
〒564-0043　大阪府吹田市南吹田5丁目14番29号　IP：050-3538-3290

※掲載されている各商品の正しい使い方、安全に関する注意などは、各々の取扱説明書・本体表示をご覧ください。
※現在、一部の地域で取り扱っていない商品もありますので、詳しくは営業担当者までおたずねください。
※商品のデザイン、カラー、仕様は改良などのため変更する場合がありますので、ご了承ください。

Clean For Tomorrow

サニクリーン業務用商品カタログ

BUSINESS USE 
CATALOG

■ 公益財団法人 日本自然保護協会
環境保全のための取り組みのひとつとして、自
然保護活動や環境教育のための人材育成を
推進している日本自然保護協会（NACS-J）
の活動を応援しています。

お問い合わせ先 商品やサービスに関するご質問・ご注文につきましては、私たち営業社員もしくは下記のお問い合わせ先までお気軽にどうぞ。

サニクリーンは社会貢献・環境保全活動を応援しています。

Eco 活動

■ 公益財団法人 日本盲導犬協会
社会貢献活動の取り組みのひとつとして、盲導犬の育成や目の不自由
な方々の社会参加をサポートしている日本盲導犬協会の活動を応援し
ています。

■ 親子で体験できるEcoツアーの開催
公益財団法人日本自然保護協会の協力のもと、自然
の中で自然を学ぶ参加体験型プログラム「サニエル
おやこネイチャーツアー」を開催しています。

■ 地域に根付いた清掃活動を実施
地域ごとに清掃活動「クリーンアップキャンペーン」
を行っています。

■ サニクリーンアカデミー
サニクリーンでは、生活環境が充実し快適で豊かな過ごしやすい社会づくりを目的に一般財団法人サ
ニクリーンアカデミーを設立しました。法人様やご家族・お子様を対象に、自然環境、衛生管理、5Sな
どをテーマにセミナーやイベントを開催し、生活や仕事に役立つ情報の提供や知識・技術の伝達などの
教育支援を行っています。

■ キッズドア
社会貢献活動の取り組みのひとつとして、日
本国内の子どもの貧困支援に特化し活動して
いるNPO法人キッズドアを支援しています。
すべての子どもが夢と希望をもてる社会の実
現のために、小学生
から高校生、若者ま
でといった幅広い層
への無料学習会等に
取り組んでいます。

サニクリーンは国際社会の一員として、
2030年の実現を目指して国連が採
択した、社会・経済・環境の課題解決
の目標「SDGs」を達成するために行
動します。創業60周年を迎える2020年より、株
式会社サニクリーンからSDGsの活動を開始し、
全国グループ各社へ活動の輪を広げ、事業展開を
通じて貢献してまいります。詳細は、ホームページ
をご覧ください。

SDGs

※「おそうじマイスター」と「おそうじマイスターの
　 星形マーク」は、サニクリーンの登録商標です。

http://www.sanikleen-kinki.co.jp
商品の詳細については、サニクリーンホームページでもご紹介しています。

無料お試し
実施中!

モップ
使い勝手を考えた
豊富な商品ラインアップ

ページ09

浄水器・整水器
クリーンなおいしい水で
生活に潤いを

ページ12

ページ〜

販売商品〜

各種サービス
業務を効率化する
多彩なサービスを

19

マット
設置する場所に合わせて
さまざまなタイプを

ページ03

空気清浄機
空気をきれいにして
快適な空間づくりを

ページ13

サニタリー商品
手軽に清潔で
快適な空間づくりを

ページ15

※対象商品については
　営業担当者まで

　おたずねください。

おそうじマイスターとは…
商品やサービスのご提供のほか、おそうじに関するご要
望やお悩みに的確にアドバイスします。おそうじに関す
る正しい知識、技術（ノウハウ）を有した社員を社内で
養成。研修・資格試験を経て「おそうじマイスター」とし
て認定されます。お客様の“清潔で心地よい環境づくり”
をお手伝いします。
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きれいにしたい。あしたのために。
地球にやさしく、クリーンで快適な暮らしづくりへ。

　私たちの活動目標は「日本を快適にき
れいにする」。これを実現していくために
サニクリーン中央研究所（Sanikleen
Research Center “通 称SRC”）は、

「確かな商品・技術（サービス）」を確立す
るとともに、さらにはユーザーや地域住民
の皆さまとのコミュニケーションを図る場
として2017年8月に開設されました。
　私たちはここで、サニクリーングループの

「モノと技術」、「ヒトと技術」のマッチング
を極限に高め、皆さまに最高の「コト体験」
をご提供していきたいと考えています。
　また、皆さまとともに生きる企業の社
会的な役割として、私たちが持つお掃除
や家事などのノウハウを広く皆さまにご
提供する「サニクリーンSRCツアー」も開
催し、皆さまとともに日本を快適にきれい
にしていきたいと考えています。

サニクリーン中央研究所

〒299-0247    
千葉県袖ケ浦市椎の森385-22 　
TEL:0438-40-4521

（土日祝日を除く9:00～17:00）
https://www.sanikleen.co.jp/src/

「きれいにしたい。あしたのために。」私たちサニクリーンは創業以来、
常にこの気持ちを大切にしてまいりました。そして誰もが気持ちよく、
クリーンで快適な日々を送れるために、職場の環境づくりをサポート
するためのさまざまなサービスをご用意しております。

空気清浄機
トナーカートリッジリサイクルサービス
オフィス・ショップクリーニングサービス

P13
P22
P22

マット
モップ
AEDレンタルサービス

P03
P09
P21

厨房クリーニング
グリストラップクリーンシステム
衛生管理サービス
ユニフォームレンタルサービス

P22
P23
P23
P24

浄水器・整水器
サニタリー商品
販売商品

P12
P15
P19

ページの端にカテゴリー
ごとに色分けされたツ
メを入れてありますので
ご利用ください。

飲食店

エレベーター

防災関連商品  

　

P21

店舗

給湯室・トイレ
オフィス

防炎防火対象物の建築物の中に
2m2以上のマットを敷く場合は、消
防法により、防炎マーク付きのマッ
トが義務付けられています。サニク

リーンの2m2未満のマットにはこのマークが付いて
おりませんが、機能は全く同じです。

このカタログに掲載されている機能

 吸水・吸油機能
高い吸水性・吸油性で、素早く、多くの水分・油分を
吸収。また、速乾性にも優れています。

防炎機能
消防法の防炎防火機能対象物
の規定を満たす防炎機能を備
えています。

 ブラッシング機能
超極太パイルが靴底に付いたハードな汚
れをかき落とします。

 抗菌機能
汚れなどとともに付着する雑菌の繁殖を
防ぎ、マットを清潔に保ちます。

 ダストコントロール機能
パイル構造と吸塵剤の働きで、取った
ホコリをしっかり吸着し逃しません。

エコマーク
エコマークは、さまざまな商品（製品およ
びサービス）の中で､「生産」から「廃棄」に
わたるライフサイクル全体を通して環境へ
の負荷が少なく、環境保全に役立つと認め
られた商品につけられる環境ラベルです。

