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メンテナンスプログラム
弊社のメンテナンス製品は洗浄、錆対策、補修に
貢献いたします。私たちが構築した多種多様な問
題解決方法はお客様が抱える問題を解決してい
ただくのに役立つものです。

洗浄
ND-165 水溶性脱脂洗浄剤 最新の技術で開発された水溶性脱脂洗浄剤です。金属・ビニール・大部分の塗装

表面に安全に使用できます。

ND165-Ⅱ 水溶性脱脂洗浄剤 強力・安全性の高い脱脂洗浄剤です。多くの金属・ビニール・様々な塗装表面に安
全に使用できます。

ナチュラライザー JP 水溶性脱脂洗浄剤 中性なのに強力！希釈しても強力！オレンジ成分入りの水性脱脂洗浄剤です。

ケムコン EC 中 性 の 汎 用クリー
ナー

様々な用途に使用できる汎用クリーナーです。機械設備、事務機器から、空調のア
ルミフィンまで洗浄できます。

エバーブライト EC 工業用殺菌洗浄剤 施設や設備の洗浄・殺菌・除臭がワンステップでできます。環境・作業に配慮し、無
リン・非PRTRを実現しました。

FA-22000 食品添加物からで
きた洗浄剤

高まる食の安全性要求への対応に！

ドミノ 除菌・消臭剤（食品
添加物）

食品添加物ですから、食品に直接使用できます。噴霧するだけで優れた効果を発
揮します。

フラッシュ 除 菌・除 臭 クリー
ナー

手軽に使用できる発泡性のクリーナーです。洗浄と同時に除菌し、衛生的な環境を
保ちます。

スウープ プラス 手洗い石けん兼コ
ンディショナ

スウ－プ プラスは濃縮タイプの手洗い石けん兼コンディショナ。ラノリン成分が手
の肌を優しく守ります。

ヘッドライナー JP 床用硬質樹脂仕上
げ剤

高光沢の樹脂膜で耐久性のある床表面に仕上げます。

ケムストリップ 強力浸透剥離剤 塗膜に浸透し、金属の地肌から塗膜を浮かせます。バルクタイプとエアゾールタイ
プがあります。

ケムストリップ エアゾール 強力浸透剥離剤 塗膜に浸透し、金属の地肌から塗膜を浮かせます。バルクタイプとエアゾールタイ
プがあります。

ケムストリップ EC 非塩素系塗装剥離
剤

剥離剤の常識であった塩素系溶剤を追放！ 塗膜にすばやく浸透し、金属の地肌か
ら塗膜を浮かせます。

CTD-2000 非塩素系剥離洗浄
剤

剥離洗浄剤の常識?の塩素系溶剤を追放！ 古い塗膜・こびりついたカーボンを効率
的に溶解・剥離します。

ファインスタイル JP 発 泡 性 の 金 属・硬
質 樹 脂 用クリーナ
ー＆ポリッシャー

手軽に使用できる発泡性のクリーナー＆ポリッシャーです。金属や硬質樹脂の洗浄
とつや出しをワンステップで行えます。

AR-19 透 明 保 護コーティ
