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フォンシュレーダー洗剤 ／ 除菌・消臭剤    

F3320  ブルーラベル<Low pH> 再汚染防止液体洗剤  

        ～カーペット＆布張りソファー用～  

希釈：21：1～32：1  pH 値：8.0（使用時：7.5）  内容量：1 ｶﾞﾛﾝ 

ウール・木綿・ウール混紡等のすべての天然繊維カーペット及び布張りソファー生地に使 

用できます。 素材繊維が不明もしくは天然繊維を含むと思われるときにも、このブルーラ 

ベル洗剤は素材を損なう恐れが少なく、最高の威力を発揮します。 洗浄力が極めて高く、 

残留汚染が少なく、乾きが早く、油性の汚れが繊維に再付着するのを防ぎ、ベトつかず、す 
すぎを必要としません。 
 

F345   ウルトラブルー<Low pH> 超濃縮再汚染防止液体洗剤 
 

          希釈：64：1  pH 値：8.0（使用時：7.5）  内容量：2.5 ｶﾞﾛﾝ 
               超濃縮洗剤のためブルーラベルよりさらに経済的です。 
                                                                                                                               

                                          

 

F3506  レッドラベル<High pH> 再汚染防止液体洗剤  

        ～カーペット＆布張りソファー用～  

希釈：21：1～32：1  pH 値：9.1（使用時：8.9～9.1）  内容量：1 ｶﾞﾛﾝ 

合成繊維のカーペットや布張りソファーに使用できます。 特にアクリルやナイロン等のタイ 

ルカーペットには最適です。 レッドラベルは、ブルーラベル同様洗浄力が高く、残留汚染が 

少なく、乾きが早く、油性の汚れが繊維に再付着するのを防ぎ、ベトつかず、すすぎを必要と 

しません。 

 
F349   ウルトラレッド<High pH> 超濃縮再汚染防止液体洗剤 

 
         希釈：64：1  pH 値：8.0（使用時：7.5）  内容量：2.5 ｶﾞﾛﾝ 

              超濃縮洗剤のためレッドラベルよりさらに経済的です。 
                                                                                                                             

                                          

C121   グリースライトニング  

        ～カーペット＆布張りソファー用～  

希釈：21：1～32：1  pH 値：9.5（使用時：9.0）  内容量：1 ｶﾞﾛﾝ 

速乾性で、濃く水分の少ない“強力な泡”が汚れを乳化し保持するので、汚れ成分を瞬時に 

抽出します。 ポリマーのバリアにより、再び油汚れが繊維に堆積するのを防ぐので、織地 

やカーペットは長い間清潔に保たれます。 

※通常使用しているカーペット洗剤（ブルーラベル・レッドラベル・ＰＲ３０）にグリースライトニ 

ングを少量（10L に 100cc 程度）足すだけでも汚れの落ち方が変わります。 

                                           

C1105  B4 前処理剤 

        ～カーペット＆布張り・革張りソファー＆天井＆壁用～  

希釈： 4：1   pH 値：7.3（使用時：6.7）  内容量：1 ｶﾞﾛﾝ 

カーペットや布張り及び革張りの椅子・ソファーそしてビニールクロス等の壁や天井に至るま 

で洗浄前の前処理剤として使用できます。 このＢ４ 前処理剤は繊維への浸透性が高く、 

洗剤の洗浄力を高めます。 油汚れやタバコのヤニを浮かせてくれるので、作業効率もグー 

ンとＵＰします。 

                                           

