浄剤を吹き付けてバキューム機能
で吸引します。布製品のシミ落しに
最適です。

スチームの熱で汚れを溶かして取り
除きます。洗浄剤を使わず効果的に
清掃できます。

表面の目立つホコリやゴミは、コー
ドレスのスティッククリーナーで速
やかに回収。

繊維の奥にたまった汚れを回転するブ
ラシで汚れを叩き出して吸引します。

立ち乗り式で広範囲の清掃も楽々。
また、視点が高いために接触等による
アクシデントを防止します。

取り回しやすいコンパクトボディで
す。1台で洗浄と吸引の両方を行うこ
とができます。

ドライ方式とウェット方式で、カーペットの
清掃に幅広く利用可能です。別売のアク
セサリーで、スポット清掃にも対応します。

エアブロアー
AB 20
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取扱店

半世紀以上にわたる豊富な経験と実績。
暮らしを、歴史を、未来をクリーンにしています。
ケルヒャーは1985年、ニューヨークの自由
の女神の洗浄を皮切りに、世界的に有名な建
造物や彫像の洗浄・再生を手掛けてきまし
た。その中には、ブラジル・リオデジャネイロ
のキリスト像、ヴァチカン市国のサン・ピエト
ロ広場の柱廊、マウントラッシュモアの大統
領巨大彫像などがあります。
日本では、2000年7月、20世紀最後の洗浄
活動を国際平和都市・広島で行いました。
洗浄の対象となったのは平和記念公園内に
ある9体のモニュメント。平和の願いをこめ
て設置されたこれらのモニュメントの保存
に貢献したいというケルヒャーの願いが実現
したものです。

信頼のアフターサービス

日本橋クリーニングプロジェクト

※記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。　※このカタログの記載内容は、2017年2月現在のものです。 

ケルヒャー ジャパンと、名橋「日本橋」保存会は、国
の重要文化財である「日本橋」を洗浄・再生する「日
本橋クリーニングプロジェクト」を、2010年に実
施しました。当プロジェクトは日本橋架橋100周年
記念事業、ケルヒャー創立75周年記念事業、日独
交流150周年記念事業として行われました。

リオデジャネイロ／キリスト像（1990）

広島平和記念公園／原爆の子の像（2000）

洗浄前 洗浄完了後

マウントラッシュモア／大統領巨大彫像（2005）

ヴァチカン市国／サン・ピエトロ広場（1998）

業務用製品は、お近くの営業拠点が迅速に対応します。

安心の長期保証

※当社ホームページでユーザー登録が必要です
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます

2
登録ユーザー限定

業務用製品

品質に自信があ
るからこその長
期保証。
お客様が安心し
てお使い頂ける
ためのアフター
サービスを提供
しています。



床洗浄機

洗浄剤を必要な量だけ直接ボトルから投
入できるので無駄が無く経済的です。希
釈の調整もできます。

※DOSEモデルのみ

ダイヤルの切り替えひとつで掃除プログ
ラムの設定ができます。

■イージー操作システム
　(シングルダイヤル)

■洗剤節約システム「DOSE」

BR 30/4 CB 60/10 C
オートモップ

（電源不要・手押し式）

BRS 40/600 C BR 40/10 C BR 35/12 C Bp BR 55/40 RS Bp

BD 50/40 RS Bp

BR 45/40・55/40 W Bp

BD 43/40・51/40 W Bp

BR・BD 75/150 R Bp DOSE

BR・BD 90/150 R Bp DOSE

立って操作することで、次のアクションにスムーズに移
行できるので、作業時間を短縮できます。また高い視
点と広い視野を取れるので、接触等によるアクシデン
トを防止します。

※写真はBD 50/40 RS Bp

■立ち乗り式床洗浄機 RSシリーズ
今までにない「ハンドル操作システム(KART)※」により自
動車を運転する感覚でスムーズに操作できます。小回り
が利くため、入り組んだ場所や壁際もストレスなく楽しく
清掃が行えます。

■小型床洗浄機 BR 35/12 C Bp
エンボス床面や、石材床面等の清掃に適しているローラー
ブラシタイプです。世界初の「鍵管理システム（KIK）※」を
採用。2種類の鍵で権限を分け、管理者が清掃内容を設定
し、作業者はその範囲内で清掃を行います。作業者を選ば
ず、どなたでも均一な清掃結果が得られます。

■自走式床洗浄機 BR 45/40 W Bp

ブラシ面圧を簡単に調整できます。フラッ
トで滑らかな床面に適しています。

■ディスクブラシ(BDタイプ)
高い面圧と縦に高速回転することによ
り、点字ブロック等の凹凸面やノンス
リップの床面に威力を発揮します。また、
こびりついた汚れにも効果的です。

