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 CLEANCLEANING 

 クリーンウェアーのクリーンクリーニング 

 クリーンルーム用器具、部品洗浄 

 CLEAN  SUIT & ACCESSORY 

 ウエア 

  高通気度素材ウエア 

 フード一体型ツナギ服 

 ツナギ服 

 セパレートウエア 

 レギュラー素材ウエア 

 フード一体型ツナギ服 

 ツナギ服 

 セパレートウエア 

 経済性素材ウエア  

 フード一体型ツナギ服 

 ツナギ服 

 セパレートウエア 

 ガウン[白衣、実験衣] 

 高機能素材ウエア 

 フード、キャップ 

  フード 

 キャップ 

 異物混入防止シールド付フード 

 ヘルメット(頭部保護) 

 シューズ、セーフティーシューズ、ソックス 

  ショートブーツ 

 シューズ ロング 

 セーフティーショートブーツ 

 セーフティーシューズ ロング 

 セーフティーシューズ 

 シューズ 

 サンダル 

 オーバーソックス 

 ソックス 

 アクセサリー 

  収納、工具袋 

 ポーチ、携帯ケース 

 チェアカバー 

 エプロン 

 アームカバー 

 布マスク 

 異物混入防止シールド付マスク 

 ヘアーネット 

 ディスポ滅菌ずみウエア  

 滅菌カバーオール 

 滅菌フード 

 滅菌ブーツ 

 CLEAN GLOBE 

 シームレス手袋 

 ニット手袋 

 クリーンタイプ 

 制電タイプ 

 樹脂成型手袋 

 滅菌済み手袋 

 CLEAN WIPER 

  レギュラーファイバーワイパー 

 不織布ワイパー 

 スワッブ[クリーンルーム用綿棒] 

 ベルクリン[PVA スポンジ] 

 CLEAN TAPE 

  コンストラクションテープ 

 ディスペンサーテープ 

 カフシーリングテープ 

 プロセステープ 

 帯電防止テープ 



 

 

 ANTISTATIC MATERIALS  

 包装資材 

 フロアーマット 

 ビニールカーテン 

 デスクマット 

 

 CLEAN PAPER 

 コピー用紙 

 ノート、 

 サーマル(感熱紙) 

 特注加工受注生産 

 静電対策ファイル、クリップボード 

 CLEAN CLEANER’S  TOOL 

 バキュームクリーナー 

 クリーンルーム用バキューム 

 封じ込め用バキューム 

 封じ込め用集塵機 

 クリーンモップ 

 クリーンローラー 

 粘着マット 

 CLEAN EQUIPMENT 

 クリーンテーブル 

 防振ワゴン 

 ボンベ搬送用台車 

 防振台車 

 クリーンシェルフ 

 クリーンチェアー 

 CLEAN CLEANING SYSTEM 

  クリーン洗濯機 

 クリーン乾燥機 

 脱気シーラー 

 発塵試験機 

Memo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CLEANSUPPLY  - 1 - 

 

 

 CLEANCLEANING 

 クリーンウェアーのクリーンクリーニング 

 お客様からお預かりした大切な

クリーンルームウエアを ISO ク

ラ ス 5 (US.Fed209D class 

100)のクリーンルーム内で、超純

水等を使用して洗浄、乾燥には、

HEPA 付乾燥機を使用してクリ

ーニングを行っております。また、

混入、紛失を防止するため、入荷

から出荷に至るまで、バーコード

ラベルよる個体管理を行い、ご要

望により、個体の洗浄履歴を提出

も可能です。 

 

クリーンクリーニングフロー 

 

   

 

 

 

 

 

 

       

入荷 
ランドリー 

ドライ 

乾燥 脱気包装 

検査 

 

出荷 

クリーンルーム 

ISO class5(class100) 

個体用バーコードラベル 

 

 

洗浄履歴: 個体、グループいずれでの発行

が可能です。 
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 クリーンルーム用器具洗浄 

お客様のクリーンルームで御使用になられる治具を初めとし、ウエハキャリア、TAB

用スペーサー、チップトレー、その他電子工業用プラスチック部品等を ISO クラス 5 

(US.Fed209D class 100)のクリーンルーム内において、超純水等を使用して、洗浄、

乾燥とお客様のご要望に応じた洗浄工程を構築することが可能です。また、包装に関

してもクリーンルーム専用包装資材を使用しているため、輸送途中における再汚染も

未然に防止できます。 

 

器具洗浄フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

    

 

 

 

お問い合わせ先   ⇒INDEX に戻る 

 

入荷 洗浄 

浸け洗い、手洗い、

超音波洗浄、リンス 

乾燥 

自然乾燥 

強制乾燥 

脱気包装 

検査 

 

出荷 

クリーンルーム 

ISO class5(class100) 

チップトレー プラスチックケース 

プラスチックケース 洗浄、包装済みスペーサー 
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 CLEAN  SUIT & ACCESSORY 

 

 ウエア 

 高通気度素材ウエア 

高い通気性生地の通気性は 100cc 以上（一般防塵素材の約 20 倍）あり、気になるムレ感を

軽減します。また、優れた吸汗・速乾性一般防塵素材の約 2 倍の吸水性（※）と約 1.5 倍の

蒸散性をもっており、さらりとした着心地感で作業性をアップします。さらに、低発塵性ポ

リエステル 100％長繊維を使用。素材からの発塵を抑制します。静電気対策として、制電性

導電糸を 6mm ピッチに入れることにより、安定した制電性能を確保。作業時における、塵

埃の付着を軽減します。※JIS L1907.5.12 バイレック法：当社比 

 

 

 フード一体型ツナギ服 CK1334-1〔ホワイト〕受注生産品 

 フード一体仕様 

 フード内側ネット付き 

 ネームタッグ止め付き 

 ペン差し付き(上下通し) 

 ウエストゴム仕様(アジャスター付き) 

 裾ゴム仕様 

 素材:GF721SF〔カラー、ホワイト、ブルー〕 

 男女兼用 

商品名 カラー 型式 サイズ 価格
ホワイト CK1334-1 S～3L ¥9,400
ブルー CK1334-2 S～3L ¥9,400

高通気度素材フード
一体型ツナギ服  

 

 

 ツナギ服 CK1034-1〔ホワイト〕 

 ネームタッグ止め付き 

 ペン差し付き(上下通し) 

 ウエストゴム仕様(アジャスター付き) 

 裾ゴム仕様 

 素材:GF721SF〔カラー、ホワイト、ブルー〕 

 男女兼用 

 

商品名 カラー 型式 サイズ 価格
ホワイト CK1034-1 S～3L ¥6,200
ブルー CK1034-2 S～3L ¥6,200

高通気度素材ツナギ服
 

 

 

お問い合わせ先   ⇒INDEX に戻る 
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 セパレートウエア 上着 CK2404-2  ズボン CK5016-2 受注生産品 

 袖口ゴム仕様  

 両脇裾ゴム仕様 

 左胸ふた付きポケット 

 素材:GF721SF〔ブルー-2 のみ〕 

 男女兼用 

 受注生産 

 

商品名 型式 サイズ 価格
上着 CK2404-2 S～3L ¥5,600
ズボン CK5016-2 S～3L ¥5,200

高通気度素材セパ
レートウエア  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先   ⇒INDEX に戻る 
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 レギュラー素材ウエア 

低発塵性、制電性、フィルター性をそなえ、生地織構造によりソフト、しなやか感を併せもつト

ータルバランスに優れたロングセラー素材です。 

 フード一体型ツナギ服 CB1310-1〔ホワイト〕 

 フード一体仕様 

 ネームタッグ止め付き 

 ペン差し付き(底止め) 

 ウエストゴム仕様 

 裾ゴム仕様 

 素材:GK211S〔カラー、ホワイト、ブルー〕 

 男女兼用 

商品名 カラー 型式 サイズ 価格
ホワイト CB1310-1 S～3L ¥8,900
ブルー CB1310-2 S～3L ¥8,900

レギュラー素材フード
一体型ツナギ服  

 

 ツナギ服 CB1025-1〔ホワイト〕 

 ウエストひも仕様 

 裾ゴム仕様 

 素材:GK211SB〔カラー、ホワイト、ブルー、 

グリーン、紺、グレー〕 

 男性用 

 ツナギ服 CB1525-1〔ホワイト〕 

 ウエストひも仕様 

 裾ゴム仕様 

 素材:GK211SB〔カラー、ホワイト、ブルー、 

グリーン、ピンク、グレー〕 

 女性用 

商品名 カラー 型式 サイズ 価格
ホワイト CB1025-1 S,～3L ¥7,400
ブルー CB1025-2 S,～3L ¥7,400
グリーン CB1025-3 S,～3L ¥7,600
紺 CB1025-6 S,～3L ¥7,600
グレー CB1025-7 S,～3L ¥7,600
ホワイト CB1525-1 S,～3L ¥7,600
ブルー CB1525-2 S,～3L ¥7,600
グリーン CB1525-3 S,～3L ¥7,800
ピンク CB1525-4 S,～3L ¥7,800
グレー CB1525-7 S,～3L ¥7,800

レギュラー素材ツナギ
服〔男性用〕

レギュラー素材ツナギ
服〔女性用〕

 

 

 

 

 

お問い合わせ先   ⇒INDEX に戻る 
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 経済性素材  

導電性繊維ベルトロンを使用し、性能を確保すると同時に経済性をも追及。低発塵性、高耐久性、

低コストを実現した素材です。 

 フード一体型ツナギ服 CJ1332-1〔ホワイト〕 

 フロントファスナー 

 ネームタッグ止め付き 

 ペン差し付き(上下通し) 

 ウエストゴム仕様(アジャスター付き) 

 二重袖仕様 

 裾ゴム仕様 

 素材:GF481SF〔カラー、ホワイト-1、ブルー-2〕 

 男女兼用 

商品名 カラー 型式 サイズ 価格
ホワイト CJ1332-1 S～3L ¥6,800
ブルー CJ1332-2 S～3L ¥6,800

経済素材フード一体
型ツナギ服  

 ツナギ服 CJ1032-1〔ホワイト〕 

 ネームタッグ止め付き 

 ペン差し付き(上下通し) 

 ウエストゴム仕様(アジャスター付き) 

 裾ゴム仕様 

 素材:GF481SF〔カラー、ホワイト-1、ブルー-2、 

グリーン-3、紺-6、〕 

 男女兼用 

商品名 カラー 型式 サイズ 価格
ホワイト CJ1032-1 S～3L ¥5,000
ブルー CJ1032-2 S～3L ¥5,000
グリーン CJ1032-3 S～3L ¥5,200
紺 CJ1032-6 S～3L ¥5,200

経済性素材ツナギ服
〔男女兼用〕

 

 サイドファスナーツナギ服 CJ1134-1〔ホワイト〕 

 サイドファスナー 

 ネームタッグ止め付き 

 ペン差し付き(上下通し) 

 ウエストゴム仕様(アジャスター付き) 

 二重袖仕様 

 裾ゴム仕様 

 素材:GF481SF〔カラー、ホワイト-1、ブルー-2〕 

 男女兼用 

商品名 カラー 型式 サイズ 価格
ホワイト CJ1134-1 S～3L ¥5,800
ブルー CJ1134-2 S～3L ¥5,800

経済素材サイドファ
スナーツナギ服  

お問い合わせ先   ⇒INDEX に戻る 
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 セパレート(上着、ズボン)  

 上着 CJ2002-1 

 ネームタッグ止め付き 

 袖口カフス仕様(マジックテープ付き) 

 両脇裾ゴム仕様 

 ポケット付き(両脇) 

 ズボン CJ5000-1 

 ウエスト総ゴム仕様(ファスナー付き) 

 ポケット付き(右脇) 

 素材:GF481SF〔カラー、ホワイト-1、ブルー-2〕 

 男女兼用 

商品名 カラー 型式 サイズ 価格
ホワイト CJ2002-1 S～3L ¥4,400
ブルー CJ2002-2 S～3L ¥4,400
ホワイト CJ5000-1 S～3L ¥3,400
ブルー CJ5000-2 S～3L ¥3,400

経済素材セパレート
上着

経済素材セパレート
ズボン  

 

 セパレートロング丈(上着、ズボン) サイドファスナー 

 上着 CJ2102-1 

 ネームタッグ止め付き 

 袖口カフス仕様(マジックテープ付き) 

 ズボン CJ5014-1 

 ウエスト総ゴム仕様(ファスナー付き)  

 裾ゴム仕様 

 ポケット無し 

 素材:GF481SF〔カラー、ホワイト-1、ブルー-2〕 

 男女兼用 

商品名 カラー 型式 サイズ 価格
ホワイト CJ2102-1 S～3L ¥4,200
ブルー CJ2102-2 S～3L ¥4,200
ホワイト CJ5014-1 S～3L ¥3,200
ブルー CJ5014-2 S～3L ¥3,200

経済素材セパレート
ロング丈上着

経済素材セパレート
裾ゴムズボン  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先   ⇒INDEX に戻る 
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 セパレート袖口カフス仕様 

 上着 CJ2007-1 

 ネームタッグ止め付き 

 袖口カフス仕様(マジックテープ付き) 

 両脇裾ゴム仕様ネームタッグ止め付き 

 ズボン CJ5300-1 

 ウエスト総ゴム仕様(ファスナー付き)  

 腰裏付き  

 ポケット無し 

 素材:GF481SF〔カラー、ホワイト-1、ブルー-2〕 

 男女兼用 

商品名 カラー 型式 サイズ 価格
ホワイト CJ2007-1 S～3L ¥4,100
ブルー CJ2007-2 S～3L ¥4,100
ホワイト CJ5300-1 S～3L ¥3,900
ブルー CJ5300-2 S～3L ¥3,900

経済素材セパレート
袖口カフス上着

経済素材セパレート
腰裏つきズボン  

 

 セパレート袖口ゴム仕様 

 上着 CJ2401-1 

 袖口ゴム仕様 

 両脇裾ゴム仕様 

 ズボン CJ5300-1 

 ウエスト総ゴム仕様(ファスナー付き)  

 腰裏付き  

 ポケット無し 

 素材:GF481SF〔カラー、ホワイト-1、ブルー-2〕 

 男女兼用 

商品名 カラー 型式 サイズ 　価格
ホワイト CJ2401-1 S～3L ¥4,100
ブルー CJ2401-2 S～3L ¥4,100
ホワイト CJ5300-1 S～3L ¥3,900
ブルー CJ5300-2 S～3L ¥3,900

経済素材セパレート
袖口ゴム上着

経済素材セパレート
腰裏つきズボン  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先   ⇒INDEX に戻る 

 

 



 
 

CLEANSUPPLY  9 

 

 開襟ガウン CJ2190-1 

 ドットボタン留め 

 袖口ゴム仕様 

 ミドル丈 

 ポケット付き(両脇) 

 後センターベンツ開き 

 素材:GF481SF〔カラー、ホワイト-1、ブルー-2〕 

 男女兼用 

 

 

商品名 カラー 型式 サイズ 価格
ホワイト CJ2190-1 S～3L ¥5,400
ブルー CJ2190-2 S～3L ¥5,400

経済素材開襟ガウ
ン  

 スタンドカラーガウン CJ2185-1 

 フロントファスナー 

 袖口ゴム仕様  

 ロング丈  

 ポケット無し 

 素材:GF481SF〔カラー、ホワイト-1、ブルー-2〕 

 男女兼用 

 

 

商品名 カラー 型式 サイズ 価格
ホワイト CJ2185-1 S～3L ¥5,600
ブルー CJ2185-2 S～3L ¥5,600

経済素材スタンド
カラーガウン  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先   ⇒INDEX に戻る 
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 フード、キャップ 

 レギュラー素材フード 

 目出しフード CB4004-1 

 後ろバックル付き 

 耳メッシュなし 

 素材:GK211SB〔カラー、ホワイト-1、ブルー-2〕 

 男女共用 

 

商品名 カラー 型式 サイズ 価格
ホワイト CB4004-1 M,L, ¥2,400
ブルー CB4004-2 M,L, ¥2,400

レギュラー素材
目出しフード  

 スタンダードフード CB4035-1 

 後ろ調整ベルト付き 

 耳メッシュ 

 素材:GK211SB〔カラー、ホワイト-1、ブルー-2、 

グリーン-3、ピンク-4、紺-6、グレー-7〕 

 男女共用 

 

 

 

商品名 カラー 型式 サイズ 価格
ホワイト CB4035-1 M,L ¥1,900
ブルー CB4035-2 M,L ¥1,900
グリーン CB4035-3 M,L ¥2,000
ピンク CB4035-4 M,L ¥2,000
紺 CB4035-6 M,L ¥2,000
グレー CB4035-7 M,L ¥2,000

レギュラー素材
スタンダードフード

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先   ⇒INDEX に戻る 
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 つば付フード CB4047-1 

 後ろ調整ベルト付き 

 耳メッシュ 

 素材:GK211SB〔カラー、ホワイト-1、ブルー-2、 

グリーン-3、ピンク-4、グレー-7〕 

 男女共用 

 

 

 

 

商品名 カラー 型式 サイズ 価格
ホワイト CB4047-1 M,L ¥2,150
ブルー CB4047-2 M,L ¥2,150
グリーン CB4047-3 M,L ¥2,250
ピンク CB4047-4 M,L ¥2,250
グレー CB4047-7 M,L ¥2,250

レギュラー素材
つば付フード

 

 経済性素材フード  CJ4027-1 

 マスクフード一体型 

 後ろ調整ベルト付き 

 素材:GF481SF〔カラー、ホワイト-1、ブルー-2〕 

 男女共用 

 

 

 

商品名 カラー 型式 サイズ 価格
ホワイト CJ4027-1 M,L, ¥2,100
ブルー CJ4027-2 M,L, ¥2,100

経済素材
マスク付きフード  

 スタンダードフード CJ4035-1 

 後ろ調整ベルト付き 

 素材:GF481SF〔カラー、ホワイト-1、ブルー-2〕 

 男女共用 

 

 

商品名 カラー 型式 サイズ 価格
ホワイト CJ4035-1 M,L, ¥1,600
ブルー CJ4035-2 M,L, ¥1,600

経済素材
スタンダードフード  

 

 

 

お問い合わせ先   ⇒INDEX に戻る 
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 つば付フード CJ4049-1 

 後ろ調整ベルト付き 

 頬マジックテープ無し 

 素材:GF481SF〔カラー、ホワイト-1、ブルー-2〕 

 男女共用 

 

 

 

 

商品名 カラー 型式 サイズ 価格
ホワイト CJ4049-1 M,L, ¥1,900
ブルー CJ4049-2 M,L, ¥1,900

経済素材
つば付きフード  

 

 

 レギュラー素材キャップ 

 つば付キャップ CJ4217-1 

 後ろゴム付き 

 素材:GF481SF〔カラー、ホワイト-1、ブルー-2〕 

 

 

 

商品名 カラー 型式 サイズ 価格
ホワイト CJ4217-1 L,LL ¥1,000
ブルー CJ4217-2 L,LL ¥1,000

経済素材
つば付きキャップ  

 

 ひも調整キャップ CJ4205-1 

 調整ひも付き 

 素材:GF481SF〔カラー、ホワイト-1、ブルー-2〕 

 サイズ:フリー 

 

 

 

商品名 カラー 型式 サイズ 価格
ホワイト CJ4205-1 フリー ¥1,300
ブルー CJ4205-2 フリー ¥1,300

経済素材
ひも調整キャップ  

 

 

 

 

お問い合わせ先  ⇒INDEX に戻る 
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 つば付キャップ CJ4225-1 

 調整ひも付き 

 素材:GF481SF〔カラー、ホワイト-1、ブルー-2〕 

 サイズ:フリー 

 

 

商品名 カラー 型式 サイズ 価格
ホワイト CJ4225-1 フリー ¥1,400
ブルー CJ4225-2 フリー ¥1,400

経済素材
ひも調整キャップ  

 ヘルメット(頭部保護用具) 頭部保護用具とフードをセットでご使用ください。 

            

 

 

 

                     

 

 

 

商品名 カラー 型式 サイズ 価格
GS1601用フード ホワイト CB4060-1 フリー ¥4,180

ブルー CB4060-2 フリー ¥4,180
頭部保護用具 ホワイト GS1601 フリー ¥1,200
GS1604用フード ホワイト CB4064-1 L ¥3,000

ブルー CB4064-2 L ¥3,000
GS1605用フード ホワイト CB4064-1 2L ¥3,000

ブルー CB4064-2 2L ¥3,000
サイズ調整式頭部保護用
具

ホワイト GS1604 52〰62CM ¥1,800
サイズ調整式頭部保護用
具

ホワイト GS1605 55〰64CM ¥1,800  

お問い合わせ先   ⇒INDEX に戻る 

 

 

