
カーライル 清掃用品 仕様・品番変更について 

 

 

コマーシャルカタログ(CM-09)に掲載されております「カーライル 清掃用品」につきまして、 

以下の通り、仕様および品番が変更となっております。 

 

 

 

 

 

【仕様変更内容】 

ブラシボディ部分(柄や本体)の色が、 

白色から、ブラシ部分(毛)の色と同じになります。 

 

 

 

 

【対象製品と新品番】 

品名 品番 新品番 色 カタログ 
掲載ページ 

メッシュブラシ M 40000[色] 40000C[色] 

ブルー[14]、レッド[05]、 

イエロー[04]、グリーン[09] 42 

ホワイトは 4000002 です 

メッシュブラシ L 40001[色] 40001C[色] 

ブルー[14]、レッド[05]、 

イエロー[04]、グリーン[09] 42 

ホワイトは 4000102 です 

スウィベルデッキブラシ 3638831[色] 3638831C[色] 

ブルー[14]、レッド[05]、 

イエロー[04]、グリーン[09] 43 

ホワイトは 363883102 です 

 

 

 

 

以上の内容につきましては、次回カタログ改訂時に変更させていただきます。 

本件に関しまして、ご質問などございましたら、弊社までお問い合わせください。 

 

 

 

 

エー・エム・プロダクツ株式会社 

〒154-0011 東京都世田谷区上馬 2-14-1 横溝ビル 8F 
TEL：03－5481-9001  FAX：03－5481-9004 

仕様・品番変更 

変更前 変更後 

白色 ブラシ部分と 
同じ色 

200401-CM-CA 



コマーシャル・カタログ  ／ 商業施設向け製品

先進の安全と安心を、世界から。
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いま世の中では、長時間労働などを改善する動きが進んでいますが、

安全性をしっかり確保し、働く環境をさらに整えることも

大切な改革のひとつではないでしょうか。

私たちエー・エム・プロダクツは、30年以上にわたって

油・液体吸収材の輸入・販売を行い、日本の工業界に浸透させる

パイオニア的役割を果たしてきました。

さらに、「安全衛生と作業環境の向上に役立つ製品をご提供したい」

という思いから、一歩も二歩も進んだ欧米の製品を

いち早くお客様のもとへお届けしてきました。

現在では、油・液体吸収材をはじめ、火災予防製品、安全保護具、

疲労軽減やスリップ防止マット、清掃用品など多数の製品を取り扱い、

製造業、商業施設、官公庁、医療・介護施設、

教育施設など幅広い分野にわたり、

お客様の問題解決や改善に結びつく製品をご提案しています。

“先進の製品を、きめ細かいサービスで。” 

すべての人が安心して、快適に作業いただけるよう、

お手伝いしていきたいと思います。

ぜひ、このカタログでご検討ください。ご相談もお気軽にどうぞ。

「安全衛生と作業環境」の向上に、
 先進のソリューションを。
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先進の安全と安心を、世界から。
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各種マーク

※NFSI(National Floors Safety Institute)

NFSI認定
防滑性表面によるスリップ・転倒防止
についての検査データがあります。
全米フロア安全管理協会抗菌加工済みです。

抗菌

公益財団法人日本防炎協会が
認定した防炎性能を有する製品です。

防炎適合品

お客様のご要望のサイズにカットし、
ご提供いたします。

ご注意

カスタムカット

目 次

浮上油対策 グリストラップの浮上油を回収します

漏洩した液体の流出を防止します

雨水対策 シャッター下などから浸入する雨水を防ぎます

漏洩対策

立ち作業中の疲労をやわらげ、床面からの寒さを防ぎます立ち作業改善

日常の清掃におすすめです

引火を未然に防ぎます

清掃・洗浄

火災予防

使用目的

油汚れ対策 油や液体の漏れ、垂れ落ち、飛び散りなどによる汚れを防止します

転倒事故対策 油や液体で滑りやすい場所での転倒を防止します

床面保護 油や液体、落下物などから床面を保護します

本カタログでは使用目的、おすすめ場所をご紹介しています。

油・液体吸収マット
油専用吸収マット
油専用吸収材 まくタイプ
油専用吸収マット
油・液体吸収ソックス
その他

吸収材

液体漏洩対策キット
液体漏洩対策パレット
クイックバーム
ブロッカー

液体漏洩対策器材

疲労軽減マット
インソール
エントランスマット
スリップ防止マット 

フロアーマット

ハンドブラシ
ハンドルブラシ
床ブラシ／スクイジー
ハンドル／アクセサリー

清掃用品

灰皿（自己消火式）

品名索引
品番索引

施設用品

おすすめ場所

出入口 通路 厨房 

ウォーターサーバー レジ トイレ

グリストラップ  シャッター

屋外喫煙所

液体保管場所

排水溝

冷蔵ケース

プール・更衣室

廃油置場

●本カタログ掲載の写真、掲載文面に関して、当社が著作権を保有しておりますので許可無く転載、複製することはご遠慮ください。
●サイズはインチ単位で、重量はポンド単位で管理されております。日本国内での販売に際しましては、メートルおよびキログラムに換算して表示しておりますので、微小な誤差を生じ
ることがあります。

●製造工程上、長さに多少の誤差を生じることがあります。
●吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、カタログ記載の吸収量（実験値）と相違
することがあります。

●製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。ご了承ください。



店舗・商業施設における事故のうち、7割以上が滑りなどによる
転倒事故となっています。
主な要因は、厨房からの油の持ち出し、雨水の持ち込み、
機械や機器からの水漏れによるものです。
このような転倒事故をより効果的に防止するため、
弊社では油・液体の吸収にすぐれたマットを取り扱っております。
サンプル設置、検証、報告までを無償でお手伝いさせていただきますので
お気軽にご相談ください。
 
