超強力油脂洗剤

塩酸未使用で環境配慮！

ABURA GEKIHA 油撃破

有機酸洗浄剤

5kg

アルカリ性

レンジフード、換気扇、ガスコンロ、
五徳、グリル、フィルターなどの焦
げ付きやベトツキの頑固にこびりつ
いた油をすばやく強力分解。

4L 20kg

環境に配慮した有機酸洗浄剤。
素材を傷めにくく、有毒ガス、
刺激臭がでないので作業がし

酸性

希釈目安 : 原液〜20 倍

やすいです。
サビ、エフロ、尿石、スケール、コンク
リート・モルタルの付着した等の汚れを
安全に除去できます。

価格面、作業時間等のコストパフ
ォーマンスにも優れています。
① 水で素材表面の埃や塵などを洗浄し、湿らしてくだ
さい。
こげつき油の場合…原液〜5 倍
べとつき油に場合…20 倍〜50 倍
※状況により希釈倍率を調整してください。

使用してください。
汚れが頑固な箇所は 20 倍程度の希釈液で洗浄してください。
清拭作業時は、5〜50 倍で使用してください。
残留成分が非常に少ないため、二度拭きが必要ありません。

会社情報
クリマテ株式会社
所在地 : 〒652-0815 兵庫県神戸市兵庫区三川口町 1-1-36
ＴＥL : 078-681-0630
F A X ： 078-599-7900
[ 公式サイト ] http://www.crimate.co.jp

コロイドテクノロジーの決定版
濃いドロテクノロジーの決定版
コロイドマイナスイオンパワーで汚れを素早く分解

超強力マルチクリーナー

日常清掃・定期清掃では、50〜100 倍希釈液を自動洗浄機、モップ等で

消臭

② 本剤を全体に塗布し、傷つかないブラシ、パット等
で擦ってください。

※薬剤が残っていると、素材を傷める原因になります。

様々な素材に対して洗浄可能なマルチクリーナー。
安全性も高く防汚効果もあり日常清掃から定期清
掃まで幅広く使用できます。
また、他のアルカリ洗剤に添加する事により、浸
透力向上、再付着防止、臭いの軽減など効果もあ
ります。

除菌

※乾いた状態で本剤を塗布すると、ムラの原因になります。

③ 汚れを除去した後、すぐに十分な水で洗い流してく
ださい。

マルチクイックプロ

洗浄

Q

NET 4L 16L

アルカリ性

ラストクイックプロ
NET 4L 18L

強力カーペットクリーナー

動植物・鉱物系オイルクリーナー

強力鉄サビクリーナー

酸性

酸性の強力錆取り剤。取りにくい鉄サビをスッキリ除去します。
また、有機酸が主成分なので安全で養生範囲を減らすことができ、
作業効率があがります。

カーペットクイックプロ

オイルクイックプロ
アルカリ性

NET 4L 18L

動植物、鉱物系油の除去に優れた洗浄剤。石材の床の油染みの
除去やセラミックタイル等の重洗浄に適しています。
また、タイルカーペットを剥がした後のボンドの除去や養生テ
ープ等のシール跡の除去に使用できます。

アルカリ性

NET 4L 18L

化繊専用の強力カーペットクリーナー。油の持込や重歩行による
汚れのひどいカーペットの洗浄にオススメです。
消臭効果や防汚効果がプラスされており、効果の高い洗浄が可能
です。
希釈目安 : 約 30〜40 倍 ( 通常の汚れ )

希釈目安 : 原液〜50 倍

万能カーペットクリーナー

カーペットクイックプロ

中性

中性

NET 4L 18L

ｳｰﾙ等天然繊維にも使用可能な中性タイプのカーペットクリーナー
です。消臭効果や防汚効果がプラスされており、効果の高い洗浄
可能です。布地のイスやソファーの洗浄にもオススメです。
希釈目安 : 約 30〜50 倍 ( 通常の汚れ )

希釈目安 : 約 5〜10 倍 ( 重度の汚れ )

希釈目安 : 約 5〜10 倍 ( 重度の汚れ )

希釈目安 : 約 3〜5 倍 ( シミ取り )

希釈目安 : 約 3〜5 倍 ( シミ取り )

超強力中性マルチクリーナー

ナチュラルクイックプロ
床掃除の場合は、本剤の希釈液を塗布し、ブラシ等で擦り洗い
してください。
汚れを除去できたら汚水を回収し、十分な水で洗い流してくだ
さい。
1. 洗浄対象物を水洗いし ( 水養性 ) ゴミや埃等を洗い流してく
壁やダクト等の場合は、本剤の希釈液をスポンジ等で塗布し、