 GS1601 用フード 

 型式:CB4060-1 

 カラー:ホワイト、ブルー 

 サイズ調整式頭部保護用具 

 型式:GS1604 

 サイズ:52〰62CM 

 サイズ調整式頭部保護用具 特大 

 型式:GS1605 

 サイズ:55〰64CM 

 頭部保護用具 

 型式:GS1601 

 サイズ:フリー 

 GS1604用フード 

 型式:CB4064-1 

 カラー:ホワイト、ブルー 
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 異物混入防止シールド付フード 

製薬、食品の製造工程における、作業者由来

の異物混入を防止するために開発されたグラ

スシールド付フードです。視界が広いうえ、

ゴーグルのような圧迫感がなく、作業性が低

下しません。グラスシールドは、曇り止め加

工が施してあります。マスク部は、立体的に

設計されており、口元に適度な空間を確保し

ています。グラスシールドを取り外していた

だくことで、クリーンクリーニングにお出し

いただくことが可能で、衛生的にご使用いただくことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品名 カラー 型式 出荷単位 価格
グラスシールド付フード ホワイト CJ4070-1 1枚 ¥3,800
グラスシールド付フード ブルー CJ4070-2 1枚 ¥3,800
交換用グラスシールド G7618-1 5枚入り ¥7,000  

※シールド付のマスクもご用意できます。 

 

 

 

 

取り外しが簡単にできます。 
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 シューズ、セーフティーシューズ、ソックス 

アドクリーンシューズの特徴 

 

1. 巻き上げ構造 

ソールつま先部・かかと部に巻き上げ構造を採

用着地や、蹴り出しがスムーズにできます。 

2. 底面はアナトミー設計 

足裏の形状にフィットし、長時間履いても疲れに

くい構造になっています。 

3. 中底は低反発 EVA 

足裏にかかる圧力を分散し脚への負担を軽減

します。 

4. ソール屈曲構造 

柔軟性に優れ、より自然な足の動きをサポート

します。 

5. 静電性・耐加水分解性 

ソール部はエーテル系特殊静電ポリウレタンを 

採用することにより静電性と耐久性に優れていま

す。 

(1×105Ω≦Rg≦1×108Ω) 

6. ソールかかと部サクション構造 

着地時のかかとへの衝撃を緩和します。 

7. つま先を樹脂製プロテクターが保護 

樹脂製プロテクターを内臓。落下物等から足先

を保護します。 

(JIS T8101 S 級相当) 

※安全靴タイプのみ 

8. 指先はゆとり設計 

スクエアー形状採用。指先にゆとりを持たせた

ことで圧迫感をなくしました。 

9. ソールかかと部フレアー形状 

着地時及び歩行時の安定性を図りました。 

 

優れた衝撃吸収性を発揮します。 

 

 

お問い合わせ先   ⇒INDEX に戻る 
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 ショートブーツ 

 アドクリーン ショートブーツ G7720-1 

 サイズ:22.0～30.0cm(27.0cm以上は 1cm刻み) 

 カラー :ホワイト 

 ウィズ : 3E 

 ソール : エーテル系ポリウレタン 

  電気抵抗値:1.0×105Ω≦Rg≦1.0×108Ω 

商品名 カラー 型式 価格
ショートブーツ ホワイト G7720-1 ¥8,900
ショートブーツ ホワイト(29.30cm) G7720-1 ¥11,200  

 シューズ ロング 

 アドクリーン シューズ ロング G7730-1 

 サイズ:22.0～30.0cm(27.0cm以上は 1cm刻み) 

 カラー :ホワイト、ブルー 

 ウィズ : 3E 

 ソール : エーテル系ポリウレタン 

 電気抵抗値:1.0×105Ω≦Rg≦1.0×108Ω 

商品名 カラー 型式 価格
ホワイト G7730-1 ¥9,300
ホワイト(29.30cm) G7730-1 ¥11,600
ブルー G7730-2 ¥9,300
ブルー(29.30cm) G7730-2 ¥11,600

シューズ・ロング

 

 アドクリーン シューズ ロング G7740-1 

 サイズ:22.0～30.0cm(27.0cm以上は 1cm刻み) 

 ファスナーなし 

 カラー :ホワイト 

 ウィズ : 3E 

 ソール : エーテル系ポリウレタン 

 電気抵抗値:1.0×105Ω≦Rg≦1.0×108Ω 

商品名 カラー 型式 　価格
ホワイト G7740-1 ¥10,200
ホワイト(29,30cm) G7740-1 ¥12,800

シューズ・ロング
 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先   ⇒INDEX に戻る 
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 セーフティーシューズ 

セーフティーシューズは、爪先合皮部損傷が多く、プロテクターが露出し発塵の

原因となるばかりか、使用者保護の 

 アドクリーン セーフティーショートブーツ G7750-1 

 サイズ:22.0～30.0cm(27.0cm以上は 1cm刻み) 

 カラー :ホワイト 

 ウィズ : 3E 

 ソール : エーテル系ポリウレタン 

 爪先に樹脂製プロテクターを採用しています。 

 爪先耐荷重:S級(普通作業用適応・JIS T8101に準拠) 

 電気抵抗値:1.0×105Ω≦Rg≦1.0×108Ω 

 トゥガード加工付き G7750-1PCT  受注生産品 

爪先外側のトゥガード加工により、合皮の損傷を防ぎます。 

商品名 カラー 型式 価格
ホワイト G7750-1 ¥12,700

ホワイト(29,30cm) G7750-1 ¥14,500
ホワイト G7750-1PCT ¥13,600

ホワイト(29,30cm) G7750-1PCT ¥15,300

セーフティーショートブー
ツ

セーフティーショートブー
ツトゥガード付き  

 アドクリーン セーフティーシューズロング G7760-1 

 サイズ:22.0～30.0cm(27.0cm以上は 1cm刻み) 

 カラー :ホワイト、ブルー 

 ウィズ : 3E 

 ソール : エーテル系ポリウレタン 

 爪先に樹脂製プロテクターを採用しています。 

 爪先耐荷重:S級(普通作業用適応・JIS T8101に準拠) 

 電気抵抗値:1.0×105Ω≦Rg≦1.0×108 

 トゥガード加工付き G7760-1PC  受注生産品 

 爪先外側のトゥガード加工により、合皮の損傷を防ぎます。 

商品名 カラー 型式 価格
ホワイト G7760-1 ¥12,700

ホワイト(29,30cm) G7760-1 ¥14,500
ブルー G7760-2 ¥12,700

ブルー(29,30cm) G7760-2 ¥14,500
ホワイト G7760-1PCT ¥13,700

ホワイト(29,30cm)G7760-1PCT ¥15,500
ブルー G7760-2PCT ¥13,700

ブルー(29,30cm) G7760-2PCT ¥15,500

セーフティーシュー
ズ・ロング

セーフティーシュー
ズ・ロング・トゥガー

ド付き
 

 

 

 

お問い合わせ先   ⇒INDEX に戻る 
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 シューズ 

 セーフティーシューズ G7350-1 

 サイズ:22.0～29.0cm(27.0cm以上は 1cm刻み) 

 カラー:ホワイト 

 ウィズ : 3E 

 ソール : PVC 

 爪先に樹脂製プロテクターを採用しています。 

 爪先耐荷重:S級(普通作業用適応・JIS T8101に準拠) 

 電気抵抗値:1.0×105Ω≦Rg≦1.0×108Ω 

商品名 カラー 型式 価格
セーフティーシューズ ホワイト G7350-1 ¥9,700  

 アドクリーンシューズ G7770-1 

 サイズ:22.0～29.0cm(27.0cm以上は 1cm刻み) 

 カラー:ホワイト 

 ウィズ : 3E 

 ソール : エーテル系ポリウレタン 

 マジックテープ仕様で、足にフィットします。 

 甲の部分がメッシュで、内側、外側にベンチレーションホールを採用し通気性に優れて

います。 

 電気抵抗値:1.0×105Ω≦Rg≦1.0×108Ω 

商品名 カラー 型式 価格
ホワイト G7770-1 ¥6,800

ホワイト(29,30cm) G7770-1 ¥8,600
シューズ

 

 

 静電サンダル 

 アドクリーンサンダル〔クリーニング不可〕G3000-1 

 サイズ:S(24cm) M(25cm)L(26cm) LL(27cm) 

 カラー:ホワイト、グレー 

 ウィズ : 3E 

 ソール : ポリウレタン底 

 電気抵抗値:1.0×105Ω≦Rg≦1.0×108Ω 

商品名 カラー 型式 価格
ホワイト G3000-1 ¥2,600
グレー G3000-7 ¥2,600

サンダル　踵な
し  

 

 

 

 

 

お問い合わせ先   ⇒INDEX に戻る 
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 アドクリーンサンダル〔クリーニング不可〕 G3100-1 

 サイズ:22.0～30.0cm(27.0cm以上は 1cm刻み) 

 カラー:ホワイト、グレー 

 ウィズ : 3E 

 ソール : ポリウレタン底 

 電気抵抗値:1.0×105Ω≦Rg≦1.0×108Ω 

商品名 カラー 型式 価格
ホワイト G3100-1 ¥2,700

ホワイト(29,30cm) G3100-1 ¥2,700
グレー G3100-7 ¥2,700

グレー(29,30cm) G3100-7 ¥2,700

サンダル　踵あ
り

 

 オーバーソックス

 G7100-1 

 カラー:ホワイト、ブルー 

 後ファスナー付き 

 底ウレタン入り 

 

商品名 カラー 型式 サイズ 価格
ホワイト G7100-1 ¥2,300
ブルー G7100-2 ¥2,300

オーバーソックス M,L,2L
   

※サイズ: M=24cm,L=26cm,2L=28cm 

 G7102-1 

 カラー:ホワイト、ブルー 

 後ファスナー付き 

 底ウレタン入り 

商品名 カラー 型式 サイズ 価格
ホワイト G7102-1 ¥2,200
ブルー G7102-2 ¥2,200

オーバーソックス M,L,2L
 

※サイズ: M=24cm,L=26cm,2L=28cm 

 G7104-1 

 カラー:ホワイト、ブルー 

 後ファスナー無し 

 底ウレタン無し 

 

商品名 カラー 型式 サイズ 価格
ホワイト G7104-1 ¥2,100
ブルー G7104-2 ¥2,100

オーバーソックス M,L,2L
 

※サイズ: M=24cm,L=26cm,2L=28cm 

 

お問い合わせ先   ⇒INDEX に戻る 
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 アクセサリー 

 収納袋、工具袋、 

         

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

商品名 カラー 型式 価格
大型携帯バック ホワイト G8143-1 ¥5,500

収納バック ホワイト G8140-1 ¥2,000
収納バック ブルー G8140-2 ¥2,000
収納バック ホワイト G8141-1 ¥4,000
収納バック ブルー G8141-2 ¥4,000

縦型収納バック ツートン G8142-1 ¥3,800
工具袋 ホワイト G7114-1 ¥6,600
工具袋 紺 G7114-6 ¥6,600

ボックス型工具袋 ホワイト G7115-1 ¥5,500
ボックス型工具袋 紺 G7115-6 ¥5,500  

※受注生産品は、納品にお時間がかかります。ご了承のほど、宜しくお願い致します。 

 

お問い合わせ先  ⇒INDEX に戻る 

 大型携帯バック 

 型式: G8143-1 

 サイズ:32×42×10cm 

 内側しきり有り 

 収納バック 

 型式: G8140-1 

 サイズ: 44×31cm 

 内側しきり有り 

 収納バック 

 型式: G8141-1 

 サイズ: 25×35×10  

 前後外側ファスナー付きポケット 

 縦型収納バックバック 

 型式: G8142-1 

 サイズ: 36×23×(8+8)cm 

 仕切り有り 

 工具袋 

 型式: G7114-1 -6 

 ベルト付き 

 20 ヶ以上受注生産 

 ボックス型工具袋 

 型式: G7115-1 -6 

 ベルト付き 

 20 ヶ以上受注生産 
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 ポーチ、携帯ケース、チェアーカバー、etc 

              

 

 

 

  

             

 

 

             

 

 

 

商品名 カラー 型式 価格
縦型ポーチ ホワイト G7116-1 ¥2,600
横型ポーチ ホワイト G7117-1 ¥3,800

携帯電話ケース ホワイト G7112-1 ¥2,200
ストラップ ホワイト G7140-1 ¥700

ベルト ホワイト G7141-1 ¥900
生地付きベルト ホワイト G7142-1 ¥1,300
チェアカバー ホワイト G8121-1 ¥4,200

クッション ホワイト G8120-1 ¥2,400
ひざ掛け ホワイト G8133-1 ¥5,000  

 

お問い合わせ先   ⇒INDEX に戻る 

 縦型ポーチ 

 型式:G7116-1 

 サイズ:18×13×5cm 

 20 個からの受注生産 

 ベルトは含まれておりません 

 横型ポーチ 

 型式:G7117-1 

 サイズ:7×17×6cm 

 20 個からの受注生産 

 ベルトは含まれておりません 

 携帯電話ケース 

 型式:G7112-1 

 20 個からの受注生産 

 ベルト用ループ付き 

 ストラップ 

 型式:G7140-1 

 20 本からの受注生産 

 ベルト 

 型式:G7141-1 

 20 本からの受注生産 

 生地付きベルト 

 型式:G7142-1 

 20 本からの受注生産 

 チェアカバー 

 型式:G8121-1 

 20 セットからの受注生産 

 クッション 

 型式:G8120-1 

 サイズ:5×40×40cm 

 ひざ掛け 

 型式:G8133-1 

 サイズ: :90×112cm 

 10 枚からの受注生

産 ※受注生産品は、納

品にお時間がかか

ります。ご了承のほ

ど、宜しくお願い致

します。 
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 エプロン、アームカバー 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

商品名 カラー 型式 価格
耐薬品性エプロン ホワイト G8023-1 ¥12,000
耐薬品性エプロン ホワイト G8024-1 ¥25,000

清浄エプロン ホワイト E8041-1 ¥2,300
清浄エプロン ブルー E8041-2 ¥2,300
清浄エプロン ピンク E8041-4 ¥2,300
アームカバー ホワイト G8100-1 ¥700
アームカバー ブルー G8100-2 ¥700

耐薬品性アームカバー ホワイト G8101-1 ¥3,800
ロングアームカバー ホワイト G8102-1 ¥1,000  

 

 

お問い合わせ先  ⇒INDEX に戻る 

 耐薬品性エプロン G8023-1 

 前丈 100cm m[後ろひも止め 1

カ所] 

 導電糸入り生地にフッ素フ

ィルムをラミネート加工し

ております。 

 受注生産品は 1 サイズ 20 枚 

以上から 

 耐薬品性エプロン G8024-1 

 前丈 117cm[後ろひも止め２

カ所] 

 導電糸入り生地にフッ素フ

ィルムをラミネート加工し

ております。 

 受注生産品は 1 サイズ 20 枚 

以上から 

 清浄エプロン E8041-1 

 前丈 80cm[後ろひも止め] 

 ポケット付き 

 カラー:ホワイト、ブルー、

ピンク 

 アームカバー G8100-1 

 カラー:ホワイト、ブルー 

 サイズ:長さ 33cm 

 耐薬品性アームカバー G8101-1 

 サイズ:長さ 33cm 

 導電糸入り生地にフッ素フィルム

をラミネート加工しております 

 ロングアームカバー G8102-1 

 サイズ:長さ 46cm 
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 マスク 

クリーニングのうえ、再利用可能な布製マスクです。襟もとからの発塵を考慮した

製品も追加いたしました。 

 

         

 

 

 

 

              

 

 

 

 

商品名 カラー 型式 出荷単位 価格(単価)
メッシュマスク ホワイト G7600-1 5枚 ¥360

ダブルメッシュマス ホワイト G7605-1 5枚 ¥360
共布マスク ホワイト G7630-1 5枚 ¥500
共布マスク ブルー G7630-2 5枚 ¥500
共布マスク グリーン G7630-3 5枚 ¥500
共布マスク ピンク G7630-4 5枚 ¥500

立体メッシュマスク ホワイト G7606-1 2枚 ¥880
共布マスク[ネックガード] ホワイト CB7611-1 2枚 ¥780
共布マスク[ネックガード] ブルー CB7611-2 2枚 ¥780
共布マスク[ネックガード] グリーン CB7611-3 2枚 ¥780
共布マスク[ネックガード] ピンク CB7611-4 2枚 ¥780
電石マスク[頭かけ] G7580-1 50枚 ¥20
電石マスク[耳かけ] G7583-1 50枚 ¥20  

 

お問い合わせ先   ⇒INDEX に戻る 

 メッシュマスク 

 型式:G7600-1 

 カラー:ホワイト 

 ダブルメッシュマスク 

 型式:G7605-1 

 カラー:ホワイト 

 共布マスク 

 型式:G7630-1 

 カラー:ホワイト、ブルー、

グリーン、ピンク 

 立体メッシュマスク 

 型式:G7606-1 

 カラー:ホワイト 

 共布マスク[ネックガード] 

 型式:G7611-1 

 カラー:ホワイト、ブルー、

グリーン、ピンク 

 電石マスク 

 型式:G7580-1(頭かけ) 

 型式:G7583-1(耳かけ) 

 使い捨てマスク 
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 グラスシールド付マスク 

製薬、食品の製造工程における、作業者由来の

異物混入を防止するために開発されたグラス

シールド付マスクです。視界が広いうえ、ゴ

ーグルのような圧迫感がなく、作業性が低下

しません。グラスシールドは、曇り止め加工

が施してあります。マスク部は、立体的に設

計されており、口元に適度な空間を確保して

います。グラスシールドを取り外していただ

くことで、クリーンクリーニングにお出しい

ただくことが可能で、衛生的にご使用いただ

くことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品名 カラー 型式 出荷単位 価格
グラスシールド付マスク ホワイト G7608 1枚 ¥2,600
交換用グラスシールド G7618-1 5枚入り ¥7,000  

※グラスシールド付マスクのご用意も御座います。 

 

 

 

取り外しが簡単にできます。 

サイズ : フリー 

(後頭部にサイズ調整ベルト付 

58cm～63cm 調整可能) 

交換用グラスシールド 

G7618-1 



 
 

CLEANSUPPLY  25 

 

 ヘアーネット 

         

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

商品名 カラー 型式 出荷単位 価格(単価)
ヘアーネット ホワイト G7401-1 10枚 ¥200
ヘアーネット ホワイト G7405-1 10枚 ¥800
ヘアーネット ホワイト G7407-1 ５枚 ¥750
ヘアーネット ホワイト G7408-1 20枚 ¥1,150
ヘアーネット 紺 G7408-6 20枚 ¥1,150
ヘアーネット ホワイト G7415-1 100枚/箱 ¥20  

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先   ⇒INDEX に戻る 

 型式:G7401-1 

 素材:ナイロントリコット 

 出荷単位 : 1袋(10枚) 

 型式:G7405-1 

 ポリエステル 

 出荷単位 : 1袋(10枚) 

 型式:G7407-1 

 ポリエステル 

 出荷単位 : 1袋(5枚) 

 調整ゴム付き 

 

 型式:G7408-1 

 素材:ポリエステル 

 カラー:ホワイト、ブルー 

 受注生産 20 枚より 

 型式:G7415-1 

 素材:ポリプロピレン不織布 

 ディスポーザブル 

 出荷単位 : 1箱(100枚) 
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 キムテックピュア A5 (KIMTECH PURE*A5) 

キンバリークラーク社独自の技術を生かし、コ

ンタミネーションのリスクを低減する革新的

なデザインとパッキング、着用時もウエア表面

に触れることなく着用できます。 

 

 

 特徴 

 高性能 SMS 

高いバリア性と捕集効率を確保しつつ、

高い透湿性も兼ね備えた SMS 素材を原

反に採用、安全性と快適性を現実します。 

 ウエア中央ブルーライン 

着用時に掴む箇所の目安になるブルーライン、誰に

でも簡単、且つウエア表面に触れることなく更衣が

可能です。 

 革新的なパッキング方法 

開封時にウエア表面に触れないよう、独自のたたみ

方とパッキング方法を採用しています。これにより、

ウエア表面を汚染せずに取り出すことが可能です。 

 スナップテクノロジー 

たたみの段階で内側に折込まれた腕と足を内側の

スナップで留めていて、着用時には、自動的にスナ

ップの固定が外れる構造となっているため、床に接

触せずに着用ができます。 

 手首の露出防止 

手首に取り付けたループに親指を通すことで、袖が

まくれず、作業中の手首露出を防止します。 

 

商品名 サイズ 型式 出荷単位 価格(単価)
滅菌カバーオール S 88800 ２５着/ケース オープン
滅菌カバーオール M 88801 ２５着/ケース オープン
滅菌カバーオール L 88802 ２５着/ケース オープン
滅菌カバーオール 2L 88803 ２５着/ケース オープン
滅菌カバーオール 3L 88804 ２５着/ケース オープン

