ホテル・宿泊施設向け製品
用途・目的に応じた製品のご提案例
※ 以下は、用途・目的別の製品提案の一例です。
※ 掲載製品以外にも多数のアイテムをご用意しております。詳細は営業担当までお問い合わせください。

菌・ウイルス・カビ対策（日常管理、定期・特殊管理）
客室・ホール（悪臭対策、一般清掃、トイレ・水回り清掃）
調理場（調理台、什器、床、食器、調理器具等の日常管理）
保護コーティング（施設全般の、床、什器備品、内装）
特殊用途（嘔吐物処理・空室の排水管悪臭対策）

菌・ウイルス・カビ対策（日常管理、定期・特殊管理）
１

日常管理

２

ジアのチカラ（濃縮・ストレート）

定期・特殊管理
面白いほどカビが生えない GOLD

独自の特許技術で、ウイルス・細菌・

室内全体やエアコン内部の人に安全な

真菌に高い効果を発揮する、安全な高

防カビ処理剤。簡単エアゾールタイプ

機能除菌水

ジアのチカラ（食品添加物殺菌料）
食品や調理施設の殺菌に使える、食品

フリップフラップ消毒
温浴施設のレジオネラ対策

衛生法の規定に合致した、食品添加物
殺菌料製剤規格の「ジアのチカラ」

低コストでレジオネラリスクをゼロに
できる、画期的な特許技術。

空気のおそうじ液（濃縮）

気化式・超音波式の加湿器、空気清浄

機の加湿水としてウイルス・細菌・真
菌対策に高い効果を発揮

3

カビ除去・防カビ施工

ジアのチカラ製造装置レンタル

カビ処理革命（施工）

超・低ランニングコストで製造可能な

徹底的に除去し、施設が蘇る施工

食品添加物規格の「ジアのチカラ」を、
製造装置を、低価格のレンタルで提供

独自特許技術による諦めていたカビを
檜風呂のカビ処理も可能

客室・ホール（悪臭対策、一般清掃、トイレ・水回り清掃 ）
１

３

悪臭対策（日常管理）

２

一般清掃

アクアテクノ 400（芳香消臭剤）

アクアテクノ 500（多目的洗剤）

主体で、特にタバコ臭に効果を発揮。

原料主体で安全性が高く、手肌に配慮。

安全性の高い室内用消臭剤。植物成分

多用途に使える多目的洗剤。植物由来

薄めて使用する濃縮タイプで経済的

薄めて使える濃縮タイプで経済的

ジアのチカラ（安全な除菌水）

アクアテクノ 550（強力多目的洗剤）

真菌に高い効果を発揮する、安全な高

原料＋グリコール溶剤で、安全性と汚

独自の特許技術で、ウイルス・細菌・

多用途に使える多目的洗剤。植物由来

機能除菌水

れ落ちを両立。濃縮タイプで経済的

アクアテクノ布地用消臭ブースター

アクアテクノ 1200（保護・光沢剤）

など布製品の悪臭問題を根本から解

ワンステップで完了。抜群の高光沢・

あきらめていたフキンや雑巾、調理着

家具・什器の汚れ落としと保護光沢が

決。粉末タイプの強力・除菌消臭剤

撥水・防汚効果で、指紋もつきにくく

トイレ・水回り（日常清掃）
アクアテクノ浴室用（浴室用洗剤）
浴室や浴槽に付着した皮脂や石けんカ

４

トイレ・水回り（定期・特殊清掃）
アクアテクノ G&M
（ガラス・鏡専用クレンザー）

ス等の汚れをしっかり除去。適度な粘

数種の超微粒子研磨剤、酸の特殊配合

アクアテクノトイレ用（トイレ用洗剤）

アクアテクノ 200（強酸性洗浄剤 ）

な尿汚れも強力分解。適度な粘性で男

れを強力除去する強酸性洗浄剤。とに

性で汚れにしっかりと作用

でキズを付けずにキレイに落とす

ミントの香りのトイレ洗浄剤。ガンコ

カルキ・黒ずみ・サビなどの手強い汚

子便器の縦面にもしっかりと作用

かくしっかり汚れを落としたい箇所に

アクアテクノ尿石クリーナー

トイレの臭い・黒ずみ・黄ばみ用強力

酸性洗浄剤。固着した尿石も強力分解。
有機酸で配管や浄化槽を傷めにくい

アクアテクノ 900
（排水口・カビ用強力洗浄剤）
排水パイプの詰まり・汚れを一発解消。
即効性がある液状タイプで、床など広
い面のカビ取りにも使用可能

調理場（調理台、什器、床、食器、調理器具等の日常管理 ）
１

調理台・什器まわり・床面等の日常清掃
アクアテクノ 500（多目的洗剤）

多用途に使える多目的洗剤。植物由来

原料主体で安全性が高く、手肌に配慮。
薄めて使える濃縮タイプで経済的

パウダー Z ブルー

床面、フライヤーや焼き網などの調理
器具、機械部品など、幅広く使用でき

