《 2018上期 製品仕様・見積書 》

㈱ヒューマンシステム 販売推進事業部

洗剤能力 シリーズ

ダイヤモンドパッド シリーズ

ボディケア

衣類ケア シリーズ

洗剤能力 PRO
スプレー本体

洗剤能力 PRO
詰替パック

洗剤能力 PRO
ウエットシート

洗剤能力
酸性水あか
クリーナー

ダイヤモンドパッドS2

ダイヤモンドパッドS

ダイヤモンドパッドH

ダイヤモンドパッドM

ダイヤモンドパッドF

水あか・うろこ
防止スプレー

ピカットクリーン

サンドクロス

CHS 薬用
ボディソープ

UV・撥水
シャットアウト

しみとり
マイクロブラシ

用途

住居用多目的洗剤

住居用多目的洗剤

住居用多目的洗剤
薬液入りウエットシー
ト

湯あか水あか
水廻り用クレンザー

鏡・ガラス用
研磨材

鏡・ガラス用
研磨材

陶器・タイル用
研磨材

ステンレス・金属用
研磨材

人工大理石・FRP用
研磨材

防汚・撥水
コーティング剤

水廻り用
研磨材入りスポンジ

布タワシ

薬用ボディソープ

繊維製品用
UV・撥水・
防汚加工剤

繊維製品用
シミ取りブラシ

定価（税抜）

¥743

¥562

¥385

¥933

¥2,700

¥1,500

¥1,500

¥1,500

¥1,500

¥467

¥562

¥570

¥500

¥933

¥695

JAN

45-24963-01101-0

45-24963-01102-7

45-24963-01104-1

45-24963-01105-8

45-24963-01035-8

45-24963-01032-7

45-24963-01033-4

45-24963-01022-8

45-24963-01084-6

45-24963-01110-2

45-24963-01055-6

45-24963-01206-2

45-24963-02001-2

45-24963-01010-5

45-24963-01090-7

ITF

145-24963-01101-7

145-24963-01102-4

145-24963-01104-8

145-24963-01105-5

145-24963-01035-5

145-24963-01032-4

145-24963-01033-1

145-24963-010225

145-24963-010843

145-24963-01110-9

145-24963-01055-3

145-24963-01206-9

145-24963-02001-9

145-24963-01010-2

145-24963-01090-4

規 格

500ml

500ml

10枚入

200ｇ

研磨面（40×50mm）
スポンジの厚さ
（25mm）

研磨面（20×50mm）
スポンジの厚さ
（25mm）

研磨面（20×50mm）
スポンジの厚さ
（25mm）

研磨面（20×50mm）
スポンジの厚さ
（25mm）

研磨面（20×50mm）
スポンジの厚さ
（25mm）

50ml

W150×H230×D10
（１枚）

W100×H810×D1
（1枚）

500ml

150ml

研磨面（20×50mm）
スポンジの厚さ
（25mm）

ｹｰｽ入数

24

24

30

24

24

24

24

24

24

96
（内箱24×4）

72

72
（8個×9台紙）

24

24

54
（9個×6台紙）

単品ｻｲｽﾞ

W85×H238×D50

W110×H225×D73

W123×H225×D13

W72×H169×D35

W85×H186×D30

W85×H185×D28

W85×H185×D28

W85×H185×D28

W85×H185×D28

W60×H175×D33

W110×H193×D27 W135×H170×D35mm W135×H205×D70

W55×H179×D55

W60×H130×D27

ｹｰｽｻｲｽﾞ

W400×H260×D280

W460×H240×D370

W365×H235×D215

W325×H180×D238

W370×H120×D200

W370×H95×D195

W370×H95×D195

W370×H95×D195

W370×H95×D195

W510×H180×D265

W410×H360×D340 W560×H300×D320mm W514×H212×D300

W327×H189×D229

W450×H190×D230

単品重量

580g

520g

96ｇ

227g

25ｇ

12ｇ

12ｇ

12ｇ

12ｇ

65g

230ｇ

10ｇ（台紙115ｇ）

品 名

商品

21g

7012g
ｹｰｽ重量

14700g

13500g

3480ｇ

5800g

800ｇ

440g

440g

440g

440g

●人と環境に優しい、天
然植物原料に更にユー
カリ・オレンジオイルにサ
トウキビ抽出液の消臭効
果を強化配合。
●プロ用の強力な洗浄
力と抜群の安全性。
●多目的に希釈して使
える経済性。
●優れた除菌効果・2度
拭き不要。

●お買い得な500ｍｌパッ
ク。
●必要な量だけ使えて
希釈に便利なネジキャッ
プ付。

●弊社製品「洗剤能力
PRO」の薬液を染込ませ
たウエットシートです。
●汚れ落ちが良く、薬液
の原料は天然植物原料
を使用しているので、安
全性が高く冷蔵庫やレン
ジの中から小さなお子様
やペット廻りも安心してご
使用いただけます。
●多用途に使用出来
て、二度拭き・水拭きが
不要です。
●厚手のシートなので、
汚れをしっかりキャッチし
ます。