滅菌フード フリー 88807 100枚/ケース オープン
滅菌ブーツ フリー 88808 100足/ケース オープン
滅菌ブーツ S～M 12922 100足/ケース オープン  

 

お問い合わせ先   ⇒INDEX に戻る 
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 CLEAN GLOBE  

 シームレスグローブ 

縫製面がなく、発塵が極めて少ない手袋です。従来の縫製品と比較して、手のフ

ィット感も極めて良好です。 

 エスパンシォーネ手袋 

ウレタン系の不織布素材とフィルム状素材を用途別に組み合わせ、熱融着することにより、

縫製手袋より発塵を抑え、手のフィット感を向上することができました。 

 エスパンシォーネ手袋 両面不織布 G5020-1,G5030-1 

エスパンシオーネ素材を両面に使用し、熱融着で製造した手袋です。通気性が良く、一日中

はめていても蒸れにくく、伸縮性・柔軟性に優れ、手によくフィットして作業性を高めます 。

発塵性が極めて少ない手袋です。クリーンパック品もご用意できます。 

            

 

 

商品名 型式 出荷単位 サイズ 価格(箱)
エスパンシォーネ手袋 G5020-1 100双/箱 S～2L ¥28,000
エスパンシォーネ手袋 G5030-1 100双/箱 S～2L ¥38,000  

 エスパンシォーネ手袋 手の平:フィルム、手の甲:不織布 G5021-1,G5031-1 

手の平側にウレタンフィルム、甲側にエスパンシオーネを使用し、熱融着で製造した手袋です。

手の平側のウレタンフィルムで、汗の成分・塵埃を遮断します。手によくフィットし、滑りにく

く、発塵性も極めて少ない手袋です。クリーンパック品もご用意できます。 

              

 

 

 

商品名 型式 出荷単位 サイズ 価格(箱)
エスパンシォーネ手袋 G5021-1 100双/箱 S～2L ¥37,000
エスパンシォーネ手袋 G5031-1 100双/箱 S～2L ¥46,000  

お問い合わせ先   ⇒INDEX に戻る 

 型式:G5020-1 

 全長:24cm 

 

 型式:G5030-1 

 全長:29cm 

 

 型式:G5021-1 

 全長:24cm 

 

 型式:G5031-1 

 全長:29cm 
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 ニット グローブ 

繊維からの発塵を抑えるために、長繊維のウーリーナイロンニット手袋を使用し

ており、伸縮性に優れて手に良くフィットし、細かな作業にも便利です。ニット

手袋のため通気性が良く、ウーリーナイロンの長繊維ニット手袋のため通気性が

良く、長時間の作業でもムレにくく快適に作業することが出来ます。 

 CLEAN タイプ 

 クリーン背抜き手袋 

手のひら側のウレタンコーティングで、プラスチック部品などがスベリにくいう

え、ニット手袋のため通気性が良く、長時間の作業でもムレにくく快適に作業す

ることが出来ます。 

       

商品名 型式 出荷単位 サイズ 価格(箱)

クリーン背抜き №100 10双×20袋/箱 ¥76,000S～2L
 

 チップタッチ 

指先のウレタンコーティングで、指先を使う細かな作業に便利です。 

       

商品名 型式 出荷単位 サイズ 価格(箱)

チップタッチ №110 10双×12袋/箱 ¥45,600S～2L
 

 

お問い合わせ先   ⇒INDEX に戻る 
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 クリーンニット 

しなやかで感覚が伝わりやすく、細かな作業に適しています。〔ウレタンコーテ

ィングなし〕 

       

商品名 型式 出荷単位 サイズ 価格(箱)

クリーンニット №140 5双×24袋/箱 ¥31,200S～2L
 

 クリーンアンダー 

薄手で肌触りがよく、長時間の作業にも快適。 

 

 制電タイプ 

導電性繊維サンダーロンを編みこんでいますので、ニット手袋の帯電位を下げ、

静電気によるさまざまな障害を防ぎます。また、ウーリーナイロンの長繊維ニッ

ト手袋のため通気性が良く、長時間の作業でもムレにくく快適に作業することが

出来ます。 

 エレクリーン 

手のひら側のウレタン樹脂コーティングですべりにくく、対象物の静電気の帯電

も抑制できます。 

       

商品名 型式 出荷単位 サイズ 価格(箱)

エレクリーン №120 10双×12袋/箱 ¥120,000M,L
 

お問い合わせ先   ⇒INDEX に戻る 
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 エレポイント 

指先のウレタン樹脂コーティングは細かな作業に便利で、静電気の帯電も抑制で

きます。 

      

商品名 型式 出荷単位 サイズ 価格(箱)

エレポイント №130 10双×12袋/箱 ¥126,000S～L
 

 

 

 

 エレニット 

導電性繊維＋長繊維で、静電気を抑制 

      

商品名 型式 出荷単位 サイズ 価格(箱)

エレニット №150 10双×12袋/箱 ¥63,600S～2L
 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先   ⇒INDEX に戻る 
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 樹脂成型手袋 

クリーンルーム内のあらゆる環境、作業に対応できる特徴を持った製品をご用意い

たしました。 

 ニトリルゴム手袋 左右兼用 

低発塵、低抽出、電気特性に優れ、摩擦・突き刺し・引っかきに強い。 

 二トリルライト 

クリーンルームで威力を発揮するにトリル手袋。最終洗浄から包装まで

class100 のクリーンルームで二重包装。長さ 30.5cm 

         

商品名 型式 出荷単位 サイズ 価格(箱)

二トリルライト №93-311 100枚×10袋/箱 ¥38,000XS～L
 

電気特性〔評価法:ASTM D257〕 発塵量 〔評価方法:IEST-RP-CC005.2-7〕

1×1011
Ω /sq〔湿度:12.5%〕

1×1010
Ω /sq〔湿度:50%〕

減衰時間<5sec 〔湿度:12.5%〕

表面抵抗 0.5～20μ m.合計<2,400/cm2

 

 二トリルライト・シルキーウルトラクリーン 左右兼用 

清浄度を追及した新しいタイプの二トリル手袋。最終洗浄から包装まで

class100 のクリーンルームで二重包装。長さ 30cm 

       

商品名 型式 出荷単位 サイズ 価格(箱)
二トリルライト・シル

キーウルトラクリーン
№93-401 100枚×10袋/箱 ¥38,000XS～L

 

表面抵抗 1×1011
Ω /sq〔湿度:12.5%〕

電気特性〔評価法:ASTM D257〕 発塵量 〔評価方法:IEST-RP-CC005.2-7〕

0.5～20μ m.合計<400/cm2
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 キムテックピュア G5 スターリング* ニトリルグローブ 

 卓越した装着性、ラテックスのようなフィット感、新感覚の

ニトリルグローブです。 

特徴 

 すぐれた静電防止効果 (表面抵抗値 109Ω /sq〔湿

度:50%Ω/sq〕) 

 薄く伸縮性のあり手にジャストフィット 

 18MΩの超純水で洗浄済み、Class100 クリーンルー

ムでの使用も可能です。 

 ラテックスフリーで同アレルギー体質の方にも安

心してご使用いただけます。 

 1500 枚/箱 梱包で保管スペース、廃棄物量を約

30%減少 

 

 

 

 

商品名 型式 出荷単位 サイズ 価格
KTPSG5XS XS
KTPSG5S S
KTPSG5M M
KTPSG5L L
KTPSG5XL XL

250枚/袋x6/箱
キムテックピュア

グローブスターリングG5
オープンプライス

 

 キムテックピュア G3 EvT ニトリルグローブ 

滑らかな装着性、安定したグリップ力、高清浄度のクリーンルーム

において御使用いただく事が可能です。 

特徴 

 18MΩの超純水で複数回洗浄済み、高清浄度クリーンルーム

での使用も可能です。 

 ラテックスフリーで同アレルギー体質の方にも安心してご使

用いただけます。 

 すぐれた静電防止効果(表面抵抗値 1010Ω/sq〔湿度:50%Ω/sq〕) 

 手のひら全体に程よい厚み(指先:0.13mm,手のひら:0.08mm,           

袖口:0.06mm)尚且つ、引っ張り、突刺しの強度も向上しております。 

 指先エンボス加工、滑りにくいので、細かな作業に最適です。 

 1500 枚/箱 梱包で保管スペース、廃棄物量を約 30%減少 

商品名 型式 出荷単位 サイズ 価格
KTPEVTG3S S
KTPEVTG3M M
KTPEVTG3L L
KTPEVTG3XL XL

キムテックピュアG3
EVTグローブ

オープンプライス250枚/袋x6/箱
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 キムテックピュア* G3 滅菌 スターリングニトリル 

卓越した装着性、ラテックスのようなフィット感、新感覚

の滅菌済みニトリルグローブです。1 双ごとの個別包装、ガ

ンマー線滅菌を施し手あります。ロットごとの滅菌証明書

を入手することが可能です。 

特徴 

 左右別々の型で製造された手袋で、左右兼用品より、フ

ィット感に優れ、作業時の疲労感を軽減いたします。 

 材料、包装資材に環境物質を含んでおりません。 

 ラテックスフリーのため、ラテックスプロテインが原

因のアレルギーになる心配はありません。 

 比抵抗値 18MΩ以上の超純水で複数回の洗浄を行って

いるため、溶質物質、発塵が少ない。 

 

商品名 型式 出荷単位 サイズ 価格
KTPMSG365 6.5
KTPMSG370 7.0
KTPMSG375 7.5
KTPMSG380 8.0

キムテックピュアG3滅菌
スターリングニトリルグロー

ブ
オープンプライス1双/袋X30/袋x10/箱

 

 キムテックピュア*G3 滅菌ラテックス 

厳選された天然ラテックスで製造された耐久性、強度、装

着製に優れた滅菌済みのラテックスグローブです。1 双ご

との個別包装、ガンマー線滅菌を施してあります。 

ロットごとの滅菌証明書を入手することが可能です。 

特徴 

 左右別々の型で製造された手袋で、左右兼用品より、

フィット感に優れ、作業時の疲労感を軽減いたします。 

 比抵抗値 18MΩ以上の超純水で複数回の洗浄を行って

いるため、溶質物質、発塵が少ない。 

 

 

 

 

商品名 型式 出荷単位 サイズ 価格
KTPMLG365 6.5
KTPMLG370 7.0
KTPMLG375 7.5
KTPMLG380 8.0

キムテックピュアG3滅菌
スターリングニトリルグロー

ブ
オープンプライス1双/袋X20/袋x10/箱

 

 

 お問い合わせ先   ⇒INDEX に戻る 
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 CLEAN WIPER 

 マイクロファイバーワイパー 

 レギュラーファイバーワイパー 

 アルファーワイプ  TX-1009 

ポリエステル 100%の長繊維 2 重編みで、ク

リーニング、パッキングは、クラス M2.5[ク

ラス 100]のクリーンルーム内で行われてお

ります。 

 

 

 

商品名 型式 出荷単位 サイズ 価格
アルファーワイプ TX1009 150枚/袋 9"×9" ¥9,000  

 アルファー10  TX1010 

ポリエステル 100%の長繊維 2 重編みで、ワ

イパーの縁を 4.8mm に熱シール加工してあ

るため、テックスワイプ社製製品の中で、発

塵がもともすくない画期的なワイパーです。 

 

 

 

 

商品名 型式 出荷単位 サイズ 価格
アルファー10 TX1010 100枚/袋 9"×9" ¥9,700  

 サーマシール TX2069 

ポリエステル長繊維 100%の原反を使用して、

四辺をヒートカットすることにより、ワイパ

ーからの発塵を低減、抽出イオン量も他の製

品と比較して、低レベルとすることができま

した。 

 

 

商品名 型式 出荷単位 サイズ 価格
サーマシール TX2069 150枚/袋 9"×9" ¥5,000

TX2079 150枚/袋 9"×9" ¥6,500  

 

 

 

 

お問い合わせ先   ⇒INDEX に戻る 
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 LTK ワイパーは、高品質ポリエステル 100%のフィラメントを使用しています。自

己発塵、耐摩耗性、引き裂き強度に優れたクリーンルーム用の低発塵ワイパーで

す。 

 LTK2010 

LTK ワイパーの中で、もっとも基本的なお勧めタイプです。 

 

商品名 型式 出荷単位 サイズ 価格(箱)
LTKワイパー LTK2010TB-04 600枚×10袋 4"×4" ¥85,000
LTKワイパー LTK2010TB-06 300枚×10袋 6"×6" ¥65,000
LTKワイパー LTK2010TB-09 150枚×10袋 9"×9" ¥60,000

 

 

 LTK2020B 

LTK2010 の 4 辺に 4mm 幅の熱シール加工を施し製品からの

自己発塵をさらに低減いたしました。 

 

商品名 型式 出荷単位 サイズ 価格(箱)
LTKワイパー LTK2020B-06 300枚×10袋 6"×6" ¥82,000
LTKワイパー LTK2020B-09 150枚×10袋 9"×9" ¥68,000

 

 LTK2060TB 

LTK2010 タイプより厚みが厚く、吸水量、 吸水速度も優れて

います。 

 

商品名 型式 出荷単位 サイズ 価格(箱)
LTKワイパー LTK2060TB-09 150枚×10袋 9"×9" ¥67,500

 

 LTK2080TB 

LTK ワイパーの中で最も厚い 2 重編みの原反を使用して、抜群

の吸水性と吸水量はハードな使用にも耐えられます。 

 

商品名 型式 出荷単位 サイズ 価格(箱)
LTKワイパー LTK2080TB-09 100枚×10袋 9"×9" ¥52,500

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先   ⇒INDEX に戻る 
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 不織布ワイパー 

 テクニクロス TX609 

ポリエステルとセルロースの混合不織布で、

強度、柔らかさ、吸水性等、両素材の長所を

併せ持っています。バインダー類を一切使用

していないため、抽出イオン量も低く抑える

ことができました。 

 

 

商品名 型式 出荷単位 サイズ 価格
テクニクロス TX604 1200枚/袋 4"×4" ¥5,000
テクニクロス TX606 600枚/袋 6"×6" ¥5,000
テクニクロス TX609 300枚/袋 9"×9" ¥3,400
テクニクロス TX612 150枚/袋 12"×12" ¥3,400  

 

 スワッブ 

クリーンルーム用のスワッブ[綿棒]です。 

 

型式 出荷単位 ヘッド材質 ヘッドサイズ 全長 価格
TX706A 100本/bag ポリウレタン 10.9×27mm 81mm ¥5,200
TX707A 100本/bag ポリウレタン 15×25mm 131mm ¥4,500
TX708A 100本/bag ポリウレタン 19.2×26.7mm 132.2mm ¥4,500
TX709A 100本/bag ポリウレタン 4.8×12mm 105mm ¥5,000
TX710A 100本/bag ポリウレタン 7×21mm 114mm ¥5,000
TX712A 100本/bag ポリウレタン 12×25.7mm 127.5mm ¥5,000
TX743B 500本/bag ポリエステル 4×12mm 70mm ¥10,000
TX752B 500本/bag ポリウレタン 3×20mm 70mm ¥14,000
TX761 100本/bag ポリエステル 6.8×16.8mm 162.3mm ¥4,000  

 

 

お問い合わせ先   ⇒INDEX に戻る 
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 ベルクリン[PVA スポンジ] 

ベルクリンは、極めて高い吸水・保水性能をもったウェットタイプ拭き取り材です。

ソフトな風合いであらゆる対象にフィットし表面の微細な気孔で塵埃を確実に除去

いたします。PVA スポンジのため、他の清拭材のような毛羽、糸くずの発生がなく、

ウェット状態で使用するため静電気の発生もありません。また、環境ホルモンなどの

有害物質の使用していないため、焼却時にダイオキシンの発生もない環境にやさしい

製品です。 

 

 

          

 

 

 

 

 

商品名 型式 出荷単位 サイズ 価格(単価)
D1 10枚/袋 230×230×1mm ¥180
D2 5枚/袋 230×230×2mm ¥320
D3 1ケ/袋 125×8×35mm ¥400
S1 1枚/袋 400×325×1.8mm ¥720

ベルクリン

 
 

MEMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先   ⇒INDEX に戻る 

ベルクリン 230×230mm 

D1[厚み:1mm] 

D2[厚み:2mm] 

 

ベルクリン D3 

125×8×35mm 

ベルクリン S1 

400×325×1.8mm 
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 CLEAN TAPE 

ULTRA TAPE 社は、その独自の製造プロセスで、クリーンルーム内において、半導体、

電子産業、製薬、医療用特殊テープを製造しております。テープ巻き芯には、プラスチッ

クコアを使用、包装もクリーンルーム内での二重包装を施しております。従って、外側の

包装を前室で開封後、クリーンルーム内においてすぐご使用できます。〔一部簡易包装品

を除く〕また、ポリ塩化ビニール、ポリエチレンをはじめとした、多種多様なテープ基材、

接着剤に関しても、アクリル系、ゴム系とお客様の作業内容に見合った製品をご選択いた

だくことができます。 

 コンストラクションテープ 

クリーンルームの新設、増設等に際して、一時的な壁の養生、仮設配管、キャスター

の保護等にご使用いただけます。 

 スーパーハイタック  #1153  強接着力 (接着力 500g/cm ) 

クリーンルームの壁養生、仮設配管等で、強力な接着力を必要とする場合に最適です。

接着力が高いため、ご使用量が普通のテープより少なくすみ経済的です。床、壁のマ

ーキングとしてもご使用いただけるよう、カラーも 6 色御用意いたしました。 

 

 

商品名 型式 幅 出荷単位 価格(単価)
スーパーハイタック #1153-0.5※ 12.7mm 10本 ¥1,400

#1153-0.75※ 19mm 10本 ¥1,700
#1153-1※ 25.4mm 10本 ¥2,100

#1153-1.5※ 38.1mm 10本 ¥3,000
#1153-2※ 50.8mm 10本 ¥3,800  

※は、色をご選択ください。ホワイト=W、ブルー=B、グリーン=G、イエロー=Y、レッド=R、

オレンジ=O 

 テープの長さは、36yard〔32.9m〕 

 

 

お問い合わせ先   ⇒INDEX に戻る 
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 簡易包装スーパーハイタック  #0153 

上記スーパーハイタックの包装を一重包装テープ止めにして、巻き芯もハイグレー

ド品のホワイトからグレーに変更し、お客様に手軽に御利用いただけるように致し

ました。 

 

商品名 型式 幅 出荷単位 価格(単価)
簡易包装スーパーハイタック #0153-1W 25.4mm 10本 ¥1,100

#0153-1.5W 38.1mm 10本 ¥1,600
#0153-2W 50.8mm 10本 ¥2,100  

※テープの長さは、36yard〔32.9m〕 

 ディスペンサーテープ  #6570  (接着力 320g/cm ) 

主に卓上のセロテープ代用品としてご使用いただけます。ポリエステルの基材、シ

リコン系粘着剤を使用しているため、耐熱温度が 190℃と過酷な使用条件もクリア

ーできます。 

 

商品名 型式 幅 出荷単位 価格(単価)
ディスペンサーテープ #6570-0.75 19mm 10本 ¥3,200  

※テープの長さは、72yard〔65.8m〕 

 

 

 

 

お問い合わせ先   ⇒INDEX に戻る 
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 プロセステープ 

 ボックステープ  #1110   (接着力 220g/cm ) 

ウエハボックス封止用に設計されたテープです。金属含有量、アウトガス発生量が

極めて少なく、テープに伸縮性があり、ボックスのコーナーにもフィットしやすく、

ボックスの密閉も容易です。また、静電気が発生しにくいため、ロール本体からテ

ープが引き出しやすくなっております。ご使用後、ボックスから剥離した際の糊残

りも極微量です。 

 

商品名 型式 幅 出荷単位 価格(単価)
ボックステープ #1110-1※ 25.4mm 10本 ¥1,900

#1110-2※ 50.8mm 10本 ¥3,600  

※ は、色をご選択ください。ホワイト=W、ブルー=B、グリーン=G、イエロー=Y、レッド

=R、オレンジ=O 

※ テープの長さは、36yard〔32.9m〕 

 プロセステープ #1164  (接着力 380g/cm ) 

伸び縮みの少ないミディアムタックテープです。製造設備のメンテナンスや工程

内での作業に最適です。アクリル系接着剤を使用しているため、長期間使用した

後に剥がしても、糊残りがありません。 

 

商品名 型式 幅 出荷単位 価格(単価)
プロセステープ #1164-1 25.4mm 10本 ¥3,500

#1164-2 50.8mm 10本 ¥6,500  

※テープの長さは、60yard〔54.8m〕 
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 フロアーマーキングテープ #1165 (接着力 350g/cm ) 

クリーンルームのフロアーマーキング専用ビニールテープです。テープ表面を

ラミネートして、耐久性を向上してあるため、ハードなご使用も可能です。 

通常在庫品として、ブラック/イエロー、レッド/ホワイトをご用意いたしました。 

 

