
製品動画はこちら業務用清掃機器｜ホテル・レストラン業界様向け

トータルクリーニングのご提案



エントランスや駐車場、敷地内清掃に

敷地内清掃

敷地内の清掃に 清掃前

地下駐車場のスロープ清掃 （マシンはメインブラシがバッテリー駆動の KM 70/30 C Bp）

清掃後

手押し式スイーパー
駐車場や屋外スペースの清掃に適しています。今までホウキとチリ
トリで行っていた清掃が、押して歩くだけで行えます。また、サイ
ドブラシが壁際のゴミも効率よく掃き込みます。使用しない時は
ハンドルを畳んで立て掛け、省スペースで収納できます。

敷地内・駐車場の清掃に

KM 70/20 C

手押し式スイーパー 自走式バキュームスイーパー

KM 70/30 C Bp KM 90/60 R G

搭乗式バキュームスイーパー

カーペットケアのご提案
カーペット清掃をひとつのサイクルとして取り組むことにより、様々なメリットが生まれます。

繊維の奥の汚れを落とし、新品の状
態に近づける再生ケアが必要です。定
期的なディープクリーニングで、買い
替え頻度を減らします。

●カーペット全体
〈清掃場所〉

大がかりな定期清掃までの期間を延ば
し頻度も減らすには、汚れが軽度のう
ちにこまめに対処することが重要です。

●廊下中央部分
●エレベーター入口
●出入口～5m付近

〈清掃場所〉

カーペットをきれい
に保つには、汚れに
気づいたら、すぐに
処理することが肝
心です。

汚れの80％は外から侵入します。外
周りを清掃することで、汚れの侵入を
66％カットできます。

●建物の入口付近
●駐車場
●複合施設共用広場

〈清掃場所〉

1. 予防清掃 毎 日
頻度

カーペットの汚れは80％が乾いた汚
れです。カーペットバキュームで日常的
に清掃することで汚れをコントロール
します。

●廊下中央部分
●エレベーター入口
●出入口～5m付近

〈清掃場所〉

毎 日
頻度

定期的
頻度定期的

頻度

美観維持で施設の利用者に快適性を提供
正しいメンテナンスでカーペットをより長く美しく

KM 75/40 W Bp

2. 日常清掃

3. 中間清掃4. 定期清掃

※スポット清掃



洗浄水
吸引

布製ソファや椅子のクリーニングに

吸引吸引

オプション：ターボノズル

Puzzi 30/4

室内や廊下、大広間の清掃に

客室やレストランの清掃に

取り外せない布製品、敷いたままのカーペット洗浄に

室内や廊下、大広間の清掃に

布地の椅子やソファーのクリーニ
ングに便利です。洗浄剤を吹き付
け、汚れをバキュームで吸引しま
す。広い範囲を行う場合にはフロア
ノズル付き製品が便利です。

Puzzi 8/1 C Puzzi 10/1

カペットリンスクリーナー

T 7/1 Plus T 12/1

ドライクリーナー

洗浄前（椅子座面） 洗浄後（椅子座面）

洗浄イメージ

清掃イメージ

ブラシで繊維の奥から汚れを掻き出し吸引するため普通の掃除
機より多くのゴミを回収できます。靴の汚れは約6歩（5m弱）の
うちに8～9割落ちると言われています。汚れが溜まりやすい入り
口付近の清掃におすすめです。

汚れが溜まりやすいエントランスやロビー、廊下のカーペット清掃に

CV 30/1

アップライト式クリーナー

コンパクトなのにパワフルな吸引力。扱いやすい小型ボディに
1,200Wのパワフルモーターを搭載し、効率良く清掃できます。
また、キャスターとホイールは、清掃者をスムーズに追従するた
め、取り回しも簡単です。

ドライクリーナー

アップライト式クリーナー

カーペットリンスクリーナー

ビルクリーニング技能検定
使用資機材 CV 30/1※ ※



水のトラブルに乾湿両用クリーナー

広間の清掃に ハンドノズルで部分洗浄

NT 30/1 Ap モップシステム エコ

マイクロファイバーモップ

マイクロファイバー
ループモップ 青

ちょっとしたお掃除に（アイドルタイム） 水のトラブルに

HV 1/1 Bp

乾湿両用クリーナー モップシステムコードレス
ハンディ
バキュームクリーナー

BRC 30/15 CKM 75/40 W BpKM 85/50 R Bp

カーペット洗浄機自走式
バキュームスイーパー

搭乗式
バキュームスイーパー

ウェット方式
（エクストラクション方式）
繊維汚れを丸洗いし、新品に
近い状態に戻します。水を使
う為乾燥に時間が必要です。

カーペット洗浄でライフサイクルを延長

宴会場や大広間の清掃に

カーペットキット装着で室内清掃にカーペット仕様（特別オーダー） 標準仕様で敷地内清掃に容器を2つに分けゴミの廃棄を容易に

750ｍｍの広い清掃幅と40Lの大容量ダストコンテナで、効率よ
く清掃できます。バッテリーモデルは排気が出ないため、オプショ
ンのカーペットキットを装着することで室内清掃にも対応します。