高齢化が進んでいる今、転倒事故対策は急務であると考えます。
安全で安心な店舗・施設づくりにお役に立てれば幸いです。

吸収材
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150cmカットタイプ

油・液体吸収マット吸収材

サイズ：幅90cm×長さ30.5m×厚み2mm
入  数：1巻/袋　重量：約15kg/袋
吸収量：約49ℓ/袋　色：ダークグレー

AMR2001

ロールタイプ

サイズ：幅90cm×長さ30.5m×厚み2mm
入  数：1巻/袋　重量：約15kg/袋
吸収量：約49ℓ/袋　色：ライトグレー

AMR2001LGY

サイズ：幅60cm×長さ30.5m×厚み2mm
入  数：1巻/袋　重量：約10kg/袋　
吸収量：約32.7ℓ/袋　色：ダークグレー

AMR2001-60

サイズ：幅60cm×長さ30.5m×厚み2mm
入  数：1巻/袋　重量：約10kg/袋　
吸収量：約32.7ℓ/袋　色：ライトグレー

AMR2001LGY-60

サイズ：縦90cm×横150cm×厚み2mm
入  数：20枚/袋　重量：約15kg/袋
吸収量：約2.4ℓ/枚、約48.2ℓ/袋　色：ダークグレー

AMR2C150

サイズ：縦90cm×横150cm×厚み2mm
入  数：5枚/袋　重量：約3.8kg/袋　
吸収量：約2.4ℓ/枚、約12ℓ/袋　色：ダークグレー

AMR2C1505

サイズ：縦90cm×横200cm×厚み2mm
入  数：15枚/袋　重量：約15kg/袋
吸収量：約3.2ℓ/枚、約48.2ℓ/袋　色：ダークグレー

AMR2C200

サイズ：縦90cm×横200cm×厚み2mm
入  数：5枚/袋　重量：約5kg/袋
吸収量：約3.2ℓ/枚、約16.1ℓ/袋　色：ダークグレー

AMR2C2005

プロマット®

往来の多い場所での
油・水対策用吸収マット

●耐久性が高く、重量台車が通る通路や
  ハイヒールなどで歩くような通路でも
  耐えることができます。

●マット裏面はポリエチレンで
  コーティングされており、
  吸収した液体が床面にしみ出ません。

●スーパーマーケットでは、
  厨房、デリカ周辺のバックヤードや、
  店内の揚げ物コーナーの油対策、
  ウォーターサーバーなどの
  水対策におすすめです。

ウォーターサーバー通路出入口おすすめ場所

床面保護転倒事故対策油汚れ対策使用目的

ロールタイプ

ロールタイプ

ロールタイプ

150cmカットタイプ

200cmカットタイプ

200cmカットタイプ

惣菜コーナー

バックヤード 通路

ライトグレー（LGY）ダークグレー

防炎適合品
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5mm 3mm

テープつきゴムトレー

マットの張り替えを
省力化できるゴムトレー

●マットの張り替え作業が簡単にできます。

●2辺に固定用テープがついており、繰り返し使用できます。

サイズ：縦98cm×横206cm×厚み5mm
（端部厚み3mm）

UE920X2000Bサイズ：縦98cm×横156cm×厚み5mm
（端部厚み3mm）

UE920X1500B
150cmタイプ 2辺テープつき 200cmタイプ 2辺テープつき

ゴムトレーのテープの吸着効果がなくなった場合、
交換用テープをご用意しています。お問い合わせください。交換用テープ

ダークグレー

サイズ：幅90cm×長さ20m×厚み2mm
入  数：1巻/袋　重量：約9.2kg/袋
吸収量：約28.8ℓ/袋

AMR2004R

サイズ：縦90cm×横150cm×厚み2mm
入  数：10枚/袋　重量：約6.9kg/袋
吸収量：約2.2ℓ/枚、約21.6ℓ/袋　

AMR2004C15010

サイズ：縦90cm×横200cm×厚み2mm
入  数：10枚/袋　重量：約9.2kg/袋
吸収量：約2.9ℓ/枚、約28.8ℓ/袋

AMR2004C20010

150cmカットタイプ

敷くだけで設置できる
ノリ残りがない吸収マット

●表面は丈夫で毛羽立ちづらく
  グリップ力があるため、滑りにくくて安全です。

●厚みはわずか2㎜のため、つまずきや
  台車の引っ掛かりがありません。

●ハサミやカッターで必要なサイズにカットできます。

●Pタイル・セラミックタイル用としてお使いください。

●工業用油には適しておりません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

プロマット®ずれ防止タイプ ウォーターサーバー通路出入口おすすめ場所

床面保護転倒事故対策油汚れ対策使用目的

ロールタイプ 200cmカットタイプ

生鮮・生花コーナー

出入口

防炎適合品
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油・液体吸収マット吸収材 

ピグ®グリッピー®マット

特殊な粘着性で
床面にしっかり密着する
ずれない吸収マット

●油、水などを吸収します。

●マット表面は、耐摩耗性、耐久性に
  すぐれています。

●マットの上を歩いたり、カートが通過しても
  マットのずれや折れ曲がりがありません。

●マット裏面はコーティングされており、
  吸収した液体が床面にしみ出ません。

●床面をドライでクリーンに維持します。

●ハサミやカッターで必要なサイズに
  カットすることができます。

ウォーターサーバー通路出入口おすすめ場所

床面保護転倒事故対策油汚れ対策使用目的

サイズ：幅81cm×長さ30m×厚み3mm
入  数：1巻/袋　重量：約12.2kg/袋
吸収量：約60ℓ/袋

MAT32100

ロールタイプ

サイズ：幅81cm×長さ15m×厚み3mm
入  数：1巻/袋　重量：約6.1kg/袋
吸収量：約30ℓ/袋

MAT3250

ロールタイプ

サイズ：縦81cm×横50cm×厚み3mm
入  数：15枚/箱　重量：約3.6kg/箱　
吸収量：約1ℓ/枚、約15ℓ/箱

MAT3220G

50cmカットタイプ

150cmカットタイプ
サイズ：縦81cm×横150cm×厚み3mm
入  数：20枚/袋　重量：約14kg/袋
吸収量：約3ℓ/枚、約60ℓ/袋

MAT32100150

サイズ：縦81cm×横200cm×厚み3mm
入  数：15枚/袋　重量：約14kg/袋　
吸収量：約4ℓ/枚、約60ℓ/袋

MAT32100200

200cmカットタイプ

スイングドア付近

出入口 惣菜コーナー

防炎適合品

吸収した液体を内部に閉じ込め、
踏み戻りがありません。

グレー

全米フロア安全管理協会に
より、スリップ・転倒防止に
ついての安全性が認定され
ています。

ピグ®グリッピー®
マット 玄関マット
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MAT297

ウォーターサーバー通路出入口おすすめ場所

床面保護転倒事故対策油汚れ対策使用目的

サイズ：幅81cm×長さ30m×厚み3mm
入  数：1巻/袋　重量：約12.9kg/袋
吸収量：約58.7ℓ/袋

MAT297

ロールタイプ

サイズ：幅81cm×長さ15m×厚み3mm
入  数：1巻/袋　重量：約6.4kg/袋
吸収量：約29.3ℓ/袋

MAT298

サイズ：縦81cm×横50cm×厚み3mm
入  数：15枚/箱　重量：約3.7kg/箱　
吸収量：約1ℓ/枚、約14.6ℓ/箱

MAT2920GR

ロールタイプ

50cmカットタイプ

150cmカットタイプ
サイズ：縦81cm×横150cm×厚み3mm
入  数：20枚/袋　重量：約14.5kg/袋
吸収量：約2.9ℓ/枚、約58.7ℓ/袋

MAT297150

サイズ：縦81cm×横200cm×厚み3mm
入  数：15枚/袋　重量：約14.5kg/袋　
吸収量：約3.9ℓ/枚、約58.7ℓ/袋

MAT297200

200cmカットタイプ

ピグ®グリッピー®マンモス®グリーンマット

耐久性にすぐれた
床面にしっかりフィットする
グリーンの吸収マット

●ピグ®グリッピー®マットの特長はそのままで
  耐久性によりすぐれています。

●表面の不織布に厚手で丈夫な素材を採用し
  耐摩耗性がさらに向上したマットです。

●安全の意識を高めるグリーンのカラーです。

防炎適合品

グリーン

特殊粘着性の裏面

全米フロア安全管理協会に
より、スリップ・転倒防止に
ついての安全性が認定され
ています。
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油・液体吸収マット吸収材

サイズ：幅79cm×長さ30m×厚み3mm
入  数：1巻/袋　重量：約10.9kg/袋
吸収量：約56.8ℓ/袋

MAT270SB

ロールタイプ

MAT270SB515

サイズ：縦79cm×横150cm×厚み3mm
入  数：5枚/袋　重量：約2.7kg/袋　
吸収量：約2.8ℓ/枚、約14.2ℓ/袋

MAT270SB155

ピグ®ポリバックマンモス®マット

たった1歩で
90％以上の油を吸収するマット

●油、水などを吸収します。

●マット裏面はポリプロピレンでコーティング
  されており、吸収した液体が床面にしみ出ません。

●汚れの目立ちにくいグレーのマットです。

●専用のテープつきゴムトレー（別売）を
  ご用意しています。

通路出入口おすすめ場所

床面保護転倒事故対策油汚れ対策使用目的

MAT270SB1010

150cmカットタイプ

サイズ：縦79cm×横50cm×厚み3mm
入  数：15枚/袋　重量：約2.7kg/袋
吸収量：約1ℓ/枚、約14.2ℓ/袋

50cmカットタイプ

サイズ：縦79cm×横100cm×厚み3mm
入  数：10枚/袋　重量：約3.6kg/袋　
吸収量：約1.9ℓ/枚、約18.9ℓ/袋

100cmカットタイプ

サイズ：縦79cm×横150cm×厚み3mm
入  数：20枚/袋　重量：約10.9kg/袋　
吸収量：約2.8ℓ/枚、約56.8ℓ/袋

150cmカットタイプ

200cmカットタイプ
サイズ：縦79cm×横200cm×厚み3mm
入  数：15枚/袋　重量：約10.9kg/袋
吸収量：約3.8ℓ/枚、約56.8ℓ/袋

MAT270SB200

サイズ：縦79cm×横200cm×厚み3mm
入  数：5枚/袋　重量：約3.6kg/袋　
吸収量：約3.8ℓ/枚、約18.9ℓ/袋

MAT270SB205

200cmカットタイプ

MAT270SB150 サイズ：縦79cm×横300cm×厚み3mm
入  数：5枚/袋　重量：約5.4kg/袋　
吸収量：約5.7ℓ/枚、約28.4ℓ/袋

MAT270SB305

300cmカットタイプ

防炎適合品

通路グレー MAT270SB

10



グリーン

通路出入口おすすめ場所

床面保護転倒事故対策油汚れ対策使用目的

サイズ：幅79cm×長さ30m×厚み3mm
入  数：1巻/袋　重量：約11.8kg/袋
吸収量：約55.6ℓ/袋

MAT295

ロールタイプ

ピグ®マンモス®グリーンポリバックマット

安全の意識を高めるグリーンの吸収マット

●ピグ®ポリバックマンモス®マットの特長はそのままで耐久性によりすぐれています。

●専用のテープつきゴムトレー（別売）をご用意しています。

5mm 3mm

テープつきゴムトレー

マットの張り替えを
省力化できるゴムトレー

●マットの張り替え作業が簡単にできます。

●2辺に固定用テープがついており、繰り返し使用できます。

サイズ：縦89cm×横56cm×厚み5mm
(端部厚み3mm)

UE830X500B
50cmタイプ 2辺テープつき

サイズ：縦89cm×横206cm×厚み5mm
(端部厚み3mm)

UE830X2000B
200cmタイプ 2辺テープつき

サイズ：縦89cm×横106cm×厚み5mm
(端部厚み3mm)

