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エアコン洗浄セット(ES-R18)

エアコン洗浄に必要な道具がすべて揃ったセットになっており

ます。購入後は消耗品のみ追加しておけばOKです。

これからエアコン洗浄事業を始める方におすすめいたします。

洗浄機は付属しておりません。

エアコン洗浄スタートセット

■ES-R18の内容

壁掛用エアコン洗浄カバー(SA-801D)

防水作業マット(SM-B50Ａ)

壁保護用シート (AL-20)

支持金具(SP-20)

支持金具固定プラ(SP-KP)

ドレン用サクションポンプ（TA918SX）

多目的万能クリーナー（4L）(ES-A40)

〃 （500ｍｌ）(ES-A500)

その他小物

エアコン洗浄セット

品番 内容

ES-R18 壁掛用エアコン洗浄セット

壁掛用エアコン洗浄カバー（SA-801D）

安心して洗浄作業ができるフルカバー型です。透明度が高く

ソフトです。人気のロングセラー商品です。



エアコンクリーニングは専用の道具を使用してください。

壁掛用エアコン洗浄カバーは使い捨てではありません。

使用環境にもよりますが何十台と洗浄できる耐久性がありま
す。使用後に水洗いし水気をよくふき取り、直射日光のあた
らない場所で保管すると傷みません。

洗浄カバーオプションパーツ

（別売）
■壁掛用エアコン洗浄カバーをご使用の際は

支持金具（SP－２０）が２個必要です。

■支持金具固定プラ（SP-KP）を使用すると

洗浄カバーが弛みません。

■壁の養生には壁保護用シート（AL-20）を

ご使用下さい。

壁掛用

エアコン洗浄カバー

（フルカバー型）

壁掛用エアコン洗浄カバー（SA-801D）

安心して洗浄作業ができるフルカバー型です。透明度が高く
ソフトです。軽量壁掛用洗浄カバー（SA-21）は、SA-801Dよ
り薄い素材です。(素材/オレフィン）

支持金具（SP-20）

支持金具固定プラ（SP-KP)

用途 品番 H×W×D（cm）

一般 SA-801D 40×88×40

業務 SA-601D 45×110×45

大型 SA-150D 45×150×45

特大 SA-180D 45×180×45

一般（軽量） SA-21 40×88×40



洗浄カバー（オープン型）の

特徴
■ゴムでしぼるだけの簡単装着

■左右に水飛散防止プレート付

■前面がオープンで作業性抜群

■SA-N08Mはホースが脱着式でタフな

メッシュ生地を採用

壁掛用

エアコン洗浄カバー

（オープン型）

ホース脱着式オープン型エアコン洗浄カバー（SA-N08M）

エアコン洗浄の作業性を徹底的に追求し、従来のオープン型
洗浄カバー（SA-N08D）の素材・仕様を改良した進化版です。

ホース脱着式（SA-N08M）

専用の水栓により排水がスムーズ。保管時のメンテナンスに
も優れています。

用途 品番 H×W×D
（cm）

一般 SA-N08D 25×90×30

業務 SA-N120D 30×120×30

一般（メッシュ・
ホース脱着式）

SA-N08M 25×90×30

オープン型エアコン洗浄カバー（SA-N08D)

開口部が広いため充分な養生が必要となります。特に天井
部分の養生にご注意下さい。フルカバーの壁掛エアコン洗浄
カバー（SA-801D）も用意いただき、現場の状況に応じて使用
することをおすすめいたします。



天カセ・天吊用エアコン洗浄カバー（SA-P01D)