るアルカリ性粉体洗浄剤。安全性が高
く、泡切れが良くすすぎが簡単

２

アクアテクノ 550（強力多目的洗剤）
多用途に使える多目的洗剤。植物由来

原料＋グリコール溶剤で、安全性と汚
れ落ちを両立。濃縮タイプで経済的

厨房・床用クリーナー

バイオ酵素の力で、厨房や床のしつこ

い 油 汚 れ を 強 力 除 去 す る 中 性 洗 剤。
PRTR フリーの環境配慮型

食器・調理器具等の日常清掃
アクアテクノ 300（焦げ専用強力洗浄剤）

ドラクリーン（菓子類の焼け焦げ洗浄剤）

カリ性洗浄剤。経済性重視の事業所に、

強アルカリ性超強力洗浄剤。熱した鉄

油汚れに優れた効果を発揮する強アル
特にオススメ

菓子類の焼け焦げ汚れに威力を発揮。
板に使用してもムセない特殊処方

パウダー Z ピンク

麺釜クリーナー

ヤー・焼き網などの調理器具から床面

付着する灰汁を強力洗浄するゆで麺釜

強アルカリ性の超強力洗浄剤。フライ
まで、苛性ソーダの代替品として

うどん、そば、中華めん等のゆで釜に
専用洗浄剤。

パワフルスーパーウォッシュ B

キッチンスタジアム 500

油を分解。落ちにくい動物性脂肪汚れ

用中性洗剤。手荒れしにくく、一斗缶

食器洗浄機用強力洗浄剤。酵素の力で
もきれいに除去

ホワイトトップ６

食品添加物 6％次亜塩素酸ナトリウム

（低食塩タイプ）
。まな板やフキンやお
しぼりの除菌・除臭・漂白に

５倍に薄めて使う超濃縮タイプの食器
に比べ、省スペースでの保管が可能

ホワイトトップ 12

食品添加物 12％次亜塩素酸ナトリウム

（低食塩タイプ）
。まな板やフキンやお
しぼりの除菌・除臭・漂白に

保護コーティング（施設全般の什器備品・内装、床面）
１

撥水・防汚・保護コーティング（什器・備品・浴室の鏡・送迎車）
アクアテクノ 1400（撥水・防汚コート）

アクアテクノ 1200（汚れ落とし＋防汚）

が 簡 単 に で き る 特 殊 イ オ ン 撥 水 剤。

ワンステップで完了。抜群の高光沢・

素材の質感を変えずに撥水・防汚処理
キッチンシンク・浴室・トイレなどに

撥水・防汚効果で、指紋もつきにくく

くもりブロック（浴室鏡の曇り防止）

アクアテクノ 1100（カーワックス）

期間持続し、水滴や水あかなどの汚れ

き、光沢のある仕上がりに。希釈して

浴室鏡の曇り止め。曇り止め効果が長
を付きにくく

2

家具・什器の汚れ落としと保護光沢が

洗浄とポリマー WAX 加工が同時にで
スプレー使用すれば、作業性抜群

床ワックス
アクアテクノ 1000（高性能床ワックス）

アクアテクノ 1001（マット仕上げ）

イプのフローリングワックス。作業性

ローリングワックス。すぐれた耐久性

アクリル＋ウレタン高重合の高光沢タ
も抜群。水に強く、耐久性が高い

自然な風合いのナチュラルタイプのフ
で、ナチュラルな質感が長期間持続

アクアテクノ 1002（天然洗浄ワックス）

アクアテクノ 1300（強力剥離剤）

できる、１００％天然成分で作られた

イプで経済性に優れ、コスト重視のお

適度に木材を保護すると同時に洗浄も
安全な日常手入れ用床ワックス。

強アルカリ性ワックス剥離剤。濃縮タ
客様に。滑りにくく、作業性も良好

特殊用途（嘔吐物処理・空室の排水管悪臭対策）
１

撥水・防汚・保護コーティング（什器・備品・浴室の鏡・送迎車）
ノロパウダー、ノロ対策セット

かけてサラサラ

行政が推奨する 1000ppm の次亜塩素

嘔吐物を約１０分でサラサラに する、

らの食中毒感染を阻止

すばやく吸着し、菌の発生を抑制

酸ナトリウムが正確に作れ、嘔吐物か

ピュアブロック

空室の排管からの悪臭を防ぐ特殊洗

剤。封水の蒸発を防止する特許技術で、
約半年間配管からの悪臭を防止

高性能処理剤。水分やイヤなニオイを

飲食・食品工場向け製品
用途・目的に応じた製品のご提案例
※ 以下は、用途・目的別の製品提案の一例です。
※ 掲載製品以外にも多数のアイテムをご用意しております。詳細は営業担当までお問い合わせください。

菌・ウイルス・カビ対策（日常管理、定期・特殊管理）
製造室（調理台、什器、床、食器、調理器具等の日常管理）
日常管理（一般清掃、悪臭対策、トイレ・水回り清掃）
特殊用途（嘔吐物処理・ラベルはがし・カビ処理施工）