ング剤

見えないコーティング膜で表面に輝きを与え、保護します。手入れの時間と経費を
節約します。

レキサイト LO 速乾性金属洗浄剤 作業者と環境への安全性に配慮した金属脱脂洗浄剤。強い洗浄力と速乾性で、作
業を簡単にします。

レクスピュア 非塩素系電子機器
洗浄剤

フロン・塩素系溶剤を全く含まない洗浄剤。電子機器など精密部品のメンテナンス
に最適です。

レクステンド 電 子・電 気 機 器 用
防湿・防食・潤滑保
護剤

極薄の保護膜が、電子・電気機器を湿気・腐食から守ります。全面に塗布しても接点
の導通、スイッチの動作を妨げません。

ソルボクリーン 40 工業用脱脂溶剤 　
（ 非 塩 素 系 ）・2 グ
レード

非塩素系で人体・環境に配慮した洗浄剤。金属部品、機械/電気設備の洗浄等、用
途に合わせて40、80の2グレードを選べます。

ソルボクリーン 80 工業用脱脂溶剤 　
（ 非 塩 素 系 ）・2 グ
レード

非塩素系で人体・環境に配慮した洗浄剤。金属部品、機械/電気設備の洗浄等、用
途に合わせて40、80の2グレードを選べます。

エンバイロクルー 非 塩 素 系 電 気・機
械設備の洗浄剤

モーター等の電気設備を強力に洗浄でき、洗浄後残渣を残さず短時間で乾燥しま
す。塩素系溶剤を含みません。

ハイパークルー 非 塩 素 系 電 気・機
械設備の洗浄剤

塩素系溶剤を含まず、高純度に精製された、脂肪族炭化水素と天然成分のみから
なる洗浄溶剤です。

ニュークルー 電 気・機 械 設 備 の
洗浄剤

電気・機械設備の各種汚れを強力に洗浄します。モーターや電気回路を含む設備
機器を丸洗いできます。

Nonfood Compounds
Program Listed (A1)

(No.124983)
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チルクリーン アルミフィンのクリ
ーニングと保護に

高い洗浄力と、材質安全性。洗浄後に、汚れの固着を抑制する被膜を作ります。

ニュートラル N アルカリ洗 浄 剤 用
粉末中和剤

シャイニーサイドLOの廃液用中和剤です。粉体を溶かして使います。洗浄後のフィ
ンのリンスには“リンスN”をご使用下さい。

パンメイト LQ エアコン用防カビ・
抗菌コーティング剤

エアコンからのいやな臭い等、不衛生な環境の原因となる、カビやバクテリアの発
生を抑制。スプレーで簡単施工。

リンス N アルミフィン 用 中
和・仕上げ剤

弱酸性の液剤がアルカリ成分を中和し、すすぎの水量を大幅に減量できます。中
和・防錆効果により、アルミフィンの腐食・白化を予防します。除菌剤配合で洗浄後
のいやな臭いを予防します。