四隅のS字フックをアンカーボルトに掛けて使用します。

透明度が高くソフトです。

SA-P01D～SA-P05Dまで、洗浄するエアコンに応じてお選び

下さい。（素材／オレフィン）

洗浄カバーオプションパーツ

（別売）

■天カセ・天吊り用エアコン洗浄カバーの取付

には、シート装着クリップ（ST-210)が便利で

す。

■使用方法

カバーの内側とエアコン本体の枠をクリップ

で留めます。

１辺につき２～３個クリップを使用します。

天カセ・天吊り用

エアコン洗浄カバー

メッシュ入天カセ・天吊用エアコン洗浄カバー（SA-P01M）

四隅のS字フックをアンカーボルトに掛けて使用します。

メッシュ入りで耐久性抜群の素材です。取り外しできるホース
が付属。SA-P01M～SA-P０３Mまで、洗浄するエアコンに応
じてお選び下さい。（素材／塩化ビニール）

シート装着クリップ（ST-210)

滑り止め防止のラバーコーティングが施された幅10センチの

大型目玉クリップ１０個入り

用途 品番 W×D（cm）

天カセ・天吊（小） SA-P01D 90×90

天カセ・天吊（中） SA-P02D 125×80

天カセ・天吊（大） SA-P03D 160×80

天カセ・天吊（特大） SA-P04D 180×80

ビルトイン用 SA-P05D 100×45

メッシュ入天カセ（小） SA-P01M 90×90

メッシュ入天カセ（中） SA-P02M 125×80

メッシュ入天カセ（大） SA-P03M 160×80



支持金具（SP-20）

壁掛用エアコン洗浄カバーをエアコンに取り付けるときに使
用します。支持金具の短い方を壁とエアコンの間に入れます。
長い方は手前に開きます。

１台のエアコンにつき２個必要です。（素材／アルミ）

エアコンクリーニングの

作業性を上げるために

■支持金具（SP-20）と支持金具固定プラ

（SP-KP)を利用すると洗浄カバーが緩まず

作業がしやすいです。

■作業時の水が壁に付かないように

壁の養生が必要です。

エアコン洗浄カバー

オプションパーツ

支持金具固定プラ（SP-KP）

左右の支持金具に取り付けます。洗浄カバーが弛まないた
め、作業しやすくなります。（素材／プラスチック）

壁保護用シート（AL-20)

エアコン本体に紐を掛けて絞るだけの簡単装着。

壁の養生にご使用下さい。お客様に対しても安心感を与えま
す。（素材／オレフィン）

品名 品番 サイズ（cm）

支持金具 SP-20
L字の長い方36
L字の短い方10
幅3

支持金具
固定プラ

SP-KP タテ3×ヨコ33

壁保護用
シート

AL-20 高さ250×幅135



エアコン洗浄専用設計

■内容

洗浄機本体／吸水ホース／余水ホース／

ストレーナー／収納ケース／

高圧ソフトホース10m／ワンタッチグリップ

／ボールコック／ワンタッチカプラ2個／

カムロックカップリング／継手パイプ／

直角噴射ノズル

エアコン洗太郎プロ

MSW029M-AC-1

項目 内容

サイズ H20×W28.5×D22（cm）

質量 8.5kg

吸水量 2.9～3.5（L/min)

モーター 単相モーター 100V/250W

噴霧圧力 2.0-3.5Mpa

製造元 丸山製作所

・圧力調整可能

・静音設計で屋内使用に最適

・組立が簡単

・本体側面に冷却ファン

・一般壁掛用エアコンから天カセエアコンまで対応

・軽量ホースは柔らかく取り回しが容易



エアコン洗浄専用設計

■内容

洗浄機本体／吸水ホース／余水ホース／

ストレーナー／収納ケース／

高圧ソフトホース20m／ワンタッチグリップ

／ボールコック／継手パイプ／

直角噴射ノズル

エアコン洗太郎プロ
リール

MSW029MR-AC-1

項目 内容

サイズ H38.5×W45.5×D33（cm）

質量 13.0kg

吸水量 2.9～3.5（L/min)