C1535  ハイチアンコットン 布張り家具用特殊洗剤 

        ～カーペット＆布張りソファー用～  

希釈： 4：1   pH 値：6.0（使用時：5.5）  内容量：1 ｶﾞﾛﾝ 

生成りの木綿（タヒチアンやハイチアンコットン）を洗浄するのに開発された特殊洗剤です。さ 

らす前の生成りの木綿は、アルカリや弱アルカリ洗剤で洗浄すると黄ばみを起こします。こ 

のハイチアンコットンは、その黄ばみを防ぐことのできる優れた洗剤です。 また高級なシル 

ク地にも使用でき、特にシルク緞通にもお薦めです。 さらに繊維から分離した汚れを粒子 

状に変化させるので、その後のメンテナンス時のバキュームで除去でき、再汚染を最小限に 

防ぎます。 
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フォンシュレーダー洗剤 ／ 除菌・消臭剤    

C1659   プレリム 布張り家具用高級前処理剤 

        ～カーペット＆布張りソファー用～  

希釈： 10：1～5：1   pH 値：7.3（使用時：6.7）  内容量：1 ｶﾞﾛﾝ 

繊細な高級布張り家具類の生地から手垢等のガンコな汚れを分離させることのできる前処 

理剤です。 中性溶剤なので、安全かつ効率的に多くの布張り家具に使用可能です。特にシ 

ルクやコットン等の天然素材に効果的です。 また、汚れの状態に応じて調合できるため経 
済的です。 

                                           

F3100B  リキッデイター 解泡剤 

       ～カーペット＆布張りソファー用～  

希釈：          pH 値：N/A     内容量：240cc 

フォンシュレーダーVS1LMX カーペット洗浄機や VS2 エスプリ ソファー洗浄機にて汚水タンク 

に回収した泡をすばやく消すために必要なのがこのリキッデイター 解泡剤です。 長期保存 

が可能になり、解泡効果が更にＵＰしました。お手持ちのリンサーにご使用頂いても最適です。 

                                          

C1767   レザーラザー 皮革用ドライフォームクリーナー 

       ～革張りソファー用～  

希釈：25：1       pH 値：使用時：8.0  内容量：0.95L 

今まで不可能と思われていた皮革製品のクリーニングを可能にしたのが、このレザーラザーで 

す。 このレザーラザーは、手作業でも可能ですが、ＶＳ２エスプリ ソファークリーニングシステ 

ムにてご使用になると、より一層合理的できれいな仕上がりを実感できます。 

                                          

C1769   レザーローション 皮革製品の保護剤 

       ～革張りソファー用～  

希釈： 原液使     pH 値：N/A      内容量：0.45L 

このレザーローションは、レザーラザーでのクリーニング直後でも使用でき、今までのようなバ 

リバリした仕上がりになったり、ワックスのようなツルツルするだけの保護剤とは異なり、専用 

のバフィングミットで刷り込むだけで、皮革製品本来の重厚な質感と香りを蘇らせることのでき 

る高品質な保護剤です。 

                                          

C1778   バフィングミット  

       ～革張りソファー用～  

希釈：           pH 値：N/A      内容量： 

レザーローションを塗布する際に使用する専用のミットです。 吸収力の強い綿でできており、 

洗濯が可能です。 

                                          

C1768   コンボパック  

        ～革張りソファー用～  

希釈：           pH 値：N/A      内容量： 

レザーラザー・レザーローション・バフィングミットがセットになっており、お得です。 

特に、はじめてお使いの方におすすめです。 

 

                                          

PW25    壁用洗剤 リキッドタイプ 

        ～天井＆壁用～  

希釈：21：1～32：1  pH 値：（使用時：9.5） 内容量：1 ｶﾞﾛﾝ 

ビニールクロスや洗浄可能な壁面及び天井のガンコな汚れやタバコのヤニを取るのに抜群 

の効果を発揮します。 クリーニング後もフィルム膜を残して素材を守ります。  

無害で生分解性の洗剤で、とても経済的です。 

※さらに洗浄力をＵＰしたい場合には、『ＰＷ２８反応促進剤α』を添加してください。 
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フォンシュレーダー洗剤 ／ 除菌・消臭剤    

PW28   反応促進剤α 

       ～天井＆壁用～  

希釈：  pH 値：9.5（使用時：9.0）  内容量：1 ｶﾞﾛﾝ 

ビニールクロスや洗浄可能な壁面及び天井のガンコな汚れやタバコのヤニを取るのに抜群の 

効果を発揮します。 クリーニング後もフィルム膜を残して素材を守ります。 無害で生分解性 

の洗剤で、とても経済的です。 

                                          

