
水処理剤（スーパータッチレスレジ）
●クーリングタワー 

30冷凍トンに1個投入
（3ヶ月間有効）
●腐食、スケール、藻、 
スライム、レジオネラ
を抑制します。

●サイズ…155×101×41㎜

品番 内容量 価格 税込価格
（8％）

EA119-11 160g（1個） 5,000円 5,400円

ドレン系統スライム処理剤（アクタブスR）

1箱価格（6錠入）

● 1.5～4馬力用
●エアコン、室内機
ドレンパン用

●通常ドレンパン
設置用

●スライム、藻、腐食、雑菌の発生を抑制、防止効果
●サイズ…175×46×20㎜

品番 内容量 価格 税込価格
（8％）

EA119-12 40g（1個） 2,270円 2,452円

ドレン系統スライム処理剤（アクタブスEE）

1箱価格（2袋6錠入）

● 2～3ヶ月有効
● 1～1.5馬力用
●スライム、雑菌、
腐食の発生を 
抑制防止

●空調機器（パッケージエアコン等）のドレンパン
の汚れ、排水口の詰まり、悪臭発生の防止

●サイズ…120×55×18㎜

品番 内容量 価格 税込価格
（8％）

EA119-13 27.5g（1個） 3,570円 3,856円

エアコン洗浄用カバー
●天カセ、天吊り共用
●胴回り…

5.2m（ゴム入り）
● 3m排水チューブ付
●材質… 

PEフィルム（0.05㎜）
● 1～3回使用可能

品番 EA115Z-15価格3,300円 税込価格（8%）
3,564円

エアコン洗浄用カバー
●壁掛用エアコ
ン洗浄カバー

●胴回りサイズ…
2.4m

●高さ…1.1m
●排水チューブ…

1.6m
●材質…

 ポリエチレン
（厚み：0.08㎜）

●エアコン幅900㎜まで対応
●伸縮ゴム付きで簡単に装着できます。
● 1～3回使用可能

品番 EA115Z-16価格2,200円 税込価格（8%）
2,376円

エアコン洗浄剤セット

（1セット価格）

●内容量…ムース（200㎖）、リンス（180㎖）
●エアコンの汚れとカビを泡で洗浄、その後リンスで中和します。
●強力な洗浄力により熱交換機のアルミフィンに付着する
たばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。