モーター 単相モーター 100V/250W

噴霧圧力 2.0-3.5Mpa

製造元 丸山製作所

・圧力調整可能

・静音設計で屋内使用に最適

・リール付でホース収納が簡単

・本体側面に冷却ファン

・一般壁掛用エアコンから天カセエアコンまで対応



エアコン洗浄専用設計

■内容

洗浄機本体／吸水ホース／余水ホース／

ストレーナー ／収納ケース／軽量ハイラ

イトホース10ｍ／ワンタッチグリップ／ボー

ルコック／ 直角噴射ノズル

モータ洗浄機
MSW059M-AC

項目 内容

サイズ H22×W34.2×D28（cm）

質量 15.4kg

吸水量 5.1～6.2（L/min)

モーター 単相モーター 100V/400W

噴霧圧力 3.5Mpa （最高圧力）

製造元 丸山製作所

・ダブルフロー式ピストンポンプ採用により、大水量

・圧力調整は大型ダイヤル調圧式（６段階）で操作が容易

・一般壁掛用エアコンから天カセエアコンまで対応

・軽量ハイライトホースは柔らかく取り回しが容易



エアコン洗浄専用設計

■内容

洗浄機本体／充電器／バッテリー／ホル

ダ／噴霧ホース（2.9ｍ）／直角噴射ノズル

／肩掛けバンド

バッテリー洗浄機

BTC-1015

・ストレートから霧まで調節可能

・ノズルのパイプ部分 ： 12cm

項目 内容

サイズ H45×W21.5×D36.5（cm）

質量 4.0kg

吸水量 1.5（L/min)

モーター ＤＣモーター

噴霧圧力 1.0Mpa （最高圧力）

タンク容量 10L

バッテリー 18V 3.0Ah リチウムイオン

連続作業時間 60～300分

充電時間 180分

製造元 丸山製作所

・１０Ｌタンクを使用した持ち運びに便利

・圧力は中圧1.0ＭＰaで家庭用エアコン洗浄に最適（調節可能）

・軽量で取り扱いやすい

・洗浄時のみ駆動する静音タイプ

・バッテリー式なので訪問先で電源がない場所でも作業可能

＊連続作業時間、充電時間はリチウムバッテリー使用時のメーカー
試験での値であり、保証値ではありません。使用環境によりその値
は変化します。



エアコン洗浄専用設計

■内容

洗浄機本体／充電器／バッテリー／ワンタッ

チグリップ／噴霧ホース（5ｍ）／より戻し金具

／直角噴射ノズル／肩掛けバンド／予備タン

ク（10L)

バッテリー洗浄機

ダブル BTC-2022

・ストレートから霧まで調節可能

・ノズルのパイプ部分 ： 17cm

項目 内容

サイズ H45.5×W29×D36（cm）

質量 5.9kg

吸水量 2.2（L/min)

モーター ＤＣモーター

噴霧圧力 2.0Mpa （最高圧力）

タンク容量 10L

バッテリー 18V 5.0Ah リチウムイオン

連続作業時間 40～180分

充電時間 150分

製造元 丸山製作所

・１０Ｌタンク、予備タンク（10L)付きなので、洗浄剤入りのタンクと水
入りのタンクを準備し、現場で簡単に交換可能

・圧力は中圧2.0ＭＰaで家庭用エアコン洗浄に最適（調節可能）

・ホースなどを収納できるケースも便利

・軽量で取り扱いやすい

・洗浄時のみ駆動する静音タイプ

・バッテリー式なので訪問先で電源がない場所でも作業可能

＊連続作業時間、充電時間はリチウムバッテリー使用時のメーカー
試験での値であり、保証値ではありません。使用環境によりその値
は変化します。



・小型オイルレス機構なので分解メンテナンスも簡単

・業務用エアコンの洗浄に最適

・耐久性抜群

・最高圧力 ３．５Mpa

キョーワ洗浄機

（KYC-20A)

・長尺のユニバーサルノズル（41㎝）

・消耗品などの交換部品も豊富で迅速な整備が可能

項目 内容

サイズ H21×W25.0×D23（cm）

質量 9.0kg

吸水量 2.82～3.35（L/min)