商品名 型式 幅 出荷単位 価格(単価)
フロアーマーキング #1165-2 ※ 50.8mm 10本 ¥3,500  

※テープの長さは、18yard〔16.54m〕 カラーW/B は、非在庫品です。 

 

 帯電防止テープ   

 帯電防止テープ #2149  (接着力 290g/cm ) 

電気抵抗値 5×104 ～105Ω/cm と低い特徴を有しております。実装基盤の取り纏め、

制電防止バック、導電バックの封止に御利用いただけます。 

 

商品名 型式 幅 出荷単位 価格(単価)
帯電防止テープ #2149-0.5 12.7mm 10本 ¥3,800

#2149-1 25.4mm 10本 ¥6,500
#2149-2 50.8mm 10本 ¥12,000  

※テープの長さは、72yard〔65.8m〕 

 

お問い合わせ先   ⇒INDEX に戻る 
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 ANTISTATIC MATERIALS  

 包装資材 

単層フィルム 

 SCT バック  受注生産品の為、是非、営業担当者にご相談ください。  

原材料に無添加ポリエチレン樹脂のみを使用して、クリーンルーム内で、製袋加

工、検査、包装を行い、発塵量、溶質イオン、アウトガスを低レベルに制御して

おります。 

《 用途 》 

 電子部品包装 

 医薬品包装 

 クリーンクリーニング包装袋 

フィルム特性 

試験項目 単 位 測定値 試験法 

厚み μm ５０μｍ（規格値） JIS K 7130 

 

引張強度 

 

N/mm２ 

ＭＤ １６．３９ JIS K 7127 

 ＴＤ ８．００ 

 

引張伸度 

 

％ 

ＭＤ １２３ JIS K 7127 

ＴＤ ７２９ 

 

引裂強度 

 

N/mm 

ＭＤ ５．７６ JIS K 

7128-3 

 

ＴＤ ２．９５ 

ﾋｰﾄｼｰﾙ強度 N/15mm １８．８７ JIS Z 1707 

突き刺し強度 N １０．１９ JIS Z 1707 

 

微粒子測定 （測定機  ＲＩＯＮ ＫＣ－０３Ａ１） 

DATE    09/４/7 DATE    09/４/7 DATE    09/４/7 

１回目   １Ｌ ２回目   １Ｌ ３回目   １Ｌ 

SIZE(μm) COUNT SIZE(μm) COUNT SIZE(μm) COUNT 

0.3      ０ 0.3      ０ 0.3      0 

0.5      ０ 0.5      ０ 0.5      0 

1.0      ０ 1.0      0 1.0      0 

2.0      0 2.0      0 2.0      0 

5.0      0 5.0      0 5.0      0 

上記数値は測定値であり､規格値ではありません｡ 

（改定日：2009 年 4 月 8 日） 
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 デスクマット 

 アルトロン 静電防炎 109 マット 

半導体工場における机上作業や床面保護の

簡易マットとして開発した新製品です。 

従来のマットに比べ無機物[カーボン等]の

添加を無くし、クリーンルーム等における

粉塵発生を皆無に致しました。 

 

 特徴 

 表面抵抗率[SR]109Ω、をフィルムの両面で達成。体積抵抗値も 109Ω以下、

また摩擦帯電圧 100V以下、半減期１秒未満の優れた性能を達成。 

 湿度の低いクリーンルーム等でも上記の帯電防止性能を発揮します。 

 静電防止性能は長期間持続します。 

 無機物[カーボン等]を使用していないため、カーボン粉塵等の有害物質の

発生はありません。 

 消防法施行令４条の３に適合した防炎性を有します。 

サイズ 定価
1.5mm(t)X915mm(w)X10m(l) ¥135,000
2mm(t)X915mm(w)X10m(l) ¥180,000

商品名
アルトロン静電防炎マット
アルトロン静電防炎マット  

 PFカラーセイデンマット 

表面は特殊加工で、光の反射を軽減、補強用クロス

採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れていて、

半導体・電子部品等、静電気対策(接地抵抗値 106Ω

≦R≦108Ω)を必要とする作業台や保管棚のマットと

して最適です。カラーバリエ

ーションも、ベージュ、グリ

ーン、ライトグリーン、グレ

ー、アイボリーと豊富で、付

属品として、アース線

(SKY-8E)と導通板(SKY-8T)が

各 2ケ同梱されています。 

サイズ 定価
1.5mm(t)X1,000mm(w)X10m(l) ¥84,000

商品名
PFカラーセイデンマット  

アース線(SKY-8E)を用いて裏面(黒色面)からアースに接続してご使用下さい。 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先   ⇒INDEX に戻る 
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 エレフィールマット 

静電気対策エリア内の作業台、部品保管棚のサイズに

適合しやすい原反規格で効率的に使用することが可能

マット(接地抵抗値 106Ω≦R≦108Ω)です。補強用ガラス

織布を使用しているため、強度、寸法安定性に優れて

います。付属品として、アース線(SKY-8E)と導通板

(SKY-8T)が各 2ケ同梱されています。 

 

 

商品名 型式 サイズ 定価
エレフィールマット SKY-25A 2mm(t)X910mm(w)X7.5m(l) ¥42,000  

アース線(SKY-8E)を用いて裏面(黒色面)からアースに接続してご使用下さい。 

 フロアーマット 

 エレフィールフロアー 

 耐摩耗性、耐荷重性に優れた長尺のマット(接地抵抗値

105Ω≦R≦108Ω)です。半導体・電子部品組立、クリーン

ルーム等の静電気対策用床材として最もスタンダード

な床材です。高性能帯電防止剤配

合により、安定した漏洩抵抗が継

続できます。

 

商品名 型式 サイズ 定価
エレフィールマット SKY-20W 2mm(t)X1820mm(w)X10m(l) ¥140,000
同上用溶接棒 50m ¥4,000  

 アース線セット 

 バナナジャック付きアース線セット 

導電性マット用アース線です。 バナナジャック付き

でバナナプラグ付リストストラップを接続する事も

でき、作業台マットとリストストラップを同時にア

ースする事ができます。 

 

商品名 型式 梱包 定価
バナナジャック付きアース線セット D-070 10本、ホック10セット、C,Dポンチ各２本 ¥20,000  
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 アース線セット、導通板 

導電性マット・床材などに使用するアース線です。

簡単に取り付けができアースとして使えます。導

通板は、導電性床材の施工工事での目地部(ジョイ

ント部)の導通にご利用下さい。 

 

 

商品名 型式 梱包 定価
アース線セット SKY-8E アース線2m/箱 ¥4,000
導通板セット SKY-8T 粘着剤付きステンレステープ20枚/箱 ¥2,500  

 

 

 

 

 

 ソフマット D 

帯電防止ポリウレタン製で、適度なクッション性を有

し、立ち作業の足疲労軽減、冷えた床面からの凍え防

止にお使いいただけます。

5.0×109Ω（JIS A 1454 に

準拠） 

 

商品名 型式 サイズ 梱包 定価
ソフマットD レギュラーサイズ S-100 18mm(t)X610mm(w)X900m(d) ５枚/箱 ¥90,000
ソフマットD ハーフサイズ S-101 16mm(t)X450mm(w)X610m(d) ５枚/箱 ¥60,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先   ⇒INDEX に戻る 
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 ビニールカーテン 

 アルトロン 静電防炎 109  

従来の軟質塩ビフィルムに比べ、透明性に優れ、

消防法認定の防炎性を有しております。表面抵

抗値は、フィルム両面にて、109Ωを達成した、

今までにない透明塩ビフィルムです。 

 特徴 

 表面抵抗率[SR]109Ω、をフィルムの両

面で達成。また、摩擦帯電圧・半減期は、

従来品と比較して、大幅に改善されました。 

 湿度の低いクリーンルーム等でも上記の帯電防止性能を発揮します。 

 静電防止性能は長期間持続します。 

 無機物[カーボン等]を使用していないため、カーボン粉塵等の有害物質

の発生はありません。 

 消防法施行令４条の３に適合した防炎性を有します。 

 柔軟性はもちろん、ウェルダー加工性も一般塩ビフィルムと同等です。 

商品名 サイズ 定価
アルトロン静電防炎(厚み0.3mm) 0.3mm(t)X1370mm(w)X30m(l) ¥46,200
アルトロン静電防炎(厚み0.3mm) 0.3mm(t)X1830mm(w)X30m(l) ¥61,800
アルトロン静電防炎(厚み0.5mm) 0.5mm(t)X1370mm(w)X30m(l) ¥76,700
アルトロン静電防炎(厚み0.5mm) 0.5mm(t)X1830mm(w)X30m(l) ¥102,500  

 アルトロン 静電防炎 109 遮光 

半導体工場における検査室等の遮光間仕切り用

途として開発した新製品。従来の遮光間仕切りに

比べ表面抵抗 109Ωを有しており、遮光率は、

99.99999%、消防認定の防炎性も有しております。 

 特徴 

 表面抵抗率[SR]109Ω、をフィルムの両

面で達成。また、摩擦帯電圧・半減期

は、従来品と比較して、大幅に改善されました。 

 湿度の低いクリーンルーム等でも上記の帯電防止性能を発揮します。 

 静電防止性能は長期間持続します。 

 消防法施行令４条の３に適合した防炎性を有します。 

 柔軟性はもちろん、ウェルダー加工性も一般塩ビフィルムと同等です。 

商品名 サイズ 定価
アルトロン静電防炎  遮光(厚み0.3mm) 0.3mm(t)X1830mm(w)X30m(l) ¥86,000  

 

 

 

お問い合わせ先  ⇒INDEX に戻る 
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 セイデン F 

特殊な導電性塗膜(セイデン Fのプリント面

の表面固有抵抗率 106Ω)による優れた帯電防

止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透

明塩化ビニールフィルムです。使用状況に応

じて 0.1mm、0.3mm、0.5mmの厚みをお選びい

ただけます。 

商品名 厚み 幅 長さ 定価
セイデンF 0.1mm 1370mm 50m ¥60,000
セイデンF 0.3mm 1370mm 30m ¥69,000
セイデンF 0.5mm 1370mm 20m ¥76,000  

セイデン F の塗工面は溶剤で落ちてしまいます。メンテナンス等での溶剤の使用は避けてください。 

 イエローセイデン F 

セイデン Fの優れた防炎性、導電塗工による帯

電防止性能はそのままに、紫外線域の透過を抑

えた帯電防止塩化ビニールフィルムです。クリ

ーンルームで使用される紫外線を遮断し快適

な作業環境をつくります。 

 

商品名 厚み 幅 長さ 定価
イエローセイデンF 0.3mm 1830mm 30m ¥87,000  
イエローセイデンFの塗工面は溶剤で落ちてしまいます。メンテナンス等での溶剤の使用は避けてください。 

 

 

 アルトロン 耐電防炎 

練り込み型のクリーンルーム間仕切り材で、優れた

透明性があり、表面抵抗値は 1011Ω、消防認定の防

炎性も有しており、ウェルダー加工性は一般の塩ビ

フィルムと同様です。 

 

 

商品名 厚み 幅 長さ 定価
アルトロン耐電防炎 0.1mm 1370mm 100m ¥33,600
アルトロン耐電防炎 0.1mm 1830mm 50m ¥22,500
アルトロン耐電防炎 0.2mm 1370mm 50m ¥33,600
アルトロン耐電防炎 0.2mm 1830mm 50m ¥44,900
アルトロン耐電防炎 0.3mm 1370mm 30m ¥30,250
アルトロン耐電防炎 0.3mm 1830mm 30m ¥36,100
アルトロン耐電防炎 0.5mm 1370mm 30m ¥50,400
アルトロン耐電防炎 0.5mm 1830mm 30m ¥67,400  

 お問い合わせ先   ⇒INDEX に戻る 
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 CLEAN PAPER 

クリーンルーム用のコピー用紙（無塵紙）です。100％離解

可能な樹脂含浸タイプのため、上質紙と同様にリサイクルで

きるうえ、厚みとカラーにバリエーションがあります。 

 クリーンコピー用紙 

サイズ、厚みとカラーにバリエーションがあります。 

 厚み 72g/m2   

カラー サイズ 品番 最小出荷単位 単位 価格

ブルー A3 SC75RBA3 1ケース(250枚×5) 1ケース ¥25,000

ブルー A4 SC75RBA4 1ケース(250枚×10) 1ケース ¥25,000

ブルー A5 SC75RBA55T 1ケース(500枚×8) 1ケース ¥26,800

ブルー B4 SC75RBB4 1ケース(250枚×5) 1ケース ¥19,000

ブルー B5 SC75RBB5 1ケース(250枚×10) 1ケース ¥19,000

バイオレット A3 SC75RVA3 1ケース(250枚×5) 1ケース ¥25,000

バイオレット A4 SC75RVA4 1ケース(250枚×10) 1ケース ¥25,000

バイオレット A5 SC75RVA55T 1ケース(500枚×8) 1ケース ¥26,800

バイオレット B4 SC75RVB4 1ケース(250枚×5) 1ケース ¥19,000

バイオレット B5 SC75RVB5 1ケース(250枚×10) 1ケース ¥19,000

ピンク A3 SC75RPA3 1ケース(250枚×5) 1ケース ¥27,500

ピンク A4 SC75RPA4 1ケース(250枚×10) 1ケース ¥25,000

イエロー A4 SC75RYA4 1ケース(250枚×10) 1ケース ¥25,000

グリーン A3 SC75RGA3 1ケース(250枚×5) 1ケース ¥27,500

クリーン A4 SC75RGA4 1ケース(250枚×10) 1ケース ¥25,000

ホワイト A3 SC75RWA3 1ケース(250枚×5) 1ケース ¥27,500

ホワイト A4 SC75RWA4 1ケース(250枚×10) 1ケース ¥25,000

オレンジ A4 SC75ROA4 1ケース(250枚×10) 1ケース ¥25,000  

 厚み 64g/m2  カラー:ブルー、バイオレット 

カラー サイズ 品番 最小出荷単位 単位 価格

ブルー A3 SC64RBA35 1ケース(500枚×4) 1ケース ¥35,200

ブルー A4 SC64RBA45 1ケース(500枚×8) 1ケース ¥36,800

ブルー A5 SC64RBA55T 1ケース(500枚×8) 1ケース ¥25,000

ブルー B4 SC64RBB45 1ケース(500枚×4) 1ケース ¥28,400
バイオレット A3 SC64RVA35 1ケース(500枚×4) 1ケース ¥35,200
バイオレット A4 SC64RVA45 1ケース(500枚×8) 1ケース ¥36,800
バイオレット A5 SC64RVA55T 1ケース(500枚×8) 1ケース ¥25,000
バイオレット B4 SC64RVB45 1ケース(500枚×4) 1ケース ¥28,400  

 厚み 100g/m2 カラー:ブルー、バイオレット 

カラー サイズ 品番 最小出荷単位 単位 価格

ブルー A3 SC100RBA3 1ケース(200枚×5) 1ケース ¥24,800

ブルー A4 SC100RBA4 1ケース(200枚×10) 1ケース ¥24,800

バイオレット A4 SC100RVA4 1ケース(200枚×10) 1ケース ¥24,800  
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 ノート、 

 ニュースタクリンＲＣノート 

100％離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙ノート

（クリーンノート）です。上質紙と同様に古紙回収

できます。無塵紙ノートの定番品として世界中でご

利用いただいております 

 

規格 サイズ 品番 最小出荷単位 単位 価格
A4 5mm方眼 A4 SNA45BR 32枚×10冊 1ケース ¥8,500
B5 5mm方眼 B5 SNB55BR 32枚×10冊 1ケース ¥7,500

A4 横罫 A4 SNA412R 32枚×10冊 1ケース ¥9,500
B5 横罫 B5 SNB512R 32枚×10冊 1ケース ¥8,500  

 ニュースタクリンＨＧノート 

耐折強度を増した最高級無塵紙ノート（クリーンノート）

です。 

 

 

 

規格 サイズ 品番 最小出荷単位 単位 価格

A4 横罫 A4 HGA412 20枚×20冊 1ケース ¥24,000  

 ニュースタクリン ラボラトリーノート 

特許出願対策用として研究、開発部門の必需品です。 

 

 

規格 サイズ 品番 最小出荷単位 単位 価格

A4 グリッド A4 CBN004 50枚×10冊 1ケース ¥35,000  

 ニュースタクリン ＲＣポケット 

100％離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙ノート（クリーンノ

ート）です。上質紙と同様に古紙回収できます。ポケットタ

イプのノートとしてコンパクトな仕上がりで使い勝手良くご

利用いただけます。 

 

規格 サイズ 品番 最小出荷単位 単位 価格
80×160mm 横

罫
SCPR 20枚×10冊 1ケース ¥4,000  

 

 

 

 

 

お問い合わせ先   ⇒INDEX に戻る 
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 ニュースタクリン ＲＣリーフ 

100％離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙リーフ（クリーン

リーフ）です。上質紙と同様に古紙回収できます。1枚ずつ

ページがバラせるので、コピー原稿としても便利です。 

 

規格 サイズ 品番 最小出荷単位 単位 価格

A4 横罫 A4 SCA411R 30枚×10冊 1ケース ¥7,000  

 ニュースタクリン ＲＣメモ 

100％離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。上質紙と同

様に古紙回収できます。クリーンルーム内でのメモ利用にお

使いいただけます。 

 

規格 サイズ 品番 最小出荷単位 単位 価格

A6 無地 A6 SCA60R 50枚×20冊 1ケース ¥3,200  

 ニュースタクリン タックメモ 

無塵紙ベースの上部に、超弱粘の粘着剤を使用し、何にでも貼

りつけられ、きれいにはがれ、糊のこりがありません。 

 

規格 サイズ 品番 最小出荷単位 単位 価格
無地 72mm×

105mm
SCT50 50枚×30冊 1ケース ¥7,500  

 ニュースタクリン フセンタック 

無塵紙ベースの付箋紙としてご利用ください。クリーンルー

ム内でのカラー別分類やメモ用紙として最適 

 

付箋カラー サイズ 品番 最小出荷単位 単位 価格
赤 25mm×75mm SCFTR 50枚2列×30冊 1ケース ¥10,500
黄 25mm×75mm SCFTY 50枚2列×30冊 1ケース ¥10,500
緑 25mm×75mm SCFTG 50枚2列×30冊 1ケース ¥10,500
青 25mm×75mm SCFTB 50枚2列×30冊 1ケース ¥10,500  

 クリーンペーパー加工品 

 スタクリンサーマル N  50g/m2 ブルー 

無塵紙タイプの感熱紙です。規格外のサイズも対応いたし 

ます。 

規格・サイズ 品番 最小出荷単位 単位 価格
112mm×35m SCS112N 20本 1ケース ¥55,000
110mm×35m SCS110N 20本 1ケース ¥55,000
80mm×25m SCS080N 40本 1ケース ¥64,500
60mm×25m SCS060N 40本 1ケース ¥46,000
58mm×15m SCS5815N 40本 1ケース ¥43,500
57mm×25m SCS057N 40本 1ケース ¥46,000  

 

お問い合わせ先  ⇒INDEX に戻る 



 
 

CLEANSUPPLY  51 

 

 スタクリンフォーム 64g/m2 ブルー、バイオレット 

100％離解可能な樹脂含浸タイプのフォーム無塵紙（クリー

ンペーパー）です。上質紙と同様に古紙回収できます。 

カラー:ブルー 

規格・サイズ 品番 最小出荷単位 単位 価格
罫線あり　15×11” SC15RBケイ 2000シート/ケース 1ケース ¥44,000
罫線なし　15×11” SC15RBムジ 2000シート/ケース 1ケース ¥44,000
罫線あり　10×11” SC10RBケイ 2000シート/ケース 1ケース ¥36,500
罫線なし　10×11” SC10RBムジ 2000シート/ケース 1ケース ¥36,500
罫線あり　9×11” SC9RBケイ 2000シート/ケース 1ケース ¥33,000
罫線なし　9×11” SC9RBムジ 2000シート/ケース 1ケース ¥33,000  
カラー:バイオレット 

規格・サイズ 品番 最小出荷単位 単位 価格
罫線あり　15×11” SC15RVケイ 2000シート/ケース 1ケース ¥44,000
罫線なし　15×11” SC15RVムジ 2000シート/ケース 1ケース ¥44,000
罫線なし　10×11” SC10RVムジ 2000シート/ケース 1ケース ¥36,500
罫線なし　9×11” SC9RVムジ 2000シート/ケース 1ケース ¥33,000  

 スタクリン受注生産品 

 スタクリンタック 

クリーンルーム用無塵紙ラベルです。工程内の表示ラベル・製品出荷ラベル・ＦＤ

ラベルとしてお使い頂くこともでき、ウエハキャリアなどケース添付用としてもお

使いいただけます。永久接着・一時接着・超弱粘着と用途に合わせて接着強度をお

選びいただけ、ご希望のサイズ・印刷内容にてご注文いただけます。 

 
 スタクリンバーコードラベル 

熱転写印字適正に優れたクリーンルーム用バーコードラベルです。ウエハキャリア

添付用のラベルとして最適です。ご希望のサイズ・印刷内容にてご注文いただけま

す。 

 
お問い合わせ先   ⇒INDEX に戻る 
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 スタクリンノンカーボン 