ハンドル操縦だけでカーペット掃除が可能。搭乗式で広範囲を清
掃できます。本体は自走式と変わらないコンパクトサイズです。操
作パネルはダイヤル式で、初めての方でも簡単に取り扱えます。

自走式バキュームスイーパー　KM 75/40 W Bp搭乗式バキュームスイーパー　KM 85/50 R Bp

350mmの幅広フロアノズルで、広範囲を効率よく洗浄できま
す。付属のハンドノズルを使用すれば、布地のソファや椅子のよ
うな部分洗浄にも活躍します。

カーペットリンスクリーナー Puzzi 30/4

ケルヒャーの業務用技術が生んだ高い吸引力のコードレスハンディ
バキュームクリーナー。フロアや階段の清掃はもちろん、車内清掃や
高い所の清掃も1台で可能にします。

ハンディバキュームクリーナー　HV 1/1 Bp
乾湿両用クリーナーはこぼれた飲み物や施設の水漏れをそのまま吸
引可能です。手軽に使えるケルヒャーのモップは、別売りオプション
との組み合わせで、適合マシンに取り付けて持ち運びが可能です。

乾湿両用クリーナー / モップシステム エコ

日常の清掃では落としきれない汚れを洗浄します。新品に近い状態
に戻す再生ケアです。カーペットのライフサイクルを延長し、経費
節約に貢献します。

カーペット洗浄機　BRC 30/15 C



スチームクリーナーで除菌清掃

大浴場や調理室の床洗浄に

大浴場や調理室の清掃に

BR 40/10 CBR 30/4 C SG 4/4 キャディワゴン
（オプション）

大浴場や調理室の清掃に

HD 4/8 C
（100V）

HDS 4/7 U
（100V）

FR 30 Me

FR 50 MeHD 7/10 C Food
（200V）

冷水高圧洗浄機 手押し式床洗浄機温水高圧洗浄機 アクセサリー スチームクリーナー

サウナ室の清掃に調理室の清掃に

パイプクリーニングノズル洗浄イメージ

調理室の床洗浄に

洗面台の清掃に

※内径40mm～200mmまでの配管で利用可能

吐出口後方3ヶ所タイプ

99.999%※

除去細菌を
※SG 4/4（フロアノズルで薄板へ30cm/sec通過、スチーム圧最大、
水量を最小）細菌テスト: 清涼飲料水などの汚染状況基準などに用
いられる細菌を使用。第三者調査機関のテスト結果

浴室やプールサイドの床洗浄に

パイプクリーニングノズル（オプション）
高圧水が逆噴射し配管内の洗浄や、
つまりを除去することが可能です。

調理室の床洗浄に 浴室やプールサイドの床洗浄に

レストランの床洗浄に トイレの床洗浄に

サーフェスクリーナーを使うことで水ハネを抑えて床洗浄ができ
ます。また、サクションホースとフィルターの併用で、浴槽の残り
湯を洗浄作業に使用できます。

高圧洗浄機

縦に高速回転するローラーブラシは面圧が高く、タイルの目地
やノンスリップ床に威力を発揮し、こびり付いた汚れや油汚れ
にも効果的です。

床洗浄機

約100度の高温スチームが汚れを落とすだけでなく、検査機関
が認めた除菌力で、細菌が繁殖しやすい場所の衛生管理にも
最適です。

スチームクリーナー　SG 4/4



札幌

道東（帯広）

福岡

大阪
四国（高松）

宇都宮

北東北（盛岡）
北陸（金沢）

名古屋

鹿児島

広島

横浜（本社・営業拠点）

福島

静岡

新潟

仙台
（営業拠点・倉庫・修理センター）

東京 成田

神戸
（倉庫・修理センター）

●営業拠点
●物流拠点

安心の長期保証

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。

※ご購入後30日以内に、当社ホームページから
ユーザー登録が必要です。期間を過ぎてから
の登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。

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、2022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。

取扱店

Pro 105-09（Hotel・Restaurant_2202）