C1002  黄ばみ除去剤 

       ～カーペット＆布張りソファー＆天井＆壁用～  

希釈：4L 洗剤溶液に大さじ 2 杯強   pH 値：（使用時：4.3） 内容量：450g ﾝ 

カーペット、布張りソファー及びクロス壁等にオーバーウェットや汚れにより出た黄ばみを、効果 

的に除去するための特殊洗剤です。 

エクストラクションやリンサーにてのご使用も可能です。 

※日焼けや低温焼け等の変色は、かなり難しいのでご注意ください。 

                                          

C1637  ブロッケード 防汚剤  

       ～カーペット＆布張りソファー用～  

希釈：4：1/8：1  pH 値：4.0～5.0  内容量：1 ｶﾞﾛﾝ 

速乾性。 ウールや合成繊維のカーペット及び布張りソファーに使用でき、繊維を固めずソフト 

で均一な仕上がりにします。 水性・油性の両方の汚れをはじきます。 摩耗や不適切なカーペ 

ットメンテナンスによって損なわれた防汚カーペットの防汚性能を高めます。カーペット洗浄後 

すぐに、湿ったままでも噴霧できるので作業の効率化が図れます。 

                                          

PR124  汎用シミ除去剤  

       ～カーペット＆布張りソファー＆天井＆壁用～   

希釈：原液使用    pH 値：7.75    内容量：0.95L 

水性・油性の両方のシミに使用できる汎用なシミ除去剤です。 とても手軽に扱うことができる 

ので、カーペットのメンテナンス時最適です。 

 

                                          

C1719  コーヒーブレイク  

        ～カーペット＆布張りソファー用～   

希釈：500ml 微温湯に大さじ 2 杯    pH 値：使用時：9.5-10   内容量：900g 

コーヒーブレイクは、コーヒーやお茶等のタンニンのシミを短時間で容易に除去できる濃縮粉 

末剤です。 ボトル 1 本で、約 12Ｌ分の溶液（500ml のハンドスプレー12 本分）ができます。 

※使用後は必ずカーペットや布張りソファー用の洗剤で洗ってください。 

                                          

C1715  ジトゴ GITGO  

        ～カーペット＆布張りソファー＆天井＆壁用～   

希釈：原液使用    pH 値：9.0    内容量：0.95L 

ガム・インク・タール・グリース・オイル、にかわ、接着剤等のシミ除去剤です。 ゲル状なので 

対象物を柔らかくして除去します。 ガムテープを取り除いた後に付着した汚れ落としに威力 

を発揮します。 シトラス系の溶剤です。 

                                          

C1717  ダイアウト DYE-OUT  

        ～カーペット＆布張りソファー＆天井＆壁用～   

希釈：原液使用    pH 値：10    内容量：0.95L 

赤ワイン、トマトケチャップやジュース等の食品の色シミ除去に最適です。 姉妹品のコーヒ 

ーブレイクと併用されるとコーヒーのガンコなシミに効果を発揮します。 
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C520  スポッティングキット  

         ～カーペット＆布張りソファー＆天井＆壁用～   

このスポッティングキットは、カーペットや布張りソファー等に付着したシミに即対処できる 

よう各種シミ除去剤をコンパクトにまとめたものです。 シミは付着してから除去するまで 

の時間が早ければ早いほどとれる可能性が高いので、早期発見早期除去が鉄則です。 
《基本用品》 ●汎用シミ除去剤 ●ジトゴ ●コーヒーブレイク ●ダイアウト  

●酵素洗剤 ●揮発性溶剤 ●さび除去剤 ●AC2 消臭剤 ●Ag フレッシュ  
●尿臭に効きまっせ ●スプレーボトル他 

                                           

AC2 消臭剤 

       ～カーペット＆布張りソファー＆天井＆壁用～   

希釈：臭いにより原液～20 倍   pH 値：8.5（使用時：7.0）    内容量：240 ㏄ 

このＡＣ２消臭剤は、芳香剤のように別の香りで悪臭を和らげるのではなく、悪臭の元になる分 

子に働きかけ化学的に無臭の物質に変化させます。 人やペットに安全で、ゴミバケツ、犬小 

屋、焼却炉などにお使いいただけ、特にタバコやヤニの臭い、火災後の消臭には威力を発揮 
します。  

                                          