スケール N アルミフィン用スケ
ール除去剤

空冷アルミフィンに付着したスケールを強力に除去します。有機酸ベース・防錆剤
配合で材質安全性に配慮しました。

シャイニーサイド LO 空冷アルミフィン洗
浄剤

空冷アルミフィンを簡単に、素早く洗浄できます。効率を回復し、コスト削減と環境
保全に貢献できます。

シルバープロテクト エアコン・アルミフ
ィン用コート剤

エアコンの室外機のアルミフィンを塩害、腐食から守ります。軽く全面にスプレーす
るだけで、耐塩害仕様に。

N-パワー 酸洗浄剤用の粉末
中和剤

弊社酸洗浄剤用の中和剤として開発された製品です。酸洗浄の廃液を中和処理す
る場合には安全性の高い本品の使用をお奨めします。

フォームチェック シリコーン系 消 泡
剤

クーリングタワー等の冷却システムを洗浄するとき、一番困るのが洗浄剤により発
生する泡です。本品は極少量の添加で素早く泡を消せます。

ペネケム スケール・錆除去用 
酸性洗浄剤

冷却塔、配管、熱交換器の洗浄を効率よく行えます。スケール、錆、スライム、セメン
トなどの汚れを取り除きます。

スケールクリア SUS スケール・錆洗浄剤
（ステンレス対応）

材質に優しい有機酸に腐食抑制剤を配合した強力酸洗浄剤です。ステンレス、アル
ミニウムにも使用できます。

錆び

ステイプット スプレー型SUS系
コーティング剤

塗装が困難なステンレス材質に対して、スプレーするだけ。手軽に補修、保護コー
ティングが行えます。

エックスラストセブン 鉄錆専用中性濃縮
浸漬型除錆剤

環境にやさしい中性タイプの鉄錆専用除錆剤です。10倍希釈し、浸漬するだけで簡
単に錆除去が可能です。

エッチ・クレンツ 洗浄・除錆・表面処
理剤

各種金属表面の洗浄・除錆・エッチを一工程で行えます。汚れや油膜を洗浄し、錆
や腐食物を溶解し、表面を不活化します。

サルベージ2プラス 高耐久性錆止めエ
ポキシ塗料

作業性に優れ、多用途多目的に使用できるエポキシ塗料です。高度な耐久性で錆
を封鎖し、錆の再発を抑制します。

シャレ－ド 高分子錆変換剤 塗布するだけで鉄表面の錆の粒子一つ一つを、 黒色の安定したプライマー被膜に
変換します。

ハイジンク 速乾性の重防食表
面処理剤

高度な防錆処理技術である「亜鉛引き」の防錆効果が、常温で手軽に得られます。

レジストーXプラス 浸透・水置換性 溶
剤希釈型 防錆剤

浸透力・水置換性に優れた溶剤希釈型の防錆剤です。極薄の防錆膜が細かい隙間
まで入り込み、錆を抑制します。

補修

サーフカットサンドスクリーン 
#120/#400

ロールタイプの研
磨剤

乾湿両方で使用でき、水と油に強く、耐久性に優れ、長寿命です。使用時には手で
簡単にちぎることができます。

ハイブラフレックス UV 溶剤揮発型接着剤 耐候性、耐水性、耐摩耗性にすぐれたフレキシブルな無色透明の接着剤です。

ハイブリッドアドヒプラス 高粘度タイプ接着
剤

シアノアクリレート系接着剤で瞬間接着剤と比べ、硬化時間に余裕があり、厚めに
塗ることも可能です。

スティールボンド 汎用高張力／フラ
ックス入りはんだ

銀ろうタイプのはんだです。フラックス入りで作業の手間を省き、引っ張る力や振動
にも強く、当社従来品に比べて5倍の強度です。

アクアスティック 緊 急 補 修 剤（ 水 中
硬化タイプ）

主剤と硬化剤が一本にまとまったエポキシ補修剤です。硬化物が白色で補修箇所
が目立たず、外観を損ねません。

メガスティック 簡易金属補修剤 エポキシ系の急速硬化型の金属補修剤です。二液を混合する手間と面倒な作業を
この一本にまとめました。

メガサーモスティック 高温用簡易金属補
修剤

エポキシ系チタン配合型の高温用金属補修剤です。高温に対する安定性を特化さ
せ、二液を混合する手間と面倒な作業をこの一本にまとめた、高温部のタンク配管
補修最適製品です。

ダイナストレッチ＆シール 高温用自己融着型
補修テープ

シリコーン材質を採用した自己融着型補修テープです。引張って巻き付けるだけで
広温度範囲の配管に対応します。

メガパイプリペア ハイブリッド高温用
補修テープ

樹 脂とグラスファイバ ー の ハイブリッド構 造！水 に 浸して、巻きつ けるだ け
で、260℃の耐熱性補修を実現！

ポキシラップ 巻き付け型補修キ
ット

ファイバーグラス製のテープの入った計量済み、二液性ポリマーの補修剤です。



ルーブプログラム
弊社のループプログラムは様々な問題解決に週し
た製品と専門性を身につけたスタッフによりお客
様のバーツ交換、人件費そしてライン停止によるコ
ストの削減や各種トラプルから設備を保護してい
ただくのに最適なご提案をさせていただきます。