UE830X1000B
100cmタイプ 2辺テープつき

防炎適合品

ゴムトレーのテープの吸着効果がなくなった場合、
交換用テープをご用意しています。お問い合わせください。交換用テープ

MAT295

サイズ：縦89cm×横156cm×厚み5mm
(端部厚み3mm)

UE830X1500B
150cmタイプ 2辺テープつき
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油・液体吸収マット吸収材

サイズ：幅41cm×長さ45m×厚み3mm
入  数：1巻/袋　重量：約6.1kg/袋
吸収量：約66.7ℓ/袋

MAT235A

ロールタイプ

フォーインワンピグ®マット

コンパクトで
使い勝手のよい吸収マット

●油、水などを吸収します。

 パッドとして
液体の汚れの拭き取り作業も
すばやく簡単にできます。

 ロールとして
耐久性の高いマット上層部は
耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。
柔軟なマット下層部は床面に
しっかり密着します。

 ソックスとして
折り目があるため、折りたたみが簡単です。
厚みのある長方形に折りたためます。
機械周辺の垂れ落ちる油・液体を
キャッチします。

 ワイプとして
便利なミシン目入りです。
無駄なく必要な分だけカットして、
こぼれた液体の吸収や拭き取りに
お使いください。

厨房通路出入口おすすめ場所

床面保護転倒事故対策油汚れ対策使用目的

フライヤー前

MAT235A MAT284A

MAT284A サイズ：幅41cm×長さ24m×厚み3mm
入  数：1巻/箱　重量：約4.5kg/箱
吸収量：約35.5ℓ/箱

ロールタイプ ディスペンサーボックス入り

防炎適合品
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ピグ®チャットマット®

安全と清潔のメッセージ入りマット

●耐久性にすぐれたマット上層部は、耐摩耗性があり、
  往来の多い場所にもおすすめします。

●マット下層部は、油、水などを吸収します。

●注意喚起の黄色（MAT607-81）と、
  汚れの目立ちにくいグレー（MAT608-748）の
  2色からお選びいただけます。

●ミシン目が入っているため、必要量だけ手で簡単に
  カットすることができます。

床面をドライでクリーンに保つ、グリーンの吸収マット

●油、水などを吸収します。

●マット上層部に耐摩耗性の不織布がついているため、毛羽立ちにくく、丈夫です。

●縦横にミシン目が入っているため、手で簡単にカットすることができます。

厨房通路出入口おすすめ場所

床面保護転倒事故対策油汚れ対策使用目的

ピグ®タフ®マットグリーン 厨房通路出入口おすすめ場所

床面保護転倒事故対策油汚れ対策使用目的

サイズ：幅81cm×長さ22.5m×厚み3mm
入  数：1巻/袋　重量：約6.5kg/袋
吸収量：約66ℓ/袋

MAT652

ロールタイプ

サイズ：幅61cm×長さ22.5m×厚み3mm
入  数：1巻/袋　重量：約5kg/袋
吸収量：約51.2ℓ/袋　色：黄
メッセージ：SAFETY

MAT607-81 サイズ：幅61cm×長さ22.5m×厚み3mm
入  数：1巻/袋　重量：約5kg/袋
吸収量：約51.2ℓ/袋　色：グレー
メッセージ：CLEAN UP

MAT608-748

ロールタイプ ロールタイプ

MAT652

防炎適合品

防炎適合品

安全第一 きれいにしましょうMAT608-748

MAT607-81
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油専用吸収マット / 油専用吸収材 まくタイプ吸収材 

サイズ：幅41cm×長さ45m×厚み3mm
入  数：1巻/袋　重量：約6.1kg/袋
吸収量：約66.7ℓ/袋

MAT435A

ロールタイプ

油専用フォーインワンピグ® マット

厨房内の油対策に！
コンパクトで
使い勝手のよい吸収マット

●水は吸収せず、油のみを吸収します。

●表面は耐摩耗性・耐久性にすぐれているので
  長期間使用できます。

●ミシン目が入っているため、
  必要量だけ手で簡単にカットできます。

油専用フォーインワンピグ®マットの使用例

厨房おすすめ場所

浮上油対策転倒事故対策油汚れ対策使用目的

グリストラップ

MAT484A サイズ：幅41cm×長さ24m×厚み3mm
入  数：1巻/箱　重量：約4.5kg/箱
吸収量：約35.5ℓ/箱

ロールタイプ ディスペンサーボックス入り

フライヤー前
飛び散ったり、垂れ落ちたりする油を吸収
し、油汚れを低減します。油によるスリッ
プ事故防止など作業環境を改善します。

グリストラップ
グリストラップ内の油を吸収します。水
は吸収しないためすぐれた効果を発揮
します。

デリカ加工室出入口
靴裏や台車・カートの車輪に付着した
油を吸収し、店内フロアやバックヤード
通路への油の持ち出しをなくし、油汚
れを防ぎます。

作業台前
落下した天かすなどを踏みつぶしても、
油専用マットが油を吸収し、作業者のス
リップ事故を防止します。

MAT435A MAT484A

防炎適合品
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油専用ピグ®タフ®マット

広範囲におよぶ油漏れに！

●水は吸収せず、油のみを吸収します。

●耐久性の高いマット表面は、耐摩耗性があり、
  裂けにくく丈夫です。

●ミシン目が入っているため、
  必要量だけ手で簡単にカットできます。

厨房おすすめ場所

浮上油対策転倒事故対策油汚れ対策使用目的

グリストラップ

サイズ：幅81cm×長さ22.5m×厚み3mm
入  数：1巻/袋　重量：約6.2kg/袋
吸収量：約67.4ℓ/袋

MAT452C

サイズ：縦81cm×横100cm×厚み3mm
入  数：5枚/袋　重量：約1.4kg/袋
吸収量：約3ℓ/枚、約15ℓ/袋　

MAT452-1005

サイズ：縦81cm×横150cm×厚み3mm
入  数：5枚/袋　重量：約2.1kg/袋
吸収量：約4.5ℓ/枚、約22.5ℓ/袋

MAT452-1505

100cmカットタイプ

ロールタイプ 150cmカットタイプ

SA8010

MAT452C

防炎適合品

グリストラップおすすめ場所

浮上油対策使用目的

※色つきのリサイクル素材が入っておりますが、吸収性能、品質に問題はございません。

入  目：約2.3kg/箱　
吸収量：約28.2ℓ/箱SA8010

凹凸のある場所や狭い隙間にも
使える、まくタイプの吸収材

●水は吸収せず、油のみを吸収します。

●凹凸のある場所や狭い隙間に入りこんだ
  油の吸収にもお使いいただけます。

ピグ®スキマーパルプ

水面にまくだけで、吸収材が油を吸い取ります。
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油専用吸収マット吸収材 

ピグ®油専用エコノミーマット

幅広い用途に使える定番マット

ラードなど粘度の高い油に適した
吸収マット

●水は吸収せず、油のみを吸収するマットです。

●水面の油膜もすばやく吸収します。

●耐摩耗性にすぐれ、破れにくく丈夫です。

●ハサミで簡単にカットすることができます。

グリストラップおすすめ場所

浮上油対策使用目的

グリストラップおすすめ場所

浮上油対策使用目的

プロマット®吸油シート

サイズ：縦50cm×横50cm×厚み3mm
入  数：100枚/袋　重量：約6kg/袋
吸収量：約946㎖/枚、約94.6ℓ/袋

AMC4001

カットタイプ
サイズ：縦50cm×横50cm×厚み3mm
入  数：10枚/袋　重量：約0.6kg/袋
吸収量：約946㎖/枚、約9.5ℓ/袋

AMC400110P

カットタイプ

MAT403A サイズ：縦38cm×横51cm×厚み3mm
入  数：100枚/箱　重量：約8.2kg/箱
吸収量：約836㎖/枚、約83.6ℓ/箱

カットタイプ ディスペンサーボックス入り

MAT45410P サイズ：縦38cm×横51cm×厚み2mm
入  数：10枚/袋　重量：約0.7kg/袋
吸収量：約658㎖/枚、約6.5ℓ/袋

カットタイプ

MAT454 サイズ：縦38cm×横51cm×厚み2mm
入  数：100枚/箱　重量：約6.8kg/箱
吸収量：約658㎖/枚、約65.8ℓ/箱

カットタイプ ディスペンサーボックス入り

MAT423A サイズ：縦38cm×横51cm×厚み1.5mm
入  数：200枚/箱　重量：約8.2kg/箱
吸収量：約418㎖/枚、約83.6ℓ/箱

カットタイプ

MAT403A

AMC4001

油膜をすばやく吸収します。

●水は吸収せず、油のみを吸収するマットです。

●グリストラップに浮かべて、油をすばやく吸収します。

●ミシン目が入っているため、必要量だけ手で簡単に
  カットすることができます。

グリストラップに浮かべて油分を吸収します。
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油・液体吸収ソックス吸収材 