C1794  マイクロバン X590 除菌・防カビ・防虫・消臭剤 

       ～カーペット＆布張りソファー＆天井＆壁用～   

希釈：原液～20 倍   pH 値：6.5～7.5     内容量：1 ｶﾞﾛﾝ/0.95L 

ほとんどの細菌に対し広範囲に使用できる除菌消臭剤です。 虫、カビ、細菌や生物の臭い 

の蔓延防止に効果的です。 また、トイレや配管の漏水事故による悪臭対策に最適で、 特に 

カーペットの制菌剤、防カビ剤、消臭剤として効力を発揮します。 

                                          

SA-1   サニティア 

       ～カーペット＆布張りソファー＆ハードフロア～   

希釈：－       pH 値：         内容量：240ｇ 

酒酔いや乗り物酔いによる嘔吐物、吐しゃ物に・・・。 老人、子供、ペットの汚物に・・・。 

病院などでの血液や体液に・・・。 レストランや飲食店での食べ物や飲み物の落ちこぼし 

に・・・。 サット振りかけて拭き取るだけ。 困った時の緊急対応クリーナーです。 
拡散する臭いと見た目の汚さをサニティアで即座に解決します。 

                                          

ＰＷ200  パワーウォッシュ 

       ～カーペット＆布張りソファー＆外壁＆壁用等～   

希釈：5～50 倍   pH 値：12.5±0.3    内容量：1L / 20L 

このパワーウォッシュは、性質の異なる複合的な汚れを驚くほどきれいに除去する洗浄力と 

油性の汚れを的確に乳化し、洗浄対象物への再付着を防ぐ高い乳化能力がある。 また環 

境に配慮した極めて高い生分解性であり、とても経済的な洗剤です。 工場の床や外壁の洗 
浄や排気ガスの汚れ落とし、重汚染カーペットにも 50 倍希釈で使用できます。 

                                          

ＰＷ270  エコセイバー 

       ～繊維類以外の洗浄可能なもの～   

希釈：5～100 倍   pH 値：10.0±0.5    内容量：1L / 20L 

このＰＷ２７０は、さまざまな汚れに対応でき、超濃縮なので経済的。 不燃性及び非引火性 

で有毒ガスを発生せず安全です。 また、無研磨性で表面に傷を付けず、防サビ効果及び 

ツヤ出し効果があります。 生分解性が高く環境にとてもよい洗浄剤です。 
                                          

F3249  スモークオフスポンジ 

       ～ビニールクロスや吸音ボード等水洗いが不可能な場所～   

希釈：－        pH 値：－        サイズ：約 130×70×40mm 

特殊なケミカル処理を施した良質の天然ゴムをスポンジに仕上げたもので、洗剤を付けて使 

用する従来のスポンジとは異なり、このまま乾いた状態で汚れをふき取るドライクリーン専用 

のマジックスポンジです。 吸音ボードやビニールクロスの汚れやカーボン除去に最適です。 
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C1747  酵素洗剤  

        ～カーペット＆布張りソファー・椅子用～   

希釈：500ml 微温湯に大さじ 1.5 杯    pH 値：使用時：9.0-10   内容量：170g 

酵素洗剤はカーペットや布張りソファーに付いた血液、体液、排泄物、牛乳、卵、嘔吐物等 

のたんぱく質系のシミを除去するためのシミ取り剤です。 酵素と洗剤の１００％活性処方で, 

汚れとたんぱく質を分解します。 

                                          

QRR    さび除去剤  

        ～カーペット＆布張りソファー・椅子＆タイル壁用～   

希釈：原液使用    pH 値：2.0    内容量：0.95L 

カーペットや布張りソファーや椅子、タイル壁表面に付いたさびを効果的に除去するための 

シミ取り剤です。 即効性で使用がわりと簡単です。 

 

                                          