ワンダーラップ35 自己融着型補修テ
ープ

引張って巻き付けるだけ。接着剤なしで配管からの漏れ補修。テープ同士が融着
し、瞬間的に漏れを止めます。

メガC 耐摩耗性セラミック
ポリマー補修剤

メガCは摩耗の激しい部分の保護、補修に適した耐摩耗性のセラミックポリマー補
修剤です。

メガクリート 強力コンクリート補
修剤

メガクリートはコンクリートの補修を速やかにし、新しくコンクリートで補修するよ
りも強度に優れた補修剤です。

メガスチール スチールポリマー
補修剤

メガスチールは簡単に補修、肉盛りができる、スチールポリマー補修剤です。硬化
後機械加工、穴あけ、タッピング、やすりがけ等が可能で塗装もできます。

メガテック ホワイト 耐摩耗性コーティン
グ剤

メガテックは、高度な技術から生まれたハケ塗りタイプの耐摩耗性に優れたセラミック
粒子が配合されたポリマーコーティング剤です。

メンドコン 緊急用コンクリート
補修剤

超急速硬化性のコンクリート補修剤です。コンクリート作業では間に合わない緊急工事
に最適です。

プリマルーブ 0号・1号・2号 マ ル チ パ ー パ ス・
高荷重・極圧・高温
用・耐水・耐塵　0
号・1号・2号グリース

（自動給脂対応）

高荷重・高負荷・過酷な使用環境に適した工業用・車両用のアルミニウム・コンプレ
ックスグリースです。

エクストリーム　　　　　　
グリーン1号・2号

マルチパーパス・高
荷重・極圧・耐水　
カルシウムスルホ
ネートグリース　1
号・2号グリース

耐水性に優れ、過酷な使用環境に適した高荷重・工業用設備専用の新世代高性能
グリースです。

エクストリーム　　　　　　
ブラック1号・2号

マルチパーパス・高
荷重・極圧・耐水　
カルシウムスルホ
ネートグリース　1
号・2号グリース

耐水性に優れ、過酷な使用環境に適した高荷重・工業用設備専用の新世代高性能
グリースです。

PXヒートシールド 超耐熱グリース 高熱にさらされる設備のために開発された、超耐熱グリースです。高熱、高荷重・衝
撃荷重、砂埃等の異物から設備を強力に守ります。

サートップ ISO VG　　　　 
150

工 業 用プレミアム
ギヤ油

過酷な条件で使用される工業用ギヤとベアリングのために、特に開発された超高
性能オイル。

サートップ ISO VG　　　　 
220

工 業 用プレミアム
ギヤ油

過酷な条件で使用される工業用ギヤとベアリングのために、特に開発された超高
性能オイル。

サートップ ISO VG　　　　 
320

工 業 用プレミアム
ギヤ油

過酷な条件で使用される工業用ギヤとベアリングのために、特に開発された超高
性能オイル。

サ ートップ 　 　 　 　 　 　 
80W-90

マルチグレード・ギ
ヤ油

過酷な環境で使用される建設機械・重機械の為に開発された超高性能マルチグレ
ード・ギヤ油。

サ ートップ 　 　 　 　 　 　 
85W-140

マルチグレード・ギ
ヤ油

過酷な環境で使用される建設機械・重機械の為に開発された超高性能マルチグレ
ード・ギヤ油。

ギヤアップ プラス プレミアムギヤオイ
ル添加剤

過酷な条件で運転される工場設備や建設機械をトラブルから守るためのオイル添
加剤です。

ルーブラリフト NT プレミアム作 動 油
添加剤

過酷な条件で運転される建機・重機・工場設備・車両の作動油性能を向上させる添
加剤。
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システムパージ 最新の技術が生み
出した、オイルシス
テム洗浄剤

設備停止時間、エネルギー消費、部品交換費の全てを削減できる洗浄溶剤！

エアロレックス プラス 乾 性モリブデン潤
滑剤

金属材料に密着して乾いた強固な潤滑防錆膜を作ります。400℃までの高温・高
圧下で、金属摩耗から設備を守ります。

サーティン ハンディータイプの
切削油剤

便利に使えるエアゾール缶入りの切削油剤で、現場での小物加工が能率化されま
す。

チェーンマスター 広温度範囲チェー
ン・ケーブル用合成
潤滑油

チェーンマスターは合成油系の潤滑剤です。低～高温設備において、チェーン、ケ
ーブル、ワイヤロープの深部にまで浸透して潤滑保護します。

NP-1 透 明ジェルタイプ
の潤滑剤

NP-1はフッ素樹脂系固形潤滑剤を配合したジェルタイプの潤滑剤です。スプレー
するだけで、素早く潤滑箇所に行き渡り、耐久性に優れ、グリースのようにしっかり
密着した潤滑膜を形成します。