ださい。
2. 汚れ具合に応じて原液〜3 倍希釈液を塗布し、5 分程度時間
を置いたら後擦り洗いしてください。
※この際薬剤がかかると影響を受けるものは移動、もしくは養生してください。

3. 汚れが除去できたら十分な水で洗い流してください。

拭き掃除してください。
器具類等の場合は、本剤の希釈液に素材を侵し、十分汚れが分
解するまで時間をおき、ブラシ等で擦り洗いしてください。
その後十分な水で洗い流してください。

NET 4L 18L

中性

洗浄力に特化した中性マルチクリーナー。消臭効果、防汚効果の
プラスにより、日常清掃での美観の維持向上や、洗剤の集約など
これ１本で質の高い洗浄が可能です。
人体や環境にも安全で、アルカリ性に弱い素材に対しても安心し
てお使い頂けます。

日常清掃・定期清掃では、50〜100 倍希釈液を自動洗浄機、モップ等で使用してください。
汚れが頑固な箇所は 20 倍程度の希釈液で洗浄してください。
清拭作業時は、5〜50 倍で使用してください。
残留成分が非常に少ないため、二度拭きが必要ありません。

強力バスクリーナー

水垢クリーナー

タイルクイックプロ

バスクイックプロ

NET 4L 18L

NET 4L 18L

酸性

磁器タイル、衛生陶器等の水垢除去剤。
こびりついた水垢もスッキリ落とします。
また、腐食防止効果で洗いムラがでにくく、キレイに仕上がり
ます。
希釈目安 : 原液〜10 倍

超強力アルカリマルチクリーナー

フロアクリーンクイックプロ
酸性

湯垢、石鹸カス、スケール除去剤。強力タイプで定期清掃から
希釈して日常清掃まで幅広く使えます。
有機酸主成分で安全性も高く安心してお使い頂けます。
爽やかな香りで清潔な印象を与えます。
希釈目安 : 原液〜50 倍

NET 4L 18L

アルカリ性

床ワックスの表面洗浄から中間剥離まで希釈倍率に応じて対応可能。汚れの再付着防止効果により
リンスが楽で、乾燥後ワックスのべたつきがなくさらっと仕上がりワックスの再塗布が容易になります。

定期清掃時は、70〜100 倍希釈液を塗布してから自動洗浄機、ポリッシャー
( 赤、青パッド、もしくはそれよりも強めのパッド ) で使用してください。
定期清掃時は、20〜50 倍希釈液を塗布してから自動洗浄機、ポリッシャー
( 緑、茶パッド、もしくはそれよりも強めのパッド ) で使用してください。
中間剥離では、5〜10 倍希釈液を塗布してからポリッシャー ( 黒パッド、
もしくはそれよりも強めのパッド ) で使用してください。

酸性洗剤の使用上の注意

1. 洗浄対象物を水洗いし ( 水養性 ) ゴミや埃等を洗い流してく
ださい。
2. 汚れ具合に応じて原液〜10 倍希釈液を塗布し、擦り洗いして
ください。
※この際薬剤がかかると影響を受けるものは移動、もしくは養生してください。

3. 汚れが除去できたら十分な水で洗い流してください。

1. 洗浄対象物に本剤を塗布し、しばらく置いた後擦り洗いして
ください。
2. 汚れが除去できたら、十分な水で洗い流してください。
( 一度で落ちない場合は作業を繰り返してください。)

※次亜塩素酸ソーダと一緒に使うとガスが出て危険です。他の製品と混ぜないでくださ
い。※用途以外で使用しないでください。違う容器に入れないでください。※本剤がかか
ると影響を受けるものは必ず事前に確認してください。※本剤は強力な業務用洗浄剤な
ので、素材を傷める可能性があります。そのことを了承の上、目立たないところで十分
にテストした後、ご使用ください。※保護眼鏡、保護手袋等を着用して体にかからない
ようにしてください。万が一、目や口に入った場合は流水で洗い、口は水を飲むなど
し、異常が残る場合は医師の診断を受けてください。※洗剤の成分が濃いため、冬場温
度が下がると白濁する可能性がありますが、品質に問題ありません。

中性・アルカリ性洗剤の使用上の注意
※用途以外に使用しないでください。※本剤が影響を受けるものは必ず事前に確認して
ください。※本剤は業務用洗剤なので、素材を痛める可能性があります。※使用後は直
射日光を避け、子供の手が届かない冷暗所に保管してください。※保護眼鏡、保護手袋
等を着用して体にかからないようにしてください。万が一、目や口に入った場合は流水
で洗い、口は水を飲むなどし、異常が残る場合は医師の診断を受けてください。※洗剤
の成分が濃いため、冬場温度が下がると白濁する可能性がありますが、品質に問題あり
ません。