菌・ウイルス・カビ対策（日常管理、定期・特殊管理）
１

日常管理
ジアのチカラ（濃縮・ストレート）
独自の特許技術で、ウイルス・細菌・
真菌に高い効果を発揮する、安全な高
機能除菌水

ジアのチカラ（食品添加物殺菌料）
食品や調理施設の殺菌に使える、食品
衛生法の規定に合致した、食品添加物
殺菌料製剤規格の「ジアのチカラ」

２

定期・特殊管理
面白いほどカビが生えない GOLD
室内全体やエアコン内部の人に安全な
防カビ処理剤。簡単エアゾールタイプ

空気のおそうじ液（濃縮）

気化式・超音波式の加湿器、空気清浄
機の加湿水としてウイルス・細菌・真
菌対策に高い効果を発揮

ジアのチカラ製造装置レンタル

食品添加物規格の「ジアのチカラ」を、
超・低ランニングコストで製造可能な
製造装置を、低価格のレンタルで提供

製造室（調理台、什器、床、食器、調理器具等の日常管理 ）
１

調理台・什器まわり・床面等の日常清掃
アクアテクノ 500（多目的洗剤）

多用途に使える多目的洗剤。植物由来

原料主体で安全性が高く、手肌に配慮。
薄めて使える濃縮タイプで経済的

パウダー Z ブルー

床面、フライヤーや焼き網などの調理
器具、機械部品など、幅広く使用でき

るアルカリ性粉体洗浄剤。安全性が高
く、泡切れが良くすすぎが簡単

２

アクアテクノ 550（強力多目的洗剤）
多用途に使える多目的洗剤。植物由来

原料＋グリコール溶剤で、安全性と汚
れ落ちを両立。濃縮タイプで経済的

厨房・床用クリーナー

バイオ酵素の力で、厨房や床のしつこ

い 油 汚 れ を 強 力 除 去 す る 中 性 洗 剤。
PRTR フリーの環境配慮型

食器・調理器具等の日常清掃
アクアテクノ 300（焦げ専用強力洗浄剤）

ドラクリーン（菓子類の焼け焦げ洗浄剤）

カリ性洗浄剤。経済性重視の事業所に、

強アルカリ性超強力洗浄剤。熱した鉄

油汚れに優れた効果を発揮する強アル
特にオススメ

菓子類の焼け焦げ汚れに威力を発揮。
板に使用してもムセない特殊処方

パウダー Z ピンク

麺釜クリーナー

ヤー・焼き網などの調理器具から床面

付着する灰汁を強力洗浄するゆで麺釜

強アルカリ性の超強力洗浄剤。フライ
まで、苛性ソーダの代替品として

うどん、そば、中華めん等のゆで釜に
専用洗浄剤。

パワフルスーパーウォッシュ B

キッチンスタジアム 500

油を分解。落ちにくい動物性脂肪汚れ

用中性洗剤。手荒れしにくく、一斗缶

食器洗浄機用強力洗浄剤。酵素の力で
もきれいに除去

ホワイトトップ６

食品添加物 6％次亜塩素酸ナトリウム

（低食塩タイプ）
。まな板やフキンやお
しぼりの除菌・除臭・漂白に

５倍に薄めて使う超濃縮タイプの食器
に比べ、省スペースでの保管が可能

ホワイトトップ 12

食品添加物 12％次亜塩素酸ナトリウム

（低食塩タイプ）
。まな板やフキンやお
しぼりの除菌・除臭・漂白に

日常管理（悪臭対策、一般清掃、トイレ・水回り清掃 ）
１

一般清掃

２

アクアテクノ 500（多目的洗剤）

悪臭対策（日常管理）
ジアのチカラ（安全な除菌水）

多用途に使える多目的洗剤。植物由来

独自の特許技術で、ウイルス・細菌・

原料主体で安全性が高く、手肌に配慮。

真菌に高い効果を発揮する、安全な高

薄めて使える濃縮タイプで経済的

機能除菌水

アクアテクノ 550（強力多目的洗剤）

アクアテクノ布地用消臭ブースター

多用途に使える多目的洗剤。植物由来

あきらめていたフキンや雑巾、調理着

原料＋グリコール溶剤で、安全性と汚

など布製品の悪臭問題を根本から解

れ落ちを両立。濃縮タイプで経済的

決。粉末タイプの強力・除菌消臭剤

アクアテクノ 1200（保護・光沢剤）
什器・備品の汚れ落としと保護光沢が

ワンステップで完了。抜群の高光沢・
撥水・防汚効果で、指紋もつきにくく

３

トイレ・水回り（日常清掃）
アクアテクノ 200（強酸性洗浄剤 ）
カルキ・黒ずみ・サビなどの手強い汚

４

トイレ・水回り（定期・特殊清掃）
アクアテクノ G&M
（ガラス・鏡専用クレンザー）

れを強力除去する強酸性洗浄剤。とに

数種の超微粒子研磨剤、酸の特殊配合

アクアテクノトイレ用（トイレ用洗剤）

アクアテクノ尿石クリーナー

な尿汚れも強力分解。適度な粘性で男

酸性洗浄剤。固着した尿石も強力分解。

かくしっかり汚れを落としたい箇所に

ミントの香りのトイレ洗浄剤。ガンコ
子便器の縦面にもしっかりと作用

アクアテクノ 20１
（尿石・カルシウム用強力酸性洗浄剤 ）
カルキ・黒ずみ・黄ばみ・サビ除去用

酸性洗浄剤。陶器表面のツヤを損なわ
ない、即効性のある液状タイプ

でキズを付けずにキレイに落とす

トイレの臭い・黒ずみ・黄ばみ用強力
有機酸で配管や浄化槽を傷めにくい

アクアテクノ 900
（排水口・カビ用強力洗浄剤）
排水パイプの詰まり・汚れを一発解消。
即効性がある液状タイプで、床など広
い面のカビ取りにも使用可能

特殊用途（嘔吐物処理・ラベル剥がし・カビ処理施工）
１

撥水・防汚・保護コーティング（什器・備品・浴室の鏡・送迎車）
ノロパウダー、ノロ対策セット
行政が推奨する 1000ppm の次亜塩素

嘔吐物を約１０分でサラサラに する、

らの食中毒感染を阻止

すばやく吸着し、菌の発生を抑制

酸ナトリウムが正確に作れ、嘔吐物か

アクアテクノ ラベルリムーバー

ラベル、テープのはがし跡、落書きを
きれいに落とせる溶剤タイプの剝離剤

2

かけてサラサラ

カビ除去・防カビ施工
カビ処理革命（施工）

独自特許技術による諦めていたカビを
徹底的に除去し、施設が蘇る施工
檜風呂のカビ処理も可能

高性能処理剤。水分やイヤなニオイを

商業施設・店舗向け製品
用途・目的に応じた製品のご提案例
※ 以下は、用途・目的別の製品提案の一例です。
※ 掲載製品以外にも多数のアイテムをご用意しております。詳細は営業担当までお問い合わせください。