■ローラーブラシ(BRタイプ)

※ケルヒャー アドバンス レスポンス テクノロジー
※ケルヒャー・インテリジェント・キー

ケルヒャー床洗浄機 3つのポイント

凹凸面にも
入り込む

ローラーブラシ

わかりやすい
スイッチで
簡単操作

シンプル構造
だから高い

メンテナンス性
※BRタイプ

BD 38/12 C Bp BD 43/25 C Bp

ドーズ

NEW



バキュームクリーナー

多種多様なオプションアクセサリーをご用意し
ております。汚れの場所や状況に応じて最適
なアクセサリーをお選びいただけます。

■豊富なアクセサリー

EB 30/1 Pro

パイプダスティングツールサクションブラシ多目的ノズル車用ノズルターボノズル

T 7/1 プラス T 9/1 バッテリー T 10/1 T 12/1

バッテリー使用時は58dBの静音設計です。2個のバッテリーのうち、1個
が消耗しても、もう片方から自動的に電源が供給されるので、手で差し替
える必要がありません。
また、電源コンセントから給電する場合は、1,300Wのパワフル清掃が可
能です。オプションのパワーブラシ（ESB-28）は、ノズルヘッド部の回転
ブラシにより、カーペットの奥の汚れも掻き出して吸引します。

■ドライクリーナー　T 9/1 バッテリー
コンパクトなのにパワフル。小型ボディに1,200Wの強力モーターを搭
載し、効率良く清掃ができます。
また、自在キャスターと大型ホイールで、作業者をスムーズに追従するた
め、取り回しが楽です。

■ドライクリーナー　T 7/1 プラス

■ドライクリーナー

NT 27/1 NT 48/1 NT 25/1 Ap NT 35/1 Ap NT 35/1 Tact
帯電防止

NT 45/1 Tact NT 55/1 Tact

■乾湿両用クリーナー

パワーブラシ
ESB-28

ケルヒャーバキュームクリーナー 3つのポイント

高い吸引力を保つ
自動チリ落とし

機能

軽くて丈夫な
プラスチック
ボディ

あらゆる用途に
豊富な

アクセサリー
NT 27/1、 NT 48/1を除くNTシリーズ
NT 25/1 Ap、 NT 35/1 Apは手動式

ターボノズル



アップライト式クリーナー

高圧洗浄機

合成繊維フィルターバックは、通常の紙フィルターに比べ約2倍(当社比)の集
塵量と清掃面積を誇ります。しかも吸引力が低下しにくい高性能フィルターで
す。ゴミ捨て回数がほぼ半分に減るので、手間を省けます。また耐久性にも優
れているので経済的です。

HD 4/8 CHD 4/8 PKM 70/20 C KM 75/40 W BP

駐車場や屋外スペースの清掃に最適です。ホウキとチリトリで作業していた外回り
の清掃が、700mmのワイドな清掃幅と大容量ダストコンテナにより効率良く行
えます。また、使用しない時はハンドルを折りたたみ、壁などに立てかけて省スペー
スで収納できます。

■手押し式スイーパー　KM 70/20 C
取り回しやすいコンパクトサイズながらパワフルな洗浄力を誇ります。高圧ホー
スは、ねじれ防止システム(AVS)を装備し、作業中のわずらわしいねじれがあり
ません。

■100V 冷水高圧洗浄機　HD 4/8 P

ブラシヘッドは衝撃に強い素材を採用しています。一方、バンパーは柔らかい素材なの
で、家具等を傷つける心配がありません。ハンドルは握りやすく、高さも作業者に合わ
せて調整できるので、快適な清掃が可能です。

■アップライト式 クリーナー　CV 30/1

スイーパー

CV 30/1 CV 38/1

合成繊維フィルターバック

ペーパーフィルターバック

清掃可能面積

ケルヒャースイーパー 3つのポイント ケルヒャー高圧洗浄機 3つのポイント

ワイドな
清掃幅※で
効率良く作業

大容量
ダストコンテナで
効率アップ

屋外のぬれた
路面清掃でも
大活躍

圧倒的な
洗浄能力

パワーノズル

あらゆる用途に
豊富な

アクセサリー

操作性に
優れた

コンパクト設計

※清掃幅
　700mm  KM70/20 C
　750mm  KM75/40 W Bp
　共にサイドブラシ1個使用時

ビルクリーニング技能検定
使用資機材

アップライト式バキュームクリーナー

CV 30/1
※