スーパーピグ®ソックス

冷蔵ケースの水漏れ対策に！

廃油置場シャッター冷蔵ケースおすすめ場所

雨水対策転倒事故対策油汚れ対策使用目的

廃油置場シャッター冷蔵ケースおすすめ場所

雨水対策転倒事故対策油汚れ対策使用目的

PIG210
サイズ：直径8.3cm×長さ107cm
入  数：24本/箱　重量：約13.4kg/箱
吸収量：約3.8ℓ/本、約91.2ℓ/箱

PIG2106P
サイズ：直径8.3cm×長さ107cm
入  数：6本/袋　重量：約3.4kg/袋
吸収量：約3.8ℓ/本、約22.8ℓ/袋

PIG21012P
サイズ：直径8.3cm×長さ107cm
入  数：12本/袋　重量：約6.7kg/袋
吸収量：約3.8ℓ/本、約45.6ℓ/袋

PIG212
サイズ：直径6cm×長さ107cm
入  数：35本/箱　重量：約10.3kg/箱
吸収量：約1.9ℓ/本、約66.5ℓ/箱

PIG2127P
サイズ：直径6cm×長さ107cm
入  数：7本/袋　重量：約2.1kg/袋
吸収量：約1.9ℓ/本、約13.3ℓ/袋

PIG21214P
サイズ：直径6cm×長さ107cm
入  数：14本/袋　重量：約4.1kg/袋
吸収量：約1.9ℓ/本、約26.6ℓ/袋

中身：リサイクルセルロース

ブルーピグ®ソックス

大雨の際の浸水を確実にブロック！

2048
サイズ：直径8cm×長さ122cm
入  数：20本/箱　重量：約14.8kg/箱
吸収量：約2.8ℓ/本、約56ℓ/箱

PIG202
サイズ：直径8cm×長さ3m
入  数：8本/箱　重量：約11.7kg/箱
吸収量：約7ℓ/本、約56ℓ/箱

PIG217
サイズ：直径13cm×長さ3m
入  数：4本/箱　重量：約27.3kg/箱
吸収量：約30ℓ/本、約120ℓ/箱

中身：バーミキュライト粒子

●油、水などを吸収する
  吸収力抜群なソックス状の吸収材です。

●冷蔵ケースの下に設置することにより
  水漏れを吸収し、スリップや転倒を防止します。

●高い吸収性能をもつリサイクルセルロースが
　入っています。

●油、水などを吸収し、十分な重さでしっかりと床面に
  安定して、流れてくる液体をせき止めます。

●台風シーズンなど、シャッター下部の隙間から浸入する
  雨水対策におすすめです。

●きめの細かいバーミキュライト粒子が入っており、
   液体をすばやく吸収します。
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その他吸収材

サイズ：縦43cm×横46cm×厚み1.5mm
入  数：6枚/箱　重量：約0.7kg/箱

GRP7001-BK
カットタイプ

GRP7003-BK

ピグ®グリッピー®トイレマット

抗菌剤入りの吸収マットで
トイレの美観維持

構造

トイレおすすめ場所

床面保護転倒事故対策使用目的

サイズ：縦39cm×横46cm×厚み1.5mm
入  数：6枚/箱　重量：約0.6kg/箱

カットタイプ

GRP7004-BK サイズ：幅61cm×長さ7.6m×厚み1.5mm
入  数：1巻/袋　重量：約2.2kg/袋

ロールタイプ
GRP7002-BK サイズ：縦48cm×横60cm×厚み1.5mm

入  数：6枚/箱　重量：約1.1kg/箱

カットタイプ

GRP7001-BK GRP7002-BK GRP7003-BK GRP7004-BK

抗菌

液体を広げて
すばやく乾かします。

粘着性の裏面
・しっかりと床面に
　固定されます。
・めくれがなく、
　安全です。

液体を内部に
しっかり保持します。

液体を通さず、
床面をドライに保ちます。

●マット裏面の特殊な粘着素材により、
  設置場所からずれたり、めくれることがありません。

●マット裏面のフィルムは、吸収した水分を
  通さないため、床面をドライな状態に保ちます。

●マットは繊維の間に液体を閉じ込める構造のため、
  一度吸収した液体がしみ出ません。

●厚みはわずか1.5㎜。液体の蒸発が早く、
  マットを敷いたまま床を水洗いできます。

●マット表面のモップがけやブラシの使用も
  可能です。

●抗菌剤入りのため、菌の繁殖を防ぎます。
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サイズ：長さ133cm
入  数：1本/箱　重量：約4.6kg/箱

RQ750FRM
モップシステム＜ハンドルとフレーム＞

モップシステム

360度回転式の
使い捨て式モップシステム

●手の届きにくい狭い場所やコーナーも
  楽に掃除することができます。

●ハンドルは軽くて丈夫なアルミ素材です。

●「油・液体用」「油専用」2種類の
  交換用パッドをご用意しています。

●油・液体用モップパッドは、
  雨水対策や生花売場、
  ウォーターサーバー付近など
  いろいろな場所でお使いいただけます。

●油専用モップパッドは厨房などにおすすめです。

●清掃面は、毛羽立ちが少なく丈夫です。

●底面のマジックテープにモップパッドを
  取り付けるだけで、簡単にセットすることが
  できます。

●使い捨てタイプのため、
  清掃後に水や洗剤で洗う必要がありません。

廃油置場厨房おすすめ場所

清掃・洗浄使用目的

サイズ：縦10cm×横45cm×厚み3mm
入  数：24枚/袋　重量：約0.5kg/袋　
吸収量：約167㎖/枚、約4ℓ/袋

RFL231C

油・液体用モップパッド
サイズ：縦11cm×横48cm×厚み3mm
入  数：24枚/袋　重量：約0.7kg/袋　
吸収量：約276㎖/枚、約6.6ℓ/袋

RFL631C

油専用モップパッド
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危険物施設における液体漏洩事故の件数は
年間400件近くにものぼり、その原因は
人為的ミス、劣化、破裂、設計不良などさまざまです。
一度、事故を起こしてしまうと、多額の損害賠償、
近隣住民からの苦情、信用失墜、行政処分などの
リスクを負うことになります。
このようなリスクを最小限に抑えるためには
ハード面とソフト面、双方からの対策が必要であると
私たちは考えます。
漏洩事故防止、各種法令の観点から、
ベストプラクティスのご提案や
使い方の無料講習会などを実施しておりますので、
お気軽にご相談ください。

液体漏洩対策器材
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液体漏洩対策キット液体漏洩対策器材

ピグ®多目的コンテナキット
あらゆる液体漏れに対応できる定番キット
●耐久性の高いポリエチレン製の容器に入った多目的な液体漏洩対策キットです。

●容器の取っ手は滑り防止の加工がされ、フタは開閉が簡単です。

●容器サイズ：上部　幅70.3cm×奥行60.6cm
　　　　　　 底部　幅47cm×奥行47cm
　　　　　　 高さ　74.3cm

液体保管場所おすすめ場所

漏洩対策使用目的

液体保管場所おすすめ場所

漏洩対策使用目的

吸収量：約122.6ℓ
重  量：約25.5kg
内  容：ブルーピグ®ソックス　 6本
         ピグ®ピロー            4個
         ピグ®マット             60枚
         ディスポーザルバッグ  10枚
         緊急時対応ガイドブック 1冊

KIT205-01

油・溶剤・水用

吸収量：約122.6ℓ
重  量：約22.5kg
内  容：ピグ®エコノミースキミングブーム 6本
         ピグ®サンプスキマー　 4本
         ピグ®スタットマット   60枚
         ディスポーザルバッグ　10枚
         緊急時対応ガイドブック 1冊

KIT408-01

油専用
吸収量：約125.6ℓ
重  量：約22.4kg
内  容：ハズマットピグ®ソックス  6本
         ハズマットピグ®ピロー　8個　　　　 　　
         ハズマットピグ®マット 60枚
         ディスポーザルバッグ　 10枚
         緊急時対応ガイドブック  1冊

KIT307-01

液体危険物用（酸・アルカリなど）

ピグ®モービルコンテナキット
移動が簡単にできる容量たっぷりなキット
●直径20cmのゴムタイヤと上部にハンドルがついており、
  移動がスムースです。

●漏洩の可能性があるあらゆる場所に使用できます。

●容器サイズ：幅60cm×高さ93cm×奥行74cm

吸収量：約140ℓ
重  量：約48.5kg
内  容：ブルーピグ®ソックス（大）1本
         ブルーピグ®ソックス（小）4本
         ピグ®マット　            70枚
         ピグ®ライトドライ      　 2袋
         ピグ®ドライルース         2袋
         ディスポーザルバッグ　    5枚
         緊急時対応ガイドブック　 1冊

KIT259

油・溶剤・水用

吸収量：約151.4ℓ
重  量：約43.5kg
内  容：ピグ®エコスキマー　      4本
         ピグ®スキマー　           2本
         ピグ®スタットマット　   70枚
         油専用ピグ®ライトドライ  2袋
         ディスポーザルバッグ　    5枚
         緊急時対応ガイドブック　 1冊