菌・ウイルス・カビ対策（日常管理、定期・特殊管理）
日常管理（一般清掃、悪臭対策、トイレ・水回り清掃）
保護コーティング（施設全般の、床、什器備品、内装）
特殊用途（嘔吐物処理・排水管悪臭対策・カビ処理施工）

菌・ウイルス・カビ対策（日常管理、定期・特殊管理）
１

日常管理
ジアのチカラ（濃縮・ストレート）
独自の特許技術で、ウイルス・細菌・
真菌に高い効果を発揮する、安全な高
機能除菌水

ジアのチカラ（食品添加物殺菌料）
食品や調理施設の殺菌に使える、食品
衛生法の規定に合致した、食品添加物
殺菌料製剤規格の「ジアのチカラ」

２

定期・特殊管理
面白いほどカビが生えない GOLD
室内全体やエアコン内部の人に安全な
防カビ処理剤。簡単エアゾールタイプ

空気のおそうじ液（濃縮）

気化式・超音波式の加湿器、空気清浄
機の加湿水としてウイルス・細菌・真
菌対策に高い効果を発揮

ジアのチカラ製造装置レンタル

食品添加物規格の「ジアのチカラ」を、
超・低ランニングコストで製造可能な
製造装置を、低価格のレンタルで提供

日常管理（一般清掃、悪臭対策、トイレ・水回り清掃 ）
１

一般清掃

２

アクアテクノ 500（多目的洗剤）

悪臭対策（日常管理）
アクアテクノ 400（芳香消臭剤）

多用途に使える多目的洗剤。植物由来

安全性の高い室内用消臭剤。植物成分

原料主体で安全性が高く、手肌に配慮。

主体で、特にタバコ臭に効果を発揮。

薄めて使える濃縮タイプで経済的

薄めて使用する濃縮タイプで経済的

アクアテクノ 550（強力多目的洗剤）

ジアのチカラ（安全な除菌水）

多用途に使える多目的洗剤。植物由来

独自の特許技術で、ウイルス・細菌・

原料＋グリコール溶剤で、安全性と汚

真菌に高い効果を発揮する、安全な高

れ落ちを両立。濃縮タイプで経済的

機能除菌水

アクアテクノ 1200（保護・光沢剤）
什器・備品の汚れ落としと保護光沢が

ワンステップで完了。抜群の高光沢・
撥水・防汚効果で、指紋もつきにくく

３

トイレ・水回り（日常清掃）
アクアテクノ浴室用（浴室用洗剤）
浴室や浴槽に付着した皮脂や石けんカ

４

トイレ・水回り（定期・特殊清掃）
アクアテクノ G&M
（ガラス・鏡専用クレンザー）

ス等の汚れをしっかり除去。適度な粘

数種の超微粒子研磨剤、酸の特殊配合

アクアテクノトイレ用（トイレ用洗剤）

アクアテクノ 200（強酸性洗浄剤 ）

な尿汚れも強力分解。適度な粘性で男

れを強力除去する強酸性洗浄剤。とに

性で汚れにしっかりと作用

でキズを付けずにキレイに落とす

ミントの香りのトイレ洗浄剤。ガンコ

カルキ・黒ずみ・サビなどの手強い汚

子便器の縦面にもしっかりと作用

かくしっかり汚れを落としたい箇所に

アクアテクノ尿石クリーナー

トイレの臭い・黒ずみ・黄ばみ用強力

酸性洗浄剤。固着した尿石も強力分解。
有機酸で配管や浄化槽を傷めにくい

アクアテクノ 900
（排水口・カビ用強力洗浄剤）
排水パイプの詰まり・汚れを一発解消。
即効性がある液状タイプで、床など広
い面のカビ取りにも使用可能

保護コーティング（施設全般の什器備品・内装、床面）
１

撥水・防汚・保護コーティング（什器・備品・浴室の鏡・送迎車）
アクアテクノ 1400（撥水・防汚コート）

アクアテクノ 1200（汚れ落とし＋防汚）

が 簡 単 に で き る 特 殊 イ オ ン 撥 水 剤。

ワンステップで完了。抜群の高光沢・

素材の質感を変えずに撥水・防汚処理
キッチンシンク・浴室・トイレなどに

家具・什器の汚れ落としと保護光沢が
撥水・防汚効果で、指紋もつきにくく

くもりブロック（浴室鏡の曇り防止）
浴室鏡の曇り止め。曇り止め効果が長

期間持続し、水滴や水あかなどの汚れ
を付きにくく

2

床ワックス
アクアテクノ 1000（高性能床ワックス）

アクアテクノ 1001（マット仕上げ）

イプのフローリングワックス。作業性

ローリングワックス。すぐれた耐久性

アクリル＋ウレタン高重合の高光沢タ
も抜群。水に強く、耐久性が高い

自然な風合いのナチュラルタイプのフ
で、ナチュラルな質感が長期間持続

アクアテクノ 1002（天然洗浄ワックス）

アクアテクノ 1300（強力剥離剤）

できる、１００％天然成分で作られた

イプで経済性に優れ、コスト重視のお

適度に木材を保護すると同時に洗浄も
安全な日常手入れ用床ワックス。

強アルカリ性ワックス剥離剤。濃縮タ
客様に。滑りにくく、作業性も良好

特殊用途（嘔吐物処理・排水管悪臭対策・カビ処理施工）
１

嘔吐物処理（ノロウイルス対策）
、排水管殻の悪臭対策
ノロパウダー、ノロ対策セット
行政が推奨する 1000ppm の次亜塩素

嘔吐物を約１０分でサラサラに する、

らの食中毒感染を阻止

すばやく吸着し、菌の発生を抑制

酸ナトリウムが正確に作れ、嘔吐物か

ピュアブロック

排管からの悪臭を防ぐ特殊洗剤。封水

の蒸発を防止する特許技術で、約半年
間配管からの悪臭を防止

2

かけてサラサラ

カビ除去・防カビ施工
カビ処理革命（施工）

独自特許技術による諦めていたカビを
徹底的に除去し、施設が蘇る施工
檜風呂のカビ処理も可能

高性能処理剤。水分やイヤなニオイを

医療・介護施設向け製品
用途・目的に応じた製品のご提案例
※ 以下は、用途・目的別の製品提案の一例です。
※ 掲載製品以外にも多数のアイテムをご用意しております。詳細は営業担当までお問い合わせください。

菌・ウイルス・カビ対策（日常管理、定期・特殊管理）
調理室（調理台、什器、床、食器、調理器具等の日常管理）
日常管理（一般清掃、悪臭対策、トイレ・水回り清掃）
保護コーティング（施設全般の、床、什器備品、内装）
特殊用途（嘔吐物処理・空室の排水管悪臭対策・カビ処理施工）