モーター 単相モーター 100V

噴霧圧力 3.5Mpa （最高圧力）

製造元 株式会社キョーワ

■内容

洗浄機本体／ユニバーサルノズルセット／

高圧ホース（10m）／ 吸水ホース／

余水ホース／ストレーナー／ボールコック／

ケース

■用途

エアコン洗浄、左官の洗い出し、園芸、

エンジンルーム、

浴室、外壁、空調機などの洗浄に

＊大型のKYC-40Aもございます。



・軽量コンパクトモデル
・ルームエアコンの洗浄に最適な圧力設定
・ワンタッチカプラー付きで簡単組み立て
・アルカリ性洗浄剤使用可

・電源スイッチで強と弱を選択可能

ポータブル洗浄機

（TA352WL)

・最大圧力1.0MPaですが吐水量が多い（4L/min）ので、

数値以上の水圧を体感できます。

項目 内容

サイズ H26.5×W19×17D（cm）

質量 3.2kg

吐水量 4L/min

最長運転 30min

噴霧圧力 1.0Mpa （最高圧力）

製造元 株式会社イチネンTASCO

■内容

本体／吸水ホース（ホルダー・ストレーナー

付）／5ｍ吐水ホース（ワンタッチカプラー付）／

ノズル／グリップ

＊専用ケースは付属しておりません。

■用途

家庭用壁掛エアコンの洗浄

・園芸用噴霧器とエアコン洗浄機の中間に位置する１台です。

・女性専用、予備の洗浄機としておすすめです。



ワンタッチカプラ（ESW-28K-KP）

洗浄機と噴霧ホースの着脱がワンタッチになります。

＊エアコン洗太郎プロに標準装備

洗浄機を自分仕様に

快適にカスタマイズ

■エアコンクリーニングの際に使用する

洗浄機のオプションパーツです。

毎日の作業が少しでも楽になること

間違いありません。

■当社販売のエアコン洗浄機に対応します。

（バッテリー洗浄機BTC-1015除く）

洗浄機

オプションパーツ

(ジョイント）

カムロックカップリング（KRC2）

吸水ホースをワンタッチで脱着できます。

＊エアコン洗太郎プロに標準装備

より戻し金具（ESW-28K-YM）

噴霧ホースとグリップの間に取り付けます。ホースの動きがグリップ
に伝わらず手元が安定します。

＊バッテリー洗浄機(BTC-2022)に標準装備

品名 品番

ワンタッチカプラ ESW-28K-KP

より戻し金具 ESW-28K-YM

カムロックカップリング KRC2

ボールコック ESW-28K-BC

ボールコック（ESW-28K-BC）

手元で水量を調節できます。

ボールコックを閉めておけば誤ったグリップ操作による水飛散を防
止できます。

＊エアコン洗太郎プロ、モータ洗浄機に標準装備



洗浄機を自分仕様に

快適にカスタマイズ

■ノズルはすべて噴霧からストレートまで

調整できます。

■手が届きにくい部分の洗浄はフレキシブル

ノズルセットをご利用いただくと便利です。

いずれも噴霧からストレートまで調節できま

す。

洗浄機

オプションパーツ

(ノズル・グリップ他）

フレキシブルノズルセット（HN-36F)

・ノズルが自在に曲がるので狭い場所にも適しています。

・スプレーノズルは任意の位置で固定できます。

・ノズル部分23.5㎝、グリップ部分15.5㎝

・材質／SUS304インターロックフレキ

品名 品番

直角噴射ノズル HN-35N 

ショートノズル HN-19

ワンタッチグリップ ES-18K-509

フレキシブルノズルセット HN-36F

スリムストレーナー STR-S

直角噴射ノズル（品番：HN-35N) 長さ20㎝・角度90度 回転自在

ショートノズル（品番：HN-19） 長さ19㎝・角度45度 回転自在

ワンタッチグリップ（ES-18K-509）

スリムストレーナー（STR-S)