 吸水機能
高い吸水性で、素早く多くの水分を吸収。また、速乾
性にも優れています。

エコ
リサイクル原料を利用した、環境にやさ
しい商品であることを表示しています。

グリーンマーク
古紙を再生利用した商品に表示されて
います。

メビウスループ（再生原料使用率）
リサイクル材の含有を表すマークです。

※「エコ」と「サニクリーン環境マーク」はサニクリーンが定めているマークです。

サニクリーン環境マーク
環境に配慮していることを表すサニク
リーンの自社認定マークです。

PETボトルリサイクル
推奨マーク
再生されたPET原料を25％以上利
用していることを表すマークです。
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Rental

サニクリーンのマットは、お客様を心地よくお迎え
する役割はもちろん、独自のダストコントロール機
能によって汚れを軽減します。エントランスや室内
など、汚れの状況や設置する場所に合わせてさま
ざまなタイプをお選びいただけます。

室内の汚れを軽減し、
お客様を気持ちよく
お迎えします。

マット マットの設置場所見取り図
商品ごとの設置場所マーク（下図）をご参照ください。

グリーン

ブラウン

ブルーグレー

レッド

強力なブラッシング機能と
優れた吸塵性能！
サニマットティアラ

約60×80／約75×90／約90×120／約90×150／
約75×180／約120×180／約150×180／約150×240 

（単位：cm）

※抗菌機能はラバーのみです。

外 中

人気
商品

超薄型設計だからドア下の隙間に
余裕がない場所にも設置が可能
サニマットルーチェ

約60×80／約75×90／約90×150／約75×180／
約120×180／約150×180／約150×240

（単位：cm）
※一部地域では商品を取り扱っていない場合がございます。

中

グレー

ブラウン

グリーンレッド

厚さ
4.6mm

シルバーブラック レッドブラック

グリーンブラック

汎用性のある無地調のデザイン
不快な静電気の発生を抑制
ブリストルマット

約45×60／約60×80／約60×120／約75×90／約75×180／
約90×120／約90×150／約60×240／約120×180／
約150×180／約150×240 （単位：cm）

［ランナータイプ］
約90×300／約90×500／約150×300／約150×500

（単位：cm）

静電気
抑制

中

ト

厨

中

外

屋外 屋内 トイレ 厨房外 中 ト 厨

ブラッシング
機能

ダストコントロール
機能（吸塵機能）

土ボコリに
強い

抗菌
機能

超薄型
軽量

ホコリに
強い

ダストコントロール
機能（吸塵機能）
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Rental

毛足の長いパイルが高級感を演出
ソフトかつリッチな踏み心地を実現
サニマットプレミアム

約75×90／約90×120／約90×150／
約120×180／約150×180／約150×240 （単位：cm）

グレー

ブラウン

ブラッシング機能が靴底の泥や土など
ハードな汚れをかき落とす！
全天候型アウトドアマット　アウテリアマット

約75×90／約90×150／約120×180／約150×180／
約150×240 （単位：cm）

外

シンプルな飽きのこないデザイン
メッセージ入りのエントランスマット
サニパーソナルマット チェス

約75×90 （単位：cm）

外
メッセージ

マット

ウエルカム いらっしゃいませ

グリーン レッド

レッド グリーン

リッチな
踏み心地

外 中

デザインやサイズ、形も自由自在な
オリジナルマットを作成
オリジナルマット
オリジナル

マット

外 中

グレー ブルー

ブラウンワインレッド

ブラッシング
機能

泥に
強い
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グレー

ブラウン

ブラック

ブラウン

吸水・吸油性抜群で、厨房に最適
ゴム部は抗菌ラバーで衛生的
吸水・吸油 KOWNマット

約45×60／約60×80／約75×90／約60×120／約90×150／
約75×180／約120×180／約150×180／約150×240 

（単位：cm）

防炎 WO D型（小便器用）
約60×60cm

V型（変形・小便器用）
約73×60cm

U型（変形・大便器用）
約60×60cm

※抗菌機能はラバーのみです。

床面の汚れや悪臭を防止して
衛生的で快適な空間を提供
抗菌防臭トイレマット ト
抗菌
機能

防臭
効果

サイズも豊富にご用意しています。

吸水・
吸油機能

素早い
蒸発

抗菌
機能

厨

靴底の土砂をしっかりかき落とし
吸水・吸油性も備えたマット
KWマット

約45×60／約60×120／約60×80／約75×90／
約75×180／約90×120／約90×150／約120×180／
約150×180／約150×240 （単位：cm）

［ランナータイプ］
約90×300／約90×500／約150×300／約150×500　

（単位：cm）

外

I

Q R

A
B

C

D
E

F
G

H

J

K

L

M
N

O P

Sサイズ（約45×60cm）
N6サイズ（約60×80cm）
N12サイズ（約60×120cm）
7.5サイズ（約75×90cm）
18サイズ（約75×180cm）
12サイズ（約90×120cm）
15サイズ（約90×150cm）
16サイズ（約60×240cm）
24サイズ（約120×180cm）
30サイズ（約150×180cm）

40サイズ（約150×240cm）
約90×300cm
約90×500cm
約150×300cm
約150×500cm
トイレマットD型（約60×60cm）
トイレマットV型（約73×60cm）
トイレマットU型（約60×60cm）

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

吸水・
吸油機能

泥に
強い

ブラッシング
機能

ホコリに
強い
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1009 ＊モップのサイズは全て糸長を含みます。＊モップのサイズは全て糸長を含みます。

Rental
弾性機構で軽〜い使用感
効果的にしっかりホコリをキャッチ！
サニモッププレノ

□モップ：約60×27cm以上　□ハンドル：全高約133cm

サイズいろいろ定番モップ
狭いところもラクラクお掃除！
サニモップEco

［M3］ □モップ：約45×32cm以上 □ハンドル：全高約130cm
［M4］ □モップ：約54×32cm以上 □ハンドル：全高約130cm
［M6］ □モップ：約73×37cm以上 □ハンドル：全高約142cm
［M9］ □モップ：約98×37cm以上 □ハンドル：全高約142cm
［M12］ □モップ：約127×37cm以上 □ハンドル：全高約142cm