C1748  揮発性溶剤  

        ～カーペット＆布張りソファー椅子用～   

希釈：原液使用    pH 値：－     内容量：0.95L 

カーペット、布張りソファーや椅子に付いた石油系のシミを除去するためのシミ取り剤です。 

グリース、油、タール、ガム、ラテックス接着剤、口紅、靴墨、インク、マニキュアを除去しま 

す。 

                                          

サニガード ドライ   ＜速乾性・空気殺菌用＞        sani GUARD 

サニガード ウォーター ＜水溶性＞ 

        ～ウイルス感染プロテクトスプレー～   

希釈：原液使用    pH 値：－     内容量：300ml／2L 

重い症状を引き起こす感染症は治療より予防が重要です。 サニガードは、家庭、学校、会 

社、高齢者介護施設、スポーツクラブ、ホテル、病院、レストラン等の施設､航空機､電車､自 

動車等の交通機関や電話機等からのウイルスの感染を防ぐ目的で開発された製品です。 

また、カビの繁殖原因となる胞子に直接作用して除去するので、カビの繁殖を抑制します。  

                                          

テクトロール 

        ～除菌・防カビ・防臭剤～   

希釈：250 倍      pH 値：－     内容量：100ml/300ml/1L/2L 

微生物分解し、空間殺菌だけでなく持続性除菌効果（表面除菌）もある除菌洗剤です。  

鳥インフルエンザの除菌、水害や津波災害の除菌及び防臭に効果絶大です。 広範囲の除 

菌が可能なので、農作物作業所、ペットショップ、病院関係、老人・介護施設、学校、スポー 

ツ施設（サウナ・銭湯）、公共施設等にて幅広く使用されています。 また、使用方法もさまざ 

まで、通常の洗剤とともに使用する方法からスプレー式、モップやスポンジでの使用、または 

空気中に霧状に噴射することにより物質の表面だけでなく空気中に浮遊している菌の除菌 

効果ももたらします。 

                                          

Ag フレッシュ  エージーフレッシュ 

        ～銀イオン入り無臭消臭剤～   

希釈：原液使用    pH 値：4.5±0.1    内容量：1L/20L ﾊﾞｯｸｲﾝﾎﾞｯｸｽ 

溶液中に銀イオンを安定させ、さらに植物系の高性能特殊液を混合させたノンアルコールで 

無臭のまったく新しいタイプの製品です。 大手医療機関の院内感染対策として採用されて 

いる注目の抗菌消臭剤です。 また、浮遊するカビの胞子が死滅するので、室内や車内の 

噴霧に最適で、さらに病原菌やウイルス（MRSA や SARS）対策としても有効です。 
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タバコに効きまっせ 

        ～タバコ臭を消す～   

希釈：原液使用      pH 値：－     内容量：1L/10L ﾊﾞｯｸｲﾝﾎﾞｯｸｽ 

いろいろな悪臭を取り除くことに成功した製品で、卵やガーリック、たまねぎなどの硫化物や 

生臭い魚の臭い、そしてタバコの臭いを化学的に中和します。 抗菌作用や除菌効果もあり 

透明な液体なのでシミにならず、爽快な香りで最後のひと吹きに効果的です。 さらに、乾き 

が早いので、家庭や学校･病院･施設･ホテル･旅館そして人ごみの多い場所にも最適です。 

                                          

尿臭に効きまっせ 

        ～アンモニア臭を消す～   

希釈：原液使用か 2～3 倍  pH 値：－    内容量：1L/20L ﾊﾞｯｸｲﾝﾎﾞｯｸｽ 

主にアンモニア臭に効く、即効性、持続性に優れ、無リン・無臭・無害・無毒な消臭剤です。 

施工も簡単で、悪臭箇所に直接散布（噴霧）するだけで消臭効果を発揮します。 トイレや集 

合枡排水溝・生ゴミ・下駄箱・ペット関係・福祉施設・病院で使用可能。 また、バクテリアの 

温存をはかり脱臭し、使用後は有機質肥料としても害がないためご利用いただけます。 

ご使用後、乾くと白くなることがありますが、濡れたモップ等で拭き取るか、水で流していただ 

ければ簡単に除去できます。 

                                          