・洗太郎プロ（丸山製作所）用の小型ストレーナー。

・ポリタンクから吸水するときのスリムなストレーナーです。
・サイズ／直径30㎜ 高さ80㎜



高圧ソフトホース

作業性のよい５ｍホースと１０ｍホース、屋内での取り回しを
考えた２０ｍホースと３０ｍの全４種類のラインナップ

軽量ソフトを一度使用すれば他のホースに戻れません。

■当社販売の洗浄機のオプションホースです。

５ｍホースは作業性がよくエアコンクリー

ニングに最適です。

■上記の高圧ホースは弊社取り扱いの全ての

洗浄機に対応しています。

キョーワ用高圧ホース

作業性のよい５ｍホースと標準１０ｍホースの２種類

ESW用高圧ホース

作業性のよい５ｍホースと標準１０ｍホースの２種類

品名 品番

ESW用高圧ソフトホース(5m) ESW-30K-5MS

ESW用高圧ソフトホース(10m) ESW-30K-10MS

ESW用高圧ソフトホース(20m) ESW-30K-20MS

ESW用高圧ソフトホース(30m) ESW-30K-30MS

ESW用高圧ホース(5m) ESW-30K-5M

ESW用高圧ホース(10m) ESW-30K-10M

キョーワ用高圧ホース(5m) KYC-20A-5M

キョーワ用高圧ホース(10m) KYC-20A-10M

洗浄機

オプションパーツ

(高圧ホース）



天カセエアコン洗浄マニュアル

■ロボット付壁掛用エアコン洗浄マニュアル

主要メーカー毎に分けて販売しております。

（収録時間 各２３分から３０分）

■天カセエアコン洗浄マニュアル

４方向吹き出しのダイキン製業務用天井

カセットエアコンの洗浄工程が詳しく収録

されています。（収録時間 約３０分）

ロボット付エアコン洗浄マニュアル

品名 品番

ロボット付壁掛用エアコン洗浄
マニュアル（シャープ）

RASM-S

ロボット付壁掛用エアコン洗浄
マニュアル（ダイキン）

RASM-D

ロボット付壁掛用エアコン洗浄
マニュアル（パナソニック）

RASM-P

ロボット付壁掛用エアコン洗浄
マニュアル（日立）

RASM-H

ロボット付壁掛用エアコン洗浄
マニュアル（三菱）

RASM-M

天カセエアコン洗浄マニュアル TASM-D

エアコン洗浄

マニュアルDVD



多目的万能クリーナー500ｍｌ （ES-A500)

・5倍希釈済みでそのまま使用できます。

・泡と霧状に切り替え可能です。

エアコン洗浄に最適

■多目的万能クリーナー

エアコン、換気扇、レンジフードの油汚れを

ミクロの成分で分解し落とします。

天然パーム油配合。

■消臭剤イレーサープロ

抗菌剤配合のエアコン用消臭除菌剤です。

エアコン洗浄後の消臭用に最適

多目的万能クリーナー

消臭剤

多目的万能クリーナー４L （ES-A40)

・原液です、５～１０倍に希釈してご使用下さい。

・20リットル入りもあります（ES-A200）

消臭剤イレーサープロ（TZ50)

エアコンクリーニング後、送風ファンなどに直接スプレーして
下さい。

品名 品番

多目的万能クリーナー(500ml) ES-A500

多目的万能クリーナー(4L） ES-A40

多目的万能クリーナー(20L) ES-A200

消臭剤イレーサープロ(480ml) TZ50



新源水スプレー500ｍｌ （SG-H500)

・5倍希釈済みでそのまま使用できます。

■界面活性剤不使用

エアコンクリーニングの後処理に最適な

除菌・消臭スプレー／無色・無臭／

界面活性剤・薬品不使用／

純水から生まれた機能性アルカリ電解水

■ウィルス対策

除菌・消臭スプレーとして家庭内のさまざま

なシーンで大活躍。当社スタッフも日常的

に除菌剤として使用しております。

新源水

ウィルス除菌・消臭剤

新源水原液２L （SG-B2)