クリーンルーム用感圧式複写用紙（ノンカーボ

ン紙）です。工程内の帳票などにお使いいただ

けます。ストックフォーム（連続帳票）加工も

対応可能です。筆記およびドットプリンタにて

印字可能です。ご希望のサイズ・印刷内容にて

ご注文いただけます。 

 

 静電対策ファイル、クリップボード 

 STN ファイル 

新開発の導電塗料で導電層を形成した、クリーンル

ーム内での書類の保管に使用可能な導電性の透明な

ファイルです。耐摩耗性と耐 IPA性にも優れていま

す。(表面抵抗値 1×109Ω 以下) 

 

商品名 型式 サイズ 梱包 定価
STNファイル STN-100B5 B5 100枚/箱 ¥40,000
STNファイル STN-100A4 A4 100枚/箱 ¥44,000
STNファイル STN-100B4 B4 100枚/箱 ¥64,000
STNファイル STN-100A3 A3 100枚/箱 ¥88,000  

 

 STクリアホルダー 

表面抵抗値 1×109Ω 以下クリアホルダーです。静電気

による塵埃の誘因も少なく、クリーンペーパー用とし

てご使用いただけます。A4サイズでホルダー背の部

分のクリップで書類を挟みこんで纏められます。 

 

 

商品名 型式 サイズ 梱包 定価
STNクリアホルダー STN-120 A4 100枚/箱 ¥60,000  

 STクリップボード 

表面抵抗値 1×107Ω 以下のクリップボードです。静電気

による塵埃の誘因も少なく、クリーンペーパー用とし

てご使用いただけます。A4サイズ縦型と横型をご用意

いたしました。 

 

商品名 型式 サイズ 梱包 定価
STクリップボード　縦型 ST-15縦 A4 20枚/箱 ¥60,000
STクリップボード　横型 ST-15横 A4 20枚/箱 ¥60,000  

お問い合わせ先   ⇒INDEX に戻る 
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 CLEAN CLEANER’S  TOOL 

 クリーンルーム用バキュームクリーナー 

 軽量、小型バキュームクリーナー 

本体重量が 5.8kg と軽量で小型なバキュームクリーナー

で、清掃時の取り回しも楽に行え、作業者の負担を軽減で

きます。ゴミの廃棄は、ダストパック方式となっている為、

直接触れることなく、廃棄が可能です。また、各部位がユ

ニット化されている為、故障時のメンテナンスも簡単に行

うことが出来ます。 

 仕様 

型式 GM80C GM80C-ULPA
集塵効率 0.3μ ｍ粒子にて99.995％以上 0.1μ ｍ粒子にて99.999％以上

電圧 100V　50/60Hz 100V　50/60Hz
消費電力 850W 850W
重量 5.8kg 5.8kg
タンク容量 12.5ℓ 12.5ℓ
ダストパック容量9ℓ 9ℓ
本体寸法 300wX390dX530h(mm) 300wX390dX530h(mm)

 

商品名 型式 出荷単位 単価
HEPA付きバキュームクリーナー GM80C-HEPA 1台 ¥180,000
同上交換用HEPAフィルター 11565000 1ケ ¥60,000
ULPA付きバキュームクリーナー GM80C-ULPA 1ケ ¥204,000
同上交換用ULPAフィルター 1737601 1ケ ¥84,000
ダストパック　(5枚入り/袋) 81620000 1袋 1,500  

 

 乾湿両用バキュームクリーナー 

乾湿両用でご使用いただける ULPA フィルター搭載バキュームクリーナーです。タ

ンク材質は、耐薬品性に優れたステンレスを採用しており、容量は約 10ℓです。 

 

 仕様 

型式 N210
集塵効率 0.1μ ｍ粒子にて99.99％以上
電圧 100V　50/60Hz
消費電力 1KW
重量 12kg
タンク容量 10ℓ  

 

商品名 型式 出荷単位 単価
バキュームクリーナー CF-N210 1台 ¥196,000
同上用ULPAフィルター 1ケ ¥50,000
同上プレフィルター 1ケ ¥15,000
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  ULPA フィルター搭載 バキュームクリーナー 

排気に ULPA フィルターを採用しているため、高清浄度クリーンルーム内において

も安心してご使用いただけます。ゴミの廃棄時は、直接ゴミに触れなくて済む、高

密度紙袋方式です。ULPA フィルター、高密度紙袋は、交換部品として、別途ご販

売も可能となっております。 

 仕様 

型式 CV-G104C
集塵効率 0.1μ ｍ粒子にて99.99％以上
電圧 100V　50/60Hz
消費電力 1KW
重量 11kg
タンク容量 4.5ℓ  

 

商品名 型式 出荷単位 単価
バキュームクリーナー CV-G104C 1台 ¥105,000
同上用ULPAフィルター 1ケ ¥32,000
高密度紙袋 TN-45 10枚 ¥3,500  

 携帯型バキュームクリーナー 

携帯型であるにもかかわらず、排気に ULPA フィルターを採用

しているため、高清浄度クリーンルーム内においても安心してご

使用いただけます。ゴミの廃棄時は、直接ゴミに触れなくて済む、

高密度紙袋方式です。ULPA フィルター、高密度紙袋は、交換部

品として、別途ご販売も可能となっております。また、本体

とともに付属品の全てをキャスター付きトランクに収納でき

ます。 

型式 CV-G12CT
集塵効率 0.1μ ｍ粒子にて99.99％以上
電圧 100V　50/60Hz
消費電力 500W
重量 6.8kg (部品収納時)
タンク容量 1.5ℓ  

商品名 型式 出荷単位 単価
バキュームクリーナー CV-G12CT 1台 ¥82,000
同上用ULPAフィルター 1ケ ¥29,000
高密度紙袋 TN-15 5枚 ¥1,300  
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 高生理活性剤封じ込め用バキュームクリーナー 

 高生理活性剤の封じ込め、作業者保護用バキューム

クリーナー 

高生理活性剤等の危険物質からの作業者保護を目的

に開発されたクリーンルーム用バキュームクリーナーです。

集塵された危険物質は、HEPA 付きセーフパック内に封じ込

め、安全、簡単に廃棄できます。また、排気フィルターには、

ULPA フィルターを採用、クリーンルーム内への危険物質飛

散を防止いたします。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 仕様 

型式 IVT1000CR SAFEPACK
集塵効率 0.1μ ｍ粒子にて99.999％以上

電圧 100V　50/60Hz
消費電力 1,100W
重量 9.2kg
セーフパック容量 6.5ℓ
本体寸法 300wX300dX700h(mm)  

 

 

商品名 型式 出荷単位 単価
HEPA付きバキュームクリーナー IVT1000CR SAFEPACK 1台 ¥443,000
同上用HEPA付き　SAFEPACK 1ケ ¥89,000
同上排気用交換ULPA 80556600 1ケ ¥55,000  

 

 

 

簡単に廃棄が可能な 「セーフパック」 を採用  

ダストバッグおよび HEPA フィルターは ABS 樹脂ケースに完

全密封されています。 使用後は、セーフパックの吸気口と排

気口を密封し、そのまま簡単に廃棄することが可能です。 高

生理活性剤等危険粉塵を安全かつ完璧に廃棄することが可能

です。  

 

セーフパック外観  内蔵ダストバッグ   内蔵 HEPA フィルター  

（※ 通常はこのように分解することはできません）  

 

排気用 ULPA 

フィルター 

HEPA 

フィルター 
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 封じ込め用集塵機 

 封じ込め、作業者保護用 24 時間連続運転可能な集塵機 

高生理活性剤等の危険物質からの作業者保護を目的に開発さ

れたクリーンルーム用連続運転可能な集塵機です。集塵された

危険物質は、HEPA 付きのセーフパック内に封じ込め、安全、

簡単に廃棄できます。二次フィルターとして、バッグイン・バ

ッグアウト方式を採用した HEPA フィルターも標準装備され

ています。また、排気の処理にも、HEPA

フィルターを採用して、クリーンルーム

内への危険物質の飛散、モーター部から

の発塵をも防止いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 仕様 

型式 VHW321XX  SPECIAL
集塵効率 0.3μ ｍ粒子にて99.995％以上

電圧 200V　50/60Hz
消費電力 1,500W
風量 3.5 (4.2)㎥/min
重量 78kg
セーフパック容量 6.5ℓ
本体寸法 420wX750dX1,170h(mm)   

 

商品名 型式 出荷単位 単価
ホワイトラインHEPA付き集塵機

Accessory　set Z724183 付属

同上交換用　SAFEPACK 1ケ ¥210,000
bag-in,bag-out交換用HEPA 4089100403 1式 ¥89,000
同上排気用交換HEPAフィルター Z817262 1ケ ¥44,000

VHW321XX SPECIAL 1台 ¥1,330,000

 

※ 別途オールステンレス仕様もございます。 

セーフパック 

HEPA フィルター内臓 

バッグイン・バッグアウト方式  

HEPA フィルター 

排気処理用 

HEPA フィルター 

VHW321XX  気流図 
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 クリーンモップ 

 クリーンモップ[幅広] 

クリーンルームの床、壁面を

湿式清掃する際に適したモッ

プです。先端は、セルロース

スポンジを採用、水分と共に

汚れをしっかりキャッチします。

先端部は、交換用スポンジが用意

されています。 

 

 

 

品名 型式 単位 価格 備考
クリーンモップ CMP-A 1本 ¥14,000

クリーンモップ　スペアー CMP-AS 1ケ ¥2,800 300×132×40㎜
クリーンモップ CMP-B 1本 ¥18,000

クリーンモップ　スペアー CMP-BS 1ケ ¥3,000 280×80×30㎜  

[CMP-A: ハンドル長さ、: 1,420～2,400mm]  

 [CMP-B: ハンドル長さ、: 1,330～2,300mm]  

 

 クリーンモップ 

先端に小型セルローススポンジを使用し

て、柄の部分も細く軽量化を図り、ご使

用時の疲労感を軽減できる様に致しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

品名 型式 単位 価格 備考
クリーンモップセット CMP-AW-S 1本 ¥9,800

クリーンモップ　スペアー CMP-AW230 1ケ ¥2,500 230×140×40㎜  

 

 

[ハンドル長さ、: 1,080～1,640mm]  

 

お問い合わせ先   ⇒INDEX に戻る 

ＣＭＰ-Ｂ 

ＣＭＰ-Ａ 

ＣＭＰ－ＡＳ 

ＣＭＰ-ＡＷ-Ｓ 

ＣＭＰ-ＡＷ230 
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 ナノクロスモップ  ドライ使用 

ナノクロスは、クリーン度の高い環境を保つために開発された新素材です。 

 化学的な処理を施していません。 

 ソフトなエンボス形状で補修力が高い。 

 無塵、無菌処理が可能です。 

 使い捨てのため、相互汚染が防止できます。 

 クロスの脱着は、ワンタッチです。 

[小型本体重量 :  580g、ハンドル長さ、重量 : 

1,454mm,225g  ] 

[中型本体重量 :  630g、ハンドル長さ、重量 : 

1,454mm,225g  ] 

 

品名 型式 単位 価格 備考
ナノクロスモップ　小型ホルダー CL3100 1ケース ¥11,000 ホルダーサイズ:100×430mm

ナノクロス　小型クリーンパック CL3101 1ケース ¥84,000 30枚×20袋
ナノクロス　小型　滅菌 CL3102 1ケース ¥58,500 36枚×12袋

ナノクロス　小型 CL3103 1ケース ¥54,000 36枚×12袋
ナノクロスモップ　中型ホルダー CL3110 1ケース ¥12,000 ホルダーサイズ:100×630mm

ナノクロス　中型クリーンパック CL3111 1ケース ¥126,000 済み:30枚×20袋
ナノクロス　中型 滅菌 CL3112 1ケース ¥58,500 30枚×20袋

ナノクロス　中型 CL3113 1ケース ¥54,000 30枚×20袋  

 

 

 

 LTK クリーンモップ ドライ、ウェット使用 

厚手で使いやすいクロスタイプのクリーンモップです。クロ

スエッジ部からの発塵は 4 辺を超音波カットすることにより

低減致しました。耐摩耗性に優れ、優れた吸収性により、床

面の水も瞬時に吸い取ってしまいます。 

[ 中 型 本 体 重 量 :  630g 、 ハ ン ド ル 長 さ 、 重 量 : 

1,454mm,225g  ] 

 

 

品名 型式 単位 価格 備考
LTKモップ　ホルダー CL3110 1ケース ¥12,000 ホルダーサイズ:100×630mm

LKT モップクロス LKTP1666 1ケース ¥2,500 10枚/袋  
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 ベルクリーンモップ ウェット使用 

ベルクリーンモップは、極めて高い吸水性、保水性をもった

拭き取り材です。ソフトな風合いであらゆる対象にフィット

し表面の微細な気孔で塵埃を除去します。モップ本体は、ア

ルミを多用し軽量化が図られており、床、壁面の清掃に最適

です。 

[本体重量: 560g、ハンドル長さ、重量: 1,310mm,310g  ] 

 

 

品名 型式 単位 価格 備考
ベルクリーンモップセット MFM-L 1ケース ¥11,000 ホルダーサイズ:100×600mm

品名 型式 単位 価格 備考
ベルクリーンモップ　PVAスポンジ SM-LK 1ケース ¥26,000 1枚×20袋

[上記セット内容 : 本体＋PVAスポンジ1枚]
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 クリーンローラー 

 ウルトラクリーンローラー 

 

 

 

 

 

 

 

 

クッション効果があり、 微細なチリ・ホコリ・ゴミを取り除きます。 汚れた面をはがせば、 

いつでもきれいな面が使え、ロールの交換も容易です。 はがしやすいドライエッジ加工や、

カットしやすいミシン目など、使いやすいよう工夫されています。 

品名 型式 単位 価格 備考
ウルトラクリーンローラーセット UCR-SS 1ケース ¥2,500 テープ幅　80mm
ウルトラクリーンローラースペアー UCR-SR 5本/ケース ¥7,500 テープ幅　80mm
ウルトラクリーンローラーセット UCR-MS 1ケース ¥4,000 テープ幅　160mm
ウルトラクリーンローラーセット UCR-LS 1ケース ¥5,000 テープ幅　160mm
ウルトラクリーンローラースペアー UCR-LR 5本/ケース ¥17,500 テープ幅　160mm
ウルトラクリーンローラーセット UCR-LLS 1ケース ¥21,000 テープ幅　320mm
ウルトラクリーンローラースペアー UCR-LLR 5本/ケース ¥40,000 テープ幅　320mm  

 ウエアクリーナークッション 

クッション性にとんだポリエチレンテープ(紙巻)で凹凸面の表面に

も対応して、細かな埃もキャッチします。ウエア以外にもさまざま

な用途で御使用がいただけます。(ウエアクリーナークッションは、

ツールとテープがセットになっております。) 

品名 型式 単位 価格 備考
ウエアクリーナークッション C3351 1本 ¥650 テープ幅　160mm　25周
ウエアクリーナークッションｽﾍﾟｱ C3352 10本/ケース ¥2,600 テープ幅　160mm　25周  

 ウエア用ペーパー粘着ローラー 

ペーパー基材のウエア用粘着ローラーです。テープがスパイラ

ル状に巻かれているため、1 枚ずつ簡単にめくることができま

す。 

 

 

品名 型式 単位 価格 備考
ペーパー粘着ローラーツール T2000 5本 ¥5,625 テープ幅　160mm　90周
ペーパー粘着ローラーｽﾍﾟｱ 747S 100本/ケース ¥14,800 テープ幅　160mm　90周  
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 粘着マット 

 リバマット 

除塵性にすぐれています。マットの上を歩くだけで、

粘着剤がシューズに付いたチリやホコリを確実に捕ら

えます。また、台車通過時に粘着フィルムがめくれた

り、はがれたりしません。 はく離方式です 。複数の

粘着フィルムを積層してありますので、汚れると 1枚

ずつはがして捨てることができます。はがした粘着

フィルムは、焼却が可能です。 

 

 

 

 

品名 型式 単位 価格 備考
リバマット HRW609010 1ケース ¥75,000 30枚X10シート/箱

リバマット HRW601210 1ケース ¥100,000 30枚X10シート/箱

リバマット　アンダーマット 1ケース ¥14,000 1シート/箱
リバマット　アンダーマット 1ケース ¥16,000 1シート/箱  

 

 NEW アドクリーンマット 

従来品と比較して安価で、RoHS 指令、スト

ックホルム[POPs]規制対象物質を含まない環

境にやさしいウォーターベースの粘着剤を使

用しております。粘着マット角のタグには、1

～40 までの連番が印刷されているため、マッ

トの残量を簡単に把握できます。また、静電

対策品もサイズによってご用意することがで

きるようになりました。 

 

品名 型式 カラー サイズ 単位 価格
NEWアドクリーマット[強粘着] G3270 グリーン 600X900mm 40枚X6シート/ケース ¥23,000
NEWアドクリーマット[強粘着] G3271 ブルー 600X900mm 40枚X6シート/ケース ¥23,000
NEWアドクリーマット[強粘着] G3272 ホワイト 600X900mm 40枚X6シート/ケース ¥23,000
NEWアドクリーマット[レギュラー粘着] G3275 ブルー 600X900mm 40枚X6シート/ケース ¥23,000
NEWアドクリーマット[レギュラー粘着] G3276 ブルー 600X1200mm 40枚X6シート/ケース ¥28,000
NEWアドクリーマット[静電タイプ] G3277 ブルー 600X900mm 40枚X6シート/ケース ¥25,500  
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 クリテイクシート 

クリテイクシートは、特殊粘着剤を使用した両面粘着

シートで、900mm 幅の長尺シート［3m,10m］です。

クリーンルーム近傍でご使用になられる、台車、ハン

ドリフター、フォークリフトの車輪に粘着マットが巻

きついて困る。エアーシャワー、エアーカーテンのサ

イズに合ったマットが見つからない等、お客様の声に

お応えすべく開発いたしました。カッターナイフ、鋏

でご希望のサイズに簡単にカットできます。ご使用後

は、簡単に剥がし、廃棄することができます。 

※ 本製品は、積層された粘着マットでは御座いません。 

品名 型式 サイズ 単位 価格
クリテイクシート CTC-3 900mmX3m 10枚/ケース ¥50,000
クリテイクシート CTC-10 900mmX10m 4枚/ケース ¥65,000  
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 CLEAN EQUIPMENT 

クリーンルーム用什器、備品類は、お客様の用途、使い勝手によりサイズ、材質、価格等、

ご希望に沿った製品づくりを心がけております。故に、ほとんどのものがお打ち合わせの

うえ受注生産となります。こちらにご照会の製品は、そのごく一部です。是非お客様のご

要望をお聞かせいただき、新しい製品づくりをさせていただきたくご相談をお待ちしてお

ります。 

 クリーンテーブル 

クリーンルームでのご使用にさまざまな用途、ご要望にお応えすべく豊富なバリエー

ションをご用意いたしました。主要な材質は、SUS304 を使用して、耐腐食性にも考

慮しております。 

 スタンダードテーブル 受注生産品 

 

 

 

 

 

 

 

 

品名 型式 サイズ 価格
AC2320 1200×750×750mm ¥152,000
AC2350 1500×750×750mm ¥173,000
AC2380 1800×750×750mm ¥195,000
AP2520 1200×750×750mm ¥176,000
AP2550 1500×750×750mm ¥200,000
AP2580 1800×750×750mm ¥224,000

スタンダードクリーン
テーブル

スタンダードパンチン
グクリーンテーブル

 

 

 キャビネット付きテーブル 受注生産品 

 

スタンダードテーブルに工具、小物備品

保管用の小型キャビネットを付属いた

しました。キャビネットには、キャスタ

ーが付いておりますので、使い勝手の良

い位置に移動することが可能です。テー

ブル、キャビネット共に、ご指定サイズ

にて製造することが可能です。 
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 ロールドエッジテーブル 受注生産品 

クリーンルーム内の気流を考慮して、テーブル上面の

長て寸法をロールドエッジと致しました。テーブル表

面材質は、SUS304、アジャスターは、アルミ/ナイロ

ンとなります。ご要望に応じて、別途費用にて、キャ

スターに変更することも可能です。 

 

品名 型式 サイズ 価格
ACT-900R 900×600×750mm ¥125,000
ACT-900SR 900×750×750mm ¥135,000
ACT-1200R 1200×600×750mm ¥140,000
ACT-1200SR 1200×750×750mm ¥158,000
ACT1500R 1500×600×750mm ¥158,000
ACT1500SR 1500×750×750mm ¥176,000
ACT1800R 1800×600×750mm ¥176,000
ACT1800SR 1800×750×750mm ¥195,000

