874

993000010

食品製造現場における衛生管理に
874-03 アルボース
アルコール製剤
アルサワー 4L

入数

入数

993000020

993000030
成分

厨房内における衛生管理、
施設・設備や器具の除菌・ウイルス除去に！ 防カビにすぐれたキキメを発揮
874-04 アルボース
874-05 アルボース
ウイルスマッシュ 4L
除菌アルコール
入数
アルチェック 400 ㎖

ひどい汚れもスッキリ洗浄 !!
3 倍濃縮タイプで経済的 !!
874-06 アルボース
中性洗剤
アルファイン C 4kg

入数

入数

993000050

993000060

874-08

アルボース
油汚れ用強力洗浄剤
パワーザック 4kg

874-07

アルボース
台所用中性洗剤
アルファイン T‑5 1kg

成分 陰イオン系界面活性剤（31.4 ％）、非イオン系
界面活性剤（20.0 ％）、有機ビルダー（4.1 ％）
用途 食器、調理器具、野菜などの洗浄
使用方法 水 1L に対して 0.5 ㎖
※ 3 倍濃縮タイプの経済的な中性洗剤です。

スチームコンベクションオーブン庫内の
汚れをスッキリきれいに！
874-09 アルボース
スチコンスーパー 4kg
入数

993000100

入数

清 掃
清清
掃掃 用
用用 品
品品品

成分 エタノール（58.00 ％）
、グリセリン脂肪酸エ 成分 政府専売アルコール 1 級エチルアルコール
、フィチン酸（0.05 ％）
、グリセ
、精製水（25V％）
ステル（0.3 ％）
（75V％）
リン
（0.2 ％）
用途 ショーケース、冷蔵庫、食器棚、調理機器、食
、
精製水
（41.45 ％）
用途 調理用具、調理機器類の除菌や、食品の品質保持
器、
トレイなどの除菌
使用方法 調理用具、機器類はよく洗浄、すすぎをし 使用方法 清 掃 後、す み ず み ま で く ま な く ア ル
水分を拭き取ったのち、全体に噴霧する。
チェックをスプレーして下さい。
まな板・ふきん・調理器具・流し台・三角コーナー・
しつこい油汚れや
冷蔵庫の持ち手の除菌、ウイルス除去や食品の品
質保持にご使用ください。
焦げ付きをザックリ落とす

厨 房 用 品

エタノール
（68.00 ％）、グリセリン脂肪酸
エステル（0.2 ％）、乳酸ナトリウム（0.1 ％）、
グリシン（0.07 ％）、精製水（31.63 ％）
用途 食品工場・飲食店・病院・スーパーマーケッ
ト・給食センター等の食品関連エリア
使用方法 原液のままスプレーし、または浸漬し
てお使いください。
エタノールを主成分とし、調理器具の除菌、食品の
品質保持を目的とする安全性の高い食品添加物ア
ルコール製剤です。

ウェディング

成分 イソプロピルメチルフェノール
（有効成分） 成分 有効成分：塩化ベンザルコニウム
その他成分：POE ヤシ油脂肪酸エタノール
石鹸素他、イソプロピルアルコール、ヤシ油
アミド、
ヤシ油脂肪酸ジェタノールアミド、
脂肪酸ジエタノールアミド、エチレンジア
エデト酸塩、メチルイソチアゾリノン、
ミン四酢酸四ナトリウム（エデト酸塩）、法
メチルクロロイソチアゾリノン
定色素、
水
効能・効果 皮ふの洗浄、殺菌、消毒
効能・効果 皮ふの洗浄、
殺菌、
消毒
本品の 5 〜 20 倍に希釈した液を適量手
用法
・
用量
用法・用量 本品の 7 倍〜 10 倍に希釈した液を適量
にとり、よく泡立てて、皮ふの洗浄に
手にとり、よく泡立てて、皮ふの洗浄
使用したのち、洗い流す。
に使用したのち、
洗い流す。

993000040

製 菓 用 品

植物原料の石鹸液で地球環境にやさしい製品です。 すぐれた殺菌・消毒効果と洗浄力
874-02 アルボース
874-01 アルボース
手洗い石けん液
石鹸液 iG‑N 4kg
入数
A2 グリーン 4kg