DC

ヘッド部分のキャン
バスとモップ糸に
再生素材を使用し
ているEco仕様。

オプションで「FXソフトグリップ」・
「専用伸縮ポール」もあります。FX
ソフトグリップは、添え手のフィット
感向上と冷たさ防止に有効です。

上下に動く弾性機構

弾性機構と実際よりも軽
く感じることのできる重
量バランスで驚きの軽さ
を実現。お掃除にかかる
負担を軽減します。

除菌クリーナー
別売の除菌クリーナーを用
いると床面の除菌が可能に
なります。詳しくは営業担当
者までおたずねください。

水を使わずに、ホコリを舞い上げることなくお掃除で
き、サッと手軽にクリーンな環境を維持することができ
ます。騒音なく静かに使用できるところも魅力です。店
舗やオフィス、広いフロアからデスクまわりまで、用途
に応じたさまざまなラインアップをご用意しています。

サッとひと拭き。
ホコリを舞い上げない、
簡単お掃除のベストパートナー。

モップ モップの使用場所見取り図
商品ごとの使用場所マーク（下図）をご参照ください。

オ

飲

店

店 飲

オ

特許取得商品
□弾性機構：
　特許第4729605号
□レンタルでツートンカラーの
　モップ糸を加工する技術：
　特許第4809402号

段差構造の底糸が、汚れの付着量、
保持量を高め、ホコリをしっかりキャッチ！
ノンコートモップ

［M3］ □モップ：約45×33cm以上 □ハンドル：全高約130cm
［M4］ □モップ：約54×33cm以上 □ハンドル：全高約130cm
［M6］ □モップ：約71×34cm以上 □ハンドル：全高約142cm
［M9］ □モップ：約95×34cm以上 □ハンドル：全高約142cm
［M12］ □モップ：約123×34cm以上 □ハンドル：全高約142cm

店 飲

吸着剤を使用していないので、
大理石・御影石・白木など、
デリケートな床材にも使用できます。

大理石
御影石
白木オススメ

水気をしっかり吸収して転倒防止
別売の除菌クリーナーで床面の除菌も！
吸水モップ

［M4］ □モップ：約46×25cm以上
 □ハンドル：全高約130cm

［M6］ □モップ：約63×26cm以上
 □ハンドル：全高約142cm

店 飲

抗菌
グリップ

ダストコントロール
機能（吸塵機能）

抗菌軽量
ハンドル

ダストコントロール
機能（吸塵機能）

抗菌軽量
ハンドル

吸水
機能

オフィス　　　　店舗　　　　 飲食店オ 店 飲
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浄
水
器
・
整
水
器

11 ＊モップのサイズは全て糸長を含みます。

両面たっぷり使える
便利なお掃除クロス！
サニクロス

□約43×41cm以上

ヘッドが曲がりハンドルも伸びる
高いところや幅3.5cmの隙間にも！
フリーボームーヴィR

□モップ：約22×21cm以上
□ハンドル：最長時約84cm、
　最短時約57cm

オ 店 飲

平らな机から凹凸の窓枠まで
幅広く活躍！
サニハンディ

□モップ：約34×19cm以上

静電気を除去し
ホコリをつきにくくする
静電気除去モップミニ
□モップ：約20.5cm 
□全長：約12cm（モップ装着時約27.5cm）

イメージ

グーンと
伸びます！

ヘッドが7段階に
曲がります

84cm

57cm

DC

オ 店 飲

オ 店 飲

サッとなでてホコリをキャッチ！
静電気を嫌うOA機器にも安心
静電気除去モップM
□モップ：約24×18cm　
□全長：約44cm（ジョイントポール装着時約80cm）

オ

定期補充
商品

定期補充
商品

オ

サニモップ
Eco

ペーパー
モップ

□管理医療機器製造販売認証番号：225AGBZX00033000

浄水器・整水器
クリーンなおいしい水で、生活に潤いをプラス。
サニクリーンの浄水器・整水器は高性能でおいしい水を提供します。
レンタルだからこそ、忘れがちなカートリッジ交換も定期的にできるので、衛生面でも安心です。

商品規格

高除去カートリッジ　※JIS規格　除去対象物質16項目
遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB（カビ臭）、CAT（農薬）、テトラクロロエチレン、
トリクロロエチレン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、
フェノール類、ジェオスミン、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ベンゼン

※「サニアクアC-LIFE」は、ほとんどのタイプの蛇口に対応して
　いますので、お気軽に営業担当者までおたずねください。

600ℓ

Mカートリッジ
（ミニ）

1,500ℓ

約13.3×7.9
×6

約13.3×9.1
×6

約14.2×10.5×6

2,500ℓ 900ℓ

2.0ℓ／min

粒状活性炭、中空糸膜

遊離残留塩素、濁り

粒状活性炭、中空
糸膜、イオン交換体

※

1.6ℓ／min初期流量（水圧0.1MPa）

ろ過能力

ろ材の種類

浄水能力

本体＋カートリッジ外形寸法
幅×高さ×奥行（cm）

Rカートリッジ
（レギュラー）

Lカートリッジ
（ラージ）

高除去
カートリッジ

ダブルろ過システムを
採用した高精度な浄水器
蛇口直結型浄水器
サニアクアC-LIFE

カートリッジ 高除去
カートリッジ

M R L
鉄サビの
多い場合

ニゴリの
多い場合

使用前 使用後
カートリッジはこんなに汚れます！

電解水素水が、胃もたれや
胃の不快感を改善
トリム連続生成型電解水素水整水器
トリムイオンスマート

□幅32.3×高さ29.3×奥行6.3cm

薄さ
6.3cm

1分間
最大約4ℓ

業界トップレベルの浄水性能
用途に合わせてフィルターが選択可能
　　  業務用浄水器　クリンスイMP02

□外筒本体：外径10.2×高さ30cm

●製氷機・
　ウォータークーラーに
●製麺・豆腐製造などの
　食品加工に

給茶器・
コーヒーマシンに！

●喫茶店・バーなどに
●オフィスや寮などに

ホテル・レストラン
などの厨房に！

※使用用途や使用量に合わせ、4種類のカートリッジをご用意しております。

4種類
（カートリッジ）大容量 低ランニング

コスト

販  売

4種類
（カートリッジ）

約30％
節水※

レバー
左右対応

※通常使用時（メーカー基準機種）に比べ、約30％の節水が可能　
  （原水シャワー使用時）

抗菌
グリップ

ダストコントロール
機能（吸塵機能）

抗菌
ハンドル

ダストコントロール
機能（吸塵機能）

ダストコントロール
機能（吸塵機能）

One Point Advice

サニモップEcoとペーパー
モップの性能比較試験

サニモップEcoと一般的なペーパーモップでダストの拭き取り効果を比較。サニモップ
Ecoはダストをしっかりキャッチし、ダストのスジが残りません。このようにダストコント
ロール加工されたモップは、ホコリをしっかり吸着して放さない機能がポイントです。

