SaniSpray HP

™

迅速かつ効果的な消毒、除菌、抗菌、脱臭作業のために

生まれた専用エアレススプレーヤー

臭いも菌もウイルスも除去！

サニスプレーに最適な業務用除菌消臭水

Graco ͈ SaniSpray HP ͈તٚ
消毒、除菌、消臭等の作業を行うために特別に設計された
業界初のエアレススプレーヤー。

アメリカ EPA
（環境保護庁）の基準を満たす List N 消毒剤に対応し、
Graco の SaniSpray HP スプレーヤーは、

それらを高効率で効果的に塗布できるよう特別設計され、適正な品質管理のもと製造されています。

SANISPRAY HP ̺̫͈අಭȇ
高速と生産性を提供
ࣞ௸͂ॲͬރ

消毒・除菌用途向けに設計
કඉȆੰဥഷ̫࢜ͅ୭ࠗ

均一な噴霧と塗布を提供
֚̈́ྮ͂ഭື
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一式セットだから納品後すぐに使用可能
֚ΓΛΠ̺̥ͣොࢃ̳̪ͅঀဥخෝ

作業量、場所に合わせて選択
作業量、場所に合わせて選択
できるラインアップ
できるラインアップ

対象物表面を均一にコーティ
対象物表面を均一にコーティ
ングし、薬剤の滞留時間を確
ングし、薬剤の滞留時間を確
保できる適切な噴霧化を提供
保できる適切な噴霧化を提供
します。
します。
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• ムラ・ダレのある吹き付け
• 対象のエリアを拭き取る
ための追加のステップが
必要

• 小さなタンクのため頻繁
な補充が必要

消毒、除菌剤に対応できるように最高
アルコールベース（可燃性）他、
消毒、
グレードの素材で製造されています。
除菌剤に対応できるように最高グレー
一般的なエアレス塗装機使用は故障し
ドの素材で製造されています。一般的
ます。
なエアレス塗装機使用は故障します。
必要なものがすべて整っていて、箱から取
必要なものがすべて整っていて、箱から取
り出したらすぐスプレー可能です
（バッテ
り出したらすぐスプレー可能です
（バッテ
リー式は充電してから）
。消毒剤を追加す
リー式は充電してから）
。消毒剤を追加す
るだけで作業を行えます。
るだけで作業を行えます。

SaniSpray HP ༹༷ͥ͢ͅ
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• 微粒化された薬剤粒子で均一に表面被覆
• 薬剤の滞留時間要件を満たす塗布量と被覆率を
提供します。

• 電動式で迅速、効率的な塗布作業が可能。
• スプレーの幅と速度のニーズを満たすために、
様々な RAC X™ LP 回転チップのサイズから選択
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MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

高レベル生産の消毒、清浄化、脱臭の作業に対してどこでも SaniSpray HP を使用
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SaniSpray HP 20
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ྀडఱ 0.6L ͬΑίτȜ
小規模作業を素早く完了
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PROCONNECT™ 付き TRIAX™

• 携帯性が必要なエリアに最適

エアレスピストンポンプ

調整可能なフロー制御

• ポンプを簡単に交換可能

• ダイヤルで液量調整
• スプレー方向を選ばない

RAC X LP 回転チップ™
• 簡単なチップの交換

1.2L FLEXLINER バッグシステム

38CM のスプレーエクステンション

• 内容器は繰り返し使用可能
• どんな方向でも − 逆さまでもスプレー

• スプレー先端を延長し、楽な姿勢で床
など広範囲をスプレー

可能

• 作業者の薬剤曝露を軽減

コードレス
付属品：
SANISPRAY HP 20
コードレスSANYSPRAY
HP
20付属品
ブラシレス DC モーター
ブラシレスDCモーター
• 火花が散ることのないモーターにより、アルコール系（可燃性）

SaniSpray HP 20*

®
DEWALT®18Vリチウムイオン電池と充電器
( （２）
)
リチウムイオン電池と充電器
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・火花が散ることのないモーターで安全
化学物質をスプレーすることも可能です
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2 DEWALT 18V

• １回の充電で約
10 L のスプレーが可能
・1回の充電で約10Lのスプレーが可能
〜30分
• 充電時間：約
20
・充電時間：
約20〜30分
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SaniSpray HP 65
ࠈఝγΛΩȜΑίτȜμȜ
SANISPRAY HP 20 ͤ͢ 3 ࣞ௸

SaniSpray HP 130
2 ΄ϋȜΠΑίτȜμȜ

SANISPRAY HP 65 ͤ͢ 2 ࣞ௸
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注いですぐ使える 5.7 リットルホッパー

