・オプション サーフェスクリーナー FR 30 Me を使用

ケルヒャー

食品加工・製造業様向け

トータルクリーニングのご提案

ウェット・ゾーン 汚染作業区域
搬出・搬入時、広範囲につく汚れをスピーディーに洗浄できます。 ※イメージ画像は一部仕様が異なります

冷水高圧洗浄機

サーフェスクリーナー FR 30 Me

HD 7/10 C Food

温水ボイラーに接続することで、80℃までの温水を利用できます。

高圧洗浄機に取り付けることで、床や壁を洗浄する際に、周囲へ水

油汚れやヌメリなどの除去には温水での洗浄が効果的です。

を飛び散らせることなく洗浄が行えます。また、床面だけでなく、グ

本製品は食品工場向けに作られており、高圧ホースやタイヤは耐油

レーチングやパレットなどの洗浄にも活躍します。金属製のカバー

性の部品を採用しているため、製品を長くお使用いただけます。

で、耐熱温度は80℃まで対応可能です。

フォームノズル ＋ タンク

INNO ツインフォームランス

洗浄剤散布用のノズルと洗浄剤タンクが一体になっていて、洗浄剤

洗浄剤を泡状にして吹き付けできます。泡状の洗浄剤を洗浄対象物

を泡状にして吹き付けできます。泡状の洗浄剤を洗浄対象物に付着

に付着させることで汚れの分解を促進し、効果的に洗浄できます。

させることで汚れの分解を促進し、効果的に洗浄できます。ダイヤル

1本のノズルで、洗浄剤の吹き付けと高圧水のすすぎ洗浄を切り換え

で泡の硬軟が調整可能です。

できるため、効率良く作業ができます。

ウェット・ゾーン（汚染作業区域）
冷水高圧洗浄機

温水高圧洗浄機

オプションアクセサリー

FR 30 Me

HD 4/8 C
（100V）

HD 7/10 C Food
（200V）

HDS 4/7 U
（100V）

HDS 8/17 M
（3相 200V）

洗浄剤

高圧Pro（高圧洗浄機用洗浄剤）

フォームノズル＋タンク

INNO ツインフォームランス

フォームクリーナー フォームクリーナー
アルカリ性／無リン
酸 性／無リン
（RM 58 ASF）
（RM 59 ASF）

除菌クリーナー
中 性／無リン
（RM 735）

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。

リオデジャネイロ／キリスト像（1990）

ヴァチカン市国／サン・ピエトロ広場（1998）

広島平和記念公園／原爆の子の像（2000）

マウントラッシュモア／大統領巨大彫像（2005）

洗浄前

洗浄完了後

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。

日本橋クリーニングプロジェクト
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。

信頼のアフターサービス
札幌

営業拠点

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
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。

道東（帯広）
登録ユーザー限定

2

北東北（盛岡）

取扱店

福島

北陸（金沢）

業務用製品

宇都宮

広島

東京

福岡

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

※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。

仙台

新潟

横浜（本社）

大阪
四国（高松）

名古屋

静岡

鹿児島

※このカタログの記載内容は、2018年7月現在のものです。

ケルヒャー ジャパン株式会社
本社 〒222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町639 番地 3 TEL.045-438-1400 FAX.045-438-1401

製品のご用命、仕様に関するお問い合わせ

製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ

業務用製品コールセンター

サービスフロント

TEL:045-777-7410
FAX:045-777-7411

TEL:0570-78-3140（ナビダイヤル）
FAX:045-438-1320

各窓口の受付時間：9:00〜17:00 ／月曜日〜金曜日（祝日、当社休日を除く）

www.kaercher.com/jp/
Pro 107-06(Food industry_1904)

ドライ・ゾーン 清潔作業区域
常に衛生を保たなければいけない環境での洗浄に効果を発揮します。

写真はローラーブラシ プレミアムタイプ

手押し式床洗浄機

自走式床洗浄機

BR 35/12 C Bp

BR 55/40 W Bp DOSE

ケルヒャー独自のハンドル操作システムを採用。小回りがよく、狭い

世界初の鍵管理システム※1を採用。シンプルな操作パネルは、
どなた

場所や機材の入り組んだ場所も洗浄できます。電力消費を抑えるエ

でも簡単に操作できます。洗浄剤を必要な量だけ直接ボトルから使用

コモードを搭載し、汚れの度合いに合わせて無駄な消費を防ぎま

できる洗浄剤自動希釈機能(DOSE) ※2は、希釈の調節が可能なため、

す。また、ブラシやスクイジーは工具なしで交換できるので、メンテ

無駄がなく経済的です。(スタンダードタイプ、
プレミアムタイプあり)

