３Ｍ トイレクリーニング関連製品
TM

Commercial Care Products
Effective and Productive for toilet cleaning

３M トイレクリーニング
TM

ひとことで「トイレルーム」といってもその材質や汚れの種類は、場所によってさまざま。
用途に応じた最適な「ツール」と「ケミカル」をお選びいただくことで、

日常のトイレクリーニングをもっと効果的に、もっと効率的にすることができます。

1 大便器・小便器（衛生陶器）

4 鏡・窓・壁・その他
付帯設備

2 洗面台

3 床

日常のトイレクリーニング用「ケミカル」

毎日のトイレルームのクリーニングを効果的にかつ効率的に行うことを可能にする「ケミカル」をご提案します。
清掃スタッフの作業性・使いやすさを考慮した、
コストパフォーマンスに優れたトイレ（衛生陶器）用のクリーナーです。

衛生陶器に

スコッチ・ブライト™ 酸性トイレクリーナー
スコッチ・ブライト™ 中性トイレクリーナー
横向きノズル

●

●

●
●

軽くソフトなボトルで、女性の清掃スタッフにも取り回しが簡単
です。

横向きノズルで、洗浄しにくい縁の裏側にも直接クリーナーを
噴射できます。
刺激を抑えた香りで、清掃スタッフの不快感が軽減されます。

毎日安心して作業できる中性と、汚れや黄ばみの分解力に優
れた酸性の 2 種類があります。

中性

酸性

500ml

500ml

トイレルーム全般に

トイレルーム内で多用途に使えるクリーナーです。

多用途に使えるので、用途ごとに洗剤を用意する必要がなく、洗剤の種類を減らすことができます。専用希釈装置で正確な希釈を簡単
かつ安全に行うことができる濃縮洗剤ですので、原液タイプの洗剤と比較して、大きなコスト削減にも貢献します。

スコッチ・ブライト™ ツイスト 中性トイレ・浴室クリーナー
●
●

●

●

洗浄に加え、除菌効果も得られます。

専用のディスペンサーに、濃縮洗剤の
ボトルを置いてひねるだけで、簡単かつ
安全に、正確な希釈ができます（最初に
ディスペンサーの設置が別途必要です）。

１本の濃縮洗剤から40Ｌの希釈洗剤が
作製できます。

正確な希釈により、コスト削減に加え、
作業の効率化や標準化につながります。

スコッチ・ブライト™ ドース 中性トイレクリーナー
●
●

●

●

●

洗浄に加え、除菌効果も得られます。

洗剤を作りたい容器に、濃縮洗剤をひ
と押し。その後、水道水を500ml まで
加えるだけで、簡単かつ安全に、正確
な希釈が出来ます。
１本の濃縮洗剤から4Ｌの希釈洗剤が
作製できます。

正確な希釈により、コスト削減に加え、
作業の効率化や標準化につながります。

コンパクト（140ml）で保管場所をとり
ません。

日常のトイレクリーニング用「ツール」

毎日のトイレルームのクリーニングを効果的かつ効率的に行うことを可能にする「ツール」をご提案します。

衛生陶器に
樹脂研磨粒子

用途（清掃場所や汚れの種類）に応じた使い分けができる清掃用たわしです。
研磨粒子なし

キズを付けにくい研磨粒子を使った業務用たわし

スコッチ・ブライト™ ブルーパッド
Ｎｏ．99 ＰＲＯ
●

●

トイレや洗面台などの衛生陶器やステ
ンレスなどの清掃面に付着した汚れを
こすり取るのに最適です。

必要に応じて、折り畳んだり、切り分け
たりして使える、大判・板状の製品です。

スコッチ・ブライト™
ライトクリーニングたわし
●

●

●

スコッチ・ブライト™ パワースポンジ No.3005
●

●

キズを付けにくい研磨粒子を使った
不織布と、洗剤をよく含むスポンジ
の 2 層構造です。
3 色のカラーバリエーション。

スコッチ・ブライト™ パープル・パワーパッド No.2003
●

キズを付けにくい研磨粒子と極太繊維
の組み合わせで、衛生陶器やカラン
などにこびりついた汚れをこそげ取る
のに最適です。

トイレルーム全般に

研磨粒子を含まない不織布と、
洗剤をよく含むスポンジの2 層構造です。

キズを付けたくないトイレや洗面台などの衛生陶器やステンレス
などの清掃面に付着した汚れを洗浄するのに最適です。
3 色のカラーバリエーション。

鉱物研磨粒子

汚れを落とす性能が高い研磨粒子を使った
業務用たわし

※清掃面にキズを付けることがあります。

スコッチ・ブライト™
スポンジエース
●

●

汚れを落とす性能が高い
研磨粒子を使った不織布と、洗剤をよく含むスポンジの2 層構造
です。汚れ落としからサビ落としまで広い用途に使えます。
3 色のカラーバリエーション。

