
製品動画はこちら

トータルクリーニングのご提案
ケルヒャー　製造工場様向け



写真はディスクブラシモデル 前方サイドブラシは国内品には装備されておりません

工場内清掃
広い屋内の床を効率良く洗浄し美観を保ちます。

搭乗式床洗浄機　BR 75/150 R Bp DOSE

ダイヤルひとつでブラシ回転数、洗浄剤使用量を簡単に調整でき
るので、どなたでも均一な清掃結果が得られます。また、縦に高
速回転するローラーブラシは、高い面圧で床の凹凸面や、こびり
ついた汚れを強力に洗浄します。

手押し式床洗浄機　BR 40/10 C

洗浄剤噴射、ブラシ洗浄、汚水吸引機能付き。
この1台で床洗浄を効率よく行えます。縦に
高速回転するローラーブラシは、高い面圧で
床の凹凸面の汚れを強力に洗浄します。操作
からメンテナンスまで、初めての方でも安心
して扱えます。

自走式床洗浄機　BD 55/60 W Bp DOSE

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、清掃者は設定の範囲内で清掃するため、
どなたでも均一な仕上がりが得られます。

工場内清掃

BR 40/10 C
（手押し式）

BR 55/60 W Bp DOSE
BD 55/60 W Bp DOSE
（自走式バッテリーモデル）

BR 45/40 W Bp
BD 43/40 W Bp

（自走式バッテリーモデル）

BD 38/12 C Bp
（手押し式バッテリーモデル）

※ブラシヘッドはローラーブラシ、ディスクブラシから選択可※ブラシヘッドはローラーブラシ、ディスクブラシから選択可

ドーズ ドーズ

BR 75/150 R Bp DOSE
BD 75/150 R Bp DOSE
（搭乗式バッテリーモデル）

床洗浄機
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産業用バキュームクリーナー　IVR-L 65/12-1 Tc
切粉・オイル回収に適した金属加工専用モデ
ル。上からの吸引構造が切粉回収に高い耐久
性を発揮します。シール、タイヤ、電源ケーブ
ルなどのゴム類は全て耐油性を採用、オイル
に対しても高耐久です。切粉とオイルの分別
も簡単です。

乾湿両用クリーナー　NT 30/1 Tact  帯電防止
本体は軽くて丈夫なプラスチック製で、錆やへこみの心配が不要
です。静電気の発生しやすい粉体、濡れたゴミや液体の吸引時で
もフィルター交換することなく確実に吸引します。フィルター自動
ちり落とし機能で吸引力を落としません。

産業用バキュームクリーナー
IVCシリーズ

200V仕様のパワフルで長寿命なモーターを
搭載。様々な清掃シーンで活躍します。
画期的なフィルター自動ちり落とし機能※が
目詰まりを定期的に取り除き、吸引力が持続
するためメンテナンスの時間を節約します。
用途や目的に応じて、最適なオプションアク
セサリーをお選びいただけるため、お客様に
合わせた仕様でご利用いただけます。

※Tact モデル：フィルター自動ちり落とし機能
　Ap モデル  ：フィルター手動ちり落とし機能 

IVR-L 65/12-1 Tc
（金属加工向けモデル）

IVR-L 120/24-2 Tc
（金属加工向けモデル）

NT 30/1 Tact 帯電防止 IVC 60/24-2 Ap
（単相 200V）

IVC 60/24-2 Tact2

（単相 200V）
IVC 60/30 Tact2

（3 相 200V）

タクト

乾湿両用クリーナー 産業用バキュームクリーナー
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構内清掃　屋内・屋外
敷地清掃を安全・快適・効率的に。敷地内外の環境をクリーンにします。

自走式バキュームスイーパー　KM 75/40 W Bp

清掃能力3,375m2/h。レバーを握るだけで効率良く床のゴ
ミを掃き込みます。バッテリーモデルなので倉庫内の空気を
汚しません。ダストコンテナは車輪付きで移動しやすく、ゴミ
捨て作業が容易です。

構内清掃　屋内・屋外

搭乗式バキュームスイーパー　KM 90/60 R Bp Adv

清掃能力5,400m2/h。工場や倉庫内外に溜まったホコリや
ゴミの排出を抑えて環境を守ります。シンプルな操作の集中
コントロールパネルで、初めての方でも安心して扱うことがで
きます。

インダストリアルスイーパー   KM 130/300 R Bp
清掃能力9,100m2/h。堅牢な本体は厳
しい環境での使用に対応します。操縦は
ダイヤルひとつの簡単操作で、どなたで
も安心して操縦できます。豊富なオプ
ション品からお客様に適したカスタムが
可能です。

KM 75/40 W Bp
（自走式 バッテリーモデル）

KM 90/60 R Bp Adv
（搭乗式 バッテリーモデル）

KM 105/110 R Bp
（搭乗式 バッテリーモデル）

搭乗式スイーパー   KM 105/110 R Bp
清掃能力8,700m2/h※。シンプルな操作
パネルで直感的に操作可能です。110Lの
ダストコンテナに90％まで回収できる作
業効率の高いスイーパーです。最小旋回半
径は2mと小回りが利き、昇降式ダストコ
ンテナがゴミの廃棄を容易にします。

KM 130/300 R Bp
（搭乗式 バッテリーモデル）

スイーパー
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設備・パーツのメンテナンス
最も適した洗浄により優れた清掃結果と時間短縮を実現。

燃焼効率を高めたヒートコイル式ボイラーを採用し、連続作業でも安定した温水を供給します。機械パーツをは
じめ、社用車や大型トラックの洗浄まで、幅広い用途に活躍します。大きなタイヤ付きなので広い現場でも楽に
移動できます。また、操作パネルはシンプルで分かりやすく、どなたでも操作できます。

水や洗剤・溶剤を使用しないため、汚水処理
が不要な環境に優しい洗浄方法です。また、
使用するドライアイスは、再利用二酸化炭素
から作られたエコ原料です。

設備・パーツのメンテナンス

HDS 8/17 M
（200V）

IB 7/40SGV 8/5

1台でスチーム洗浄・バキューム清掃・床の洗
浄が可能。スチーム洗浄と同時にバキューム
で吸引できるため、液だれや汚れた水の広が
りを抑え、二次汚染を予防できます。

温水高圧洗浄機　HDS 8/17 M

ドライアイスブラスター　IB 7/40スチームバキュームクリーナー　SGV 8/5

SG 4/4

温水高圧洗浄機 スチームクリーナー スチームバキュームクリーナー ドライアイスブラスター
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●営業拠点
●物流拠点

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。

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、2020年5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。
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