ナンス時間も短縮できます。

※1）2種類の鍵で権限を分け、管理者が作業内容を設定できるシステム。
※2）プレミアムタイプに標準装備。スタンダードタイプはオプションで装備可能。

床面メンテナンス

ケルヒャー フロアケアシステム Eco
ケルヒャー フロアケアシステム Eco
は、強力な洗浄力のパッドと水だけ
で、毎日の清掃と定期的なメンテナ

毎日の
予防清掃

ンスを行うことができます。洗浄剤
使用による廃液処理の手間やラン
ニングコストを削減し、環境に配慮
した床洗浄を実現します。

床洗浄機
立ち乗り式床洗浄機

定期清掃
表層剥離

日常清掃
表面洗浄

表面磨き用
イエローパッド

BR 65/95 RS Bp DOSE

視点が高い立ち乗り式は、人や物への衝突を感知しやすいため、事
故リスクを削減出来ます。また、小回りが利くため、狭い場所の清
掃も容易に行えます。ローラーブラシモデル（BR）は粗ゴミ回収機

イエロー
ローラーパッド

能により、事前に掃き掃除することなく床洗浄が行えます。

イエロー
ディスクパッド

ドライ・ゾーン（清潔作業区域）
手押し式床洗浄機

自走式床洗浄機

立ち乗り式床洗浄機

オプションアクセサリー

ワックス表面磨き用
イエローローラーパッド

BR 35/12 C Bp
バッテリータイプ

BR 45/40 W Bp
BR 55/40 W Bp

BD 43/40 W Bp
BD 51/40 W Bp

BD 50/40 RS Bp
BR 55/95 RS Bp

BD 65/95 RS Bp DOSE
BR 65/95 RS Bp DOSE
BR 75/95 RS Bp DOSE

ワックス表面磨き用
イエローディスクパッド

敷地内清掃
構内外の清掃を安全に快適に行える清掃機器を取り揃えております。

自走式バキュームスイーパー

KM 75/40 W
動力付の自走式のため広い面積の
清掃に活躍します。走行や停止、ブ
ラシの 作 動などの 基 本 操作は、ハ
ンドルレバーと前面のパネルで行う
シンプル操作です。
動 力はガソリンエンジンタイプと
バッテリータイプからお選びいただ
けます。

※仕様変更のため形状が異なります。

手押し式スイーパー

搭乗式バキュームスイーパー

KM 70/20 C

KM 90/60 R G Adv

屋内でも屋外でも押して歩くだけでゴミを掃き込みます。今までホ

清掃能力は9,200㎡/h。広い敷地の清掃に活躍します。フィルター

ウキとチリトリで作業していた敷地内の落ち葉や紙くずなどの清掃

のチリを自動的に取り除く「自動チリ落とし機能」により、吸引力が

が、効率良く行えます。使用しない時には、ハンドルを折り曲げて壁

持続し作業効率をアップします。また、ガソリンエンジンタイプは左

などに立てかけることで、省スペースで収納ができます。

右のサイドブラシが標準で装着されており、清掃効率を高めます。
※ 写真はガソリンエンジンタイプ。

敷地内清掃

KM 75/40 W Bp

KM 70/20 C

KM 90/60 R G Adv

写真は本体仕様が一部異なります

乾湿両用クリーナー NT 35/1 Tact 帯電防止

乾湿両用クリーナー NT 55/1 Tact

乾湿両方に使用でき、調理場や加工スペースの清掃に最適です。ま

乾湿両方に使用でき、調理場や加工スペースの清掃に最適です。ま

た、粉体回収時の静電気発生を軽減します。軽量で頑丈なプラス

た、55Lの大容量コンテナで効率的な作業が行えます。軽量で頑丈

チックボディは錆びることがなく、耐久性に優れています。

なプラスチックボディは錆びることがなく、耐久性に優れています。

産業用バキュームクリーナー

スチームクリーナー

IVC 60/30 Tact2

SG 4/4

強化タイプのフィルターと自動チリ落とし機能により、大量の粉

高温スチームから熱湯まで自由に噴射できるので、油汚れの洗浄

体でも目詰まりなく強力に吸引します。耐久性を重視した設計で

や除菌など、汚れの場所や種類に適した清掃ができます。また、

厳しい環境にも対応します。

清掃が難しい製造機器の衛生維持管理にも最適です。

バキュームクリーナー

NT 35/1 Tact 帯電防止

スチームクリーナー

NT 55/1 Tact

IVC 60/30 Tact2

SG 4/4

キャディワゴン
（オプション）