T-ルーブ プラス PTFE（フッ素樹脂）
ドライフィル ム 潤
滑剤

T-ルーブプラスは全てのプラスチック中最も摩擦係数が低く、非粘着性・撥水性・
撥油性・耐薬品性に優れるPTFE（フッ素樹脂）を主成分とする、乾燥タイプの固体
潤滑剤です。PTFEドライフィルムが摺動面の摩擦を低減し、各部の動きをスムー
ズにします。粉塵や汚れを嫌い、オイル潤滑ができない箇所の潤滑に最適です。

B-ルーブプラス スリップ・劣 化 防
止剤

革・ゴム・キャンパス等、幅広い材質にお使いいただける、駆動用ベルトのスリッ
プ・劣化防止剤です。

ウルトラ-FWプラス 防 錆・潤 滑・摺 動
面油

ウルトラ-FWプラスはエアゾールタイプで簡単に使用できる潤滑剤です。スプレー
直後は粘性が低く、クリアランスの狭いところまで入り込み、溶剤揮発後は潤滑性・
耐摩耗性・付着性に優れた油膜を形成します。

X-433 チェーン・ケーブル
用モリブデン配 合
潤滑防錆剤

X-433はケーブルの深部にまで浸透して潤滑保護しますので、チェーン、ワイヤー
ロープを長持ちさせ、劣化による切断事故を予防します。

ジェックス プラス 極圧・耐水 潤滑防
錆剤

耐久性のある、粘着性の強い潤滑膜を作ります。高温多湿の箇所や水中のオープ
ンギヤ等の潤滑に最適です。

イールド エア工具の洗浄と
弛緩・防食・潤滑剤

競合品をはるかにしのぐ、高い浸透性！他社品では歯の立たなかったトラブルを、
短時間で解決します。

シルフリー 水性の離型・潤滑剤 油性シリコーンに匹敵する性能を持ちながら、火災の心配もなく、簡単な水洗で除
去できます。

ルーブリース ワイヤーロープ・チ
ェー ン の 潤 滑・防
錆剤

特殊モリブデン系極圧添加剤を配合！簡単にワイヤーロープやチェーンの潤滑防
錆を実現します。

スレッド・イーズ　　　　　
ウルトラ 

NSF H-1グレードの
かみ付・焼付防止剤

安全性の高いグリースと固体潤滑剤のハイブリッド効果。長期間、高温でもネジや
ガスケットの腐食・焼付・かみ付きを予防。

スレッド・イーズウルトラ  　
エアゾール 

か み 付・焼 き付 防
止剤

ボルトナット、ガスケットを締めやすく、外しやすくします。かみ付、焼き付、かじり、
折れ、張り付き、腐食を長期間防止します。

アンドロイル NSF H-1グレードの
浸透・弛緩・潤滑剤

アンドロイルはべたつかず、優れた極圧特性で滑りを良くします。NSF H-1グレード
であるため、偶発的に食品に接触しても安全と認められていますので、食品関連設
備全般に安心して使用することができます。