菌・ウイルス・カビ対策（日常管理、定期・特殊管理）
１

日常管理
ジアのチカラ（濃縮・ストレート）
独自の特許技術で、ウイルス・細菌・
真菌に高い効果を発揮する、安全な高
機能除菌水

ジアのチカラ（食品添加物殺菌料）
食品や調理施設の殺菌に使える、食品
衛生法の規定に合致した、食品添加物
殺菌料製剤規格の「ジアのチカラ」

２

定期・特殊管理
面白いほどカビが生えない GOLD
室内全体やエアコン内部の人に安全な
防カビ処理剤。簡単エアゾールタイプ

空気のおそうじ液（濃縮）

気化式・超音波式の加湿器、空気清浄
機の加湿水としてウイルス・細菌・真
菌対策に高い効果を発揮

ジアのチカラ製造装置レンタル

食品添加物規格の「ジアのチカラ」を、
超・低ランニングコストで製造可能な
製造装置を、低価格のレンタルで提供

調理室（調理台、什器、床、食器、調理器具等の日常管理 ）
１

調理台・什器まわり・床面等の日常清掃
アクアテクノ 500（多目的洗剤）

多用途に使える多目的洗剤。植物由来

原料主体で安全性が高く、手肌に配慮。
薄めて使える濃縮タイプで経済的

パウダー Z ブルー

床面、フライヤーや焼き網などの調理
器具、機械部品など、幅広く使用でき

るアルカリ性粉体洗浄剤。安全性が高
く、泡切れが良くすすぎが簡単

２

アクアテクノ 550（強力多目的洗剤）
多用途に使える多目的洗剤。植物由来

原料＋グリコール溶剤で、安全性と汚
れ落ちを両立。濃縮タイプで経済的

厨房・床用クリーナー

バイオ酵素の力で、厨房や床のしつこ

い 油 汚 れ を 強 力 除 去 す る 中 性 洗 剤。
PRTR フリーの環境配慮型

食器・調理器具等の日常清掃
アクアテクノ 300（焦げ専用強力洗浄剤）

ドラクリーン（菓子類の焼け焦げ洗浄剤）

カリ性洗浄剤。経済性重視の事業所に、

強アルカリ性超強力洗浄剤。熱した鉄

油汚れに優れた効果を発揮する強アル
特にオススメ

菓子類の焼け焦げ汚れに威力を発揮。
板に使用してもムセない特殊処方

パウダー Z ピンク

麺釜クリーナー

ヤー・焼き網などの調理器具から床面

付着する灰汁を強力洗浄するゆで麺釜

強アルカリ性の超強力洗浄剤。フライ
まで、苛性ソーダの代替品として

うどん、そば、中華めん等のゆで釜に
専用洗浄剤。

パワフルスーパーウォッシュ B

キッチンスタジアム 500

油を分解。落ちにくい動物性脂肪汚れ

用中性洗剤。手荒れしにくく、一斗缶

食器洗浄機用強力洗浄剤。酵素の力で
もきれいに除去

ホワイトトップ６

食品添加物 6％次亜塩素酸ナトリウム

（低食塩タイプ）
。まな板やフキンやお
しぼりの除菌・除臭・漂白に

５倍に薄めて使う超濃縮タイプの食器
に比べ、省スペースでの保管が可能

ホワイトトップ 12

食品添加物 12％次亜塩素酸ナトリウム

（低食塩タイプ）
。まな板やフキンやお
しぼりの除菌・除臭・漂白に

日常管理（一般清掃、悪臭対策、トイレ・水回り清掃 ）
１

一般清掃

２

アクアテクノ 500（多目的洗剤）

悪臭対策（日常管理）
ジアのチカラ（安全な除菌水）

多用途に使える多目的洗剤。植物由来

独自の特許技術で、ウイルス・細菌・

原料主体で安全性が高く、手肌に配慮。

真菌に高い効果を発揮する、安全な高

薄めて使える濃縮タイプで経済的

機能除菌水

アクアテクノ 550（強力多目的洗剤）

アクアテクノ布地用消臭ブースター

多用途に使える多目的洗剤。植物由来

あきらめていたフキンや雑巾、調理着

原料＋グリコール溶剤で、安全性と汚

など布製品の悪臭問題を根本から解

れ落ちを両立。濃縮タイプで経済的

決。粉末タイプの強力・除菌消臭剤

アクアテクノ 1200（保護・光沢剤）