品番 EA119-7 価格1,650円 税込価格（8%）
1,782円

●強力な洗浄力でアルミフィンに付着した白粉、ガン
コな油汚れ、タバコのヤニ等を簡単に除去します。

●空気清浄機の集塵版にも最適
●メタルブロック効果と被膜形成により、汚れの再
付着を防ぎ、アルミ本来のツヤ・光沢をよみがえ
らせます。

●消臭剤配合でタバコ等の悪臭を軽減します。
●コレクター洗浄時には、反応調整剤配合により、
強力な洗浄力が持続し、経済的です。

●空容器はコンパクトに折りたためます。

● 10～20倍に希釈して
使用

●洗浄時間… 
スプレー洗浄：10分 
ディッピング洗浄： 
 1～5分

強力アルミフィンクリーナー（アルカリ性）

品番 PH 内容量 価格 税込価格
（8％）

EA119-30AA 13.0以上 4.5㎏ 3,800円 4,104円

アルカリ性

● 10～20倍に希釈して使用
●スプレー洗浄し、10分
間放置後、水で充分洗
い流して下さい。

●強力タイプ、アルミフィ
ンクリーナーの欠点で
ある洗浄時のムセを抑
え、作業性をアップした
洗浄剤。

強力アルミフィンクリーナー（アルカリ性）

品番 PH 内容量 価格 税込価格
（8％）

EA119-31 13.0以上 10㎏ 5,520円 5,962円

アルカリ性

●洗浄剤10%希釈液10ℓ
に対し、約600g使用

●無リンタイプで環境面
を配慮し、アルカリ洗浄
剤のPHを中和します。

● EA119-30AA・-30B・-31用

アルミフィンクリーナー中和剤

品番 PH 内容量 価格 税込価格
（8％）

EA119-36 1.8 10㎏ 7,360円 7,949円

酸性

● 5～20倍に希釈して使用
●洗浄後のアルミ質を保
護するリンス剤。

●防錆効果が優れている
ため、白化を防止。

● EA119-30AA・-30B・-31用
●除菌剤配合で除菌効果
をプラス

アルミ用リンス（防錆剤）

品番 PH 内容量 価格 税込価格
（8％）

EA119-38 5.9 10㎏ 7,360円 7,949円

酸性

●使用希釈倍率…原液使用
●エアコン内部のアルミ
フィン・ドレンパン等の
防カビ・抗菌に（※フィル
ターには使用できません）

●カビの発生を抑えること
で、嫌なカビ臭さを抑制。

エアコン用防かび・抗菌コート剤

品番 PH 内容量 価格 税込価格
（8％）

EA922AJ-24A 8.6 2㎏ 13,700円 14,796円

アルカリ性

●紙サイズ…7㎜×5m
●任意の長さで使用できます。
●プラスチックディスペン
サー入

●カラースケール付

ペーハー試験紙

品番 pH測定領域 目盛間隔 価格 税込価格 
（8％）

EA776AR-1 1.0～11.0 1 1,560円 1,685円
EA776AR-2 1.0～14.0 1.0/2.0 1,560円 1,685円

1

ドレンウェイ

（1箱12袋入価格）

●エアコンのドレン
パン用カビ防止剤

● 1袋/0.4㎡（ドレンパン
の面積に対して）

品番 内容量 価格 税込価格
（8％）

EA115A-3 12g（1個） 14,800円 15,984円

●加圧式スプレー
●ホース長…940㎜
●ノズル長…304㎜
●噴霧・噴射調整可能
●材質… タンク：ステンレス 

ノズル：真鍮 
ホース：ゴム

●手元でロックすることで、 
連続吐出可能

［ステンレスタンク］スプレー
（アメリカ）

品番 容量
（ℓ）

サイズ
（㎜）

重量
（㎏） 価格 税込価格

（8％）

EA115MK-1 7.6 ∅200×
340（H） 2.5 16,000円 17,280円

●比重…1.15～1.25
●標準使用濃度…10～20倍希釈
●空調機のアルミフィン・フィル
ターの洗浄に

アルミフィンクリーナー

品番 PH 内容量 価格 税込価格
（8％）

EA119-71 13.0以上 1㎏ 1,480円 1,598円

アルカリ性

● 5～10倍に希釈して使用
●中和剤不要。
●室外機、室内機ともに
使用でき、排水のPHを
気にすることなく洗浄
できます。

●アルミフィンに付着した油
汚れ、タバコのヤニを落と
し嫌な臭いも軽減します。

強力アルミフィンクリーナー（中性）

品番 PH 内容量 価格 税込価格
（8％）

EA119-32 6.7 10㎏ 5,520円 5,962円

中性

●ルームエアコン、小型パッケージ用洗浄剤
●原液のまま噴霧します。
●親水性被膜を傷めません。

アルミフィンクリーナー（ノンガス）

（6本価格）

●内容量…3ℓ（500㎖×6本）
● PH12.7
●スプレーガン1本付

品番 EA115-2 価格8,380円 税込価格（8%）
9,050円

アルカリ性

エアコン洗浄スプレー（防カビプラス）

●内容量…420㎖　●無香性
●スプレーするだけでエアコン内部を
簡単洗浄!

●緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合、
カビの増殖を抑えます。

●アルミフィンの奥まで洗浄できる縦
長ワイド噴射で、すっきり消臭・除菌
します。

●自動お掃除機能付エアコンにも使用
できます。

品番 EA922AH-18A価格 660円 税込価格（8%）
713円

中性
エアコン消臭・除菌剤

●内容量…480㎖
●抗菌剤配合
●スプレーするだけで、簡単に消臭・
除菌が行えます。

●エアコン洗浄後のいやな臭いに対
し、効果的に消臭できます。

品番 EA922AJ-21価格 920円 税込価格（8%）
994円

中性

天カセ・天吊り
タイプ

壁掛け
タイプ

エアコン洗浄・メンテナンス特集
シーズン到来! 本格的な可動の前にエアコンのお掃除・お手入れを！！

●洗浄機能付でお手入れ簡単。ポンプの逆回転によ
り、ノズル・ホース・ポンプ内の液体を排出します。

●ハイパワーな噴霧圧力で直射が4mの高さまで届
きます。

●電源… 
単1電池×6本
（別売）

●ノズル長…960㎜
●サイズ… 

385（W）×170（D）
×325（H）㎜

●噴口は二頭口と
一頭口の切替式

●噴霧量… 
一頭口： 噴霧時0.45ℓ/min、 直噴時0.57ℓ/min
二頭口： 噴霧時0.68ℓ/min、 直噴時0.74ℓ/min

●付属品…
肩掛けベルト、
スポイト

電動スプレー（電池式）

品番 容
量 吐出圧力 重量（㎏） 価格 税込価格

（8％）

5ℓ 0.27MPa 1.5EA115Y-5A 6,910円 7,463円

お問い合わせ先
営業部 TEL.06-6532-6226

#SP18-003※表示価格の有効期限は２０１8年12月末日までとなります。
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排水管

排水管

排水管

排水溝へ

床下

冷凍・冷蔵庫内

品番 パイプサイズ 高さ 価格 税込価格
（8％）

EA455B-0 25A 215㎜ 9,410円 10,163円
EA455B-1 32：40A 215㎜ 9,410円 10,163円
EA455B-2 50：65A 247㎜ 10,750円 11,610円
EA455B-3 80A 273㎜ 12,000円 12,960円
EA455B-4 100A 297㎜ 15,500円 16,740円
EA455B-5 125A 332㎜ 18,450円 19,926円

B BB

〈用途〉
●空調機、温水器の排水管、業務用冷
蔵庫及び冷凍ショーケースの排水
管、貯水槽のオーバーフロー管等に
取り付けることにより、外気侵入防
止、悪臭カット、害虫、小動物の侵入
防止などの効果が得られます。

●オゾンや紫外線の環境での使用が可能

一般型 耐候型

EA455BB-25 25A 215㎜ 10,350円 11,178円
EA455BB-40 32：40A 215㎜ 10,350円 11,178円
EA455BB-65 50：65A 247㎜ 11,650円 12,582円
EA455BB-80 80A 273㎜ 13,500円 14,580円
EA455BB-100 100A 297㎜ 18,300円 19,764円
EA455BB-125 125A 332㎜ 22,000円 23,760円

品番 パイプサイズ 高さ 価格 税込価格 
（8%）

伸縮ロングクリーナー

品番 ブラシサイズ（㎜） 全長（㎜） 価格 税込価格 
（8％）

EA928AL-8 115×310 約1400～3100（3段伸縮） 4,400円 4,752円
●材質… 毛先：ポリプロピレン、柄：アルミ、グリップ：ABS樹脂
●毛先の角度を自由に変えられます。　●毛先が曲がるので、見えない裏側のお掃除に簡単。
●特殊繊維で細かいホコリまでしっかりキャッチします。

●家庭用全メーカー対応 
（ノズル内径∅32～37㎜対応）
●全長…650㎜ 
●材質…本体：ポリプロピレン、ブラシ：馬毛 
●掃除面にフィットし、自由に角度が変えられる 
フリーアングルブラシで、凸凹面がある欄間や 
エアコンの吹き出し口の汚れがカンタンに 
落とせます。