KIT459

油専用
吸収量：約128.7ℓ
重  量：約25.9kg
内  容：ハズマットピグ®ソックス（小）4本
         ハズマットピグ®ソックス（大）2本
         ハズマットピグ®マット　     70枚　　　 　　
         ハズマットピグ®パルプ　      2袋
         ディスポーザルバッグ　         5枚
         緊急時対応ガイドブック　       1冊

KIT359

液体危険物用（酸・アルカリなど）

※液体漏洩対策キットは簡易包装でお届けします。
※本製品は、正しい保管方法により、長期間にわたり、緊急の漏洩事故に備えることができます。直射日光による紫外線を避け、乾燥した屋内にて、常温で保管してください。
   緊急時に支障なくご使用できるよう、2か月に1回必ず点検してください。
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液体漏洩対策キット液体漏洩対策器材

ピグ®スピルリスポンスバッグ

持ち運びや壁掛けに便利で
よく目立つ黄色のバッグに入ったキット

●丈夫な耐水性バッグに、液体を回収するための
  ソックスとマットが入っています。

●マジックテープ式のフタで、簡単に開閉できます。

●バッグサイズ：幅49.5cm×高さ53.3cm×奥行16.5cm

液体保管場所おすすめ場所

漏洩対策使用目的

液体保管場所おすすめ場所

漏洩対策使用目的

吸収量：約34.9ℓ
重  量：約5.9kg
内  容：ブルーピグ®ソックス　4本
         ピグ®マット　         28枚
         ディスポーザルバッグ　 5枚

KIT220

油・溶剤・水用

吸収量：約34.9ℓ
重  量：約5.4kg
内  容：ハズマットピグ®ソックス　4本
         ハズマットピグ®マット    28枚
         ディスポーザルバッグ　     5枚

KIT320

液体危険物用（酸・アルカリなど）
吸収量：約38.9ℓ
重  量：約5.4kg
内  容：ピグ®エコスキマー　   4本
         ピグ®スタットマット　28枚
         ディスポーザルバッグ　 5枚

KIT420

油専用

吸収量：約18.1ℓ
重  量：約2.7kg
内  容：ブルーピグ®ソックス　3本
         ピグ®マット　        12枚
         ディスポーザルバッグ　2枚

KIT274

油・溶剤・水用

吸収量：約18.1ℓ
重  量：約2.3kg
内  容：ハズマットピグ®ソックス　3本
         ハズマットピグ®マット　 12枚
         ディスポーザルバッグ　     2枚

KIT367

液体危険物用（酸・アルカリなど）
吸収量：約22.1ℓ
重  量：約2.3kg
内  容：ピグ®エコスキマー　 3本
         ピグ®スタットマット　12枚
         ディスポーザルバッグ　2枚

KIT470

油専用

ピグ®クリアスピルキット

透明なバッグに入ったコンパクトなキット

●小さくて軽いため、漏洩が発生する可能性のある
  あらゆる場所に簡単に設置することができます。

●透明なバッグに吸収材が入っているので中身が見え、
  残量もひと目でわかります。

●バッグサイズ：幅40.6cm×高さ45.7cm×奥行14cm

※液体漏洩対策キットは簡易包装でお届けします。
※本製品は、正しい保管方法により、長期間にわたり、緊急の漏洩事故に備えることができます。直射日光による紫外線を避け、乾燥した屋内にて、常温で保管してください。
   緊急時に支障なくご使用できるよう、2か月に1回必ず点検してください。
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液体漏洩対策パレット液体漏洩対策器材

エコポリブレンド アキュムレーションセンター

あらゆる液体漏れの事前対策に

●高密度のポリエチレン製で、
  錆や腐食がなく、耐薬品性にすぐれています。

●高さはわずか14cm。
  ドラム缶への廃油移し替えなどの作業も容易です。

●黒色のパレットは汚れが目立ちません。

●格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。

●イエローランプ（J28650）の使用により、
  ドラム缶キャリーでの乗り上げをスムースにします。

廃油置場おすすめ場所

漏洩対策使用目的

J28653 J28657J28655

J28650

サイズ：幅64cm×奥行64cm×高さ14cm
重  量：約8kg　耐荷重：約567kg
サンプ容量：約45ℓ

J28653

1ドラム缶用

サイズ：幅125cm×奥行64cm×高さ14cm
重  量：約15kg　耐荷重：約1,134kg
サンプ容量：約90ℓ

J28655

2ドラム缶用

サイズ：幅125cm×奥行125cm×高さ14cm
重  量：約28kg　耐荷重：約2,268kg
サンプ容量：約185ℓ

J28657

4ドラム缶用

J28650 サイズ：幅122cm×奥行84cm×高さ16cm
重  量：約19kg
※J28653には使用できません。

イエローランプ（J28655、J28657用）オプション
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クイックバーム液体漏洩対策器材

リジッドロック クイックバーム®

道具を使わずに手で簡単に
組み立てられます。

廃油置場おすすめ場所

漏洩対策使用目的

簡単に移動・設置ができる
コンパクトなオイルパン

●ドラム缶からの液体漏れの拡大を防ぎます。

●突然のレイアウト変更の際にも便利です。

●耐油・耐薬品性にすぐれています。

●壁面を倒すことにより、フォークリフトや
  ハンドフォークの乗り入れが可能です。

●丈夫で耐候性にすぐれた素材です。

サイズ内寸：縦120cm×横180cm×高さ31cm
サイズ収納時：縦61cm×横61cm×高さ13cm
重量：約11kg

J28512

サイズ内寸：縦180cm×横240cm×高さ31cm
サイズ収納時：縦61cm×横61cm×高さ31cm
重量：約16 k g

J28516

サイズ内寸：縦300cm×横300cm×高さ31cm
サイズ収納時：縦71cm×横71cm×高さ31cm
重量：約25kg

J28519

防炎適合品

折りたたんでコンパクトに
収納できます。

本体部分：PVC

可動部分：ナイロン／ステンレススチール
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廃油置場おすすめ場所

漏洩対策使用目的

リン酸アンモニウム

エチルアルコール

重油

キシレン

塩酸（20％）

フッ化水素酸（50％）

Ammonium Phosphate

Ethyl Alcohol

Fuel Oil

Xylene

Hydrochloric Acid（20％）

Hydrofluoric Acid（50％）

○

○

○

×

△

○

○

△

×

リジッドロック クイックバーム®ライト

より軽く、持ち運びに便利な
オイルパン

サイズ内寸：縦120cm×横120cm×高さ20cm
サイズ収納時：縦20cm×横28cm×高さ13cm
重量：約5kg

J28370

サイズ内寸：縦120cm×横180cm×高さ20cm
サイズ収納時：縦20cm×横28cm×高さ15cm
重量：約6kg

J28372

サイズ内寸：縦240cm×横240cm×高さ20cm
サイズ収納時：縦28cm×横36cm×高さ20cm
重量：約13kg

J28376

●経済的で扱いやすいエコノミータイプです。

リジッドロック クイックバーム®・リジッドロック クイックバーム® ライト 耐薬品リスト

薬品名

ジェット燃料

灯油

メチルアルコール

硝酸（20％）

水素化ナトリウム（60％）

硫酸（50％）

Jet Fuel

Kerosene

Methanol,Methyl Alcohol

Nitric Acid（20％）

Sodium Hydroxide（60％）

Sulfuric Acid（50％）

○

○

○

○

○

○

薬品名

物質の長期保管に適している。

ダメージや変色などの影響を及ぼす可能性があるため、定期的にチェックする必要がある。

おすすめできない。
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ブロッカー液体漏洩対策器材

ピグ®ウォッシュブロッカー®ダイク

床面にしっかり密着する
液体用ブロッカー

●液体を吸収せずに、せき止めます。

●ウエットエリアとドライエリアの区切りとして
  使用できます。

●洗浄剤で洗って、
  何度でも繰り返し使用できます。

●上部はポリプロピレン、
  底部はポリウレタンの素材です。

●必要な長さにハサミで簡単にカットできます。

廃油置場厨房おすすめ場所

清掃・洗浄漏洩対策使用目的

サイズ：幅3.2cm×長さ300cm×高さ1.9cm
入  数：1本/箱　
重   量：約2.6kg/箱

PLR500
サイズ：幅3.2cm×長さ200cm×高さ1.9cm
入  数：1本/箱　
重　量：約1.7kg/箱

PLR500200

サイズ：幅3.2cm×長さ100cm×高さ1.9cm
入  数：1本/箱　
重   量：約0.9kg/箱

PLR500100

PLR500

ご注意：ポリウレタンの特性により、高温、多湿、直射日光のような特定の環境条件にさらされることによって、時間の経過と共に物理的性質に変化が生じることがあります。
　　　　保管有効期限のめやすは約5年です。保管している製品が使用できる状態であることを定期的に点検してください。常時設置することはおすすめできません。
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長時間の立ち作業を快適にする疲労軽減マット、
スリップを防止するマット、床をクリーンに保つマットなど
お客様のニーズに応じて様々な機能を持つ
フロアーマットをご用意しています。
ご要望に応じてカスタムカットも承っておりますので、
マットが必要な場所によりフィットしたサイズで
ご提供いたします。