オリンダ 無色・無臭 安全な
潤滑剤

食用油100%。NSF認証。添加剤は一切配合していません。食品製造機械・設備に
安心して使用できます。

プリマルーブ ホワイト 白色エアゾールタ
イプ（ 溶 剤 揮 発 後 
グリース2号）マル
チパーパス・極圧・
耐水・耐熱グリース

高温・高荷重・過酷な環境下でずば抜けた性能を発揮するアルミニウム複合系の
ホワイトグリースです。

シラ・ケム FG 多目的離型・スリッ
プ剤

無色・無臭の、人体・材質に安全性の高い離型・スリップ剤です。成型・食品・包装ラ
イン等、色や臭いを嫌う現場に最適です。

ピュアプレックス マ ル チ パ ー パ ス・
極圧・耐熱グリース  
NSF H1グレード 2
号グリース

過酷な使用条件に耐えるアルミニウム複合系高級グリースです。特に食品工場用
に開発された抗菌剤入りグリースです。

プリマルーブ FG #1 マルチパーパス・耐
水・耐熱グリース　
食品グレードグリー
ス 1号

高温・高荷重・過酷な環境下で優れた性能を発揮する、アルミニウム複合系の食品
機械用グリースです。
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Nonfood Compounds
Program Listed(H3.3H)

(No.138250)



アクアプラス 11000 クーリングタワ ー
用、腐食・スケール・
スラッジ抑制剤

特に低硬度または低濃縮運転を行っている冷却塔等の開放式循環冷却システム
用の水処理剤です。腐食抑制性能を大幅に向上させています。

アクアプラス 11000 クーリングタワ ー
用、腐食・スケール・
スラッジ抑制剤

特に低硬度または低濃縮運転を行っている冷却塔等の開放式循環冷却システム
用の水処理剤です。腐食抑制性能を大幅に向上させています。

アクアプラス 15000 クーリングタワ ー
用、スケール・スラ
ッジ・腐食抑制剤

開放式循環冷却システム用の水処理剤です｡劣悪な補給水、高濃縮、高温等の悪条
件下でもシステムをスケール・スラッジ・腐食から守り、熱交換効率の低下防止に貢
献します。

アクアプラス 20000 クーリングタワ ー
用、スケール・スラ
ッジ・腐食抑制剤

開放式循環冷却システム用の水処理剤です｡本製品は、特にシリカ系スケールの
抑制に大きな効果を持っています。高濃縮運転でもシステムをスケール・スラッジ・
腐食から守り、熱交換効率の低下防止に貢献します。

アクアプラス 6000 開放系冷却水用、ス
ケール・スラッジ・
腐食抑制剤

クーリングタワー冷却水系で問題になるスケールやスラッジの蓄積を防ぎ、錆・腐
食から守るメンテナンス用水処理剤です。

アクアプラス 7000NP クーリングタワ ー
用、冷却水処理剤、
無リンタイプ

開放式循環冷却システムのトラブルの原因になるスケールの蓄積を防ぎ、設備を
錆・腐食から守る冷却システムのメンテナンス用水処理剤です。

ケムサーチ 4000 開放系冷却水用、ス
ケール・スラッジ・
腐食抑制剤

クーリングタワー冷却水系で問題になるスケールやスラッジの蓄積を防ぎ、錆・腐
食から守るメンテナンス用水処理剤です。

CBD-92 クーリングタワー用、
スラッジ分散剤／オン
ラインディスケーラー

ポリマーテクノロジーを駆使し、クーリングタワー等のトラブルの原因であるスラッ
ジ分を、ブリードオフとともに分散排出させます。

バイオエグザイル バイオフィルム除去剤 バイオフィルムのカルシウムブリッジを破壊する、革新的な解決策。

バクティサイド 45 冷却水用、バクテリ
ア抑制剤

種々の循環冷却システム系に発生するスライムや腐食の原因となるバクテリアを
一掃するための速効性バクテリア抑制剤です。

MB-1563 冷却水用、バクテリ
ア抑制剤

循環冷却水の配管内の藻やバクテリア等を除去・抑制し、熱交換器の効率を保つと
ともに衛生的な環境を実現します。

スマートブロム 開放冷却水用、バク
テリア抑制剤

循環冷却水システム系に発生するスライムや腐食の原因となるバクテリアを速や
かに分解します。他の酸化系薬剤と違い、バイオフィルム内部へ浸透してから効果
を発揮します。