ロールドエッジテーブル

 

 

 ロールドエッジパンチングテーブル 受注生産品 

ロールドエッジテーブルよりさらに、クリーンルーム内の

気流を考慮して、テーブル上面もパンチング加工いたしま

したうえ、テーブル上面の長て寸法をロールドエッジと致

しました。テーブル表面材質は、SUS304、アジャスターは、

アルミ/ナイロンとなります。ご要望に応じて、別途費用に

て、キャスターに変更することも可能です。 

品名 型式 サイズ 価格
ACT-900RP 900×600×750mm ¥160,000
ACT-900SRP 900×750×750mm ¥170,000
ACT-1200RP 1200×600×750mm ¥176,000
ACT-1200SRP 1200×750×750mm ¥200,000
ACT1500RP 1500×600×750mm ¥200,000
ACT1500SRP 1500×750×750mm ¥226,000
ACT1800RP 1800×600×750mm ¥226,000
ACT1800SRP 1800×750×750mm ¥248,000

ロールドエッジ
パンチングテーブル

 

 引き出し付きテーブル 受注生産品 

スタンダードテーブルに工具、小物備品保管用の小

型引き出しを付属いたしました。テーブル、引き出

し共に、ご指定サイズにて製造することが可能です。 
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 クリーンワゴン  受注生産品 

 防振ステンレスワゴン 

クリーンルーム内で、ウエハ等振動を極端

に嫌う製品の搬送用に開発されました。防

振対策として、二種類の振動吸収器を採用

し、手動ワゴンとしては、振動を最小限に

抑える工夫を施しております。受注生産品

の為、各寸法につきましては、ご希望に添

うことができます。ぜひご相談ください。 
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 ボンベ搬送用台車  受注生産品 

クリーンルーム内での重いボンベ、円柱状治具、材料の搬送用として、企画いたし

ました。搬送する対象物に合わせ設計いたします。 

     

 防振台車  受注生産品 

クリーンルームグレーチングによる振動をキャスター部で吸収、精密機器、測定器、

医療用精密機器等の搬送用としてご使用ください。受注生産品の為、サイズ、材質等

ご希望があれば相談ください。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
耐振キャスター 
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 クリーンシェルフ 

 

クリーンルーム内のラック、ワゴン、デスク、クリーンスーツラック等、様々な用途にご利用いただけるよ

う、材質、形状、寸法と豊富な品揃えで、皆様のご要望にお応えいたします。本製品に関しましては、御用

途、寸法等を弊社営業に御相談いただけますようお願いいたします。また、別途詳細をカタログもご用意し

ております。お気兼ねなく御用命いただけますようお願いいたします。 

ステンレス ソリッド パンチング メトロマックス メトロマックス Q 

   
 

 

      

      

                       

                                    

 

 

    

 

 

※ご希望の商品、サイズをクリックいただけると価格表が表示されます。 

棚板奥行 760mm 

棚板奥行 610mm 

グリッド奥行 610mm 棚板奥行 530mm 

棚板奥行 610mm グリッド奥行 460mm 棚板奥行 460mm 

棚板奥行 530mm フラット奥行 610mm 棚板奥行 610mm 棚板奥行 610mm 棚板奥行 360mm 

棚板奥行 460mm フラット奥行 460mm 棚板奥行 460mm 棚板奥行 460mm 棚板奥行 310mm 

 



 
 

CLEANSUPPLY  68 

 

 ステンレスエレクターシェルフ 

耐錆性、耐薬品性など、耐久性に優れる SUS304 を採用。 

1. 棚板 1 段[間口 1,220mm]あたり 250kg の耐荷重 

2. 3.6.専用ポール及びポールキャップ、アジャスターボルト、ナッ

トも、SUS304 製 

4.テーパ固定方式で、プラスチックハンマーだけで組み立て完了。 

5.棚板高さ調節は、25.4mm ピッチで可能。 

SSS610 SSS760 SSS910 SSS1220 SSS1520 SSS1820
307mmx605mm 307mmx758mm 307mmx910mm 307mmx1212mm 307mmx1518m 307mmx1821mm

2.3kg 2.8kg 3.3kg 4.3kg 5.3kg 6.2kg
¥12,800 ¥15,000 ¥16,900 ¥20,800 ¥25,700 ¥29,300

ポール

PS1390 SSS610*PS1390 SSS760*PS1390 SSS910*PS1390 SSS1220*PS1390 SSS1520*PS1390 SSS1820*PS1390

1.0kg,1384mm 4段 ¥68,800 ¥77,600 ¥85,200 ¥100,800 ¥120,400 ¥134,800
¥4,400 5段 ¥81,600 ¥92,600 ¥102,100 ¥121,600 ¥146,100 ¥164,100

PS1590 SSS610*PS1590 SSS760*PS1590 SSS910*PS1590 SSS1220*PS1590 SSS1520*PS1590 SSS1820*PS1590

1.2kg,1587mm 4段 ¥72,000 ¥80,800 ¥88,400 ¥104,000 ¥123,600 ¥138,000
¥5,200 5段 ¥84,800 ¥95,800 ¥105,300 ¥124,800 ¥149,300 ¥167,300

PS1900 SSS610*PS1900 SSS760*PS1900 SSS910*PS1900 SSS1220*PS1900 SSS1520*PS1900 SSS1820*PS1900

1.4kg,1892mm 4段 ¥75,600 ¥84,400 ¥92,000 ¥107,600 ¥127,200 ¥141,600
¥6,100 5段 ¥88,400 ¥99,400 ¥108,900 ¥128,400 ¥152,900 ¥170,900

6段 ¥101,200 ¥114,400 ¥125,800 ¥149,200 ¥178,600 ¥200,200

PS2200 SSS610*PS2200 SSS760*PS2200 SSS910*PS2200 SSS1220*PS2200 SSS1520*PS2200 SSS1820*PS2200

1.6kg,2197mm 4段 ¥80,000 ¥88,800 ¥96,400 ¥112,000 ¥131,600 ¥146,000
¥7,200 5段 ¥92,800 ¥103,800 ¥113,300 ¥132,800 ¥157,300 ¥175,300

6段 ¥105,600 ¥118,800 ¥130,200 ¥153,600 ¥183,000 ¥204,600
ドーリー型式 DSS610 DSS760 DSS910 DSS1220 DSS1520 DSS1820
価格 ¥46,900 ¥48,200 ¥49,400 ¥52,700 ¥54,200 ¥55,200
キャスター径、材質 ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー

棚

SSS
シリーズ
棚板奥行
310mm

 

SAS610 SAS760 SAS910 SAS1220 SAS1520 SAS1820
359mmx605mm 359mmx758mm 359mmx910mm 359mmx1212mm 359mmx1518m 359mmx1821mm

2.5kg 3.1kg 3.6kg 4.6kg 5.6kg 6.7kg
¥13,500 ¥16,000 ¥18,500 ¥23,400 ¥28,700 ¥34,000

ポール

PS1390 SAS610*PS1390 SAS760*PS1390 SAS910*PS1390 SAS1220*PS1390 SAS1520*PS1390 SAS1820*PS1390

1.0kg,1384mm 4段 ¥71,600 ¥81,600 ¥91,600 ¥111,200 ¥132,400 ¥153,600
¥4,400 5段 ¥85,100 ¥97,600 ¥110,100 ¥134,600 ¥161,100 ¥187,600

PS1590 SAS610*PS1590 SAS760*PS1590 SAS910*PS1590 SAS1220*PS1590 SAS1520*PS1590 SAS1820*PS1590

1.2kg,1587mm 4段 ¥74,800 ¥84,800 ¥94,800 ¥114,400 ¥135,600 ¥156,800
¥5,200 5段 ¥88,300 ¥100,800 ¥113,300 ¥137,800 ¥164,300 ¥190,800

PS1900 SAS610*PS1900 SAS760*PS1900 SAS910*PS1900 SAS1220*PS1900 SAS1520*PS1900 SAS1820*PS1900

1.4kg,1892mm 4段 ¥78,400 ¥88,400 ¥98,400 ¥118,000 ¥139,200 ¥160,400
¥6,100 5段 ¥91,900 ¥104,400 ¥116,900 ¥141,400 ¥167,900 ¥194,400

6段 ¥105,400 ¥120,400 ¥135,400 ¥164,800 ¥196,600 ¥228,400

PS2200 SAS610*PS2200 SAS760*PS2200 SAS910*PS2200 SAS1220*PS2200 SAS1520*PS2200 SAS1820*PS2200

1.6kg,2197mm 4段 ¥82,800 ¥92,800 ¥102,800 ¥122,400 ¥143,600 ¥164,800
¥7,200 5段 ¥96,300 ¥108,800 ¥121,300 ¥145,800 ¥172,300 ¥198,800

6段 ¥109,800 ¥124,800 ¥139,800 ¥169,200 ¥201,000 ¥232,800
ドーリー型式 DAS610    DAS760    DAS910    DAS1220    DAS1520    DAS1820
価格 ¥47,500 ¥49,000 ¥50,300 ¥53,200 ¥54,700 ¥56,800
キャスター径、材質 ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー

棚

SAS
シリーズ
棚板奥行
360mm

 

  エレクターオプショナルパーツ、メーカーHP にリンクします。   シェルフトップに戻る 

http://www.erecta.co.jp/erecta/seoptionalparts/index.html
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SMS610 SMS760 SMS910 SMS1070 SMS1220 SMS1520 SMS1820
460mmx605mm 460mmx758mm 460mmx910mm 460mmx1062mm 460mmx1212mm 460mmx1518m 460mmx1821mm

2.9kg 3.5kg 4.1kg 4.7kg 5.3kg 7.0kg 8.3kg
¥14,900 ¥17,700 ¥20,600 ¥23,400 ¥26,500 ¥34,200 ¥38,700

ポール

PS1390 SMS610*PS1390 SMS760*PS1390 SMS910*PS1390 SMS1070*PS1390 SMS1220*PS1390 SMS1520*PS1390 SMS1820*PS1390

1.0kg,1384mm 4段 ¥77,200 ¥88,400 ¥100,000 ¥111,200 ¥123,600 ¥154,400 ¥172,400
¥4,400 5段 ¥92,100 ¥106,100 ¥120,600 ¥134,600 ¥150,100 ¥188,600 ¥211,100

PS1590 SMS610*PS1590 SMS760*PS1590 SMS910*PS1590 SMS1070*PS1590 SMS1220*PS1590 SMS1520*PS1590 SMS1820*PS1590

1.2kg,1587mm 4段 ¥80,400 ¥91,600 ¥103,200 ¥114,400 ¥126,800 ¥157,600 ¥175,600
¥5,200 5段 ¥95,300 ¥109,300 ¥123,800 ¥137,800 ¥153,300 ¥191,800 ¥214,300

PS1900 SMS610*PS1900 SMS760*PS1900 SMS910*PS1900 SMS1070*PS1900 SMS1220*PS1900 SMS1520*PS1900 SMS1820*PS1900

1.4kg,1892mm 4段 ¥84,000 ¥95,200 ¥106,800 ¥118,000 ¥130,400 ¥161,200 ¥179,200
¥6,100 5段 ¥98,900 ¥112,900 ¥127,400 ¥141,400 ¥156,900 ¥195,400 ¥217,900

6段 ¥113,800 ¥130,600 ¥148,000 ¥164,800 ¥183,400 ¥229,600 ¥256,600

PS2200 SMS610*PS2200 SMS760*PS2200 SMS910*PS2200 SMS1070*PS2200 SMS1220*PS2200 SMS1520*PS2200 SMS1820*PS2200

1.6kg,2197mm 4段 ¥88,400 ¥99,600 ¥111,200 ¥122,400 ¥134,800 ¥165,600 ¥183,600
¥7,200 5段 ¥103,300 ¥117,300 ¥131,800 ¥145,800 ¥161,300 ¥199,800 ¥222,300

6段 ¥118,200 ¥135,000 ¥152,400 ¥169,200 ¥187,800 ¥234,000 ¥261,000
ドーリー型式 DMS610 DMS760 DMS910 DMS1070 DMS1220 DMS1520 DMS1820

価格 ¥48,100 ¥49,500 ¥50,900 ¥52,300 ¥62,700 ¥64,200 ¥66,300
キャスター径、材質 ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 2 5φ 、ストッパー ウレタン、1 2 5φ 、ストッパー ウレタン、1 2 5φ 、ストッパー

棚

SMS
シリーズ
棚板奥行
460mm

 

SBS760 SBS910 SBS1220 SBS1520 SBS1820
536mmx758mm 536mmx910mm 536mmx1212mm 536mmx1518m 536mmx1821mm

4.1kg 4.8kg 6.2kg 7.6kg 9.0kg
¥20,500 ¥23,500 ¥30,200 ¥36,300 ¥42,100

ポール

PS1390 SBS760*PS1390 SBS910*PS1390 SBS1220*PS1390 SBS1520*PS1390 SBS1820*PS1390

1.0kg,1384mm 4段 ¥99,600 ¥111,600 ¥138,400 ¥162,800 ¥186,000
¥4,400 5段 ¥120,100 ¥135,100 ¥168,600 ¥199,100 ¥228,100

PS1590 SBS760*PS1590 SBS910*PS1590 SBS1220*PS1590 SBS1520*PS1590 SBS1820*PS1590

1.2kg,1587mm 4段 ¥102,800 ¥114,800 ¥141,600 ¥166,000 ¥189,200
¥5,200 5段 ¥123,300 ¥138,300 ¥171,800 ¥202,300 ¥231,300

PS1900 SBS760*PS1900 SBS910*PS1900 SBS1220*PS1900 SBS1520*PS1900 SBS1820*PS1900

1.4kg,1892mm 4段 ¥106,400 ¥118,400 ¥145,200 ¥169,600 ¥192,800
¥6,100 5段 ¥126,900 ¥141,900 ¥175,400 ¥205,900 ¥234,900

6段 ¥147,400 ¥165,400 ¥205,600 ¥242,200 ¥277,000

PS2200 SBS760*PS2200 SBS910*PS2200 SBS1220*PS2200 SBS1520*PS2200 SBS1820*PS2200

1.6kg,2197mm 4段 ¥110,800 ¥122,800 ¥149,600 ¥174,000 ¥197,200
¥7,200 5段 ¥131,300 ¥146,300 ¥179,800 ¥210,300 ¥239,300

6段 ¥151,800 ¥169,800 ¥210,000 ¥246,600 ¥281,400
ドーリー型式 DBS760 DBS910 DBS1220 DBS1520 DBS1820

価格 ¥50,300 ¥51,500 ¥63,400 ¥65,900 ¥68,400
キャスター径、材質 ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 2 5φ 、ストッパー ウレタン、1 2 5φ 、ストッパー ウレタン、1 2 5φ 、ストッパー

棚

SBS
シリーズ
棚板奥行
530mm
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SLS610 SLS760 SLS910 SLS1070 SLS1220 SLS1520 SLS1820
613mmx605mm 613mmx758mm 613mmx910mm 613mmx1062mm 613mmx1212mm 613mmx1518m 613mmx1821mm

4.0kg 4.8kg 5.7kg 6.4kg 7.3kg 8.9kg 11.3kg
¥19,800 ¥24,200 ¥27,900 ¥31,200 ¥35,200 ¥43,800 ¥52,500

ポール

PS1390 SLS610*PS1390 SLS760*PS1390 SLS910*PS1390 SLS1070*PS1390 SLS1220*PS1390 SLS1520*PS1390 SLS1820*PS1390

1.0kg,1384mm 4段 ¥96,800 ¥114,400 ¥129,200 ¥142,400 ¥158,400 ¥192,800 ¥227,600
¥4,400 5段 ¥116,600 ¥138,600 ¥157,100 ¥173,600 ¥193,600 ¥236,600 ¥280,100

PS1590 SLS610*PS1590 SLS760*PS1590 SLS910*PS1590 SLS1070*PS1590 SLS1220*PS1590 SLS1520*PS1590 SLS1820*PS1590

1.2kg,1587mm 4段 ¥100,000 ¥117,600 ¥132,400 ¥145,600 ¥161,600 ¥196,000 ¥230,800
¥5,200 5段 ¥119,800 ¥141,800 ¥160,300 ¥176,800 ¥196,800 ¥239,800 ¥283,300

PS1900 SLS610*PS1900 SLS760*PS1900 SLS910*PS1900 SLS1070*PS1900 SLS1220*PS1900 SLS1520*PS1900 SLS1820*PS1900

1.4kg,1892mm 4段 ¥103,600 ¥121,200 ¥136,000 ¥149,200 ¥165,200 ¥199,600 ¥234,400
¥6,100 5段 ¥123,400 ¥145,400 ¥163,900 ¥180,400 ¥200,400 ¥243,400 ¥286,900

6段 ¥143,200 ¥169,600 ¥191,800 ¥211,600 ¥235,600 ¥287,200 ¥339,400

PS2200 SLS610*PS2200 SLS760*PS2200 SLS910*PS2200 SLS1070*PS2200 SLS1220*PS2200 SLS1520*PS2200 SLS1820*PS2200

1.6kg,2197mm 4段 ¥108,000 ¥125,600 ¥140,400 ¥153,600 ¥169,600 ¥204,000 ¥238,800
¥7,200 5段 ¥127,800 ¥149,800 ¥168,300 ¥184,800 ¥204,800 ¥247,800 ¥291,300

6段 ¥147,600 ¥174,000 ¥196,200 ¥216,000 ¥240,000 ¥291,600 ¥343,800
ドーリー型式 DLS610 DLS760 DLS910 DLS1070 DLS1220 DLS1520 DSL1820

価格 ¥49,400 ¥50,900 ¥52,900 ¥55,200 ¥65,900 ¥67,900 ¥70,200
キャスター径、材質 ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 2 5φ 、ストッパー ウレタン、1 2 5φ 、ストッパー ウレタン、1 2 5φ 、ストッパー

棚

SLS
シリーズ
棚板奥行
610mm
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 ソリッドエレクターシェルフ[SUS304] 

錆に強く、優れた耐久性を発揮する、SUS304 製の平板。 

1. 棚板 1 段[間口 1,220mm]あたり 180kg の耐荷重 

2. 3.6.専用ポール及びポールキャップ、アジャスターボルト、ナット

も、SUS304 製 

4.テーパ固定方式で、プラスチックハンマーだけで組み立て完了。 

5.棚板高さ調節は、25.4mm ピッチで可能。 

MSS610S MSS760S MSS910S MSS1070S MSS1220S MSS1520S MSS1820S
461mmx606mm 461mmx759mm 461mmx911mm 461mmx1063mm 461mmx1213mm 461mmx1519m 461mmx1822mm

5.8kg 6.7kg 7.6kg 8.4kg 9.3kg 11.1kg 12.8kg
¥23,700 ¥29,000 ¥31,200 ¥34,300 ¥35,500 ¥39,100 ¥42,800

ポール

PS1390 MSS610S*PS1390 MSS760S*PS1390 MSS910S*PS1390 MSS1070S*PS1390 MSS1220S*PS1390 MSS1520S*PS1390 MSS1820S*PS1390

1.0kg,1384mm 4段 ¥112,400 ¥133,600 ¥142,400 ¥154,800 ¥159,600 ¥174,000 ¥188,800
¥4,400 5段 ¥136,100 ¥162,600 ¥173,600 ¥189,100 ¥195,100 ¥213,100 ¥231,600

PS1590 MSS610S*PS1590 MSS760S*PS1590 MSS910S*PS1590 MSS1070S*PS1590 MSS1220S*PS1590 MSS1520S*PS1590 MSS1820S*PS1590

1.2kg,1587mm 4段 ¥115,600 ¥136,800 ¥145,600 ¥158,000 ¥162,800 ¥177,200 ¥192,000
¥5,200 5段 ¥139,300 ¥165,800 ¥176,800 ¥192,300 ¥198,300 ¥216,300 ¥234,800

PS1900 MSS610S*PS1900 MSS760S*PS1900 MSS910S*PS1900 MSS1070S*PS1900 MSS1220S*PS1900 MSS1520S*PS1900 MSS1820S*PS1900

1.4kg,1892mm 4段 ¥119,200 ¥140,400 ¥149,200 ¥161,600 ¥166,400 ¥180,800 ¥195,600
¥6,100 5段 ¥142,900 ¥169,400 ¥180,400 ¥195,900 ¥201,900 ¥219,900 ¥238,400

6段 ¥166,600 ¥198,400 ¥211,600 ¥230,200 ¥237,400 ¥259,000 ¥281,200

PS2200 MSS610S*PS2200 MSS760S*PS2200 MSS910S*PS2200 MSS1070S*PS2200 MSS1220S*PS2200 MSS1520S*PS2200 MSS1820S*PS2200

1.6kg,2197mm 4段 ¥123,600 ¥144,800 ¥153,600 ¥166,000 ¥170,800 ¥185,200 ¥200,000
¥7,200 5段 ¥147,300 ¥173,800 ¥184,800 ¥200,300 ¥206,300 ¥224,300 ¥242,800