快適で清潔な環境を保つことで「働きやすさ」を実現し
そこで働く方々が笑顔でサービスを提供できる
お手伝いをいたします。

フロアーマット
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疲労軽減マットフロアーマット

サイズ：幅61cm×長さ91cm×厚み10mm
重   量：約2kg/枚
色：グレー(GY )、ブラック(B K )

CK0023

カットタイプ

サイズ：幅91cm×長さ152cm×厚み10mm
重  量：約5kg/枚
色：グレー(GY )、ブラック(B K )

CK0035

カットタイプ

サイズ：幅46cm×長さ122cm×厚み10mm
重  量：約2.1kg/枚
色：グレー

CK83848GY2A

カットタイプ

サイズ：幅46cm×長さ122cm×厚み10mm
重  量：約2.1kg/枚　
色：ブラック

CK83848BK2A

カットタイプ

クラウン ゼドラン™コンフォートキング™

つらい立ち作業を快適サポートする
疲労軽減マット

●一般的なフォームマットと比較して
  ３倍の弾力性があります。

●適度な弾力性のあるマットで
  立ち作業中の疲労をやわらげます。

●床面の寒さが伝わりにくくなります。

●低温環境でも弾力性が変わりにくく
  性能を発揮します。

●キズがつきにくく、滑りにくい表面で、
  簡単に清掃することができます。

●耐摩耗性、スリップ防止にすぐれています。

●帯電防止加工済みです。

レジおすすめ場所

立ち作業改善使用目的

ブラック（BK）グレー（GY）

※お客様のご要望に合わせたサイズでご提供することも可能です。お問い合わせください。

防炎適合品

10mm
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ブラック（BK）グレー（GY）

サイズ：幅46cm×長さ122cm×厚み10mm
重  量：約2.1kg/枚
色：ブラウン(B R )、ベージュ(BE)

CKA848

カットタイプ

サイズ：幅61cm×長さ91cm×厚み10mm
重  量：約2kg/枚
色：ブラウン(BR)、ベージュ(BE)、グレー(GY)

CKAM23

カットタイプ

サイズ：幅91cm×長さ152cm×厚み10mm
重  量：約5kg/枚
色：グレー

CKAM35GY

カットタイプ

コンフォートキング™アンチミクロバイアル

抗菌加工された疲労軽減マット

●有害な微生物の繁殖を抑制する抗菌加工済みです。

●ゼドラン™フォームによる快適さをご提供します。
  微生物に関する実験データについては
  お問い合わせください。

レジおすすめ場所

立ち作業改善使用目的

ベージュ（BE） グレー（GY）ブラウン（BR）

抗菌

※お客様のご要望に合わせたサイズでご提供することも可能です。お問い合わせください。

防炎適合品

防炎適合品

サイズ：幅61cm×長さ91cm×厚み13mm
重  量：約2.5kg/枚
色：グレー(GY )、ブラック(B K )

K40023

カットタイプ
サイズ：幅91cm×長さ152cm×厚み13mm
重  量：約5.9kg/枚
色：グレー(GY )、ブラック(B K )

K40035

カットタイプ

クラウン ゼドラン™コンフォートキング™スプリーム

よりソフトな感触の疲労軽減マット

●厚みが１３mmあり、よりソフトな感触で快適です。

レジおすすめ場所

立ち作業改善使用目的

※お客様のご要望に合わせたサイズでご提供することも可能です。お問い合わせください。

13mm
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フロアーマット 

サイズ：幅61cm×長さ91cm×厚み12.5mm
重  量：約5kg/枚
色：ブラック

YF0023BK

カットタイプ

ヨガフレックス

全面に丸い突起のついた、
成型ゴムの疲労軽減マット。

●レジなどでの立ち作業を快適にサポートします。

●床面からの寒さが伝わりにくくなります。

●安全のためエッジに傾斜がついています。

レジおすすめ場所

立ち作業改善使用目的

ブラック（BK）

サイズ：25.5cm～30.0cm
メンズ310112B-M

サイズ：23.0cm～27.0cm
レディース310113B-W

マッサージングジェル インソール

クッション性が高く、
抗菌性も備えたインソール。

●弾力のあるジェル層が、立ち作業中の足の裏、
  脚、腰、背中への衝撃をやわらげます。

●抗菌性のある布製の表面が快適さを高め、
  臭いを減らします。

●つま先部分を線にそってカットし、
  自由にサイズ調整ができます。

●疲労軽減マットを敷けない場所におすすめです。

レジおすすめ場所

立ち作業改善使用目的

布面 足側 ジェル面 靴側 ご注意：製造ロットにより、色や柄が変更になることがありますが、性能には問題ございません。

疲労軽減マット / インソール

抗菌
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エントランスマットフロアーマット

サイズ：幅61cm×長さ91cm×厚み9mm
重  量：約3.6kg/枚
色：ブラウン(BR)、アンスラサイト(AC)

TEHD23

カットタイプ

サイズ：幅91cm×長さ152cm×厚み9mm
重  量：約9kg/枚
色：ブラウン(BR)、アンスラサイト(AC)

TEHD35

カットタイプ

サイズ：幅122cm×長さ183cm×厚み9mm
重  量：約11.4kg/枚
色：ブラウン(BR)★、アンスラサイト(AC)

TEHD46

カットタイプ

サイズ：幅183cm×長さ244cm×厚み9mm
重  量：約21.8kg/枚
色：ブラウン(BR)★、アンスラサイト(AC)★

TEHD68

カットタイプ

タイヤトラック™

1㎡あたり約9.4ℓもの保水をする
エントランスマット

丈夫なエッジつきのエントランスマット

アンスラサイト（AC） 断面図ブラウン（BR）

アンスラサイト（AC） エッジ部分拡大ブラウン（BR）

ウォーターサーバー出入口おすすめ場所

雨水対策床面保護転倒事故対策使用目的

サイズ：幅61cm×長さ91cm×厚み9mm
重  量：約2.9kg/枚
色：ブラウン(BR)、アンスラサイト(AC)

TE0023

カットタイプ
サイズ：幅91cm×長さ152cm×厚み9mm
重  量：約6.5kg/枚
色：ブラウン(BR)、アンスラサイト(AC)

TE0035

カットタイプ

タイヤトラック™ HD

●エッジは耐久性が高く丈夫です。

※★印の製品はお取り寄せになります。納期についてはお問い合わせください。

※お客様のご要望に合わせたサイズでご提供することも可能です。お問い合わせください。

※お客様のご要望に合わせたサイズでご提供することも可能です。お問い合わせください。

防炎適合品

防炎適合品

●凹凸のあるマット表面は、靴底から土や砂、
  ほこりを取り除き、足元をしっかり確保します。

●水分を捕捉し、床面をクリーンな状態に保ちます。

●1㎡あたり約9.4ℓの水を保持することができます。

●耐摩耗性にすぐれ、
  色あせしにくいエントランスマットです。
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エントランスマットフロアーマット 

サイズ：幅60cm×長さ89cm×厚み9mm
1ℓペットボトル24本使用
重  量：約2.7kg/枚
色：チャコール(CH)、ウォールナット(WA)

ECF023

カットタイプ

サイズ：幅87cm×長さ116cm×厚み9mm
1ℓペットボトル48本使用
重  量：約5kg/枚
色：チャコール(CH)、ウォールナット(WA)

ECF034

カットタイプ

サイズ：幅87cm×長さ148cm×厚み9mm
1ℓペットボトル60本使用
重  量：約5.9kg/枚
色：チャコール(CH)、ウォールナット(WA)

ECF035

カットタイプ

サイズ：幅114cm×長さ173cm×厚み9mm
1ℓペットボトル96本使用
重  量：約8.6kg/枚
色：チャコール(CH)、ウォールナット(WA)

ECF046

カットタイプ

スーパーソーカー™エコプラス™

リサイクル素材を使用した
環境にやさしいエントランスマット

ウォールナット（WA）チャコール（CH）

ウォーターサーバー出入口おすすめ場所

雨水対策床面保護転倒事故対策使用目的

※本製品はお取り寄せになります。納期についてはお問い合わせください。

表面は100％PETボトルの
リサイクル素材です。

防炎適合品

●表面は100％PETボトルのリサイクル素材の
  ファイバー、裏面は丈夫なニトリルゴムでできた
  ワイパー・スクレ―パーマットです。

●「グリーン調達」を率先している企業に
  おすすめします。

●1㎡あたり約5.4ℓの水を
  保持することができます。

●安全のための傾斜エッジは
  ファブリック素材です。

断面図
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サイズ：幅91cm×長さ122cm×厚み約16mm
　　　（ブラシ部分約14mm、裏面約2mm）
重  量：約2.9kg/枚
色：サンディブラウン(SB)、チャコール(AC)