アクティクロル 冷却水用、バクテリ
ア除去・抑制剤

循環冷却水システム系に発生するスライムや腐食の原因となるバクテリアを速や
かに分解します。洗浄剤としての他、自動・間欠投入による抑制処理も可能です。

アクア OX 冷却水用、バクテリ
ア除去剤

種々の循環冷却システム系に発生するスライムや腐食の原因となるバクテリアを
速やかに分解します。短時間の洗浄で効果を発揮します。

アクアスパース バクテリア分散剤 過酸化水素・次亜塩に代わる、簡単な冷却水系の洗浄に。

アクアプラス 54100 密閉式循環冷却水
用、腐食抑制剤

チラー水、蓄熱槽等、密閉冷却水系統のための腐食抑制剤です。腐食が原因で発生
する様々なトラブルを抑制します。

アクアプラス 999 密 閉 式 循 環 水 用 、
腐食抑制剤

チラー水、蓄熱槽等、密閉冷温水系のための腐食抑制剤です。腐食が原因で発生す
る様々なトラブルを未然に予防します。

ケムサーチ 777 密 閉 式 循 環 水 用 、
腐食抑制剤

チラー水、温水循環ボイラ等の密閉系のための腐食抑制剤です。腐食が原因で発
生する様々なトラブルを未然に予防します。

MB-40230 開放系／密閉系用
バクテリア抑制剤

少量の投入で、広範囲な微生物を抑制できるバクテリア抑制剤です。

MB-40230S 開放系／密閉系用
バクテリア抑制剤

少量の投入で、広範囲な微生物を抑制できるバクテリア抑制剤です。

CB-9099/CB-9099S タブレット型 スライ
ム抑制剤

小型冷却塔の藻、スライム、バクテリアの抑制剤です。タブレットをタワー内につる
すだけで効果を発揮します。

タワータブレット ND タブレット型 簡易ス
ケール・腐食抑制剤

小型冷却塔のスケール、腐食対策の簡易型水処理剤です。タブレットをタワー内に
つるすだけで効果を発揮します。

MBC-240 冷却水用藻類抑制
剤

開放循環冷却システム系に発生する藻類の一掃と抑制に特化したバイオサイドです。
塩素／臭素系の酸化型バイオサイドと併用することにより優れた効果を発揮します。

NA-104C ボイラ：復水処理剤 揮発性中和アミンを三種類配合したスチームボイラ復水系統の腐食抑制剤です。

ご注文・お問い合わせ   カスタマーセンター：0120-877-611   www.nchjapan.com6

水質管理プログラム  （ケムアクア） 
お客様の大切な設備の安全かつ順調な運転を確
保するとともに省エネ、節水、保守コスト節減に貢
献するため、それぞれのお客様と設備に最適なプ
ログラムを提案します。



排水処理プログラム
私たちの排水処理プログラムはお客様の要望に
合わせ油脂やBOD、TSSといった排水にかかわ
る問題に対して最適なソリューションをご提案い
たします 。