● 3段階に調節可能なロングノズル。 

掃除機用すき間ノズル

品番 ブラシサイズ 毛丈 価格 税込価格 
（8％）

EA899-42 82×25㎜ 20㎜ 2,500円 2,700円

ベーン式風速・風温・湿度計
（ドイツ）

●測定範囲… 風速：0.4～20m/s、 
温度：－10～50℃、 
湿度：5～95%RH
●分解 能… 

風速：0.1m/s、
温度：0.1℃、 
湿度：0.1%RH

●測定精度… 風速：±（0.2m/s＋測定値の2%） 
温度：±0.5℃、湿度：±2.5%RH

●電源…単4電池×2本（付属）
●サイズ…46×25×133㎜　●重量…69g
●ポケットサイズの為、非常に小さく、常時携帯でき、
現場での計測に最適です。

品番EA739AM価格21,000円 税込価格（8%）
22,680円

風速 温度 湿度

デジタル温度計［伸縮空調センサー付］
●センサー…Kタイプ熱電対
●分解能 （本体）… 

0.1℃（－199.9～199.9℃）、 
1℃（その他）

●精度（本体）… 
－199.9～－0.1℃：±（0.1%rdg＋0.6℃）、 
0.0～＋100.0℃：±（0.1%rdg＋0.3℃）、 
＋100.1～＋199.9℃：±（0.1%rdg＋0.3℃）、 
＋200～＋1370℃：±（0.2%rdg＋0.5℃）

●防水…本体：IP67準拠

●機能… データホールド、最大・最小値表示、 
オートパワーオフ

●電源…単4電池×4本（付属）
●サイズ… 本体：70（W）×40.5（D）×180（H）㎜ 

センサー：∅7（先端）×217～907㎜ 
コード長：1m

●重量…200g
●付属品… 空調用伸縮温度センサー×1本、 

リストストラップ

品番 測定範囲 価格 税込価格 
（8％）

EA701BB-102 －40～200℃ 26,000円 28,080円
●全長…102㎜ 
●材質…本体：ポリプロピレン、ブラシ：馬毛 
●ヘッド部回転式 
●エアコンのフィルターや網戸のお掃除に。

掃除機用網戸ブラシ

品番 ブラシサイズ 毛丈 価格 税込価格 
（8％）

EA899-41 ∅58㎜ 10㎜ 3,800円 4,104円

●家庭用全メーカー対応
（ノズル内径∅32～37
㎜/吸込仕事率300W以
上のクリーナー対応） 

● 2点温度同時測定・温度差測定可能

フィンクリーナーセット

品番 EA109WZ価格9,750円 税込価格（8%）
10,530円

〈セット内容〉
● 138㎜ フィンブラシ
● 320㎜ フィンクリーナーブラシ
● 160㎜ フィン修正用プライヤー
●エアコン洗浄スプレー　●工具箱（クリアー）
●ケースサイズ…347×167×119㎜