什器・備品の汚れ落としと保護光沢が

ワンステップで完了。抜群の高光沢・
撥水・防汚効果で、指紋もつきにくく

３

トイレ・水回り（日常清掃）
アクアテクノ浴室用（浴室用洗剤）
浴室や浴槽に付着した皮脂や石けんカ

４

トイレ・水回り（定期・特殊清掃）
アクアテクノ G&M
（ガラス・鏡専用クレンザー）

ス等の汚れをしっかり除去。適度な粘

数種の超微粒子研磨剤、酸の特殊配合

アクアテクノトイレ用（トイレ用洗剤）

アクアテクノ 200（強酸性洗浄剤 ）

な尿汚れも強力分解。適度な粘性で男

れを強力除去する強酸性洗浄剤。とに

性で汚れにしっかりと作用

でキズを付けずにキレイに落とす

ミントの香りのトイレ洗浄剤。ガンコ

カルキ・黒ずみ・サビなどの手強い汚

子便器の縦面にもしっかりと作用

かくしっかり汚れを落としたい箇所に

アクアテクノ尿石クリーナー

トイレの臭い・黒ずみ・黄ばみ用強力

酸性洗浄剤。固着した尿石も強力分解。
有機酸で配管や浄化槽を傷めにくい

アクアテクノ 900
（排水口・カビ用強力洗浄剤）
排水パイプの詰まり・汚れを一発解消。
即効性がある液状タイプで、床など広
い面のカビ取りにも使用可能

保護コーティング（施設全般の什器備品・内装、床面）
１

撥水・防汚・保護コーティング（什器・備品・浴室の鏡・送迎車）
アクアテクノ 1400（撥水・防汚コート）

アクアテクノ 1200（汚れ落とし＋防汚）

が 簡 単 に で き る 特 殊 イ オ ン 撥 水 剤。

ワンステップで完了。抜群の高光沢・

素材の質感を変えずに撥水・防汚処理
キッチンシンク・浴室・トイレなどに

家具・什器の汚れ落としと保護光沢が
撥水・防汚効果で、指紋もつきにくく

くもりブロック（浴室鏡の曇り防止）
浴室鏡の曇り止め。曇り止め効果が長

期間持続し、水滴や水あかなどの汚れ
を付きにくく

2

床ワックス
アクアテクノ 1000（高性能床ワックス）

アクアテクノ 1001（マット仕上げ）

イプのフローリングワックス。作業性

ローリングワックス。すぐれた耐久性

アクリル＋ウレタン高重合の高光沢タ
も抜群。水に強く、耐久性が高い

自然な風合いのナチュラルタイプのフ
で、ナチュラルな質感が長期間持続

アクアテクノ 1002（天然洗浄ワックス）

アクアテクノ 1300（強力剥離剤）

できる、１００％天然成分で作られた

イプで経済性に優れ、コスト重視のお

適度に木材を保護すると同時に洗浄も
安全な日常手入れ用床ワックス。

強アルカリ性ワックス剥離剤。濃縮タ
客様に。滑りにくく、作業性も良好

特殊用途（嘔吐物処理・空室の排水管悪臭対策・カビ処理施工）
１

嘔吐物処理（ノロウイルス対策）
ノロパウダー、ノロ対策セット

嘔吐物を約１０分でサラサラに する、

らの食中毒感染を阻止

すばやく吸着し、菌の発生を抑制

酸ナトリウムが正確に作れ、嘔吐物か

2

かけてサラサラ

行政が推奨する 1000ppm の次亜塩素

カビ除去・防カビ施工
カビ処理革命（施工）

独自特許技術による諦めていたカビを
徹底的に除去し、施設が蘇る施工
檜風呂のカビ処理も可能

高性能処理剤。水分やイヤなニオイを

不動産・ビル管理向け
用途・目的に応じた製品のご提案例
※ 以下は、用途・目的別の製品提案の一例です。
※ 掲載製品以外にも多数のアイテムをご用意しております。詳細は営業担当までお問い合わせください。

菌・ウイルス・カビ対策（日常管理、定期・特殊管理）
製造室（調理台、什器、床、食器、調理器具等の日常管理）
日常管理（一般清掃、悪臭対策、トイレ・水回り清掃）
保護コーティング（施設全般の、床、什器備品、内装）
特殊用途（嘔吐物処理・空室の排水管悪臭対策・カビ処理施工）

