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スポンジ・たわし

カウンタークロス・ふきん

ハンドソープ

アルコール製剤

3層構造でしっかり持てる！器具などの清掃に便利な
厚型ネットスポンジ。

キクロンプロ タフネット厚型
キクロン

手指のうるおいを保ち、なめらかな洗い上がり。手肌にやさしい弱酸性＆
無香料です。

クリーン＆クリーンF1 薬用ハンドウォッシュ
花王プロフェッショナル サービス

厨房機器の洗浄に、「切って」、「丸めて」、「たたんで」使
えるシート状のたわしです。

グリーンパッド／ブルーパッド
スリーエムジャパン

高耐久のスポンジ素材のみを使用。メラミン食器をキ
ズつけません！！

キクロンプロ Qスポンジ
キクロン

無香料でニオイ移り知らず。飲食店からも評価されるプロ仕様。お料理中
の手洗いにもおすすめです。

JM 薬用泡ハンドソープ（無香料）
ファーストコレクション

拭きとり性能と抗菌・乾燥性、コストパフォーマンスの
両立を実現した高品位カウンタークロスです。

カウンタークロス 薄手／
厚手 4ツ折

橋本クロス

様々なグラスの底・内側・フチ・外側をしっかり洗える
新形状のグラス専用クリーナー。

キクロンプロ グラスクリーナー
キクロン

アルコールの即効性除菌力にポリリジンの持続性抗菌力をプラスしまし
た。アルコール成分が揮発した後も効果が持続します。

アルタン 78-R
アルタン

寿司・天ぷら・和食のお店におすすめ。お店の雰囲気を
壊さない、和の伝統色カラーのカウンタークロスです。

カウンタークロス 
和雅楽

クラレクラフレックス

マイクロファイバーの働きで、汚れをきれいにふき取
ります。

高耐久ふきん №2012
（飲食店用）

スリーエムジャパン

大判サイズのマイクロファイバーふきん。両手でグラ
スや皿を包み込んで汚れをきれいにかきおとします。

グラス・食器用 
マイクロファイバーふきん

スリーエムジャパン

スポンジ

ハンドソープ

タワシスポンジ

ハンドソープ

カウンタークロス

スポンジ

除菌用アルコール製剤

カウンタークロス マイクロファイバーふきん マイクロファイバーふきん

優れた品質に加えて、様々なシーンにマッチするスタイリッシュなデザイン
が好評のアルコール製剤です。

JM フレッシュサニタイザー
ファーストコレクション

国立マレーシア技術大学（UTM）との共同研究で、初めてマレーシアのハ
ラル認証を取得した除菌用スプレーです。

アルタンエース サニタイザー
アルタン

除菌用アルコール製剤 ハラール対応衛生管理製剤

優れた品質と安心・安全、お客様から見える場所で
の使用でも、お店の雰囲気を損なわないシンプルで
清潔感のあるデザイン。本物志向を求める方にぜひ
お使いいただきたい製品です。

暮らしの景色を美しく。デザインと品質の
両立にこだわった「JMシリーズ」。
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浴室用洗剤

厨房用漂白剤 食器用洗剤

厨房設備用洗剤

洗浄除菌剤・汚物処理キット

浴室清掃に作業性、効率性を求めるお客様に！！水切れ成分配合で作業効
率が格段にアップ。

ホテルバスマジックリン
花王プロフェッショナル サービス

食品用アルコールを含浸させた不織布製のワイパーです。適度な厚みが
あり、手軽に除菌できます。

アルタン ウェットワイパー
アルタン

泡が流れ落ちず、汚れに密着！フルーツ酵素で油を強力分解！
泡職人
友和

界面活性剤入り台所用漂白剤。スポンジ、ふきんやまな板についている雑
菌・ニオイも、しっかり取り除きます。

メイプルブリーチ
メイプル

すすぎが速い！！だから作業時間短縮、しかも節水！！フォーマー散布に適した
新配合処方により、キメ細かな泡が汚れに密着、高い洗浄力を発揮します。

パワークリンキーパー高速すすぎ
花王プロフェッショナル サービス

食品添加物なので、野菜・くだものなどの除菌に安心してご使用いただけ
ます。

月星ブリーチC
花王プロフェッショナル サービス

油になじみやすい性質を持つ独自ポリマーの働きで、洗浄成分が効率よく
油汚れに届きます。

プロフェッショナル除菌ジョイ
P&G

ゆで麺器やステンレス機器等に付着した頑固なスケール（水あか）を簡単
キレイに落とします！

アルセンパウダースケールと～る
アルタン

野菜も洗える中性洗剤。除菌コート剤の効果を損なわずに汚れをしっかり落
とし、二次汚染の原因となるバイオフィルムを低減させます。

バイオガード中性洗剤
花王プロフェッショナル サービス

厨房から菌が検出される一因は、菌が「バイオフィルム」を形成しているか
ら。2剤の組合せでバイオフィルムを抑制し、除菌作業の負担を軽減します。

バイオガード除菌コート剤
花王プロフェッショナル サービス

浴室用洗剤

除菌クロス

油汚れ用洗剤

厨房用漂白剤

油汚れ用洗剤

厨房用漂白剤（食添タイプ） 食器用洗剤

スケール洗浄剤

中性洗剤 除菌コート剤

詰替商品用のコック、軽量キャップ、ディスペンサー、アプリケーター等、充実いたしました。
詳しくは各商品ページをご覧ください。
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掃除用品

消臭剤

作業用手袋

アメニティ用品

マイクロファイバーの働きで、乾ぶきでも水ぶきでも汚れをきれいにふき
取ります。作業効率の改善と、トータルコストの削減を可能にします。

ワイピングクロス №2012
スリーエムジャパン

優れた耐久性、衛生的な取り出し口。ぴったりフィットの極うすシリーズの中で
も丈夫な手袋で手を安全にガードします。水産・食肉・青果加工の食品産業に。

粉なしニトリル極うす手袋 BR900
ダンロップホームプロダクツ

コンパクトなフィルム包装のBOXレスティッシュ。
シンプルスタイルイデシギョー

厨房機器や加工機械のメンテナンス時の油の拭取り等に。パルプ品です
が、強度があり、濡らしても破れにくい商品です。

エリエール プロワイプ ソフトタフタオル
大王製紙

トイレまるごと瞬間消臭、ウイルスも除去！

消臭力 トイレ用スプレー 
ウイルス除去プラス

エステートレーディング

日本製の特殊糸『ツヌーガ（東洋紡製）』採用。耐切創性に優れ、破れにく
く、指先や手を守ります。

№800 耐切創インナー手袋
エステートレーディング

芯ありの長尺トイレット。交換頻度の短縮に。
ラブリバーロングイデシギョー

パルプと不織布の配合品なので強度があり、水に濡らしても溶けません。アル
コールを染み込ませた清掃やカウンタークロス代りとしても使用できます。

エリエール プロワイプ ストロングタオル
大王製紙

とびちり臭・しみつき臭に！

消臭力 トイレ用 
クエン酸プラス

エステートレーディング

伸縮性の良い編み手袋。縫い目がなく手にぴったりフィットします。
業務用下ばき手袋
ダンロップホームプロダクツ

検知器に付属のマウスピースの代替に。
アルコール検知器用ストローシバセ工業

ワイピングクロス

ニトリル手袋

ティッシュペーパー

ウェス

消臭スプレー

インナー手袋

トイレットペーパー

ウェス

消臭剤

インナー手袋

アルコール検知器用ストロー

計測・検査器具

●お問い合わせは…
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