アブラがギャー＆灯油に効きまっせ 

        ～灯油の嫌な臭いを消す～ 

アブラがギャー（油分解剤） 

希釈：水で 10 倍希釈         pH 値：7.5±1    内容量：1L/20L            

灯油に効きまっせ（消臭剤） 

   希釈：原液使用か水で 5 倍希釈  pH 値：7±0.2    内容量：1L/16L 

油を分解する「アブラがギャー」と消臭剤である「灯油に効きまっせ」の 2 製品で灯油の臭い 

を消していきます。 はじめに、希釈した「アブラがギャー」を油汚れに散布し分解させ、そ 

の後「灯油に効きまっせ」をスプレーヤーにて噴霧します。するとジワジワと臭いが消えてい 

きます。 室外・室内のあらゆる場所、もちろん車内でも使用可能です。 

                                          

クモがギャー 

        ～クモの巣 防除剤～   

希釈：水で 10 倍希釈      pH 値：－     内容量：100ｇ/1ｋｇ 

クモがギャーの主成分であるトルイミド化合物は、確かな防除効果はもちろんのこと、高い安 

全性を有しておりますので、安心してご使用いただけます。 スプレーや刷毛等で塗布し乾 

燥を待つだけの簡単施工で、モルタル、木材、プラスチック、クロス、コンクリートなど材質を 

選びませんので、幅広い箇所に塗布が可能です。 また屋外も雨の当たらない箇所であれ 

ば効果を発揮します。  ㎡ 30cc といった使用量で、約 3～6 ヶ月以上の効果が持続します。 

                                          

害虫がギャー 

        ～多目的自然派殺虫防虫剤～   

希釈：20～60 倍        pH 値：－    内容量：100cc/1L  

広範囲に除虫有効性を発揮できる数種の植物油（ローズマリーオイル、ペパーミントオイル 

他）から製造されており、即効性のある除虫と持続性のある防虫を可能にしました。 無害の 

ため室外・室内のあらゆる場所に使用可能です。 また、芝生や観賞用植物そして家畜やペ 

ット等への使用も可能で、ハエ・ノミ・ダニ・しらみ・ナンキンムシ・アブラムシ・蚊・クモ等の害 

虫一般に効きます。 
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ＶＳ－Ｆｏｇ 

        ～加湿器用衛生ミスト剤～   

希釈：2L タンクに 30ml    pH 値：使用時 7.0～8.0    内容量：1L×2 本/箱 

冬の乾燥時期に施設空間内で感染拡大を予防するために誕生しました。 浮遊菌に対して 

湿度で落下させた後、除菌します。 感染者の嘔吐物などの除菌処理にもご使用いただけ、 

オフィス・病院・福祉施設・保育園や幼稚園等さまざまな施設での使用か可能です。 また、 

加湿器タンク内のレジオネラ菌の繁殖を防ぎます。  

お手持ちの加湿器で出来る空気感染対策に画期的です！ 

                                          

モルコップ 

        ～防カビ・抗菌剤～   

希釈：原液使用        pH 値：－       内容量：1kg/10kg 

300 種類以上のカビ・細菌類に防カビ効果を発揮します。 シックハウス症候群となる化学物 

質を含んでおりませんので、一般家庭をはじめホテル・食品工場、病院などのさまざまな環 

境で使用されている防カビ・抗菌剤です。 木材、コンクリート、繊維、瓦、タイルやプラスチッ 

クなどいろいろな材質に有効です。 

                                         

ＶＳＪホタテコート 

        ～天井吸音ボード用コート剤～   

希釈：原液使用        pH 値：－       内容量：4kg/18kg 

食品添加物であるホタテ貝殻の微粉末や酸化チタンを原料としているので安全・安心です。 

光触媒効果とホタテ貝殻の抗菌作用のコラボレーションにより防汚・消臭効果も期待でき、 

使用するホタテ貝殻微粉末が多孔質のため、コーティング後も吸音効果はそのまま持続しま 

す。 また、 塗膜が薄く、吸音ボード本来の質感と風合いを取り戻します。 
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