菌・ウイルス・カビ対策（日常管理、定期・特殊管理）
１

日常管理
ジアのチカラ（濃縮・ストレート）
独自の特許技術で、ウイルス・細菌・
真菌に高い効果を発揮する、安全な高
機能除菌水

ジアのチカラ（食品添加物殺菌料）
食品や調理施設の殺菌に使える、食品
衛生法の規定に合致した、食品添加物
殺菌料製剤規格の「ジアのチカラ」

２

定期・特殊管理
面白いほどカビが生えない GOLD
室内全体やエアコン内部の人に安全な
防カビ処理剤。簡単エアゾールタイプ

空気のおそうじ液（濃縮）

気化式・超音波式の加湿器、空気清浄
機の加湿水としてウイルス・細菌・真
菌対策に高い効果を発揮

ジアのチカラ製造装置レンタル

食品添加物規格の「ジアのチカラ」を、
超・低ランニングコストで製造可能な
製造装置を、低価格のレンタルで提供

日常管理（一般清掃、悪臭対策、トイレ・水回り清掃 ）
１

一般清掃

２

アクアテクノ 500（多目的洗剤）

悪臭対策（日常管理）
アクアテクノ 400（芳香消臭剤）

多用途に使える多目的洗剤。植物由来

安全性の高い室内用消臭剤。植物成分

原料主体で安全性が高く、手肌に配慮。

主体で、特にタバコ臭に効果を発揮。

薄めて使える濃縮タイプで経済的

薄めて使用する濃縮タイプで経済的

アクアテクノ 550（強力多目的洗剤）

ジアのチカラ（安全な除菌水）

多用途に使える多目的洗剤。植物由来

独自の特許技術で、ウイルス・細菌・

原料＋グリコール溶剤で、安全性と汚

真菌に高い効果を発揮する、安全な高

れ落ちを両立。濃縮タイプで経済的

機能除菌水

アクアテクノ 1200（保護・光沢剤）
什器・備品の汚れ落としと保護光沢が

ワンステップで完了。抜群の高光沢・
撥水・防汚効果で、指紋もつきにくく

３

トイレ・水回り（日常清掃）
アクアテクノ浴室用（浴室用洗剤）
浴室や浴槽に付着した皮脂や石けんカ

４

トイレ・水回り（定期・特殊清掃）
アクアテクノ G&M
（ガラス・鏡専用クレンザー）

ス等の汚れをしっかり除去。適度な粘

数種の超微粒子研磨剤、酸の特殊配合

アクアテクノトイレ用（トイレ用洗剤）

アクアテクノ 200（強酸性洗浄剤 ）

な尿汚れも強力分解。適度な粘性で男

れを強力除去する強酸性洗浄剤。とに

性で汚れにしっかりと作用

でキズを付けずにキレイに落とす

ミントの香りのトイレ洗浄剤。ガンコ

カルキ・黒ずみ・サビなどの手強い汚

子便器の縦面にもしっかりと作用

かくしっかり汚れを落としたい箇所に

アクアテクノ尿石クリーナー

トイレの臭い・黒ずみ・黄ばみ用強力

酸性洗浄剤。固着した尿石も強力分解。
有機酸で配管や浄化槽を傷めにくい

アクアテクノ 900
（排水口・カビ用強力洗浄剤）
排水パイプの詰まり・汚れを一発解消。
即効性がある液状タイプで、床など広
い面のカビ取りにも使用可能

保護コーティング（施設全般の什器備品・内装、床面）
１

撥水・防汚・保護コーティング（什器・備品・浴室の鏡・送迎車）
アクアテクノ 1400（撥水・防汚コート）

アクアテクノ 1200（汚れ落とし＋防汚）

が 簡 単 に で き る 特 殊 イ オ ン 撥 水 剤。

ワンステップで完了。抜群の高光沢・

素材の質感を変えずに撥水・防汚処理
キッチンシンク・浴室・トイレなどに

家具・什器の汚れ落としと保護光沢が
撥水・防汚効果で、指紋もつきにくく

アクアテクノ 1100（カーワックス）

洗浄とポリマー WAX 加工が同時にで
き、光沢のある仕上がりに。希釈して
スプレー使用すれば、作業性抜群

2

床ワックス
アクアテクノ 1000（高性能床ワックス）

アクアテクノ 1001（マット仕上げ）

イプのフローリングワックス。作業性

ローリングワックス。すぐれた耐久性

アクリル＋ウレタン高重合の高光沢タ
も抜群。水に強く、耐久性が高い

自然な風合いのナチュラルタイプのフ
で、ナチュラルな質感が長期間持続

アクアテクノ 1002（天然洗浄ワックス）

アクアテクノ 1300（強力剥離剤）

できる、１００％天然成分で作られた

イプで経済性に優れ、コスト重視のお

適度に木材を保護すると同時に洗浄も
安全な日常手入れ用床ワックス。

強アルカリ性ワックス剥離剤。濃縮タ
客様に。滑りにくく、作業性も良好

特殊用途（嘔吐物処理・空室の排水管悪臭対策・カビ処理施工）
１

嘔吐物処理（ノロウイルス対策）
、排水管殻の悪臭対策
ノロパウダー、ノロ対策セット
行政が推奨する 1000ppm の次亜塩素

嘔吐物を約１０分でサラサラに する、

らの食中毒感染を阻止

すばやく吸着し、菌の発生を抑制

酸ナトリウムが正確に作れ、嘔吐物か

ピュアブロック

空室の排管からの悪臭を防ぐ特殊洗

剤。封水の蒸発を防止する特許技術で、
約半年間配管からの悪臭を防止

2

かけてサラサラ

カビ除去・防カビ施工
カビ処理革命（施工）

独自特許技術による諦めていたカビを
徹底的に除去し、施設が蘇る施工
檜風呂のカビ処理も可能

高性能処理剤。水分やイヤなニオイを

スポーツ・温浴施設向け
用途・目的に応じた製品のご提案例
※ 以下は、用途・目的別の製品提案の一例です。
※ 掲載製品以外にも多数のアイテムをご用意しております。詳細は営業担当までお問い合わせください。

菌・ウイルス・カビ対策（日常管理、定期・特殊管理）
日常管理（一般清掃、悪臭対策、トイレ・水回り清掃）
保護コーティング（施設全般の、床、什器備品、内装）
特殊用途（嘔吐物処理・カビ処理施工）