ダブルろ過
システム

A 粒状“天然ヤシガラ”活性炭
ミネラル成分を損なうことなく、残留塩素などの
不要な化学物質や、塩素臭なども取り除きます。

B ミクロの汚れを逃さない
多層構造中空糸フィルター
人工透析の技術を活用した「多重構造中空糸
フィルター」が水に浮遊しているミクロの粒子
( 汚れなど)を強力に除去します。

A
B
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当技術マークの数字は、この商品を壁際に置いて、風量「中」運転時に高濃度プ
ラズマクラスター7000適用床面積の部屋の中央付近（床上から高さ1.2m）
の地点で測定した空中に噴き出される1cm3当たりのイオン個数の目安です。

KC-M50B-W
□幅40×高さ60×奥行22cm

天井吊下型

天井埋込型

床置型

※各種取り揃えております。
　詳しくは営業担当者までおたずねください。

壁にピッタリと設置可能なスリムデザイン

※設置場所や使い方などにより、効果が異なる場合があります。

※実使用空間での実証結果ではありません。
　インフルエンザウイルス99.8％除去テスト検査機関：
　Guangdong　Detection Center of Microbiology

プラズマクラスター効果
●浮遊するウイルス※、カビ菌、アレル物質の分解、除去に加え、　
　染みついたタバコや汗などの嫌なニオイを気にならないレベ
　ルまで脱臭、さらに付着カビ菌の増殖も抑えます。
※約25ｍ3（約6畳相当)の密閉した試験空間での約18分後の効果です。
　使用場所の状況や使い方によって効果は異なります。

1

トリプルクリーンシステムでしっかり素早く空気清浄
●プラズマクラスターで静電気を除去して、衣類やソファーなど
　に微小な粒子が付着するのを抑えます。
●独自のスピード除電気流で静電気を除去しながら、ホコリか
　ら微小な粒子まで素早く集めます。
●微小な粒子までしっかりキャッチするHEPAフィルターを採用。

2

PM2.5に対応
●0.1～2.5μｍの粒子を99％キャッチ。（換気などによる屋
　外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません）
※PM2.5とは2.5μｍ以下の微粒子状物質の総称です。
※試験方法：日本電機工業会  自主基準（HD-128）判定基準：0.1～2.5μｍ
　の微粒状物質を、32m3（約8畳）の密閉空間で99％除去する時間が
　90分以内であること。

3

分煙カウンター

空気清浄機
クリーンで快適な空間を作る、空気の掃除機。
サニクリーンの空気清浄機は、室内のホコリや花粉を除去し、クリーンな空間を実現。定期的なフィルターの交換や
故障時の交換など、レンタルだからこそのメリットも満載。空気をきれいにして、快適な空間づくりをしましょう。

プラズマクラスターイオン＋加湿、
業務用モデル
加湿空気清浄機

適用面積
加湿：約21m2   

空清：約38m2   

お部屋のスペースや目的に
合わせてお選びいただけます
　　  大型空気清浄機
強力大型
タイプ

販  売

施設・店舗・オフィスなどに最適な
２種類をご用意しました
　　  エアドッグ

CO2
センサー

ウイルス
99%以上除去

販  売

適用面積
約38m2

適用面積
約65m2

X8 Pro
□幅38×高さ76×奥行38cm

適用面積
約214m2

X5s
□幅30.6×高さ65×奥行31.6cm

感染対策に「酵素フィルター」を追加できます。
フィルターに固定化させたタンパク質を分解する酵素の作用により、フィルターで捕集した細菌を
不活性化させます。また、ウイルスについてもエンベロープを分解して不活性化することができます。
※酵素フィルターは標準装備に含まれておりません。別途ご相談ください。

【細菌に対する効果（抗菌性）】※試験機関：財団法人 日本紡績検査協会 近畿事業所　試験番号006348-1／-2　
試験方法：JIS-L-1902　試験結果：99.99％以上除去 ＊1＊2

【ウイルスに対する効果（抗ウイルス性）】※試験機関：財団法人 日本食品分析センター　試験報告書　第204031510-001号　
試験方法：ウイルス浮遊液を滴下し、TCID50法にて測定　試験結果：99.9％以上低減 ＊１＊2

＊1 酵素フィルターに捕集された細菌・ウイルスに対して効果を有しますが、これによって無菌状態がつくられるものではありません。
＊2 保証値ではありません。

感染
対策

強力な集塵力で空気の汚れを素早く浄化
冷暖房費の節約にも貢献！
くりんぷうミニ

□幅60×高さ45×奥行17cm
※場所に合わせて、壁掛けと据え置きのどちらでも使えます。

アフター
タイマーリモコン 据え置き

壁掛け両用

空
気
清
浄
機

CO2センサー内蔵なので、室内の
二酸化炭素濃度が確認できます。

フィルターの詰まりが起こらないので、
パワフルで音も静か。

静音
運転

KI-M850S-S
□幅41×高さ68.4×奥行34cm

当技術マークの数字は、この商品を壁際に置いて、風量「中」運転時に高濃度プ
ラズマクラスター25000適用床面積の部屋の中央付近（床上から高さ1.2m）
の地点で測定した空中に噴き出される1cm3当たりのイオン個数の目安です。

適用面積
加湿：約37m2   

空清：約63m2   

ブレーカ－
連動機能※

静音
運転

※KI-M850S-Sのみ

ウイルス
99.9%除去
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ドアの開け閉めによって
香りが漂います
ドア取り付けタイプ芳香器
サニフレッシュプラスⅡ

□本体サイズ：
　幅8.4×高さ12.4×奥行2.2cm
□芳香剤：グレープフルーツ／ライム／ラベンダー

スタンドでもご使用いただけます。

自然界の中和消臭原理を
利用した植物性中和消臭剤
植物性中和消臭器
エアーケム

□幅12.8×高さ17.6×奥行6.4cm

内蔵ファンが消臭剤を
お部屋の隅々まで拡散！
ファン拡散タイプ消臭器
NEWアットファン

□本体サイズ：幅11.2×高さ21.5×奥行9.3cm（最大、壁掛け時）
□消臭剤：無香性タイプ／微香性タイプ（ラベンダーの香り）

クレベリンpro スティック 
ケースタイプ

□幅7.5×高さ20.5×奥行6.97cm
※25m3の閉鎖空間で二酸化塩素により特定の「浮遊・付着
　菌」の除去を確認（大幸薬品調べ）。実使用空間での実証
　結果ではありません。
※菌、ニオイ全てを除去できるものではありません。
※ご利用環境により成分の広がりは異なります。
※有効期間は使用条件により異なります。