●水廻りの陶器・FRP・ク
ロームメッキ・ステンレ
ス・鏡・タイルなどの･水
あか汚れを強力除去。
●万能系のアルカリ洗
剤で落とせない無機質な
汚れに強い酸性水あか
専用クリーナーです。酸
性化をクエン酸・リンゴ酸
使用で、素材・手肌・環
境に配慮し、更に超微粒
子でキズが付きづらい、
高性能水あかクリーナー
です。

●Sタイプの業務用タイ
プ。研磨面が2倍になり、
広範囲の研磨に向いて
おり、耐久性も長くなりま
す。

●浴室の鏡やガラスの
従来の専用クレンザー
や市販研磨材では落と
しきれなかった頑固汚れ
を簡単に落せる。人工ダ
イヤを特殊加工したプロ
専用ツール。
●高価な業務用を家庭
用にコンパクトサイズに
し、お求め易くました。
●キズが付きづらいタイ
プでは最強の研磨効果
が有り、業務用・市販の
販売実績ではNo,1 の高
いシェアを持っていま
す。

●陶器やタイルの水あ
か・シミ汚れ、便器の輪
ジミ・尿石などの頑固な
汚れを、強力に研磨でき
ます。
●業務用でも研磨力は
評価が高く、通常の耐水
ペーパーのような深いキ
ズがつきづらいので、汚
れの再付着も抑えられま
す。
●ガラス用に比べ非常
に研磨力が強く汚れを削
り取るタイプの研磨ツー
ルです。

●なべやステンレスのレ
ンジ付近などのこげ・焼
けを強力に研磨できま
す。
●従来のクレンザーや
専用たわし・金たわしで
は落としきれない汚れ
が、人工ダイヤの超微粒
子で研磨でき、キズが少
なく強力に落とせます。

●従来のダイヤモンド
パッドで磨けなかった『人
工大理石・FRP（強化プ
ラスチック）』素材の浴
槽・流し台・洗面台等の
トップ面に固着した水垢
汚れに使用する事が出
来ます。
●洗剤やクレンザー等で
落としきれない無機質な
水あか汚れを強力に研
磨できます。

有り

有り

有り

2,362

1,314

1,314

備 考

有り

店頭用動画
希望売価
（税抜）

665

475

304

838

内箱120×260×177
1658ｇ
●鏡・ガラス・陶器・タイ
ルなどの水廻りを、皮膜
がガラス表面を強力防
護し、水あか・ウォーター
スポットなどの防汚・撥
水・カビ防止効果があり
ます。
●シリコンとフッ素配合
により、優れたコーティン
グ・撥水効果と長期間持
続力があります。
●ダイヤモンドパッド等
の洗浄後の後処理に最
適。『ダイヤモンドパッド』
シリーズ展開。

29ｇ

550g

3300ｇ
2130g
●本製品は、蛇口・浴
槽・ステンレス流し台・食
器類等の水廻りのクリー
ニング、洗浄に最適。
●ナイロン不織布に砥
粒を含浸した弾性のある
研磨材です。
●他の研磨材と比較し
て柔軟性が高いので複
雑な面にも平均してなじ
み、均一な研磨面が得ら
れます。
●使いやすい大きさに、
ハサミで切って使用でき
ます。
●頑固な汚れは洗剤や
クレンザーと併用でＯＫ。

内箱（吊下）345ｇ
W290×H700×D37

1030g
13500g

●金属タワシにかわる布 ●殺菌成分（ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒ ●衣類や布製品にスプ
タワシ!!
ﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ）配合で汗の レーするだけで簡単に
臭い・体臭の発生やにき UV・撥水・防汚加工でき
●布で出来ているので びを、香りのマスキング る画期的なマルチ機能
肌に優しく、金属片が手 ではなく元から殺菌して スプレーです。●肌に有
に刺さったり・切ったりと 防ぎ、肌を清潔に保ちま 害な紫外線（UV―A・B
いった心配がありませ
す。
波）を最大約90％前後ま
ん。
●天然植物原料の肌に でシャットアウト●優れた
優しい洗浄成分。
撥水・防汚効果は、雨・
●劣化してきた場合に ●ソフトな泡立ちで、洗 雪・泥汚れを強力ブロッ
は、燃えるゴミとして処理 い上がりもさっぱり。
ク。●今まで無かった、
が出来ます。
●お買得な500mlパッ
秋冬の紫外線対策に有
ク。
効で一年中使えます
●抗菌仕様!!

有り
1,314

1,314

379

512

5800ｇ

554

379

台紙サイズ
200×630×29
●今まで無かった最先
端の極細毛のマイクロブ
ラシが、繊維の隅々まで
汚れをかき出します。
●シミ取り洗剤では落ち
ない、泥・墨・鉛筆カスな
どの無機質な汚れに特
に有効です。
●クリーニング・洗濯機
では落としきれない汚れ
の前処理に。
●ブラシがやわらかく、
繊維を傷めにくい。

有り

有り

760

598