6段 ¥171,000 ¥202,800 ¥216,000 ¥234,600 ¥241,800 ¥263,400 ¥285,600
ドーリー型式 DMS610 DMS760 DMS910 DMS1070 DMS1220 DMS1520 DMS1820

価格 ¥48,100 ¥49,500 ¥50,900 ¥52,300 ¥62,700 ¥64,200 ¥66,300
キャスター径、材質 ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 2 5φ 、ストッパー ウレタン、1 2 5φ 、ストッパー ウレタン、1 2 5φ 、ストッパー

棚

MSS-S
シリーズ
棚板奥行
460mm

LSS610S LSS760S LSS910S LSS1070S LSS1220S LSS1520S LSS1820S
614mmx606mm 614mmx759mm 614mmx911mm 614mmx1063mm 614mmx1213mm 614mmx1519m 614mmx1822mm

6.9kg 8.0kg 9.1kg 10.2kg 11.3kg 13.5kg 15.6kg
¥30,200 ¥32,100 ¥34,300 ¥37,600 ¥39,800 ¥44,600 ¥48,100

ポール

PS1390 LSS610S*PS1390 LSS760S*PS1390 LSS910S*PS1390 LSS1070S*PS1390 LSS1220S*PS1390 LSS1520S*PS1390 LSS1820S*PS1390

1.0kg,1384mm 4段 ¥138,400 ¥146,000 ¥154,800 ¥168,000 ¥176,800 ¥196,000 ¥210,000
¥4,400 5段 ¥168,600 ¥178,100 ¥189,100 ¥205,600 ¥216,600 ¥240,600 ¥258,100

PS1590 LSS610S*PS1590 LSS760S*PS1590 LSS910S*PS1590 LSS1070S*PS1590 LSS1220S*PS1590 LSS1520S*PS1590 LSS1820S*PS1590

1.2kg,1587mm 4段 ¥141,600 ¥149,200 ¥158,000 ¥171,200 ¥180,000 ¥199,200 ¥213,200
¥5,200 5段 ¥171,800 ¥181,300 ¥192,300 ¥208,800 ¥219,800 ¥243,800 ¥261,300

PS1900 LSS610S*PS1900 LSS760S*PS1900 LSS910S*PS1900 LSS1070S*PS1900 LSS1220S*PS1900 LSS1520S*PS1900 LSS1820S*PS1900

1.4kg,1892mm 4段 ¥145,200 ¥152,800 ¥161,600 ¥174,800 ¥183,600 ¥202,800 ¥216,800
¥6,100 5段 ¥175,400 ¥184,900 ¥195,900 ¥212,400 ¥223,400 ¥247,400 ¥264,900

6段 ¥205,600 ¥217,000 ¥230,200 ¥250,000 ¥263,200 ¥292,000 ¥313,000

PS2200 LSS610S*PS2200 LSS760S*PS2200 LSS910S*PS2200 LSS1070S*PS2200 LSS1220S*PS2200 LSS1520S*PS2200 LSS1820S*PS2200

1.6kg,2197mm 4段 ¥149,600 ¥157,200 ¥166,000 ¥179,200 ¥188,000 ¥207,200 ¥221,200
¥7,200 5段 ¥179,800 ¥189,300 ¥200,300 ¥216,800 ¥227,800 ¥251,800 ¥269,300

6段 ¥210,000 ¥221,400 ¥234,600 ¥254,400 ¥267,600 ¥296,400 ¥317,400
ドーリー型式 DLS610 DLS760 DLS910 DLS1070 DLS1220 DLS1520 DLS1820

価格 ¥49,400 ¥50,900 ¥52,900 ¥55,200 ¥65,900 ¥67,900 ¥70,200
キャスター径、材質 ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 2 5 φ 、ス トッ パ ー ウレタン、1 2 5 φ 、ス トッ パ ー ウレタン、1 2 5 φ 、ス トッ パ ー

棚

LSS-S
シリーズ
棚板奥行
610mm

エレクターオプショナルパーツ、メーカーHP にリンクします。  シェルフトップに戻る 
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 パンチングソリッドエレクターシェルフ[SUS304]   

1. 棚板 1 段[間口 1,220mm]あたり 180kg の耐荷重 

2. 3.6.専用ポール及びポールキャップ、アジャスターボルト、ナットも、

SUS304 製 

4.テーパ固定方式で、プラスチックハンマーだけで組み立て完了。 

5.棚板高さ調節は、25.4mm ピッチで可能。 

MSS610PS MSS760PS MSS910PS MSS1070PSMSS1220PSMSS1520PSMSS1820PS
460mmx605mm 460mmx758mm 460mmx910mm 460mmx1062mm 460mmx1212mm 460mmx1518m 460mmx1821mm

5.8kg 6.7kg 7.6kg 8.4kg 9.3kg 11.1kg 12.8kg
¥38,700 ¥42,600 ¥46,700 ¥53,200 ¥60,200 ¥73,600 ¥86,100

ポール

PS1390 MSS610PS*PS1390 MSS760PS*PS1390 MSS910PS*PS1390 MSS1070PS*PS1390 MSS1220PS*PS1390 MSS1520PS*PS1390 MSS1820PS*PS1390

1.0kg,1384mm 4段 ¥172,400 ¥188,000 ¥204,400 ¥230,400 ¥258,400 ¥312,000 ¥362,000
¥4,400 5段 ¥211,100 ¥230,600 ¥251,100 ¥283,600 ¥318,600 ¥385,600 ¥448,100

PS1590 MSS610PS*PS1590 MSS760PS*PS1590 MSS910PS*PS1590 MSS1070PS*PS1590 MSS1220PS*PS1590 MSS1520PS*PS1590 MSS1820PS*PS1590

1.2kg,1587mm 4段 ¥175,600 ¥191,200 ¥207,600 ¥233,600 ¥261,600 ¥315,200 ¥365,200
¥5,200 5段 ¥214,300 ¥233,800 ¥254,300 ¥286,800 ¥321,800 ¥388,800 ¥451,300

PS1900 MSS610PS*PS1900 MSS760PS*PS1900 MSS910PS*PS1900 MSS1070PS*PS1900 MSS1220PS*PS1900 MSS1520PS*PS1900 MSS1820PS*PS1900

1.4kg,1892mm 4段 ¥179,200 ¥194,800 ¥211,200 ¥237,200 ¥265,200 ¥318,800 ¥368,800
¥6,100 5段 ¥217,900 ¥237,400 ¥257,900 ¥290,400 ¥325,400 ¥392,400 ¥454,900

6段 ¥256,600 ¥280,000 ¥304,600 ¥343,600 ¥385,600 ¥466,000 ¥541,000

PS2200 MSS610PS*PS2200 MSS760PS*PS2200 MSS910PS*PS2200 MSS1070PS*PS2200 MSS1220PS*PS2200 MSS1520PS*PS2200 MSS1820PS*PS2200

1.6kg,2197mm 4段 ¥183,600 ¥199,200 ¥215,600 ¥241,600 ¥269,600 ¥323,200 ¥373,200
¥7,200 5段 ¥222,300 ¥241,800 ¥262,300 ¥294,800 ¥329,800 ¥396,800 ¥459,300

6段 ¥261,000 ¥284,400 ¥309,000 ¥348,000 ¥390,000 ¥470,400 ¥545,400
ドーリー型式 DMS610 DMS760 DMS910 DMS1070 DMS1220 DMS1520 DMS1820

価格 ¥48,100 ¥49,500 ¥50,900 ¥52,300 ¥62,700 ¥64,200 ¥66,300
キャスター径、材質 ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 2 5 φ 、ス トッ パ ー ウレタン、1 2 5 φ 、ス トッ パ ー ウレタン、1 2 5 φ 、ス トッ パ ー

棚

MSS-PS
シリーズ
棚板奥行
460mm

LSS610PS LSS760PS LSS910PS LSS1070PS LSS1220PS LSS1520PS LSS1820PS
613mmx605mm 613mmx758mm 613mmx910mm 613mmx1062mm 613mmx1212mm 613mmx1518m 613mmx1821mm

6.9kg 8.0kg 9.1kg 10.2kg 11.3kg 13.5kg 15.6kg
¥46,200 ¥50,000 ¥56,900 ¥65,500 ¥72,000 ¥86,900 ¥94,600

ポール

PS1390 LSS610PS*PS1390 LSS760PS*PS1390 LSS910PS*PS1390 LSS1070PS*PS1390 LSS1220PS*PS1390 LSS1520PS*PS1390 LSS1820PS*PS1390

1.0kg,1384mm 4段 ¥202,400 ¥217,600 ¥245,200 ¥279,600 ¥305,600 ¥365,200 ¥396,000
¥4,400 5段 ¥248,600 ¥267,600 ¥302,100 ¥345,100 ¥377,600 ¥452,100 ¥490,600

PS1590 LSS610PS*PS1590 LSS760PS*PS1590 LSS910PS*PS1590 LSS1070PS*PS1590 LSS1220PS*PS1590 LSS1520PS*PS1590 LSS1820PS*PS1590

1.2kg,1587mm 4段 ¥205,600 ¥220,800 ¥248,400 ¥282,800 ¥308,800 ¥368,400 ¥399,200
¥5,200 5段 ¥251,800 ¥270,800 ¥305,300 ¥348,300 ¥380,800 ¥455,300 ¥493,800

PS1900 LSS610PS*PS1900 LSS760PS*PS1900 LSS910PS*PS1900 LSS1070PS*PS1900 LSS1220PS*PS1900 LSS1520PS*PS1900 LSS1820PS*PS1900

1.4kg,1892mm 4段 ¥209,200 ¥224,400 ¥252,000 ¥286,400 ¥312,400 ¥372,000 ¥402,800
¥6,100 5段 ¥255,400 ¥274,400 ¥308,900 ¥351,900 ¥384,400 ¥458,900 ¥497,400

6段 ¥301,600 ¥324,400 ¥365,800 ¥417,400 ¥456,400 ¥545,800 ¥592,000

PS2200 LSS610PS*PS2200 LSS760PS*PS2200 LSS910PS*PS2200 LSS1070PS*PS2200 LSS1220PS*PS2200 LSS1520PS*PS2200 LSS1820PS*PS2200

1.6kg,2197mm 4段 ¥213,600 ¥228,800 ¥256,400 ¥290,800 ¥316,800 ¥376,400 ¥407,200
¥7,200 5段 ¥259,800 ¥278,800 ¥313,300 ¥356,300 ¥388,800 ¥463,300 ¥501,800

6段 ¥306,000 ¥328,800 ¥370,200 ¥421,800 ¥460,800 ¥550,200 ¥596,400
ドーリー型式 DLS610 DLS760 DLS910 DLS1070 DLS1220 DLS1520 DLS1820

価格 ¥49,400 ¥50,900 ¥52,900 ¥55,200 ¥65,900 ¥67,900 ¥70,200
キャスター径、材質 ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 2 5 φ 、ス トッ パ ー ウレタン、1 2 5 φ 、ス トッ パ ー ウレタン、1 2 5 φ 、ス トッ パ ー

棚

LSS-PS
シリーズ
棚板奥行
610mm

エレクターオプショナルパーツ、メーカーHP にリンクします。  シェルフトップに戻る 
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METRO MAX i オプションパーツ メーカーHP にリンクします。 

樹脂性にもかかわらず、抜群の強度。抗菌仕様の棚板でさらにクリーンに。 

1. 棚板 1 段[間口 1,220mm]あたり 360kg の耐荷重 

2. 棚板、ポール共にグラスファイバー入りポリエチレン 

3. ポールに取り付けたコネクターで棚板を固定する、コネクター固定方式 

4. 棚板調整約 13mm ピッチで可能 

METRO MAX i フラットマットシリーズ  奥行き 460mm   

MX1824F MX1830F MX1836F MX1842F MX1848F MX1854F MX1860F
460mmx603mm 460mmx756mm 460mmx910mm 460mmx1061mm 460mmx1218mm 460mmx1366m 460mmx1523mm

5.8kg 6.6kg 7.8kg 9.1kg 9.7kg 10.5kg 11.1kg
¥20,800 ¥21,100 ¥22,000 ¥26,200 ¥26,700 ¥31,200 ¥32,000

ポール

MX54P MX1824F*MX54P MX1830F*MX54P MX1836F*MX54P MX1842F*MX54P MX1848F*MX54P MX1854F*MX54P MX1860F*MX54P

0.7kg,1393mm 4段 ¥102,400 ¥103,600 ¥107,200 ¥124,000 ¥126,000 ¥144,000 ¥147,200
¥4,800 5段 ¥123,200 ¥124,700 ¥129,200 ¥150,200 ¥152,700 ¥175,200 ¥179,200

MX63P MX1824F*ＭＸ63P MX1830F*MX63P MX1836F*MX63P MX1842F*MX63P MX1848F*MX63P MX1854F*MX63P MX1860F*MX63P

0.8kg,1595mm 4段 ¥106,000 ¥107,200 ¥110,800 ¥127,600 ¥129,600 ¥147,600 ¥150,800
¥5,700 5段 ¥126,800 ¥128,300 ¥132,800 ¥153,800 ¥156,300 ¥178,800 ¥182,800

MX74P ＭＸ1824F*ＭＸ74P ＭＸ1830F*ＭＸ74P ＭＸ1836F*ＭＸ74P ＭＸ1842F*ＭＸ74P ＭＸ1848F*ＭＸ74P ＭＸ1854F*ＭＸ74P ＭＸ1860F*ＭＸ74P

0.9kg,1900mm 4段 ¥109,600 ¥110,800 ¥114,400 ¥131,200 ¥133,200 ¥151,200 ¥154,400
¥6,600 5段 ¥130,400 ¥131,900 ¥136,400 ¥157,400 ¥159,900 ¥182,400 ¥186,400

MX86P ＭＸ1824F*ＭＸ86P ＭＸ1830F*ＭＸ86P ＭＸ1836F*ＭＸ86P ＭＸ1842F*ＭＸ86P ＭＸ1848F*ＭＸ86P ＭＸ1854F*ＭＸ86P ＭＸ1860F*ＭＸ86P

1.0kg,2205mm 4段 ¥114,400 ¥115,600 ¥119,200 ¥136,000 ¥138,000 ¥156,000 ¥159,200
¥7,800 5段 ¥135,200 ¥136,700 ¥141,200 ¥162,200 ¥164,700 ¥187,200 ¥191,200

6段 ¥156,000 ¥157,800 ¥163,200 ¥188,400 ¥191,400 ¥218,400 ¥223,200

塗りつぶし部分の棚板に関しましては、受注後の取り寄せ品となります。
ドーリー型式 D1824IQ D1830IQ D1836IQ D1842IQ D1848IQ D1854IQ D1860IQ

価格 ¥48,100 ¥49,500 ¥50,900 ¥52,200 ¥62,700 ¥63,400 ¥64,200
キャスター径、材質 ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 2 5 φ 、ス トッ パ ー ウレタン、1 2 5 φ 、ス トッ パ ー ウレタン、1 2 5 φ 、ス トッ パ ー

棚

18F
シリーズ
棚板奥行
460mm

 METRO MAX i フラットマットシリーズ 奥行き 620mm  

MX2424F MX2430F MX2436F MX2442F MX2448F MX2454F MX2460F
620mmx603mm 620mmx756mm 620mmx910mm 620mmx1061mm 620mmx1218mm 620mmx1366m 620mmx1523mm

4.3kg 5.2kg 6.0kg 6.4kg 7.5kg 8.5kg 9.2kg
¥26,700 ¥26,800 ¥27,400 ¥32,000 ¥32,700 ¥38,000 ¥38,600

ポール

MX54P MX2424F*MX54P MX2430F*MX54P MX2436F*MX54P MX2442F*MX54P MX2448F*MX54P MX2454F*MX54P MX2460F*MX54P

0.7kg,1378mm 4段 ¥126,000 ¥126,400 ¥128,800 ¥147,200 ¥150,000 ¥171,200 ¥173,600
¥4,800 5段 ¥152,700 ¥153,200 ¥156,200 ¥179,200 ¥182,700 ¥209,200 ¥212,200

MX63P MX2424F*MX63P MX2430F*MX63P MX2436F*MX63P MX2442F*MX63P MX2448F*MX63P MX2454F*MX63P MX2460F*MX63P

0.8kg,1581mm 4段 ¥129,600 ¥130,000 ¥132,400 ¥150,800 ¥153,600 ¥174,800 ¥177,200
¥5,700 5段 ¥156,300 ¥156,800 ¥159,800 ¥182,800 ¥186,300 ¥212,800 ¥215,800

MX74P MX2424F*MX74P MX2430F*MX74P MX2436F*MX74P MX2442F*MX74P MX2448F*MX74P MX2454F*MX74P MX2460F*MX74P

0.9kg,1886mm 4段 ¥133,200 ¥133,600 ¥136,000 ¥154,400 ¥157,200 ¥178,400 ¥180,800
¥6,600 5段 ¥159,900 ¥160,400 ¥163,400 ¥186,400 ¥189,900 ¥216,400 ¥219,400

MX2424F*MX86P MX2430F*MX86P MX2436F*MX86P MX2442F*MX86P MX2448F*MX86P MX2454F*MX86P MX2460F*MX86P

MX86P 4段 ¥138,000 ¥138,400 ¥140,800 ¥159,200 ¥162,000 ¥183,200 ¥185,600
1.1kg,21915mm 5段 ¥164,700 ¥165,200 ¥168,200 ¥191,200 ¥194,700 ¥221,200 ¥224,200
¥7,800 6段 ¥191,400 ¥192,000 ¥195,600 ¥223,200 ¥227,400 ¥259,200 ¥262,800

塗りつぶし部分の棚板に関しましては、受注後の取り寄せ品となります。
ドーリー型式 D2424IQ D2430IQ D2436IQ D2442IQ D2448IQ D2454IQ D2460IQ

価格 ¥49,400 ¥50,900 ¥52,900 ¥55,200 ¥65,900 ¥66,900 ¥67,900
キャスター径、材質 ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 2 5φ 、ストッパー ウレタン、1 2 5 φ 、ス トッ パ ー ウレタン、1 2 5 φ 、ス トッ パ ー

棚

24F
シリーズ
棚板奥行
620mm

http://www.erecta.co.jp/metro/metromaxop/index.html
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 METRO MAX i グリッドマットシリーズ 奥行き 460mm 

オプションパーツ メーカーHP にリンクします。 

 

 

ＭＸ1824G ＭＸ1830G ＭＸ1836G ＭＸ1842G ＭＸ1848G ＭＸ1854G ＭＸ1860G
460mmx603mm 460mmx756mm 460mmx910mm 460mmx1061mm 460mmx1218mm 460mmx1366m 460mmx1523mm

4.0kg 4.7kg 5.5kg 6.3kg 7.1kg 7.9kg 8.7kg
¥16,000 ¥17,400 ¥19,600 ¥21,700 ¥24,300 ¥25,100 ¥28,200

ポール

MX54P ＭＸ1824G*ＭＸ54P ＭＸ1830G*ＭＸ54P ＭＸ1836G*ＭＸ54P ＭＸ1842G*ＭＸ54P ＭＸ1848G*ＭＸ54P ＭＸ1854G*ＭＸ54P ＭＸ1860G*ＭＸ54P

0.7kg,1378mm 4段 ¥83,200 ¥88,800 ¥97,600 ¥106,000 ¥116,400 ¥119,600 ¥132,000
¥4,800 5段 ¥99,200 ¥106,200 ¥117,200 ¥127,700 ¥140,700 ¥144,700 ¥160,200

MX63P ＭＸ1824G*ＭＸ63P ＭＸ1830G*ＭＸ63P ＭＸ1836G*ＭＸ63P ＭＸ1842G*ＭＸ63P ＭＸ1848G*ＭＸ63P ＭＸ1854G*ＭＸ63P ＭＸ1860G*ＭＸ63P

0.8kg,1581mm 4段 ¥86,800 ¥92,400 ¥101,200 ¥109,600 ¥120,000 ¥123,200 ¥135,600
¥5,700 5段 ¥102,800 ¥109,800 ¥120,800 ¥131,300 ¥144,300 ¥148,300 ¥163,800

MX74P ＭＸ1824G*ＭＸ74P ＭＸ1830G*ＭＸ74P ＭＸ1836G*ＭＸ74P ＭＸ1842G*ＭＸ74P ＭＸ1848G*ＭＸ74P ＭＸ1854G*ＭＸ74P ＭＸ1860G*ＭＸ74P

0.9kg,1886mm 4段 ¥90,400 ¥96,000 ¥104,800 ¥113,200 ¥123,600 ¥126,800 ¥139,200
¥6,600 5段 ¥106,400 ¥113,400 ¥124,400 ¥134,900 ¥147,900 ¥151,900 ¥167,400