設置タイプ
クレベリンpro 
置き型10m2用・20m2用
二酸化塩素分子のチカラ

（特許登録番号：特許第5593423号）

［10m2用］使用目安：約1か月間
［20m2用］使用目安：約2か月間
※25m3の閉鎖空間で二酸化塩素により特定の「浮遊・
　付着菌」の除去を確認（大幸薬品調べ）。実使用空間
　での実証結果ではありません。
※菌、ニオイ全てを除去できるものではありません。
※ご利用環境により成分の広がりは異なります。
※有効期間は使用条件により異なります。

スプレータイプ
クレベリンpro スプレー
二酸化塩素分子のチカラ

（ 特許登録番号：特許第6055861号）

※25m3の閉鎖空間で二酸化塩素により特定の「浮遊・
　付着菌」の除去を確認（大幸薬品調べ）。実使用空間
　での実証結果ではありません。
※菌、ニオイ全てを除去できるものではありません。
※ご利用環境により成分の広がりは異なります。
※有効期間は使用条件により異なります。

10m2用

20m2用

サニタリー商品
清潔感と使いやすさを追求した、快適な空間づくりのお手伝い。
お客様をお迎えするうえで、最も清潔・快適でありたい空間にふさわしいアイテムを多数ご用意しています。
消臭、手洗い、除菌など、衛生的で使いやすいサニタリー商品が充実。
消耗品の補充などメンテナンスも充実しており、手軽に快適な空間を維持することができます。

 芳香器・消臭器

定期的に香りを噴霧するので
一定時間香りが持続！
エアゾール式芳香消臭器　
サニフレッシュエアーⅡ

□本体サイズ：幅8.5×高さ22.5×奥行8.5cm
□消臭剤：消臭緑茶／消臭フレッシュライム／消臭スイートピーチ

低速型モーターの採用で
静音運転を実現！
ファン拡散タイプ芳香器
サニフレッシュ煌

ふぁん

□本体サイズ：幅7.9×高さ22.3×奥行8.7cm
□芳香剤：オレンジ／アップル／
　フルーツシャワー　他

据え置き
壁掛け両用

置き場所を選ばない
コンパクトな芳香器
ファン拡散タイプ芳香器
サニフレッシュミニ

□本体サイズ：幅8.3×高さ17.1×奥行7.1cm
□芳香剤：マスカット／桃のかおり／森のかおり
□アロマ調芳香剤：アロマ調スイート／
　アロマ調ローズ
□微香性消臭剤：ロイヤルフルーティー

据え置き
壁掛け両用

据え置き
ドア取付両用

据え置き
壁掛け両用

香り
3種類

据え置き
壁掛け両用

据え置き
壁掛け両用

据え置き
壁掛け両用

○サニフレッシュミニ（微香性消臭剤）
○NEWアットファン
○クレベリンpro スティック ケースタイプ
○クレベリンpro スプレー
○クレベリンpro  置き型10m2用・20m2用

○サニフレッシュエアーⅡ
○エアーケム

芳香剤・消臭剤で快適空間 サニクリーンでは、さまざまなタイプの芳香剤・消臭剤を取り揃えています。

○サニフレッシュ煌
○サニフレッシュミニ（芳香剤）
○サニフレッシュミニ（アロマ調芳香剤）
○サニフレッシュプラスⅡ

悪臭を香料で包みます。

マスキングタイプ（芳香）

CB 香料A 悪臭 
悪臭を化学反応で無臭にします。

化学反応／中和タイプ（消臭）

ゼロ 無臭物質B 化学反応A 悪臭 
悪臭を感じられなくします。

感覚中和タイプ（消臭）

C 人には感じら
    れないニオイ

B 植物系のニオイA 悪臭 

One Point Advice
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便座除菌クリーナーを自動吐出
非接触だから衛生的！
　　  SKオートディスペンサー
□幅10.3×高さ22.2×奥行10.3cm
　容量：500mℓ
※別売の専用薬剤「便座除菌クリーナー」を
　補充してご利用ください。

［便座除菌クリーナー］1ℓ

コンパクトだから
狭い場所にも設置可能！
ジェットタオルミニ
□幅24.5×高さ47×奥行13.9cm

尿石付着防止効果のある薬剤を
自動供給して便器を洗浄！
センサー式自動洗浄＋尿石防止システム
フラッシュマンZ
□幅14×高さ18.2×奥行8.2cm

センサー式トイレで安心・清潔
水道工事も不要な電池式！
センサー式自動洗浄＋尿石防止システム
フラッシュマン・デュオ
□幅15.3×高さ13.5×奥行10.4cm

水流・水圧の力で作動し
電源や電池は不要！
尿石防止システム
フラッシュマン・ソロ
□幅23×高さ18.5×奥行9cm
　（13cmパイプ取り付け時）

除菌剤を泡状に吐出して
使用感も良く効率除菌！
　　  クリーンフォーム

［キャビネット］□幅8×高さ24.5×奥行9cm
［除菌剤］200mℓ

便座除菌
クリーナー消毒タイプ 石けんタイプ

センサーで自動開閉し
二重フタで中身が見えない！
　　  ノンタッチサニタリーBOX
□幅44.5×高さ46×奥行15cm
　容量：約15ℓ
※別売で専用の消臭ゴミ袋、消臭剤もございます。
　詳しくは営業担当者までおたずねください。

 ハンドドライヤー

 ハンドソープ

「二段ノズル構造」で
利用者への水滴飛散を抑制
　　  ジェットタオルスリムタイプ
□幅30×高さ75.5×奥行21.9cm
※簡易ヒーター付き、ヒーター無しの機種をご用意しています。
※別途、スタンドもご用意しています。

販  売

 自動水栓

泡沫吐水により一般的な蛇口に比べ
約40%の節水！
　　   センサー式自動水栓  シャワリー
□外径7×高さ11.9cm（円筒状）　
□吐水管長さ13cm

販  売

販  売

 生理用品用ゴミ箱

手をかざすだけで
自動的に薬剤が出て衛生的！
ノータッチ
薬剤供給装置 GUD-1000

□幅14.7×高さ26.8×奥行10.1cm

据え置き
壁掛け両用

シンプルでスタイリッシュな
ノータッチ式ディスペンサー！
ノータッチ式ディスペンサー
UD-450-GL

□幅10.5×高さ22.5×奥行9.9cm

壁掛け
専用

 尿石防止システム

 便座除菌クリーナー

大便器用壁水栓用汚物流し用

衛生管理の徹底や、作業者の
労力軽減！電気工事不要！
フラッシュマンノンタッチ

（汚物流し用・壁水栓用）
汚物流し用+壁水栓用を組み合わせて
設置することも可能です。
□外径7.4×高さ12.1（壁水栓用は高さ15.1）cm

流し忘れ軽減や節水効果も！
後付け方式なので電気工事不要！
フラッシュマンFD（ 大便器用 ）
□外径7.4×高さ12.1cm

 センサー式自動洗浄装置

汚物流し用＋壁水栓用

病院
老健施設オススメ

病院
老健施設オススメ

販  売 販  売
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ニューサニワックス  
超・光沢耐久タイプ
高級感あふれる上品な輝きを保ち、優
れた耐久性を持った強靭な皮膜で床
のキズを防ぎます。
4ℓ／18ℓ