マイクロファイバーの働きで、汚れをきれいに拭き取ることができる清掃用クロスです。

スコッチ・ブライト™ ワイピングクロス No.5000
マイクロ
ファイバー

●

●

スコッチ・ブライト™ ワイピングクロス No.2012
マイクロ
ファイバー

研磨粒子を含まない業務用たわし

●

●

刃先のような鋭いエッジを持つ、特殊な扁平
形状に加工したマイクロファイバーが、汚れ
をスッキリきれいに拭き取ります。

汚れ拭き取り性能に加え、耐久性や吸水性
にもたいへん優れた製品です。仕上がりの向
上、清掃業務の生産性向上、トータルコスト
の削減に貢献します。

断面形状（注1）

汚れ拭き取り性能（注2）

特殊な扁平形状

高い

オレンジカット状

綿タオルより高い

丸い断面

除去できず、
引き延ばしているだけ

オレンジカット形状に加工したマイクロファイ
バーが、汚れをきれいにふき取ります。

マイクロファイバー製品にしては、お求めや
すい価格のエントリー製品です。綿タオルや
ぞうきんの代替として、汎用的にご使用いた
だけます。

比較：綿タオル

（注1）断面構造は模式的にあらわしています。（注2）汚れ拭き取り性能の写真は実験結果であり、
これを保証するものではありません。

1 大便器・小便器（衛生陶器）

排泄物やその中に含まれる菌類が主な汚れです。適切に清掃されてい
ないと、見た目が良くないばかりか、悪臭の原因となるので、日常的

にきれいに清掃する必要があります。さまざまな種類の衛生陶器があり、

その素材に応じた最適なツールとケミカルを選択する必要があります。

2 洗面台

手指の皮脂やせっけん、水道水中の鉱物の固着に加え、うがい薬や飲料

の飲み残しの色素沈着が主な汚れです。お客様の目につきやすい部分

であり、きれいに汚れを落とす必要があります。

スコッチ・ブライト™ 業務用たわし

スコッチ・ブライト™ 酸性トイレクリーナー
スコッチ・ブライト™ 中性トイレクリーナー

スコッチ・ブライト™ ワイピングクロス

3 床

スコッチ・ブライト™ 業務用たわし

３Ｍ™ トイレクリーナー製品

スコッチ・ブライト™ ワイピングクロス

4 鏡・窓・壁・その他付帯設備

排泄物（菌類を含む）や水、せっけんの飛び散りが主な汚れです。また、

手垢や、水やせっけんの飛び散りが主な汚れです。多くのお客様が手を

を与える原因となるので、定期的にきれいに取り除く必要があります。

ます。

髪の毛やほこり等の汚れもあります。汚れは悪臭や、お客様に不快感

触れる場所であり、きれいに拭き上げるとともに、除菌を行う必要があり

３Ｍ™ イージーマルチ
クリーニングツール

３Ｍ™ トイレクリーナー製品

３Ｍ™ 業務用モップ・ダスタークロス

３Ｍ™ トイレクリーナー製品

スコッチ・ブライト™ ワイピングクロス

日常のトイレクリーニング用「ツール」

毎日のトイレルームのクリーニングを効果的かつ効率的に行うことを可能にする「ツール」をご提案します。

床・その他付帯設備に

床や鏡、窓ガラス、壁などの清掃を、
簡単に、きれいに仕上げることができる清掃用モップ・ダスタークロスです。

３Ｍ™ イージーマルチ クリーニングツール キット

高い場所・狭い場所の清掃を、
簡単にきれいに仕上げることがで
きます。

３Ｍ™ イージートラップ ダスター

髪の毛やほこりなどの汚れの除去
に非常に優 れた、粘着性のダス
タークロスです。

軽量かつ伸縮するハンドル
（最長 143cm）

●

●

●

前後左右に回転するホルダー

便器の裏側などの
狭い場所

粘着剤

●
●
●

湿った床面でも破れにくく、粘着
力の低下が少ないので、床が濡
れていても使用できます。

鏡や窓ガラス、
壁などの高い場所

３Ｍ™ イージーフリップ
ホルダー

３Ｍ™ クリーニングクロス多用途
●

●

特殊な粘着剤の効果で、押しが
けで効率良く、汚れをキャッチし
ます。

特殊な扁平形状に加工したマイ
クロファイバーが、汚れをきれい
に拭き取ります。

洗濯して繰り返し使用できます。

面ファスナーで着脱が簡単です。
2 色のカラーバリエーション。

髪の毛の多い
ユニットバス

清掃時間の
限られる巡回清掃

●

クロスの裏返しが簡単な、イー
ジートラップダスターの使用に
最適なホルダーです。

３Ｍ、Scotch-Brite、
スコッチ・ブライトは、
３Ｍ社の商標です。

カスタマーコールセンター

コマーシャルケア事業部

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-012-388

http://www.mmm.co.jp/ccd/
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