6段 ¥122,400 ¥130,800 ¥144,000 ¥156,600 ¥172,200 ¥177,000 ¥195,600

MX86P ＭＸ1824G*ＭＸ86P ＭＸ1830G*ＭＸ86P ＭＸ1836G*ＭＸ86P ＭＸ1842G*ＭＸ86P ＭＸ1848G*ＭＸ86P ＭＸ1854G*ＭＸ86P ＭＸ1860G*ＭＸ86P

1.1kg,21915mm 4段 ¥95,200 ¥100,800 ¥109,600 ¥118,000 ¥128,400 ¥131,600 ¥144,000
¥7,800 5段 ¥111,200 ¥118,200 ¥129,200 ¥139,700 ¥152,700 ¥156,700 ¥172,200

6段 ¥127,200 ¥135,600 ¥148,800 ¥161,400 ¥177,000 ¥181,800 ¥200,400

塗りつぶし部分の棚板に関しましては、受注後の取り寄せ品となります。
ドーリー型式 D1824IQ D1830IQ D1836IQ D1842IQ D1848IQ D1854IQ D1860IQ

価格 ¥48,100 ¥49,500 ¥50,900 ¥52,200 ¥62,700 ¥63,400 ¥64,200
キャスター径、材質 ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 2 5φ 、ストッパー ウレタン、1 2 5φ 、ストッパー ウレタン、1 2 5φ 、ストッパー

棚

18G
シリーズ
棚板奥行
460mm

 METRO MAX i グリッドマットシリーズ 奥行き 620mm 

MX2424G MX2430G MX2436G MX2442G MX2448G MX2454G MX2460G
620mmx603mm 620mmx756mm 620mmx910mm 620mmx1061mm 620mmx1218mm 620mmx1366m 620mmx1523mm

3.9kg 5.2kg 5.8kg 6.2kg 6.5kg 7.3kg 8.0kg
¥20,200 ¥22,000 ¥24,700 ¥26,100 ¥29,100 ¥31,500 ¥35,100

ポール

MX54P MX2424G*MX54P MX2430G*MX54P MX2436G*MX54P MX2442G*MX54P MX2448G*MX54P MX2454G*MX54P MX2460G*MX54P

0.7kg,1378mm 4段 ¥100,000 ¥107,200 ¥118,000 ¥123,600 ¥135,600 ¥145,200 ¥159,600
¥4,800 5段 ¥120,200 ¥129,200 ¥142,700 ¥149,700 ¥164,700 ¥176,700 ¥194,700

MX63P MX2424G*MX63P MX2430G*MX63P MX2436G*MX63P MX2442G*MX63P MX2448G*MX63P MX2454G*MX63P MX2460G*MX63P

0.8kg,1581mm 4段 ¥103,600 ¥110,800 ¥121,600 ¥127,200 ¥139,200 ¥148,800 ¥163,200
¥5,700 5段 ¥123,800 ¥132,800 ¥146,300 ¥153,300 ¥168,300 ¥180,300 ¥198,300

MX74P MX2424G*MX74P MX2430G*MX74P MX2436G*MX74P MX2442G*MX74P MX2448G*MX74P MX2454G*MX74P MX2460G*MX74P

0.9kg,1886mm 4段 ¥107,200 ¥114,400 ¥125,200 ¥130,800 ¥142,800 ¥152,400 ¥166,800
¥6,600 5段 ¥127,400 ¥136,400 ¥149,900 ¥156,900 ¥171,900 ¥183,900 ¥201,900

6段 ¥147,600 ¥158,400 ¥174,600 ¥183,000 ¥201,000 ¥215,400 ¥237,000

MX86P MX2424G*MX86P MX2430G*MX86P MX2436G*MX86P MX2442G*MX86P MX2448G*MX86P MX2454G*MX86P MX2460G*MX86P

1.1kg,21915mm 4段 ¥112,000 ¥119,200 ¥130,000 ¥135,600 ¥147,600 ¥157,200 ¥171,600
¥7,800 5段 ¥132,200 ¥141,200 ¥154,700 ¥161,700 ¥176,700 ¥188,700 ¥206,700

6段 ¥152,400 ¥163,200 ¥179,400 ¥187,800 ¥205,800 ¥220,200 ¥241,800

塗りつぶし部分の棚板に関しましては、受注後の取り寄せ品となります。
ドーリー型式 D2424IQ D2430IQ D2436IQ D2442IQ D2448IQ D2454IQ D2460IQ

価格 ¥49,400 ¥50,900 ¥52,900 ¥55,200 ¥65,900 ¥66,900 ¥67,900
キャスター径、材質 ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 2 5φ 、ストッパー ウレタン、1 2 5φ 、ストッパー ウレタン、1 2 5φ 、ストッパー

棚

24G
シリーズ
棚板奥行
620mm

オプションパーツ メーカーHP にリンクします。  シェルフトップに戻る 

http://www.erecta.co.jp/metro/metromaxop/index.html
http://www.erecta.co.jp/metro/metromaxop/index.html
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 METRO MAX  Q 

 

 

 

 

METRO MAX  Q 棚板奥行 460mm   

MQ1824G MQ1830G MQ1836G MQ1842G MQ1848G MQ1854G MQ1860G
460mmx603mm 460mmx756mm 460mmx909mm 460mmx1061mm 460mmx1212mm 460mmx1366m 460mmx1516mm

2.6kg 3.1kg 3.5kg 3.9kg 4.5kg 4.8kg 5.3kg
¥9,600 ¥10,400 ¥11,800 ¥12,800 ¥14,800 ¥16,600 ¥18,200

ポール

MQ54PE MQ1824G*MQ54PE MQ1830G*MQ54PE MQ1836G*MQ54PE MQ1842G*MQ54PE MQ1848G*MQ54PE MQ1854G*MQ54PE MQ1860G*MQ54P

1.5kg,1393mm 4段 ¥54,400 ¥57,600 ¥63,200 ¥67,200 ¥75,200 ¥82,400 ¥88,800
¥4,000 5段 ¥64,000 ¥68,000 ¥75,000 ¥80,000 ¥90,000 ¥99,000 ¥107,000

MQ63PE MQ1824G*MQ63PE MQ1830G*MQ63PE MQ1836G*MQ63P MQ1842G*PE63PE MQ1848G*MQ63PE MQ1854G*MQ63PE MQ1860G*MQ63PE

1.7kg,1581mm 4段 ¥57,600 ¥60,800 ¥66,400 ¥70,400 ¥78,400 ¥85,600 ¥92,000
¥4,800 5段 ¥67,200 ¥71,200 ¥78,200 ¥83,200 ¥93,200 ¥102,200 ¥110,200

MQ74PE MQ1824G*MQ74PE MQ1830G*MQ74PE MQ1836G*MQ74PE MQ1842G*MQ74PE MQ1848G*MQ74PE MQ1854G*MQ74PE MQ1860G*MQ74PE

2.0kg,1886mm 4段 ¥61,600 ¥64,800 ¥70,400 ¥74,400 ¥82,400 ¥89,600 ¥96,000
¥5,800 5段 ¥71,200 ¥75,200 ¥82,200 ¥87,200 ¥97,200 ¥106,200 ¥114,200

6段 ¥80,800 ¥85,600 ¥94,000 ¥100,000 ¥112,000 ¥122,800 ¥132,400

MQ86PE MQ1824G*MQ86PE MQ1830G*MQ86PE MQ1836G*MQ86PE MQ1842G*MQ86PE MQ1848G*MQ86PE MQ1854G*MQ86PE MQ1860G*MQ86PE

2.3kg,2191mm 4段 ¥64,800 ¥68,000 ¥73,600 ¥77,600 ¥85,600 ¥92,800 ¥99,200
¥6,600 5段 ¥74,400 ¥78,400 ¥85,400 ¥90,400 ¥100,400 ¥109,400 ¥117,400

6段 ¥84,000 ¥88,800 ¥97,200 ¥103,200 ¥115,200 ¥126,000 ¥135,600
ドーリー型式 D1824IQ D1830IQ D1836IQ D1842IQ D1848IQ D1854IQ D1860IQ

価格 ¥48,100 ¥49,500 ¥50,900 ¥52,200 ¥62,700 ¥63,400 ¥64,200
キャスター径、材質 ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 2 5φ 、ストッパー ウレタン、1 2 5φ 、ストッパー ウレタン、1 2 5φ 、ストッパー

棚

MQ18
シリーズ
棚板奥行
460mm

 METRO MAX  Q 棚板奥行 530mm   

MQ2124G MQ2130G MQ2136G MQ2142G MQ2148G MQ2154G MQ2160G
535mmx603mm 535mmx756mm 535mmx909mm 535mmx1061mm 535mmx1212mm 535mmx1366m 535mmx1516mm

3.1kg 3.7kg 4.2kg 4.9kg 5.5kg 6.0kg 6.5kg
¥10,600 ¥11,800 ¥14,600 ¥16,600 ¥18,400 ¥20,400 ¥22,200

ポール

MQ54PE MQ2124G*MQ54PE MQ2130G*MQ54PE MQ2136G*MQ54PE MQ2142G*MQ54PE MQ2148G*MQ54PE MQ2154G*MQ54PE MQ2160G*MQ54PE

1.5kg,1393mm 4段 ¥58,400 ¥63,200 ¥74,400 ¥82,400 ¥89,600 ¥97,600 ¥104,800
¥4,000 5段 ¥69,000 ¥75,000 ¥89,000 ¥99,000 ¥108,000 ¥118,000 ¥127,000

MQ63PE MQ2124G*MQ63PE MQ2130G2*MQ63PE MQ2136G*MQ63PE MQ2142G*MQ63PE MQ2148G*MQ63PE MQ2154G*MQ63PE MQ2160G*MQ63PE

1.7kg,1581mm 4段 ¥61,600 ¥66,400 ¥77,600 ¥85,600 ¥92,800 ¥100,800 ¥108,000
¥4,800 5段 ¥72,200 ¥78,200 ¥92,200 ¥102,200 ¥111,200 ¥121,200 ¥130,200

MQ74PE MQ2124G*MQ74PE MQ2130G*MQ74PE MQ2136G*MQ74PE MQ2142G*MQ74PE MQ2148G*MQ74PE MQ2154G*MQ74PE MQ2160G*MQ74PE

2.0kg,1886mm 4段 ¥65,600 ¥70,400 ¥81,600 ¥89,600 ¥96,800 ¥104,800 ¥112,000
¥5,800 5段 ¥76,200 ¥82,200 ¥96,200 ¥106,200 ¥115,200 ¥125,200 ¥134,200

6段 ¥86,800 ¥94,000 ¥110,800 ¥122,800 ¥133,600 ¥145,600 ¥156,400

MQ86PE MQ2124G*MQ86PE MQ2130G*MQ86PE MQ2136G*MQ86PE MQ2142G*MQ86PE MQ2148G*MQ86PE MQ2154G*MQ86PE MQ2160G*MQ86PE

2.3kg,2191mm 4段 ¥68,800 ¥73,600 ¥84,800 ¥92,800 ¥100,000 ¥108,000 ¥115,200
¥6,600 5段 ¥79,400 ¥85,400 ¥99,400 ¥109,400 ¥118,400 ¥128,400 ¥137,400

6段 ¥90,000 ¥97,200 ¥114,000 ¥126,000 ¥136,800 ¥148,800 ¥159,600
ドーリー型式 D2124IQ D2130IQ D2136IQ D2142IQ D2148IQ D2154IQ D2160IQ

価格 ¥48,700 ¥50,300 ¥51,500 ¥53,100 ¥63,400 ¥64,700 ¥65,900
キャスター径、材質 ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 2 5φ 、ストッパー ウレタン、1 2 5φ 、ストッパー ウレタン、1 2 5φ 、ストッパー

棚

MQ21
シリーズ
棚板奥行
530mm

オプションパーツは、メーカーHP にリンクします。 

http://www.erecta.co.jp/metro/metromaxqop/index.html
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 METRO MAX  Q 棚板奥行 620mm   

MQ2424G MQ2430G MQ2436G MQ2442G MQ2448G MQ2454G MQ2460G
620mmx605mm 620mmx756mm 620mmx910mm 620mmx1060mm 620mmx1215mm 620mmx1366m 620mmx1520mm

3.3kg 4.0kg 4.4kg 4.6kg 5.7kg 6.3kg 7.0kg
¥11,400 ¥12,800 ¥16,000 ¥17,800 ¥20,400 ¥22,400 ¥24,400

ポール

MQ54PE MQ2424G*MQ54PE MQ2430G*MQ54PE MQ2436G*MQ54PE MQ2442G*MQ54PE MQ2448G*MQ54PE MQ2454G*54PE MQ2460G*MQ54PE

1.5kg,1393mm 4段 ¥61,600 ¥67,200 ¥80,000 ¥87,200 ¥97,600 ¥105,600 ¥113,600
¥4,000 5段 ¥73,000 ¥80,000 ¥96,000 ¥105,000 ¥118,000 ¥128,000 ¥138,000

MQ63PE MQ2424G*MQ63PE MQ2430G*MQ63PE MQ2436G*MQ63PE MQ2442G*MQ63PE MQ2448G*MQ63P MQ2454G*MQ63PE MQ2460G*MQ63PE

1.7kg,1581mm 4段 ¥64,800 ¥70,400 ¥83,200 ¥90,400 ¥100,800 ¥108,800 ¥116,800
¥4,800 5段 ¥76,200 ¥83,200 ¥99,200 ¥108,200 ¥121,200 ¥131,200 ¥141,200

MQ74PE MQ2424G*MQ74PE MQ2430G*MQ74PE MQ2436G*MQ74PE MQ2442G*MQ74PE MQ2448G*MQ74PE MQ2454G*MQ74PE MQ2460G*MQ74PE

2.0kg,1886mm 4段 ¥68,800 ¥74,400 ¥87,200 ¥94,400 ¥104,800 ¥112,800 ¥120,800
¥5,800 5段 ¥80,200 ¥87,200 ¥103,200 ¥112,200 ¥125,200 ¥135,200 ¥145,200

6段 ¥91,600 ¥100,000 ¥119,200 ¥130,000 ¥145,600 ¥157,600 ¥169,600

MQ86PE MQ2424G*MQ86PE MQ2430G*MQ86PE MQ2436G*MQ86PE MQ2442G*MQ86PE MQ2448G*MQ86PE MQ2454G*MQ86PE MQ2460G*MQ86PE

2.3kg,2191mm 4段 ¥72,000 ¥77,600 ¥90,400 ¥97,600 ¥108,000 ¥116,000 ¥124,000
¥6,600 5段 ¥83,400 ¥90,400 ¥106,400 ¥115,400 ¥128,400 ¥138,400 ¥148,400

6段 ¥94,800 ¥103,200 ¥122,400 ¥133,200 ¥148,800 ¥160,800 ¥172,800
ドーリー型式 D2424IQ D2430IQ D2436IQ D2442IQ D2448IQ D2454IQ D2460IQ

価格 ¥49,400 ¥50,900 ¥52,900 ¥55,200 ¥65,900 ¥66,900 ¥67,900
キャスター径、材質 ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 0 0φ 、ストッパー ウレタン、1 2 5φ 、ストッパー ウレタン、1 2 5φ 、ストッパー ウレタン、1 2 5φ 、ストッパー

棚

MQ24
シリーズ
棚板奥行
620mm

オプションパーツは、メーカーHP にリンクします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先  INDEX に戻る 

http://www.erecta.co.jp/metro/metromaxqop/index.html
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 クリーンチェアー 

クリーンルーム内でのご使用に適うようにクリーンな環境で組み立て、清掃、包装ま

で行い、ご納入後は、前室で開封、簡単な清掃後すぐにクリーンルームでご使用いた

だけます。また、静電気に対する対策も怠りなく、ビニールレザー、樹脂、キャスタ

ー等部品は導電性を有する物を使用しております。 

    

          

 

 

          

 

 

型式 座の高さ 足掛けリング 単位 価格
CL-400 ４００～４９５mm 無 1脚 ¥69,900
CL-450 ５１０～７０５mm 有り 1脚 ¥79,500
CL-200 ３８５～４８０mm 無 1脚 ¥56,000
CL-250 ４９５～６９０mm 有り 1脚 ¥64,800  

 

 

 

お問い合わせ先  ⇒INDEX に戻る 

 型式:CL-450  型式:CL-400 

 型式:CL-200  型式:CL-250  型式:UWC-100CE 
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 CLEAN CLEANING SYSTEM 

 

弊社は、創業以来クリーンエアーシステム

のトータルサプライヤーとして、様々なサ

ービスをお客様にお届けしてまいりました。

クリーンクリーニングサービスもその一環

であり、大変好評を得ております。近年、

クリーンクリーニングの外注委託費用軽減

のため、本サービスをシステムとして供給

をご希望されるお客様が増加してまいりま

した。弊社は、このお客様のご希望にお応

えできるように、クリーンルーム、クリー

ン洗濯機、乾燥機、クリーンベンチ等大型設備から、洗剤、バーコードラベル、包装資材

等消耗品等のすべてとクリーンクリーニングに関するノウハウを弊社が供給させていただ

きます。 

 システム導入の利点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先   INDEX に戻る 

外部委託 

クリーンスーツフード付 450円×1000着×4 回／月＝180 万円 

オーバーシューズ  250円×1000着×4 回／月＝100 万円 

合計 280 万円 

社内クリーニング 

稼動経費   1008円×265回≒26.7 万円 

〔スーツ 4,000 着÷33 着／回≒122回、シューズ 4,000 足÷28 足／回≒143回〕 

人件費    25 万円×2人＝50万円 

合計 76.7 万円 

 

 外注委託費用より安価となりま

す。 

 高年齢者やパートで出来ます。 

 独自のクリーニング品質基準が出

来ます。 

 クリーンクリーニングを自社独自

のシステムにすることも可能で

す。 
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 クリーニング効果 

着用済み無塵衣のクリーニング前発塵量とクリーニング後発塵量の比較 

 

 

※必ずしも効果を保証するものではありません。 

 一般的レイアウト 

クリーニング処理量 1,000set/w を処理する為の標準的なレイアウトです。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レイアウト番号  

②  クリーン自動洗濯機 

③  クリーン自動衣類乾燥機 

④  クリーンシューズ乾燥庫 

⑤  たたみテーブル 

⑥  検査用クリーンベンチ、発塵試験機 

⑦  エアーシャワー 

⑧  パスボックス 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

0.3 0.5 1 2 5

発
塵

量
(ケ

/c
f)

クリーニングの効果

汚染時[クリーニング前] クリーニング後
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 一般とクリーンクリーニングの設備、消耗品に関する比較 

 一般クリーニング クリーンクリーニング 

クリーニング機器 一般洗濯機 

一般乾燥機 

クリーン洗濯機 

クリーン乾燥機 

洗濯用水 市水 

地下水 

ろ過水 

超純水 

洗剤 一般洗剤 PRTR非該当洗剤 

作業環境 一般環境 

着衣自由 

クリーンルーム 

無塵衣 

包装材料 一般リサイクル PE 

解放状態 

クリーンルーム用 PE 

密封状態 

検査 汚れ落ち等目視 タンブラー装置 

[USA,IEST準拠] 

マーキング マーキングタグ バーコードラベル 

IC タグ 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洗濯、乾燥機共に 10kg,20kg,30kg と処理量に見合った、機種をご用意いできます。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先  INDEX に戻る 

クリーンルーム用洗濯機 クリーンルーム用乾燥機 

自動脱気シール機 発塵試験機 
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お問い合わせ先:   

 

下記 E-mail アドレスをクリックいただければ、各地域の営業所に直接お問い合わせいただけま

す。 

 

関東地区のお客様 

クリーンサプライ部 電話 048-931-9445  FAX  048-931-9605 

    E-mail: y-kondo@airtech.co.jp 

 

本 社   電話 03-3872-6611  FAX  03-3872-6615 

     E-mail:  info@airtech.co.jp 

 

他地域のお客様は、最寄りの営業所にお問い合わせください。 

 

仙台営業所  電話 022-268-2881   FAX  022-268-2883 

   E-mail:  sendai@airtech.co.jp 

 

名古屋営業所  電話 052-219-7100   FAX  052-219-7200 

   E-mail:  nagoya@airtech.co.jp 

 

大阪営業所   電話 06-6373-0473   FAX  06-6373-0827 

   E-mail:  osaka@airtech.co.jp 

 

広島営業所  電話 082-568-7522   FAX  082-263-1505 

   E-mail:  hiroshima@airtech.co.jp 

 

福岡営業所  電話 092-553-1288    FAX 092-561-7284 

   E-mail:  fukuoka@airtech.co.jp 

 

南九州営業所  電話 0995-47-7422      FAX  0995-47-7433 

   E-mail:  minamikyusyu@airtech.co.jp 
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