・原液です、５～１０倍に希釈してご使用下さい。

品名 品番

新源水スプレー(500ml) SG-H500

新源水原液(2L） SG-B2

エアコン洗浄のオプションメニューとしてお客様にご提案



スーパー電化イオンコート（500ml）（ES-G500M）

電磁波動超撥水剤

■電化コーティング

エアコンクリーニング後の本体にスプレー

することによりアルミフィンをコーティングし、

カビ・さび防止に効果があります。

次回の洗浄が大変効率的です。

スーパー

電化イオンコート

スーパー電化イオンコート（４L）（ES-G4L)

・水を玉のように弾き、自己洗浄、紫外線カットにも効果的

・車両ボディ、ガラスの撥水・防汚

・ビル、住宅の壁面の劣化防止・防汚

・ガラス、サッシ、浴槽、タイルの撥水・防汚

・金属の酸化による劣化、塗装面の紫外線保護

品名 品番

スーパー電化イオンコート
(500ml)

ES-G500M

スーパー電化イオンコート
(4L)

ES-G4L



中和剤（500ml）（ES-CH05L）

■中和剤

洗浄後の廃液処理に使用し、所定の方法

で処分して下さい。

成分：クエン酸・炭酸カルシウム

■リトマス試験紙

エアコン洗浄をしたときの廃液測定に

ロールタイプで使いやすい

中和剤／

リトマス試験紙

中和剤（４L）（ES-NB03)

品名 品番

中和剤(500ml) ES-CH05L

中和剤(4L) ES-NB03

リトマス試験紙 PH1-11

リトマス試験紙(PH1-11)



・ホースから出る廃液はバケツ等で受けるので周囲を

汚しません。

・槽の中に水を溜めることはできません。

省スペースに設置可能

■用途

換気扇・レンジフード・エアコンフィルターなど

取り外した部品をその場で洗浄できます。

クリーニング用

洗浄槽

ES-T500

・ワンタッチで設置も簡単

・たたむと５センチの厚さになり持ち運びが簡単です。

・槽(ES-C02)のみ単品販売しております。

項目 内容

サイズ
使用時 H85×W90×D60 (cm)
槽 H38×W75×D55 (cm)

質量 5.0kg

素材
骨組み：鉄
槽：塩化ビニール（防水・柔軟加工）



防水作業マット（SM-B50Ａ）（SM-B50H)

・エアコンクリーニング時の床の養生に

・防水生地なので水作業も安心

・ハーフサイズ（SM-B50H）は家庭用江コン洗浄に最適

・素材／ターポリン

■床保護

エアコンクリーニング、家電修理、工事など

屋内の作業の際に床を保護するマットです。

使用環境に応じてお選び下さい。

作業マット

撥水加工作業マット（SM-2018)

・屋内の家電修理、取付などの作業の際に床に敷いてご利用ください。

・屋内の床材の方後に最適です。

・素材／綿 撥水加工済

品名（品番） サイズ（cm）

防水作業マット(SM-B50Ａ) 200×180

防水作業マット（ハーフ）
（SM-B50H)

90×180

防炎作業マット(SM-1095) 100×90

撥水加工作業マット(SM-2018) 200×180

防炎作業マット（SM-1095）

・家電の訪問修理の際に最適です。

・持ち運びに便利なお手頃サイズです。

・素材／綿 防炎加工済



ドレン用サクションポンプ（TA918SX）

・ドレンホースに先端部分を装着し、取手を引き抜いて使用

・ストレートノズルとエルボノズルがついています。

■ドレン用サクションポンプ
エアコン洗浄の最終点検に必須の商品です。
ドレンホース内に残った廃液を吸入します。

■ねじりブラシ
エアコンの送風口から入るサイズです。
送風ファン、エアコン背面をブラシするのに
最適です。
エ
■ワイヤーフィンブラシ
エアコン洗浄の際に前面のアルミフィンを
ブラッシングするステンレス製のワイヤー
フィンブラシ