BP-10 ボイラ：アルカリビルダ 蒸気ボイラの腐食と沈殿物の生成を抑制するための、アルカリビルダです。

ケムアクア 100 ボ イラ：多 機 能 処
理剤

低／中域アルカリ度の軟水を補給水として使用しているボイラのスケールと腐食
を抑制するための多機能薬品です。

ケムアクア 150 ボイラ：スケール・
腐食抑制剤

蒸気ボイラのスケールを抑制するための薬品です。ポリリン酸塩、高機能ポリマー
分散剤を配合し、ボイラに発生する各種沈着物を効果的に抑制します。

ケムアクア 2 密 閉 ／ 開 放：銅 腐
食抑制剤

冷却水系の銅及び銅合金の腐食対策のためだけに開発された補助的な水質管理
薬品です。

ケムアクア 31045 開放系冷却水用、スケー
ル／腐食／スラッジ抑制剤

小規模冷却水系統のために設計された水質管理用薬剤。

ケムアクア 31065 開放系冷却水用、スケー
ル／腐食／スラッジ抑制剤

中～小規模冷却水系統のために設計された水質管理用薬剤。

ケムアクア 31075 開放系冷却水用、スケー
ル／腐食／スラッジ抑制剤

無リンタイプで、湖沼等のリン規制に対応出来る水質管理用薬剤。

ケムアクア 31115 開放系冷却水用、スケー
ル／腐食／スラッジ抑制剤

特に腐食傾向の強い冷却水系統用に設計された水質管理用薬剤。

ケムアクア 31155 開放系冷却水用、スケー
ル／腐食／スラッジ抑制剤

開放冷却水系統のために設計された高性能水質管理用薬剤。

ケムアクア 31205 開放系冷却水用、スケー
ル／腐食／スラッジ抑制剤

高シリカ補給水対応の高性能水質管理用薬剤。

ケムアクア 54105 密閉・半密閉冷却水用、
腐食／スラッジ抑制剤

大規模設備、電気炉、大気開放の半密閉系の防食薬剤。

ケムアクア 777A 密 閉 循 環 水 用 、腐
食抑制剤

タイプの水質管理用薬剤。

ケムアクア 900 ボイラ：脱酸素剤 亜硫酸塩を主成分とするボイラ水用の脱酸素剤です。

ケムアクア 999 密 閉 循 環 水 用 、腐
食抑制剤

多機能ながら経済的な高濃縮タイプの水質管理用薬剤。

アスク スーパー 過酸化水素分解酵
素剤

過酸化水素を無害な水と酸素に分解する酵素を主成分とした過酸化水素分解剤
です。

クローズクリーン 密閉冷却水ライン
用アルカリ洗浄剤

チラータンク、配管等の汚れを一回綺麗にしましょう。汚れたままで防錆剤を入れ
ても、効果はあがりません。

MB-60B 冷却水用、バクテリ
ア抑制剤（顆粒状）

種々の循環冷却システム系に発生するスライムや腐食の原因となるバクテリアを
一掃するために開発された速効性のバクテリア抑制剤です。強力ながら分解（失
活）が早く環境負荷の低い製品です。

MRX-70 冷却水系・水路のス
ラッジ・錆除去剤

ポリマー成分だけからできた安全性の高いスラッジ除去剤です。配管、水路に蓄積
した泥、スラッジ、粘土、シルトを除去します。

ブルーストリーク 高濃縮液状タイプの
ドレインオープナー

詰まってしまった排水管の中の汚れを少量の投入で開通させます。油脂、石鹸か
す、髪の毛その他の有機汚れを液状化。

レスキュードレイン 排水管オープナー 粉末タイプの超強力排水管オープナー。髪の毛、油脂分、詰まりの原因も簡単にお掃除。

キャストアウト 消臭剤 防腐剤や酸などを含んでいない、ハンディスプレ－タイプの消臭剤。

ケムザイム コンプリート バクテリア／酵素に
よる排水管・排水メ
ンテナンス剤

1グラムあたり10億個以上の好気性、通性嫌気性のバクテリアと、その活動を高める栄養
剤を配合した排水処理用メンテナンス剤です。

スーパーケムザイムⅣプラス 微生物／酵素による
配管メンテナンス

天然の微生物・酵素によるメンテナンス剤です。排水系のスカム等の汚れを分解し、臭い
や詰まりを防ぎます。

エックスオドー バイオソリューショ
ンシステム

バクテリアを使って悪臭の発生元から臭気を抑える。

バイオアンプ タブレット型バイオ
製剤

活性化したバイオ製剤による排水処理施設のメンテナンスです。

バイオアンプHC バクテリアを使った鉱物
系の排水処理システム

鉱物系の排水の問題にも抜群な効果を発揮。

バニッシュ トイレ用メンテナン
スクリーナー

錆・石灰・スケールや嫌な臭いを取り除きます。
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