993000090

入数

993000070
専用希釈容器 5 ℓ 993000080

卓 上 用 品

成分 界面活性剤（65％：直鎖アルキルベンゼンスルホン酸 成分 アルカリ剤、溶剤、界面活性剤、安定化剤 成分 界面活性剤、溶剤、カルボン酸塩、水酸化ナ
ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、 用途 壁、タイル、レンジ、グリドルなどの焼き
トリウム
脂肪酸アルカノールアミド）、可溶化剤、水軟化剤
付いた油汚れ落としに
液性 アルカリ性
液性 中性
使用方法
スチコンスーパーは、作業性を考慮し、臭いを抑
用途 野菜、
果物、
食器、
調理器具などの洗浄
軽い油汚れ… 100 〜 500 倍希釈
えたムセにくい製品です。スチームコンベク
使用方法 水 1L に対して 0.2 〜 0.4 ㎖
普通の油汚れ… 10 〜 100 倍希釈
ションオーブン庫内のしつこい汚れに対し、豊か
※ 5 〜 7 倍濃縮タイプの経済的な中性洗剤です。
焼き付いた鉄板やひどい油汚れ…原液〜 10 倍希釈 な泡立ちと強力な洗浄力で、スッキリきれいに洗
いずれの場合にも 1 時間〜一昼夜浸漬、又は 浄します。
泡スプレー容器にて噴霧し、数分間放置後、ブ
厨房の衛生管理には、
ラッシング洗浄し、流水にてすすぐ。すすぎ後、
洗浄と殺菌が決めてです
鉄板はサビ発生防止のため、すぐに水を拭き取
AN 型
CN 型
F型
り、
油を塗布してください。

874-10

入数

993000110

874-13

高さ
重量
（mm） （g）

78×78×188 105 993000160

874-14

次亜塩素酸ナトリウム（塩素系）、水酸化ナトリウム 874-12 アルボース
アルカリ性
石鹸液容器
マナ板、フキンの漂白・除菌…300 倍希釈にて、
10
容量
分以上浸漬後、流水ですすぎ乾燥。
（㎖）
野菜、果物類の除菌… 600 倍希釈にて、10 分浸漬 AN 型（ビス固定タイプ） 800 993000130
後、流水ですすぐ。
CN 型（接着タイプ）
500 993000140
タワシ、ブラシ類の除菌・除臭…300 倍希釈にて、
F 型（蛇口取付タイプ） 500 993000150
5 分浸漬後、
流水ですすぎ乾燥。
排水溝、ゴミバケツの除菌・除臭… 300 倍希釈液
をつけたブラシでよく洗浄後、流水で洗い流す。

アルボース 石鹸液用
JAC ポンプボトル
容量
（ℓ）

ボトル・ホルダーセット 1 993000180
ボトル単品
1 993000170
ホルダーセット内容
JAC ボトルホルダー 1 ケ
カールプラグ・ビス 各4本
ポンプボトル 1本（G-N 用）

874-15

アルボース アルコール用
JAC スプレーボトル
容量
（ℓ）

ボトル・ホルダーセット 1 993000200
ボトル単品
1 993000190
ホルダーセット内容
JAC ボトルホルダー 1 ケ
カールプラグ・ビス 各4本
ポンプボトル 1本（アルサワー用）

集

アルボース
泡ハンドソープボトル
500 ㎖

成分
液性
用途

資 料

成分 界面活性剤
（陽イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤）
液性 中性
用途 調理用具、調理機器、床、カート、冷蔵
庫、
テーブル等などの除菌、
洗浄
使用方法 スポンジ、タワシ、履物などは 100 倍
希釈液に浸漬・清拭・ブラッシング
調理器具、機器、床、カートなど 300
倍 希 釈 液 を 噴 霧・浸 漬・清 拭・ブ
ラッシング

993000120

店 舗 用 品

アルボース 除菌・洗浄剤 「ヨゴレ」消滅、
「キレイ」
復活
サニタイザー C 4kg
アルボース
キレーネ 6 ％ 5kg
874-11
入数