ニューサニクリーナー
中性洗剤
ワックスの表面についた汚れ落とし
に便利な中性洗剤です。生分解性が高
く環境に配慮した仕様です。
4ℓ

ニューサニクリーナー
ハクリ剤
各種化学床材に塗布された樹脂ワック
スをハクリします。
4ℓ

レギュラーⅡ
タイプ

裏ワザカット
ハンディタイプ

ニューサニワックス  
抗菌防臭・エコタイプ
銀イオン系抗菌剤を添加した「抗菌・防
臭」タイプのワックス。ハクリ剤不要
で中性洗剤でメンテナンスできます。
4ℓ

トイレクリーナー
除菌効果を発揮し、トイレの黄ばみ、
黒ずみをすばやく分解。 
800mℓ

ペーパータオル
優れた吸水性でソフトな肌ざわりの
ペーパータオルです。
EM：200枚×42パック
ジップ：250枚×15パック
抗菌：150組×48パック

ペーパータオルライト
上質な古紙を原料として清潔感の
ある白さを実現したペーパータオ
ルです。
エコノミーサイズ：200枚×40パック
レギュラーサイズ：200枚×30パック

中性除菌洗剤
手軽に幅広く使用できる、中性タイ
プの洗浄・除菌洗剤。希釈して使用す
るので経済的。
4ℓ

ガラス用洗剤
2度拭きいらずでプロ仕様のガラス
用洗剤。拭き跡・クモリを残しません。
400mℓ／詰替用350mℓもあります。

シャボネット 石鹸液ユ・ム
ヤシ油を原料にしてつくられた、
殺菌・消毒用手洗い石鹸液。無香料
なので飲食店などに最適です。 
2kg

ミセスロール
絨毯やソファーなどについた髪
の毛や小さなゴミも、ロールをコ
ロコロ転がすだけで、簡単に取り
除けます。
レギュラーⅡタイプ：ロール長1,200cm
裏ワザカットハンディタイプ：
ロール長1,370cm

家中お手軽泡スプレー
強力な洗浄力で、家中の汚れを手
軽にすっきり落とします。泡切れ
がよく、2度拭きいらずの中性洗
剤です。除菌剤配合。
300mℓ

かびとりジェル
ジェルタイプのかびとり剤が、
頑固なカビに密着。隅や隙間の
カビ対策に最適です。
100g

万能クリーンフィルター
取り付け簡単！光触媒効果で消
臭。粘着剤加工で、花粉、ペット
の毛、ダニの死骸も逃さずキャッ
チ。室内に入るPM2.5を低減で
きます。
2枚入(40×80cm)

業務用エアコンフィルター
天井埋込型エアコンなどに使用で
きる、外付けエアコンフィルター。
お掃除がグンとラクになります。
1枚入(62×62cm)

排水管用消臭洗浄剤
厨房や洗面所などの排水管の油脂汚
れや石鹸カスなどを化学反応で溶か
し、同時に臭いも除去します。
600g

オムロンヘルスケア
皮膚赤外線体温計MC-720
多くの人を短時間で発熱の有無をス
クリーニング。非接触型で簡単・衛生
的に検温できます。
4.5×15.5×3.9cm／約90g

手指消毒剤
手にベトつかず、素早く消毒。保湿成
分配合で手荒れにも配慮した手指消
毒剤です。
1ℓ／付替用1ℓもあります。

食器用洗剤
泡切れがよく、洗浄力の高い無香料・
無着色のプロ仕様洗剤。
5kg

油汚れ用洗浄剤
頑固な油汚れもすっきり落とす強力
クリーナー。
5kg

クリーンクロス
髪の毛の1/400の超極細繊維が汚れ
を落とします。抗菌加工を施してある
ので衛生的。
3枚入

紙おしぼり
業種やご予算に合わせてお選びくだ
さい。
ST平形：1,200本入
ST丸形：1,200本入

陶器水あかクリンシート
曲面でも使いやすく、陶器の水あか、
輪ジミ、黄ばみをすっきりと落とし
ます。
5枚入

医薬部外品

指定医薬部外品

フロアの美観を長期間保ちます！

※このカタログに掲載されている各商品の正しい使い方、安全に関する注意などは、各々の取り扱い説明書・本体表示またはカタログをご覧ください。
※現在、一部の地域で取り扱っていない商品もありますので、詳しくは営業担当者までおたずねください。※商品のデザイン、仕様は改良などのため変更する場合がありますので、ご了承ください。

セラミック床用洗剤
浸透型界面活性剤がタイル表
面の細孔に入り込み、汚れを落
とします。　
480mℓ

芯なしトイレットロール
太芯シングル
長さ150mの芯なしタイプの
トイレットペーパー。太芯用。
長いので取替え頻度が少なく
てすみます。
6ロール

キッチンスポンジ
アクリル繊維と超極細ブラシが、油・茶
渋・水あかなどをかき出し、すっきり落
とします。
3個入(黒、グレー、白)

□医療用具承認番号：
　302AHBZX00008000

毎日のきれいや快適な空間づくりを応援する、お掃除のプロが厳選した多彩なクリーンアイテム。
レンタルだけではない、販売商品にも自信があります！

販売商品
人気
商品

人気
商品

PM2.5
対応

強力カビとり
クリーナー
泡がカビの根から分解
し、すっきり除去！浴室
や厨房のカビとりに。
400mℓ
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Service

エレベーター用
備蓄BOX 車載用備蓄BOX 非常用トイレ袋 備蓄食

土のう袋 LEDランタン アルミ転写毛布

サニクリーンでは、エレベーター用備蓄BOXや車載用備蓄BOX、非常用トイレ袋、備蓄食、保存水など、万が一の 
災害時に役立つ商品を多数取り揃えております。お気軽に営業担当者までお問い合わせください。

防炎備蓄セット

内容例
（基本＋食事）

ヘルメット

折りたたみ時

リサイクルの流れ

リサイクルカートリッジは、環境保護や経費削減につながります。

※新品（モノクロ・カラー）の
　カートリッジもお取り扱い
　しております。

サニクリーンの徹底清掃で、ビジネス環境を
クリーンに。清潔感の漂う空間は、
お客様にも好印象を与えます。
清潔はお客様との信頼関係を築く第一歩。私たちサニクリー
ンが快適で清潔なビジネス環境づくりをお手伝いします。