■フレキシブル点検鏡
エアコン洗浄の際、目の届きにくい箇所の
点検・観察作業に使用します。

ねじりブラシ（小）NB-01

全長300mmブラシ長60mmブラシ径50mm

ねじりブラシ（中）NB-02

全長370mmブラシ長65mmブラシ径60mm

品名 品番

ドレン用サクションポンプ TA918SX

ねじりブラシ（小） NB-01

ねじりブラシ(小)５本セット NB-01-5

ねじりブラシ（中） NB-02

ねじりブラシ（中）５本セット NB-02-5

ワイヤーフィンブラシ ST-WB01

フレキシブル点検鏡 TA420MC

エアコン洗浄

その他便利品

ワイヤーフィンブラシ（ST-WB01）

フレキシブル点検鏡（TA420MC）
・あらゆる方向の点検ができるようにフレキシブルシャフトを採用、ミラー

部分のジョイントを合わせて、どのような方向にも対応できます。

・暗くて見えにくい場所の点検には、鏡面部にスポットライト（LED)で照らし

て見えやすくしました。



カモフラ モノクロ

品番：IC-KM-20S/IC-KM-25M/IC-KM-35L

素材：ナイロン100%（国産品）

充分な厚みのあるしっかりした生地

■エアコンシーズンオフ時の埃除け、

トレンド感ある生地で屋内の雰囲気を

一新します。

エアコンインテリアカバー

カモフラ サファリ

品番：IC-KS-20S/IC-KS-25M/IC-KS-35L

素材：ナイロン100%（国産品）

充分な厚みのあるしっかりした生地

サファリ モノクロ

品番 サイズ（H×W×D）cm

IC-KM-20S 31×82×20

IC-KM-25M 31×82×25

IC-KM-35L 31×82×35

IC-KS-20S 31×82×20

IC-KS-25M 31×82×25

IC-KS-35L 31×82×35



エアコンオフシーズン時のカバーです。

■エアコンの室外機の保護カバー

（屋外使用品）

雨・風・雪から室外機を守ります。

全メーカー製品に対応します。

室外機のサイズに合わせてご利用下さい。

サイドの紐で配管部分に固定できます。

エアコン

室外機カバー

室外機をすべて覆うフルカバータイプです。エアコン使用時
は取り外して下さい。

素材：塩化ビニール（国産品）

品番 サイズ（H×W×D）cm

GS-7330S 55×73×30

GS-8132M 58×81×32

GS-9038Ｌ 60×90×38

GS-9641T 72×96×41



シルバーの撥水加工された生地で洗濯機をカバーします。

全自動洗濯機（フルカバータイプ）とドラム式洗濯機と二層式
洗濯機（ハーフタイプ）のラインナップになっております。

■屋外に設置してある洗濯機を直射日光・

ほこりから守ります。

全メーカー対応します。

使い捨て商品ではありません。

素材：ナイロン100%（国産品）

洗濯機カバー

吸水ホースもカバーされます。

品名・品番 サイズ（H×W×D）cm

全自動洗濯機カバー
NS-6560S

103×60×65

ドラム式洗濯機カバー
NS-D1000S

上部 61W×58D
下部 110×63×73

二槽式洗濯機カバー
（ハーフ）・NS-8050H

50×80×50
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商号 株式会社エアコンカバーサービス

本店 251-0053 

神奈川県藤沢市本町2-12-4

TEL 0466-52-4806

FAX 0466-52-4807

設立 平成８年４月

代表 岡田由美

URL https://aircon-cover.co.jp/

Email        info@aircon-cover.co.jp

このカタログの最新版はホームページから

ダウンロードできます。

COMPANY 
information

・以下の商品の企画・製造・販売
エアコン洗浄セット
エアコン洗浄カバー
エアコン洗浄機・高圧洗浄機
洗浄剤・作業マット・クリーニング洗浄槽
エアコン室内機カバー、エアコン室外機カバー、
洗濯機カバー

概要

業務内容


