
トータルクリーニングのご提案トータルクリーニングのご提案
ケルヒャー　自動車販売店・整備工場様向け



コンパクトなボディに最大吐出圧力17MPa、吐出水量
890L/hの高い洗浄力を誇ります。高圧ホースリール付き
で、煩わしい高圧ホースの収納も簡単に行えます。

1台あると便利な100Vモデルの業務用高圧洗浄機です。業務用向け仕
様の高耐久性部品を各所に使用しているため、長時間の連続使用が可能
です。コンパクトな本体はバンタイプの車で持ち運び可能です。

冷水から温水まで自在に噴射できます。エコモードを搭載
し一定の温度で安定した温水が供給できます。水圧と水量
は手元で操作可能です。大型タイヤで移動も楽に行えます。

※スプレーランスはオプション600mm

HD 4/8 C（100V）

冷水高圧洗浄機　HD 9/17 MX　

温水高圧洗浄機　HDS 890 A

HDS 890 A 省電力モデル HDS 815 A 高圧力モデル 

高圧洗浄機用オプションアクセサリー

リフトアップしなくても、ボディ下部の洗浄
が効率良く行えます。

先端の角度を20度から140度まで変える
ことができます。

洗浄剤を泡状に噴霧します。ダイヤルで泡
の硬軟を調節できます。

アンダーボディランス

フレキシブルランス

フォームノズル＋タンク

冷水高圧洗浄機　

アンダーボディランス フレキシブルランス

HD 4/8 C
(100V)

HDS 890 A
（200V）省電力モデル

RM 806 ASF

RM 81 ASF

車両洗浄

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 洗浄剤 高圧Pro　
業務車両クリーナー

HD 9/17 MX
(200V)

HD 4/7 U
(100V)

フォームノズル＋タンク

車両洗浄　ケルヒャーの洗車はエコ。燃費、CO2、使用水量を削減します。

車や工場内の床洗浄に
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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、2018年11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。

TEL:045-777-7410

FAX:045-777-7411

業務用製品コールセンター サービスフロント

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

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）

製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ

ケルヒャー ジャパン株式会社

製品のご用命、仕様に関するお問い合わせ

取扱店

www.kaercher.com/jp/

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



毎日の
予防清掃

日常清掃
表面洗浄

定期清掃
表層剥離

ケルヒャー フロアケアシステム Eco

床面メンテナンス

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 表面磨き用
イエローパッド

イエロー
ディスクパッド

イエロー
ローラーパッド

　整備スペースの清掃 油汚れや頑固な汚れを、時短・効率アップも含めて解決します。

乾いたゴミも汚水の清掃もこれ一台

乾湿両用クリーナー　NT 35/1 Ap乾湿両用クリーナー　NT 27/1、NT 48/1
サビやへこみの心配がない軽量なプラスチックボディで、楽に取
り回しができます。また、ドレインホースを装備しており、液体を
吸引した後に、ボディを傾けずに簡単に排水処理が可能です。

乾いたゴミから液体までフィルター交換なしで吸引できます。
手動ちり落とし機能付きで、ボタンを数回押すことで、フィルター
の目詰まりを解消し、高い吸引力を保って清掃が可能です。

整備スペースの床洗浄に

手押し式床洗浄機　BR 45/22 C Bp
縦に高速回転するローラーブラシは高い洗浄力を持ち、凹凸面や
油汚れ、頑固な汚れにも効果的です。ケルヒャーのハンドル操作
システムは自動車を運転する感覚でスムーズな操作が可能です。

整備スペースの清掃

乾湿両用クリーナー 手押し式床洗浄機

NT 27/1 NT 35/1 Ap BD 38/12 C Bp BR 45/22 C BpNT 48/1



 

日常清掃

日常清掃　お客様をお迎えする屋外スペースやショールーム等の美観維持に。

屋外スペースやお客様駐車場の清掃に

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
トリで行っていた掃除が、押して歩くだけて行えます。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。手押し式やバッテ
リーモデルは排気が出ないため屋内の清掃にも対応できます。

手押し式スイーパー　KM 70/20 C

タイヤ磨耗カスの清掃 （写真はメインブラシがバッテリー駆動の KM 70/30 C Bp）

清掃前 清掃後

ショールーム内のちょっとしたお掃除に
コードレスクリーナー　EB 30/1 Pro　
バッテリー式で音が小さく、日中でもさっと出せて手軽に扱え
ます。ブラシでゴミを掃き込むため、排気が出ず空気を汚しま
せん。パイプの長さは調整可能で、楽な姿勢で清掃できます。

掃き込み方式

ショールーム床の美観維持に

小型床洗浄機　BR 40/10 C　 小型床洗浄機　BR 45/40 W Bp
縦に高速回転するローラーブラシは高い洗浄力を持ち、凹凸面
や油汚れ、頑固な汚れに効果的です。

自走式で作業や移動の負担も軽減します。世界初の鍵管理シス
テムで、どなたが操作しても均一な洗浄結果が得られます。

手押し式スイーパー コードレスクリーナー 手押し式床洗浄機

KM 70/20 C KM 70/30 C Bp EB 30/1 Pro BR 40/10 C BR 45/40 W Bp



※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: 腸球連鎖菌 ATCC 10541＝清涼飲料水な
どの汚染状況基準などに用いられる。エン
ダース＆パートナーズ研究所のテスト結果

除去細菌を99.999%※

車内クリーニング　車内クリーニングでワンランク上のサービスを提供できます。

洗浄剤を使わずに強力スチームで除菌&洗浄

スチームクリーナー　SG 4/4
約100℃の強力なスチームで、頑固な汚れを除去します。スチーム量と湯量を調節する
ことができるので、除菌から汚れの洗い流しまで幅広い用途に活躍します。また、ボイ
ラーに自動給水をするサブタンクを搭載しており、連続作業が可能です。　

取り外せない車内シートも水洗い
カーペットリンスクリーナー　Puzzi 8/1 C　
洗浄剤を吹き付けて、バキューム機能で汚れを吸引します。コンパ
クトサイズなので、作業や持ち運びが容易です。また、汚水タンク
とノズルは透明なので、汚れを直接見ながら清掃の目安（時間、強
弱）をつけることができます。

洗浄後（椅子座面）洗浄前（椅子座面）洗浄イメージ

洗浄水

吸引

高い吸引力で車内清掃を効率アップ
ドライクリーナー　T 7/1 プラス

豊富なオプションアクセサリー

コーナーノズル 車用ノズル 多目的ノズル

車内クリーニング

カーペットリンスクリーナースチームクリーナー 乾湿両用クリーナー

SG 4/4 キャディワゴン  Puzzi 8/1 C NT 7/1 プラス T 10/1

（財団法人日本食品分析センター調べ）

コンパクトなのにパワフルな吸引力で効率良く清掃します。
業務用掃除機だから耐久性が高く、長時間の使用も可能です。
清掃シーンに合わせたアクセサリーも取り揃えております。

腸炎ビブリオ菌 サルモネラ菌

黄色ブドウ球菌 大腸菌 O157