CAAE34 

カットタイプ
サイズ：幅91cm×長さ183cm×厚み約16mm
　　　（ブラシ部分約14mm、裏面約2mm）
重  量：約4.3kg/枚
色：サンディブラウン(SB)、チャコール(AC)

CAAE36

カットタイプ

チャコール（AC）サンディブラウン（SB）

コマーシャルクリーンマシン ライト

靴底から汚れをかき落とす
スクレーパーマット

●マット表面のブレード状のブラシが
  汚れをかき落とします。

●土や砂、ほこりをマット内部にしっかり保持し
  床面をクリーンな状態に保ちます。

●エッジとマットが縫い込まれ、
  さらに接着された丈夫な
  ヘビーデューティエッジ加工が施されています。

●裏面は滑り防止加工済みです。

出入口おすすめ場所

雨水対策床面保護転倒事故対策使用目的

ポリエチレン素材の
ブレード状のブラシ

滑り防止加工が施された
バッキング

※本製品はお取り寄せになります。納期についてはお問い合わせください。

防炎適合品
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エントランスマットフロアーマット 

サイズ：幅60cm×長さ90cm×厚み11mm
重  量：約1.6kg/枚
色：ブラウン(BR)、グレー(GY)、
　　 レッド(RD)、ライトグリーン(LG)

DXCM609

カットタイプ
サイズ：幅90cm×長さ150cm×厚み11mm
重  量：約4.0kg/枚
色：ブラウン(BR)、グレー(GY)、
     レッド(RD)、ライトグリーン(LG)

DXCM9015

カットタイプ

グレー（GY）ブラウン(BR)

ライトグリーン（LG）レッド (RD）

ダイヤモンドデラックス™マット ミディアム

効率よく排水する
ビニールループのエントランスマット

●外部の泥、砂、水などの屋内浸入を
  防止するマットです。
  靴底の土や砂はマットを通過し下に落ちるため、
  表面はいつもきれいに保たれます。

●抗菌、防カビ、防藻加工が施されており、
  微生物の発生、悪臭、ぬめりを防ぎ衛生的です。
 〈（財）日本食品分析センターによる試験実施〉

●裏地がないため効率よく排水します。

出入口おすすめ場所

雨水対策床面保護転倒事故対策使用目的

プール・更衣室

※お客様のご要望に合わせたサイズでご提供することも可能です。お問い合わせください。　※本製品はお取り寄せになります。納期についてはお問い合わせください。

抗菌防炎適合品
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スリップ防止マットフロアーマット 

防炎適合品

出入口おすすめ場所

床面保護転倒事故対策使用目的

サイズ：幅92cm×長さ10m×厚み3mm
重  量：約1.7kg/㎡
色：グリーン

DMAH9202GN

ロールタイプ
サイズ：幅92cm×長さ10m×厚み3mm
重  量：約1.7kg/㎡
色：ブラック

DMAH9207BK

ロールタイプ

サイズ：幅92cm×長さ10m×厚み3mm
重  量：約1.7kg/㎡
色：レッド

DMAH9203RD

ロールタイプ
サイズ：幅92cm×長さ10m×厚み3mm
重  量：約1.7kg/㎡
色：ブルー

DMAH9208BL

ロ―ルタイプ

サイズ：幅92cm×長さ10m×厚み3mm
重  量：約1.7kg/㎡
色：ライトブラウン

DMAH9205LBR

ロールタイプ
サイズ：幅92cm×長さ10m×厚み3mm
重  量：約1.7kg/㎡
色：ライトグリーン

DMAH9211LG

ロールタイプ

サイズ：幅92cm×長さ10m×厚み3mm
重  量：約1.7kg/㎡
色：グレー

DMAH9206GY

ロールタイプ

レッド（RD） ライトブラウン（LBR）

ブラック（BK） ブルー（BL）

ライトグリーン（LG）

グリーン（GN）

ダイヤマット ＡＨ

水切り効果が高いスリップ防止マット

※本製品はお取り寄せになります。納期についてはお問い合わせください。

●靴底の土や砂、ほこりを落とし拡散を防ぐため
   床を保護します。

●耐候性、耐久性、安全性にすぐれています。

カスタムカット

グレー（GY）
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スリップ防止マットフロアーマット

サイズ：幅60cm×長さ10m×厚み15mm
重  量：約7.6kg/㎡
色：ブルー(BL)★、ブラック(BK)　

VYN060X10

ロールタイプ

サイズ：幅91cm×長さ10m×厚み15mm
重  量：約7.6kg/㎡
色：ブルー(BL)★、ブラック(BK)

VYN091X10

ロールタイプ

サイズ：幅122cm×長さ10m×厚み15mm
重  量：約7.6kg/㎡
色：ブルー(BL)★、ブラック(BK)

VYN122X10

ロールタイプ

バイナグリップ

格子状の構造によって
液体を排水するスリップ防止マット
●作業中の脚、腰、背中の疲労をやわらげ
  スリップによる転倒を防止します。

●マット表面と底面のダイヤモンドトレッド模様が
  スリップ、マットのずれを防止します。

ブラック（BK）

ブラック（BK）ブルー (BL)★

通路おすすめ場所

床面保護転倒事故対策使用目的

※★印の製品はお取り寄せになります。納期についてはお問い合わせください。

イエロー（YE）

通路おすすめ場所

床面保護転倒事故対策使用目的

サイズ：幅15cm×長さ18m×厚み1mm　
重  量：約3kg  色：ブラック(BK)、イエロー(YE)

ASRA006
ロールタイプ

サイズ：幅15cm×長さ50cm×厚み1mm
入  数：6枚/袋
重  量：約0.5kg  色：ブラック(BK)、イエロー(YE)

ASRA006-50

カットタイプ　

アンチスリップ トラクションパッド

傾斜のある通路や濡れて滑りやすい
場所などに適したスリップ防止パッド
●金属、コンクリート、木製の床にご使用ください。

●取り付けは簡単にできます。床面を清掃し油を除去した後
  貼り付ける面が乾燥した状態を確認し、設置してください。

●縞鋼板などの床面の凹凸にもよくなじむアルミシート入りです。

防炎適合品 カスタムカット
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LOK50X50BK

EDGEPLF-YEL

EDGEPLC-YEL

EDGEPLM-YEL

※マットの連結やエッジの取り付けの説明書をご用意しております。詳細についてはお問い合わせください。

ブラック（BK）

通路おすすめ場所

床面保護転倒事故対策使用目的

サイズ：幅49cm×長さ49cm×厚み16mm
重  量：約4.8kg/㎡
色：ブラック

LOK50X50BK

カットタイプ

サイズ：幅6cm×長さ49cm
色：イエロー

EDGEPLM-YEL
エッジ　オス

サイズ：幅6cm×長さ49cm
色：イエロー

EDGEPLF-YEL
エッジ　メス

サイズ：幅6cm×長さ6cm
色：イエロー

EDGEPLC-YEL
コーナーランプ

プラステックスＬｏｋ

排水機能がある連結型タイルマット

●はめ込むだけの簡単施工で、
  レイアウト変更が自在にできます。

●足元のスリップ防止対策におすすめです。

オプション オプション

オプション

EDGEPLM-YEL

EDGEPLF-YELEDGEPLC-YEL
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スリップ防止マットフロアーマット

プール・更衣室おすすめ場所

床面保護転倒事故対策使用目的

サイズ：幅50cm×長さ10m×厚み10mm
重  量：約5.5kg/㎡
色：マルベリーレッド(MR)、オーシャンブルー(OB)、
      ダークグリーン(DN)、ダークグレー(DG)

H2K050X10

ロールタイプ
サイズ：幅100cm×長さ10m×厚み10mm
重  量：約5.5kg/㎡
色：マルベリーレッド(MR)、オーシャンブルー(OB)、
      ダークグリーン(DN)、ダークグレー(DG)