２つのガンで高い生産性を提供

• ホッパーは、スプレー時間を延長するだけでなく、一体化になっているので

• 高生産性を誇るエアレス消毒剤スプレーヤー
• 最高の消毒率を実現するデュアルガンの同時パフォーマンス

携行も楽

運びやすい一体型システム

任意の容器からスプレー可能

• スプレーヤーと液剤を片手で運べます。運ぶ際にはねたりこぼれたりするの

SMARTCONTROL™ 調整可能な圧力制御

を蓋が防ぎます。

高効率 DC モーター

• スパーク防止機能付きの
DC モーターにより、アルコール系(可燃性)化学物質
スパーク防止機能付きのDCモーターにより、
火花が散らず、安全にお使いい
をスプレーすることも可能です。
ただけます。

すぐに始められるカートデザイン
• ペール缶を一緒に運搬するのが簡単。

PROCONNECT 付き ENDURANCE™ ピストンポンプ

調整可能な圧力制御

軽量の SANISPRAY HP ガン

PROXCHANGE™ 付き PRO-X™ エアレスピストンポンプ
軽量の SANISPRAY HP ガン
RAC X LP 回転チップ

RAC X LP 回転チップ

• 簡単なチップ交換

38CM のスプレーエクステンション
• スプレー先端を延長し、楽な姿勢で床など広範囲をスプレー
• 作業者の薬剤曝露を軽減

• 簡単なチップ交換

38CM のスプレーエクステンション
• スプレー先端を延長し、楽な姿勢で床など広範囲をスプレー
• 作業者の薬剤曝露を軽減

MAXPOWER™ モーターおよび ADVANTAGE DRIVE™
• 火花が散ることのないモーターにより、アルコール系(可燃性)化学物質をス
火花が散ることのないモーターで安全にご使用できます
プレーすることも可能です。

SaniSpray HP 20

SaniSpray HP 65

コードレス携帯スプレーヤー

携帯ホッパースプレーヤー

SaniSpray HP 130
2 ガンカートエアレススプレーヤー

型式番号

25R961

25R962

25T301

最大流量

0.6L/m

1.9L/m

最大チップ
サイズ

0.019

0.023

0.031（２ガン0.023）

最大
吐出圧力

70 bar

70 bar

70 bar

容量

1.2L

5.7L

任意の容器

電源

DEWALT 18V リチウムイオン電池

100V コード付き

100V コード付き

LP313、
LP515、
LP619回転チップ

LP515、
LP617、
LP619回転チップ

LP617、
LP619、
LP621 回転チップ各2個

38cmエクステンション

38cmエクステンション

38cmエクステンション2本

SaniSpray HPガン
1/4″
×15m BlueMax II ホース
1/8″BlueMax II 手元ホース

SaniSpray HPガン2丁
1/4″
×15m BlueMax II ホース 2本
1/8″BlueMax II 手元ホース 2本

製品名

付属品

DEWALT 18V 2.0Ah リチウムイオン電池2個
充電器
FlexLiner バッグ5個
保管プラグ＆保管袋

3.8L/m
2つのガンを同時に使用する機能

スピード
施工！！

モジュラー式
修理

ジーミスト のご紹介

臭いも菌も
ウイルスも除去！

PRODUCT
特殊消臭・大型施設向け

特殊な現場も除菌・消臭

ジーミスト100

ジーミスト200

さらに強力な除菌・消臭ができるジーミスト100。
ビルメンテナンスなどの清掃現場や施設でのウイルス 除去作業、ホテル、
介護、車両などの消臭・除菌に 最適。
どんな現場にもお使いいただけます。
品名：ジーミスト100
主成分：次亜塩素酸（原料：次亜塩素酸イオン水溶液）、純水
濃度：約100ppm
性質：弱酸性（PH4.5〜6.5）
使用期限：４L、10L、20L 製造月より２年、詰替後はお早めにお使いください
（遮光性のある容器に詰め替えてお使いください）

車内の除菌・消臭

接触の多い場所への除菌・消臭

ジーミスト100で取れないニオイに。あらゆるニオイを抑える消臭力！
ジーミスト200。都内鉄道施設の駅でも導入済！ホテルや、動物施設、
介護施設、
自動車内の清掃など、大型施設向けの除菌・消臭剤です。
品名：ジーミスト200
主成分：次亜塩素酸（原料：次亜塩素酸イオン水溶液）、純水
濃度：約200ppm
性質：弱酸性（PH4.5〜6.5）
使用期限：４L、10L、20L 製造月より２年、詰替後はお早めにお使いください
（遮光性のある容器に詰め替えてお使いください）

公共・商業施設の除菌・消臭

トイレ清掃時の除菌・消臭

〒224-0025 横浜市都筑区早渕1-27-12
TEL：045-593-7300 FAX：045-593-7301
GRACO INC.はI.S.EN ISO9001に登録しています。

サニスプレー正規販売代理店 ユニトライク株式会社

〒950-2063 新潟県新潟市西区寺尾台2丁目4番46号 寺尾シティ７号
TEL：025-201-7441 FAX：025-201-7445

MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