●全長…430㎜
●ドレンホースのつまりを取り除きます。

サクションポンプ（ドレンホース用）

品番 適合ホース内径 価格 税込価格
（8％）

EA340WH ∅14㎜・∅16㎜ 1,230円 1,328円

エアコンフィルター

●吸気口に貼るだけの為、エアコンに負担をかけず、
空気の汚れをキャッチします。

●フルテクト加工により、ウイルスを捕獲し、働きを
抑制します。

●フィルターの裏面がシールの為、簡単装着出来ます。

品番 サイズ
（㎜） 価格 税込価格

（8％）

EA997PN-1 570×570 2,380円 2,570円
（2枚入価格）●材質…フルテクト加工

　　　ポリエステル繊維（再生PET）

●カベ穴と配管のすき間埋めに

●耐久性、防水性に
優れています。

エアコンパテ

品番 内容量 色 価格 税込価格
（8％）

EA934KD-1 1㎏ ライト 
グレー 1,500円 1,620円

フィンストレーナー
●樹脂製

●エアコン・冷凍機のフィン修正および清掃に 
ご使用下さい。

●サイズ（ピッチ）8・9・10・12・14・15（25.4㎜の間の数）

品番 EA109 価格 970円 税込価格（8%）
1,048円

ドレンホース

品番 仕様 価格 税込価格
（8％）

EA997 ― 3,800円 4,104円
EA997AC-14 高耐候性 4,000円 4,320円

997

AC-14

●ホースサイズ…内径：14㎜
外径：19㎜

●全長…50m

●材質…耐候安定剤配合ポリエチレン
● AC-14は耐紫外線性能に優れています。

●ホース内径…16㎜
●約3倍の伸縮性能で長さ調節が可能。また伸縮す
る為、どのような曲げでもつぶれにくいです。

●耐候性ドレンホース使用

伸縮式ドレンホース

品番 全長（㎜） 価格 税込価格
（8％）ホース 保温材

EA997AS-16 約1300～4000 約1300 1,250円 1,350円

●材質…ホース：PE
保温材：発泡PE

ルームエアコン用エアーカットバルブ

●適合ドレンホース内径…14・16㎜ ●全長…74㎜
●ドレンホースからの外気侵入を逆止弁がシャット
アウトし、エアコンからのポコポコ音の発生を防
止します。

●ドレン水が流れるとき以外は弁が閉じている為、
悪臭や虫の侵入も防止します。

品番 EA455A-1価格 990円 税込価格（8%）
1,069円

フラットノーズプライヤー（アルミフィン修正用）
●全長… 

 160㎜
●スチール製

●特にアルミフィン修正用
に設計しました。

●先端部の内、外面がバフ
仕上げの為、相手を 
傷つけません。

●先端サイズ…20×0.5（t）㎜

品番 EA542B 価格4,790円 税込価格（8%）
5,173円

フィンクリーナー［ステンレス製］

線径0.8㎜。2段になっています。

●全長…150㎜　●ステンレス製
●フィン清掃用です。
●ベルトをスライドさせることにより硬さ調整が
できます。

●先端幅…約25㎜

品番 EA109T 価格 500円 税込価格（8%）
540円

（側面図）

●コンデンサーの外面の清掃やフィルターの掃除
など多目的に使えます。

●材質…ポリエチレン

コンデンサーブラシ
（アメリカ）

品番 サイズ（㎜） 価格 税込価格 
（8％）ブラシ 毛丈 全長

EA928BB-3 5×70 52 168 330円 356円

●サイズ…220（W）×16（D）×35（H）㎜
●エアコン・ルーバーの吹出口に付けるだけで、 
除菌・消臭が出来ます。

除菌･消臭剤（エアコン用）

品番 仕様 内容量 価格 税込価格
（8％）

EA997MZ-51 本体 20g 2,000円 2,160円
EA997MZ-52 詰替え 20g 1,360円 1,469円

51

●用途… エアコン、空気清浄
器、除湿器等に

㎜
㎜

110×330
2000 （最大時）

●ヘッドが

●全長…
●ブラシサイズ…

180°動きます。
●材質… 毛：ポリプロピレン・導電繊維、柄：アルミ
●静電気を除電し、その後、帯電しにくくします。

伸縮クリーナー［除電］

品番 EA928AY-1 価格3,790円 税込価格（8%）
4,093円

空調用2点計測デジタル温度計

吸込口、フラップに取付やすい
【ワニ口クリップタイプ】

●吐出口と吸入口の温度差を即時に表示できます。　
●測定範囲…－50～100℃　

●分解能…0.1℃　●測定精度…±1℃（－50～40℃環境）
●電源…3Vリチウム電池（CR2032）×1個（付属）　
●プローブ長…∅1.4×2.8×1500㎜
●データホールド、オートパワーオフ付・MIN/MAXメモリ機能・手帳ケース付

●先端はワニ口クリップ

品番 EA701BB-1 価格 7,000円 税込価格（8%）
7,560円

ボタン1つで即エアコン診断！ボタン1つで即エアコン診断！

吸込み温度と吹出し温度が同時に計測可能吸込み温度と吹出し温度が同時に計測可能

差温の表示が可能差温の表示が可能

オリジナル


