


※　印刷の都合上、商品の色・素材感などが実物とことなる場合があります。商品の改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※　消費税、取付け工賃、送料などは含まれておりません。別途かかる場合がありますので販売店にご確認ください。

※　印刷の都合上、商品の色・素材感などが実物とことなる場合があります。商品の改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※　消費税、取付け工賃、送料などは含まれておりません。別途かかる場合がありますので販売店にご確認ください。

● 静電気対策商品● 静電気対策商品● 一斗缶用ワンタッチ注ぎ口 コッくん● 一斗缶用ワンタッチ注ぎ口 コッくん

棚においたまま注げます！ 溶剤･薬剤に対応！

一斗缶、ペール缶、ドラム缶に対応！
※ JIS B規格（外径40φ・50φ）の一斗缶に対応。ドラム缶は専用アダプタが必要。

回転ノズルで液だれしません！

簡単装着！簡単脱着！液漏れなし！

実用新案No.3169876 特許出願中

クリーニング業界向けスペシャル仕様！
※ 使用後にノズルを上にむけることで液だれを防止します。

ニューＰタイプ
PP樹脂製 水性･一般油 外　径：４０φ･５０φ（３色）

パッキン：ニトリルゴム

素　材：ノズル・本体ＰＯＭ・ロッ

ク部ＰＰ

水性・洗剤・一般油

クイック開閉できるノブ

価　格：外型40φ\3,500（税別）

　　　　外径50φ\4,500（税別）

サイズ：W61×D111×H97mm 85g

取付部ステンレス

Ｂ強化タイプ

ドラム缶用アダプター キャップ･ポンチセット

取付部強化 水性･耐溶剤 外　径：４０φ･５０φ（４色）

パッキン：バイトンゴム

素　材：回転ノズルＰＰ・本体黄銅・

ロック部ステンレス

水性・洗剤・一般油・アルコール・

エタノールなど

価　格：外径40φ\21,600（税別）

　　　　外径50φ\31,400（税別）

サイズ：W55×D55×H150mm 580g

耐薬品のスペシャル品

ＳＵＳタイプ
水性・耐溶剤・耐薬品用 外　径：４０φ･５０φ（１色）

パッキン：耐薬品ゴム（FP64）

素　材：回転ノズルＰＰ・本体・ロ

ック部ステンレス

水性・洗剤・一般油・アルコール・エタノー
ル・トリクレン・トルエン・シンナーなど

価　格：外径40φ\35,000（税別）

　　　　外径50φ\45,000（税別）

サイズ：W55×D70×H130mm 520g

オプション 一斗缶口部分

『コッくん・40φ』をドラム缶で
使用する場合に必要となります。
JISZ1604に規定されるドラム缶に
使用できます。ステンレス製

ご購入前に必ず取付ける一斗缶の
外径サイズを確認してください。

\11,000（税別）希望価格:

エアー穴をあけるポンチと溶
剤の揮発を防止するエアー穴
キャップセットです。
※ ＳＵＳタイプには1組付属しています。

\500（税別）希望価格:

仕様一覧 取付け部は一斗缶の口の外径寸法に合わせています。外径を確認してください。
※ 長期間使用しない場合は缶をたてて保管して下さい。万一の為、流出防止オイルパンを併用して下さい。

Ｂタイプ
水性･一般油

外径外径
口径口径

口断面図口断面図

外　径：４０φ･５０Φ（４色）

パッキン：バイトンゴム

素　材：回転ノズルＰＰ・本体黄銅

・ロック部ＰＰ

水性・洗剤・一般油・アルコール・

エタノール

価　格：外径40φ\7,200（税別）

　　　　外径50φ\8,800（税別）

サイズ：W55×D55×H150mm 290g

Ｒ

Ｒ

重要

▼ サンダーロンクロス

■サンダーロン繊維を使
用したクロスタイプの静
電気除去シートです。
■繊維のため繰返し使用
することができます。
■帯電したものに触れる
ことにより静電気を除去
します。■乾燥機内の衣
類に発生する静電気を除
去し、繊維の毛羽立ち、
埃の付着を抑えます。衣
類10Kgに対して小1枚が
目安になります。

素材：アクリルサンダーロン（有機導電性繊維）

\10,000(税別)サンダーロンクロス大 450mm×450mm3305

\2,500(税別)サンダーロンクロス小 230mm×230mm3304

強力徐電・抗菌・防臭 ▼ サンダーロンネット

■サンダーロン繊維を使
用した洗濯ネットです。
■水洗い・ドライ洗いに
対応。■細かめのメッシ
ュ生地で口部分はファス
ナー止め。■洗濯ネット
に入れた衣類の静電気を
抑えます。（ネットに衣
類を詰め込みすぎると、
除電効果、乾燥効率が悪
くなります。）素材：アクリルサンダーロン（有機導電性繊維）

硫化銅を繊維と分子レベルで結合させた有機導電性繊維です。静電気除去効果・
抗菌防臭効果に優れ、高レベルの除電が必要な場所で使用されています。

\4,000(税別)サンダーロンネットLL640mm×950mmH3303

\2,400(税別)サンダーロンネットL 490mm×630mmH3302

\1,800(税別)サンダーロンネットM 450mm×440mmH3301

強力徐電・抗菌・防臭

強力徐電・抗菌・防臭強力徐電・抗菌・防臭

←細かめのメッシュ

▼ サンダーロン除電テープ

■静電気が帯電したものに、接触もし
くは近づくことで除電をします。■裏
面に両面テープが付いているので、簡
単に取付けることができます。（先端
はついていません。）■包装機・レジ
カウンター・作業台などに。必要な長
さにカットしてお使いください。
■サイズ：2cm×70cm 1ｼｰﾄ2列

素材：ナイロンサンダーロン、ポリエステルフィルム

\2,000(税別)サンダーロン除電テープ3315

強力徐電・抗菌・防臭 ▼ 制電キラーマット

■靴のまま乗るだけで、身体に
帯電した静電気を除去する静電
気除去マットです。（※丈の長
い靴などは不可）■密度が高く
しっかりとした6mm厚のループパ
イルで、へたりにくく耐久性が
あります。
■サイズ：900mm×600mm 6mm厚 
1.1Kg

素材：（表）ナイロン　（裏）SBS難燃樹脂

\12,000(税別)静電キラーマット グレー･ネイビー3316

強力徐電・抗菌・防臭

2cm

▼ 制電フィット手袋

■サンダーロン繊維を使用した静電気
除去・帯電防止の手袋。■静電気の発
生、不快なショックを緩和します。■
縫い合わせのないシームレス編み。
■サイズ：
M：全長185mmまわり190mm中指69mm
L：全長200mmまわり200mm中指75mm

素材：ナイロン、ポリエステル、その他

\1,200(税別)制電フィット手袋　M・L3306

22 33

強力徐電・抗菌・防臭 ▼ パチパチクリアシート

■触るだけで身体の静電気を除
去する新素材の不織布シートで
す。（※貼り付けたものに対す
る除電効果はありません。）
■裏の接着面は、シート状のミ
クロの吸盤で、べたつきがなく
平滑面な場所に貼ることが出来
ます。
■サイズ：80mm×75mm

素材：ポリエステル、ナイロン（サンダーロン繊維は使用していません。）

\800(税別)パチパチクリアシート3311

Ｒ
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