●フロアケア（ハードフロア）
●カーペット　●エアコン
●トイレ・洗面台　●窓・ブラインド
●照明器具　
●オフィス・店舗家具

プロによる徹底クリーニング！
厨房内部のクリーニングはもちろんのこと、
グリストラップのメンテナンスを含め、厨房全体を衛生的に管理いたします。
※グリストラップクリーンシステムの詳細は23ページをご覧ください。

●厨房の油汚れなど、すみずみまでクリーニング
●消臭サービスで、厨房内の嫌な臭いを素早く解決

※一部地域によってはサービスのできないエリアがございます。詳しくは営業担当者までおたずねください。

業務を効率化する多彩なサービスをご用意。

各種サービス

定期点検付きのAEDレンタルサービス。

一般的に人命を救助するためには、心肺停止から3分以内に除細動を開始すべきと
されています。突然の心肺停止は、いつ誰の身に起こっても不思議ではなく、年間約
70,000人もの方が、病院以外で心肺停止に陥っています。この心肺停止状態から、
1分経過するごとに約10％生存率が低下すると言われており、1秒でも早いAED
の使用が求められています。

AEDの必要性

点検サポート
サニクリーンが責任を持って定期点検を実施。

定期交換
使用開始3年目に「電極パッドとバッテリー（除細動パッドパッ
ク）」を、5年ごとに「本体」を、「消耗品」は使用後に無償交換。

高品質な商品
当サービスには、医療機器・健康機器メーカーとして培った信頼
と実績のあるオムロンヘルスケア社のAEDを採用。

“いざ”というときにAEDが動かない！？
さまざまなリスクに「充実のサポート」でおこたえします。

※地域によりサービスの内容が一部異なる場合がございます。詳しくは営業担当者までおたずねください。

 サニクリーンAED（自動体外式除細動器）レンタルサービス

オムロン自動体外式除細動器　レスキューハート HDF-3500
 高度管理医療機器　特定保守管理医療機器    医療機器承認番号 22700BZI00047000
選任製造販売業者 : オムロンヘルスケア株式会社
外国特例承認取得者 : HeartSine Technologies, Limited

AEDを設置したら、いつでも使用できるように、消耗品の有効期限などを日頃から点検す
ることが重要です。未就学児には、未就学児専用除細動パッドパック(別売品)を使用して
ください。未就学児専用除細動パッドパックがない場合は、付属の除細動パッドパックを使
用してください。付属の除細動パッドパックを未就学児に使用する場合には、特に、2枚の
パッドが触れ合うことがないよう、注意してください。AEDを設置した際は、AED管理者
を設け、製造販売業者の推奨する保守点検を行い、いつでも使用できる状態に管理してく
ださい。特に、除細動パッドパックの使用期限の確認および期限内の交換を確実に実施し
てください。除細動パッドパックなどの消耗品に使用期限があることを明記したAED消耗
品交換時期表示ラベルを、外部から確認できるように、付属のAEDキャリングケースのわ
かりやすい位置に取り付けてください。AED設置および管理者は、不測の事態の発生時
には製造販売業者または販売業者に連絡してください。添付文書を必ず読んでください。
除細動パッドパックは再使用禁止であり、使い捨てです。

 防災関連商品

 トナーカートリッジリサイクルサービス

 オフィス・ショップクリーニングサービス

 厨房クリーニング

専門知識や技術が必要な所のお掃除、集中
的にきれいにしたい箇所など、お気軽にご
相談ください。

お店全体、オフィス全体をきれいにしたい
場合も、お気軽にお問い合わせください。

その他部位別
クリーニング

全体
クリーニング

1. プロにしかできない徹底清掃を、ご要望に合わせたメニューで対応します。
2. 日常清掃が楽になります。
3. お客様に好印象を与えるだけでなく、働く人のヤル気をアップさせます。

1.ムダをなくしゴミを減らすから、環境にやさしい！
2. 再生カートリッジだから、新品購入より経費削減！
3. 厳しい品質管理で、いつでもグッドコンディション！

メリット

メリット

4

1

3

2

サニクリーンの担当者が
カートリッジを直接お持ちします。

使用済みのカートリッジを
お預かりします。

厳しい検査を経て再生した
カートリッジを出荷します。

再生センターへ送ります。

お客様 サニクリーン 再生センター
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Service

レストラン 工場ホテル クリニック

ユニフォームレンタルサービスで、
ユニフォーム購入の悩みを解決します。
ユニフォームレンタルサービスは、総体的なコストを抑え、
衛生管理から在庫管理までトータルに行う合理的なシステムです。

※イメージグリストラップクリーンシステム設置後

グリストラップクリーンシステム設置前

サニバイオの投入特殊エアレーション装置

※一部地域によってはサービスのできないエリアがございます。

特殊エアレーション装置とサニバイオ（バイオ菌）のパワーにより、油
脂を分解し、悪臭の発生を軽減するシステムです。特殊エアレーショ
ン装置を貸し出し、サニバイオを定期的にお届けします。（サニバイオ
は、シンクから水と一緒に流し込むタイプとグリストラップ内に吊る
して使用するタイプがあります。）

グリストラップ内の油脂を分解し、
悪臭の発生を軽減します。

 グリストラップクリーンシステム（グリスアウト）

1.油脂を分解して、不快な悪臭を軽減！
2.有害物質や汚染物質も出ないので安心！
3.従業員の負担も減り、時間も節約！

メリット

 ●ハウスクリーニング　●スチームクリーニング　●貯水槽清掃　●給・排水管清掃
 ●内装全般（修繕・修理）　●ブラインド修理　●外壁クリーニング　●その他
  ※上記以外の清掃箇所についても営業担当者へお気軽におたずねください。

 衛生管理サービス

 その他のクリーニングサービス

■ゴキブリ防除サービス
プロの手でゴキブリの生息ポイントを調査し、
必要箇所にベイト剤を施工することによってゴ
キブリを防除します。

1.衛生的でクリーンな店舗づくりができる！
2.施工後、食器洗いなどの手間いらず！

メリット

グリストラップ内に装置を
設置します。
※グリストラップの大きさに合わせた
　装置をご用意しております。

特殊
装置

残さカゴ

厨房からの
排水

油脂の層

●特殊エアレーション装置設置イメージ

 ユニフォームレンタルサービス

新しくユニフォームを
揃えたいけど、まとまった
資金の負担はちょっと…。

クリーニングや
補修の手配は手間だし、

あまり経費をかけるのも…。

アルバイト等の
出入りのたびにユニフォームを
購入しているとムダが多くて…。

従業員によって
ユニフォームの洗濯状況や
汚れ方が違うし、清潔度に
バラツキがありそう…。

入出庫管理、
予備在庫数の管理など、

余計な手間や
時間がかかるし…。

すべて、ユニフォームレンタルサービスにおまかせください。
レンタルシステムにより、購入や管理の手間、コストを軽減します。
また、クリーニングなどさまざまなアフターサービスも充実。いつも清潔なユニフォームをご利用いただけます。