H2K100X10

ロールタイプ

大量の水を排水する
抗菌処理されたスリップ防止マット

オーシャンブルー（OB）マルベリーレッド（MR）

ダークグレー（DG）ダークグリーン（DN）

ヘロンリブ

防炎適合品

瞬間4方向排水

抗菌

●縦横それぞれの溝が瞬時に4方向に排水し
  大量排水を可能にします。

●高い耐久性とすぐれた
  スリップ防止効果があります。

●抗菌処理済みのため衛生的で
  素足に適したマットです。

●プールサイドや更衣室などにおすすめです。

カスタムカット
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プール・更衣室おすすめ場所

床面保護転倒事故対策使用目的

ヘロンタイル

素足で快適に歩ける
滑りにくいジョイント式タイルマット

サイズ：幅33cm×長さ33cm×厚み15mm
重  量：約4.5kg/㎡
色：オーシャンブルー

HRT33-BLU

カットタイプ

オーシャンブルー（BLU）

●継ぎ目がスムースで素足に心地よい感触です。

●表面がエンボス加工で滑りにくいため
  濡れている場所に最適なマットです。

●15㎜の厚みがあり排水性が抜群です。

●抗菌・抗真菌加工で有害な微生物・細菌などの
  繁殖を抑制し衛生的に使えます。

●簡単にジョイントできるため入り組んだ場所や
  広い場所にもおすすめします。

●ロール状に巻き取れるフレキシブルな構造で
  床掃除に手間がかかりません。

ご注意：素材の特性上、屋外での使用には適しません。

抗菌

EDGE/HRT-BLU

サイズ：幅7cm×長さ33cm
色：オーシャンブルー

EDGE/HRT-BLU
専用エッジオプション
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カーライルの清掃用品は
「作業をより簡単にできる手段を提供する」をモットーに、
スムーズで効率的な作業と働きやすさの実現をサポートします。
カラーコードで色分けされたブラシは
清掃エリアや調理される食材ごとに色で区分けする
HACCPシステムによる衛生管理がしやすくなっております。
1つの区分で同じ色のブラシを使うことにより
微生物汚染や異物混入などによる危害を未然に防止し
製品の安全確保を図ります。

清掃用品

食材ごとのカラーコーディング例

食品を製造する際に工程上の危害を起こす要因（Hazard）を分析（Analysis）し、
それを最も効率よく管理できる部分（CCP；必須管理点）を連続的に管理して
安全を確保する管理手法です。危害分析重要管理点と厚生労働省では訳されています。
1960年代に宇宙食などの食品の安全性を確保する手法として米国で開発されて以来、
世界の主要国で食品の安全性確保と衛生管理のために導入が進んでいます。

デリカ

ベーカリー

精肉

鮮魚青果
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ハンドブラシ清掃用品

カッティングボードブラシ

オールラウンドに使えるブラシ

厨房おすすめ場所

清掃・洗浄使用目的

●握りやすいボディとブラシ面のカーブが
  まな板などに最適なブラシです。

サイズ：全長152mm×幅64mm　
毛丈：35mm　線径：0.6mm
色：ブルー(14)、レッド(05)、イエロー(04)、グリーン(09)、ホワイト(02)、ブラウン（25）

40521

アイロンハンドルブラシ

グリップハンドルつきのブラシ

厨房おすすめ場所

清掃・洗浄使用目的

●女性でも力を込めやすい形状で
  狭い場所の清掃にも便利です。

サイズ：全長152mm×幅64mm　
毛丈：25mm　線径：0.5mm
色：ブルー(14 )、レッド(0 5 )、イエロー(0 4 )、グリーン(0 9 )、ホワイト(02 )

40024
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清掃用品 

スポットブラシ

細かい部分や入り組んだ
器具の洗浄に適したブラシ

厨房おすすめ場所

清掃・洗浄使用目的

●軽量でコンパクトなブラシです。

●調理器具や細かい部分など
  狭い場所や入り組んだ器具の洗浄に適しています。

サイズ：全長184mm×幅38mm　毛丈：22mm　線径：0.5mm
色：ブルー(14 )、レッド(0 5 )、イエロー(0 4 )、グリーン(0 9 )、ホワイト(02 )41395

メッシュブラシ M 

細かい網目の洗浄に最適なブラシ

厨房おすすめ場所

清掃・洗浄使用目的

●ボトルや容器の内部はもちろん、ザルやメッシュシリンダーなど
  細かい網目の洗浄に最適です。

サイズ：全長305mm×直径70mm　毛丈：23mm　線径：0.35mm
色：ブルー(14 )、レッド(0 5 )、イエロー(0 4 )、グリーン(0 9 )、ホワイト(02 )40000

メッシュブラシ L

長くやわらかい毛で、無理なく洗浄できるブラシ

厨房おすすめ場所

清掃・洗浄使用目的

●細かい網目に詰まった頑固な汚れも、
  長くやわらかい毛で無理なく洗浄できます。

サイズ：全長406mm×直径83mm　毛丈：26mm　線径：0.35mm
色：ブルー(14 )、レッド(0 5 )、イエロー(0 4 )、グリーン(0 9 )、ホワイト(02 )40001

ハンドルブラシ
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清掃用品 床ブラシ / スクイジー

スウィベルデッキブラシ

回転式のヘッドで
全方向の洗浄ができるブラシ

フロアスクイジー

一体刃構造の衛生的で丈夫な水切り

●一体刃構造の衛生的で丈夫なスクイジーです。

●ハンドルは別売です。

サイズ：Ｓ　幅508mm
色：ブルー(14)、レッド(05)、イエロー(04)、
グリーン(09)、ホワイト(02)

36567
サイズ：Ｍ　幅610mm
色：ブルー(14)、レッド(05)、イエロー(04)、
グリーン(09)、ホワイト(02)

36568

フロアスクイジー２枚刃

より水切り性能の高いスクイジー

●２枚刃構造で、より水切り性能の高いスクイジーです。

●ハンドルは別売です。

サイズ：Ｓ　幅457mm
色：ブルー(14)、レッド(05)、イエロー(04)、
グリーン(09)、ホワイト(02)

41567
サイズ：Ｍ　幅610mm
色：ブルー(14 )、レッド(0 5 )、イエロー(0 4 )、
グリーン(0 9 )、ホワイト(02 )

41568

●操作性にすぐれた回転式のヘッドが隙間や溝に入り込み
  全方向の洗浄を可能にします。

●ハンドルは別売です。

厨房 プール・更衣室おすすめ場所

清掃・洗浄使用目的

厨房 プール・更衣室おすすめ場所

清掃・洗浄使用目的

厨房 プール・更衣室おすすめ場所

清掃・洗浄使用目的

サイズ：幅203mm×奥行89mm　毛丈：25mm　　線径：0.5mm
色：ブルー(14)、レッド(05)、イエロー(04)、グリーン(09)、ホワイト(02)3638831
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ハンドル / アクセサリー清掃用品 

グラスファイバーハンドル

軽量で丈夫なグラスファイバーハンドル

厨房おすすめ場所

清掃・洗浄使用目的

●ハンドルが必要なカーライルのブラシに
  取り付けることができます。

サイズ：長さ1520mm
色：ブルー(14)、レッド(05)、イエロー(04)、
グリーン(09)、ホワイト(02)

40225
サイズ：長さ1220mm
色：ブルー(14)、レッド(05)、イエロー(04)、
グリーン(09)、ホワイト(00)

41225

サイズ：長さ910mm
色：ホワイト4129100

サイズ：縦406mm×横406mm
色：ブルー(14)、レッド(05)、イエロー(04)、グリーン(09)、ホワイト(02)36334

マイクロファイバークロス
幅広い用途で使えるクロス

●機器周辺の拭き掃除、掃除後の水分の拭き上げなど、
  幅広くお使いいただけます。

●テリー織り（ループ状）で吸収性にすぐれています。

●４辺ほつれ止め加工が施してあります。

厨房おすすめ場所

清掃・洗浄使用目的
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ハンドル・アクセサリー清掃用品 /灰皿（自己消火式）施設用品

シースファイア

火のついたタバコを穴に入れるだけで
消火してくれるスマートな灰皿。

サイズ：直径42cm×高さ98cm　重量：約5.7kg
色：グレー、ベージュ(B)、黒(D)J26800

●酸素の量が制限される構造のため、
  容器内部が酸欠状態になりタバコの火が消えます。

●上部がスリムで下部が広がっているため、
  風の抵抗を受けにくいデザインです。

●電子タバコにもお使いいただけます。

屋外喫煙所おすすめ場所

火災予防使用目的

スチール製バケツが内蔵されているため、
上部カバーを外すだけで、中にたまった
吸殻を捨てることができます。

製品には、日本語のラベルシール
がついており、お好きな場所に
貼ってご利用いただけます。

受入口からタバコを簡単に
捨てることができます。
雨なども入りにくい構造。

風の抵抗を受けにくいデザイン。

素材は丈夫なポリエチレン製。
錆やへこみ、亀裂の心配が
ありません。

内部の酸素量を
制限するため、
タバコの火が消えます。

吸殻が見えないので、
美観維持に役立ちます。

米国特許No.US 6 ,626 ,322 B1
グレー ベージュ（B） 黒（D）
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NEW PIG CORPORATION（米国）
Ludlow Composites Corporation（米国）
Justrite Manufacturing Company L.L.C（米国）
Plastic Extruders Ltd（英国）
PITTSBURGH PLASTICS（米国）
Carlisle FoodService Products（米国）
エー・エム・プロダクツ株式会社

製造元

〒154-0011　東京都世田谷区上馬2-14-1　横溝ビル8F
TEL.03-5481-9001（代表）　FAX.03-5481-9004
東京本社／札幌営業所／仙台営業所／名古屋営業所
大阪営業所／広島営業所／福岡営業所

発売元

お問い合わせ・ご用命は
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