菌・ウイルス・カビ対策（日常管理、定期・特殊管理）
１

日常管理
ジアのチカラ（濃縮・ストレート）
独自の特許技術で、ウイルス・細菌・
真菌に高い効果を発揮する、安全な高
機能除菌水

ジアのチカラ（食品添加物殺菌料）
食品や調理施設の殺菌に使える、食品
衛生法の規定に合致した、食品添加物
殺菌料製剤規格の「ジアのチカラ」

２

空気のおそうじ液（濃縮）

気化式・超音波式の加湿器、空気清浄
機の加湿水としてウイルス・細菌・真
菌対策に高い効果を発揮

ジアのチカラ製造装置レンタル

食品添加物規格の「ジアのチカラ」を、
超・低ランニングコストで製造可能な
製造装置を、低価格のレンタルで提供

定期・特殊管理
面白いほどカビが生えない GOLD
室内全体やエアコン内部の人に安全な
防カビ処理剤。簡単エアゾールタイプ

フリップフラップ消毒
温浴施設のレジオネラ対策
低コストでレジオネラリスクをゼロに
できる、画期的な特許技術。

日常管理（一般清掃、悪臭対策、トイレ・水回り清掃 ）
１

一般清掃

２

アクアテクノ 500（多目的洗剤）

悪臭対策（日常管理）
アクアテクノ 400（芳香消臭剤）

多用途に使える多目的洗剤。植物由来

安全性の高い室内用消臭剤。植物成分

原料主体で安全性が高く、手肌に配慮。

主体で、特にタバコ臭に効果を発揮。

薄めて使える濃縮タイプで経済的

薄めて使用する濃縮タイプで経済的

アクアテクノ 550（強力多目的洗剤）

ジアのチカラ（安全な除菌水）

多用途に使える多目的洗剤。植物由来

独自の特許技術で、ウイルス・細菌・

原料＋グリコール溶剤で、安全性と汚

真菌に高い効果を発揮する、安全な高

れ落ちを両立。濃縮タイプで経済的

機能除菌水

アクアテクノ 1200（保護・光沢剤）
什器・備品の汚れ落としと保護光沢が

ワンステップで完了。抜群の高光沢・
撥水・防汚効果で、指紋もつきにくく

３

トイレ・水回り（日常清掃）
アクアテクノ浴室用（浴室用洗剤）
浴室や浴槽に付着した皮脂や石けんカ

４

トイレ・水回り（定期・特殊清掃）
アクアテクノ G&M
（ガラス・鏡専用クレンザー）

ス等の汚れをしっかり除去。適度な粘

数種の超微粒子研磨剤、酸の特殊配合

アクアテクノトイレ用（トイレ用洗剤）

アクアテクノ 200（強酸性洗浄剤 ）

な尿汚れも強力分解。適度な粘性で男

れを強力除去する強酸性洗浄剤。とに

性で汚れにしっかりと作用

でキズを付けずにキレイに落とす

ミントの香りのトイレ洗浄剤。ガンコ

カルキ・黒ずみ・サビなどの手強い汚

子便器の縦面にもしっかりと作用

かくしっかり汚れを落としたい箇所に

アクアテクノ尿石クリーナー

トイレの臭い・黒ずみ・黄ばみ用強力

酸性洗浄剤。固着した尿石も強力分解。
有機酸で配管や浄化槽を傷めにくい

アクアテクノ 900
（排水口・カビ用強力洗浄剤）
排水パイプの詰まり・汚れを一発解消。
即効性がある液状タイプで、床など広
い面のカビ取りにも使用可能

保護コーティング（施設全般の什器備品・内装、床面）
１

撥水・防汚・保護コーティング（什器・備品・浴室の鏡・送迎車）
アクアテクノ 1400（撥水・防汚コート）

アクアテクノ 1200（汚れ落とし＋防汚）

が 簡 単 に で き る 特 殊 イ オ ン 撥 水 剤。

ワンステップで完了。抜群の高光沢・

素材の質感を変えずに撥水・防汚処理
キッチンシンク・浴室・トイレなどに

家具・什器の汚れ落としと保護光沢が
撥水・防汚効果で、指紋もつきにくく

アクアテクノ 1100（カーワックス）

洗浄とポリマー WAX 加工が同時にで
き、光沢のある仕上がりに。希釈して
スプレー使用すれば、作業性抜群

2

床ワックス
アクアテクノ 1000（高性能床ワックス）

アクアテクノ 1001（マット仕上げ）

イプのフローリングワックス。作業性

ローリングワックス。すぐれた耐久性

アクリル＋ウレタン高重合の高光沢タ
も抜群。水に強く、耐久性が高い

自然な風合いのナチュラルタイプのフ
で、ナチュラルな質感が長期間持続

アクアテクノ 1002（天然洗浄ワックス）

アクアテクノ 1300（強力剥離剤）

できる、１００％天然成分で作られた

イプで経済性に優れ、コスト重視のお

適度に木材を保護すると同時に洗浄も
安全な日常手入れ用床ワックス。

強アルカリ性ワックス剥離剤。濃縮タ
客様に。滑りにくく、作業性も良好

特殊用途（嘔吐物処理・カビ処理施工）
１

嘔吐物処理（ノロウイルス対策）
ノロパウダー、ノロ対策セット
行政が推奨する 1000ppm の次亜塩素

嘔吐物を約１０分でサラサラに する、

らの食中毒感染を阻止

すばやく吸着し、菌の発生を抑制

酸ナトリウムが正確に作れ、嘔吐物か

2

かけてサラサラ

カビ除去・防カビ施工
カビ処理革命（施工）

独自特許技術による諦めていたカビを
徹底的に除去し、施設が蘇る施工
檜風呂のカビ処理も可能

高性能処理剤。水分やイヤなニオイを