解決！

解決！

解決！

解決！

解決！

レンタル料金のみで、
まとまった購入費用がかかりません。
ご利用いただく方、ひとりひとりのサイズ別に必
要枚数をご用意いたします。また、すでにご購入
された方でも、ムダのないレンタルのご提案をい
たします。

レンタル料金にはクリーニング、
補修・在庫管理の経費が含まれています。
着用したユニフォームは、営業担当者が定期的に
回収いたします。破れやボタン落ちなどを発見し
た場合は、補修・交換いたします。

追加購入費用が不要で、
在庫リスクの心配もありません。
従業員の入退社による増加・減少、サイズ交換や消
耗交換にも対応いたします。今までのような従業
員を見込んだ予備在庫の必要もありません。

着替えサイクルを設定し、
統一した清潔レベルを維持できます。
種類別、各アイテム別に着替えサイクルを設定する
ことができます。回収したユニフォームは専門工場
でクリーニングいたします。高温洗浄・高温プレス
仕上げなので殺菌効果が高まります。

入退社や異動、在庫調整などの
一切の手間や時間が省けます。
すべての管理を代行し、登録された方のみレンタル
料金が発生するので、無駄な費用が抑えられます。
マーキングテープによるコード管理なので、登録さ
れた方の個人専用品としてご利用いただけます。

破れやほころび、ボタン落ちなどの場
合は、通常の汚れとは別に出していた
だき、修理の上お届けいたします。常
にキレイで安全なユニフォームを着
用していただけるよう、回収時に厳重
にチェックいたします。

料金は週間料金が基本となります。計
算方法は以下の通りです。

お店や会社のイメージカラー・CIに
基づいてオーダーメイドも承ってお
ります。お客様のニーズを的確にとら
え、企画からデザイン、裁縫、仕上げま
で全面的にお手伝いをさせていただ
きます。

着用や洗濯の繰り返しで古くなった
り、傷んだりしたユニフォームは、速
やかに新品や同等の商品と交換いた
します。また、サイズが合わなくなっ
た場合のサイズ交換にも迅速に対応
いたします。

消耗・サイズ交換サービス

メンテナンスサービス

安心便利な週間料金制

オーダーメイド
(特注品)にも対応

総貸与
枚数 条件× × ＝ 週間

料金
レンタル

単価
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もっと詳しく知りたい方は

サニクリーンオートライフ 検   索

1.イニシャルコストを安く抑えられる！
2. 維持管理の手間が大幅に削減！
3. 故障や整備にも万全のサポート！
4.ワンランク上の新車が手に入る！

お客様は駐車場を用意するだけ。
手間いらずのサービスが車のリースです。
車のリース、レンタル、新車・中古車販売など法人、
個人を問わず、地域に密着したトータルカーサービ
スをご提供。お客様のご事情に合わせたベストプ
ランをご紹介いたします。

メンテナンスフリー＆定期的集配
工場できれいに洗浄・加工した商品を、定期的に営業担当者がお届け。
常により良いコンディションで使えて、買い置きによる管理負担を軽減し、スペース削減にも役立ちます。

※地域によって工程が異なる場合がありますので、ご了承ください。

商品の回収・
仕分け
使用済みのマットや
モップを工場で商品
ごとに仕分けます。

前処理
マット・モップに付
着した砂やホコリを
叩き落とします。

洗濯
ワッシャー（洗濯機）
で洗濯開始!

検品1
洗 濯・乾 燥 された
マット・モップは人
の目と手で検品し
ます。

乾燥
続々と洗濯機から
乾燥機へ。

検品2
モップは最後に金
属探知器で検品。

■洗濯・加工工程

レンタルシステムにはメリットがたくさん
■Ecoに貢献するレンタルシステム
繰り返し商品を使うのでリデュース（ゴミの減
量）に貢献。循環型社会※につながります。 
※ 環境省が法律で定める社会システムのあり方。

私たちは環境保全のために4つのRを推進します。

■商品もEcoに貢献
商品製造時に出る、ゴミとなる繊維などの再生原
料を利用した商品開発を実施（リサイクル）。また、
製品の耐久性を高め、傷んだ部品はそこだけ取り
替えて使えるようにします（リデュース）。

  モップ糸部
繊維再生原料を一部
使用したエコモップ

モップの場合
  ハンドル部
分解して古くなった部
分だけを取り替える

1 2 3 4 5 6

サニクリーン商品（マット・モップ・ユニ
フォームなど）は、何度も繰り返して利
用するリユース商品です。

再利用
Reuse

ゴミの減量化など、資源を節約するこ
とで環境への負担の低減を図ります。

減量
Reduce

エコ商品の開発、省資源の調達、ゴミ
の再利用を行います。

再資源化
Recycle

商品パッケージを簡素化し、ゴミの発
生を回避します。

発生回避
Refuse

サニクリーングループは、使い捨てではなく、
限りある資源を有効に活用する「循環型社会」の実現を目指しています。
環境の「大切さ」を忘れることなく、システムと商品を通して、
さわやかな環境づくりを提供します。

循環型社会形成のための優先順位は、

ゴミを出さない ［リデュース・リフューズ］

再利用 ［リユース］

再資源化 ［リサイクル］

熱回収 ［サーマルリサイクル］

適正処理

1

2

3

4

5
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 カーライフ（車）の総合サービス

相談・仲介
無料

顧客満足に
自信あり

全国
対応

サービスの内容

法人＆個人 車のリースサービス
住友三井オートサービスや日本カーソリューションズなどのリース会社と独自提携。
お客様に有意なプランをご提案します！

新車・中古車の販売
車のトータルカーサービスに加え、独自の“ディーラーネットワーク”で、
値引き額の高い車をおすすめすることができます！
また、メンテナンスのご相談など、利便性に富んだサポートも行います。

法人＆個人 レンタカーサービス
オリックスレンタカーのフランチャイズとして、大阪、奈良、兵庫にて展開しております。
法人・個人問わず多彩な車種ラインアップでレンタカーをご提供します。

自動車保険をはじめとした各種保険の取扱い
車に必要な各種保険の契約前のご相談や見直しなどに関する、
ご納得のプランをご提案させていただきます。
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3

4

メリット

Service


