
液体
洗剤

●酸素系なので、漆器やメラミン等の各種食器
に安心してお使いいただけます。
　また、ニオイが無く、手がヌルヌルしません。
●漬けておくだけで、酸素の微泡が落ちにくい
タンパク質・デンプン・脂肪などを除去します。

●4Lのお湯（約40〜50℃）に15g〜40gの
粉末をよく溶かし、30分程浸した後に水です
すいでください。浸したあとスポンジなどで軽く
洗い流して下さい。

	 （付属の軽量スプーンは1杯約40gです。）

H-43-838-1265-1
Wakaフレッシュ ジャブリン
¥3,800 （2.5kg）　梱4

特	長 使用方法

●天然由来成分ヤシ油を主成分とし
ていますので、手肌に優しく、しっかり
洗っても泡切れも良く節水効果も期
待できます。
●濃縮タイプのため、ストックヤードの省
スペース化とごみ排出抑制に役立ち
ます。

●別売の希釈ボトルなどを用いて、
　5〜10倍に希釈してお使いください。

特	長

使用方法

●鉄板、鍋、網をはじめ鋳物にもお使いいただけます。
●油汚れでコゲ固まった五徳やガスバーナーの頑
　固な汚れを簡単に落とすことができます。

●原液〜2倍に希釈した本液を容器に満たし、コゲ付
いたアイテムを漬けて下さい。アイテムが熱いうちで
あれば、汚れが落ちやすく作業時間が短縮されます。
●使用される際には、防護眼鏡・手袋を着用して下さい。

特	長

使用方法

●厚生労働省が食品添加物として認めているも
のを原材料としているため、安心してご利用して	
いただけます。
●食器以外にも衣類、家具、お風呂など、多方面に
ご利用していただけます。

●Wakaフレッシュ	アシュロはそのままご使用ください。
●Wakaフレッシュ	クリアミストプラスは、別売のスプ
レーボトルなどに移して、お使いください。
※	Wakaフレッシュアシュロにはアルコールが含ま
れておりませんので、塗物にはより安心してお使
い頂けます。

特	長

使用方法

●強力な泡が動・植物油汚れに素早く浸透いたし
　ますので、食器のガンコな汚れも落とします。

●別売のスプレーボトルなどを用いて、原液〜
　500倍を希釈してお使いください。
●油汚れがひどい場合には、スプレー後しばらく
　時間を置いてください。
●使用される際には、防護眼鏡・手袋を着用して
　下さい。

特	長

使用方法

漂	白

洗	浄

除	菌

消	臭

アルカリ性

アルカリ性中	性

Waka フレッシュシリーズは、　　　　　　　が自信を持ってお送りする洗剤シリーズです。

H-43-848-1265-3
Wakaフレッシュ 食器用
¥8,400 （5kg）　梱4

H-44-658-1265-4
Wakaフレッシュ 漆器用
¥7,100 （5kg）　梱4

H-43-868-1265-5
Wakaフレッシュ コゲ用
¥8,000 （4.5kg）　梱2

H-43-898-1265-8
Wakaフレッシュ アシュロ
¥1,400 （300ml）		梱30

H-43-878-1265-6
Wakaフレッシュ 
食器用希釈ボトル
¥580 （600ml）　梱120

H-43-888-1265-7
Wakaフレッシュ 
レンジ用スプレーボトル
¥520 （500ml）　梱120

H-43-918-1265-10
Wakaフレッシュ 
クリアミストプラス用
スプレーボトル
¥580 （500ml）　梱120

H-43-928-1265-11
Wakaフレッシュ 
クリアミストプラス用
ポンプボトル
¥1,200 （500ml）	梱120

アルカリ性

弱酸性

重金属検出試験済！！

アルカリ性 洗剤効果試験済！！

殺菌効果試験済！！ 中性 殺菌効果試験済！！

H-43-908-1265-9
Wakaフレッシュ クリアミストプラス
¥7,800 （5L）　梱3

粉末
洗剤

除菌水

食器用に！ レンジ用に！

H-68-108-1265-2
Wakaフレッシュ 漂白剤 
タンパク質分解酵素入
¥6,000 （2.5kg）　梱4

アルカリ性 高効果試験済！！

重金属検出試験済！！

OECD301A試験をクリア！！

直送

直送 	この頁の商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。　＊この頁の青字価格の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい。

直送

直送

直送

直送 直送
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直送直送

直送

直送

1265 Wakaフレッシュシリーズ

洗

剤

●組立は、+ドライバーだけでOK!　簡単です。
　主要部品は3種類で連結してお使いいただけます。
●デザインもシンプルです。主要部品は今後も仕様変更致しませんので
　部材のモデルチェンジにより入手できなくなることはありません。
●カラーバリエーションも豊富です。

クリアー（CL） ブラウン（BR） ライトホワイト（LW） ブラック（BK）

クリアー（CL） ブラウン（BR）

ライトホワイト（LW） ブラック（BK）

中央什器

木製店舗什器

カラーバリエーション

               単体什器（棚板幅90cm）
H-42-89 クリアー（CL）  ¥72,700 W94	D40	H138

H-42-90 ブラウン（BR） ¥76,400 W94	D40	H138

H-42-91 ライトホワイト（LW） ¥76,400 W94	D40	H138

H-42-92 ブラック（BK） ¥85,800 W94	D40	H138

8-1266-1

               単体什器（棚板幅120cm）
H-43-2 クリアー（CL）   ¥84,200 W124	D40	H138
H-43-3 ブラウン（BR） ¥87,900 W124	D40	H138
H-43-4 ライトホワイト（LW） ¥87,900 W124	D40	H138
H-43-5 ブラック（BK） ¥100,400 W124	D40	H138

8-1266-2

               2連結什器（棚板幅90cm）
H-42-93 クリアー（CL） ¥129,000 W184.4	D40	H138
H-42-94 ブラウン（BR） ¥135,800 W184.4	D40	H138
H-42-95 ライトホワイト（LW） ¥135,800 W184.4	D40	H138
H-42-96 ブラック（BK） ¥153,000 W184.4	D40	H138

8-1266-3

               2連結什器（棚板幅120cm）
H-43-6 クリアー（CL） ¥151,700 W244.4	D40	H138
H-43-7 ブラウン（BR） ¥158,600 W244.4	D40	H138
H-43-8 ライトホワイト（LW） ¥158,600 W244.4	D40	H138
H-43-9 ブラック（BK） ¥181,900 W244.4	D40	H138

8-1266-4

               3連結什器（棚板幅90cm）
H-42-97 クリアー（CL） ¥188,900 W274.4	D40	H138
H-42-98ブラウン（BR） ¥198,800 W274.4	D40	H138
H-42-99 ライトホワイト（LW） ¥198,800 W274.4	D40	H138
H-43-1 ブラック（BK） ¥223,700 W274.4	D40	H138

8-1266-5

               3連結什器（棚板幅120cm）
H-43-10 クリアー（CL） ¥223,100 W364.8	D40	H138
H-43-11 ブラウン（BR） ¥233,100 W364.8	D40	H138
H-43-12 ライトホワイト（LW） ¥233,100 W364.8	D40	H138
H-43-13 ブラック（BK） ¥267,400 W364.8	D40	H138

8-1266-6

H
138

D40W90・W120

H
138

H
138

D40 D40W180・W240 W270・W360

■単体什器 ■2連結什器 ■3連結単体什器

“Vas	Rack”は
		組立式システム什器です。

ヴァス ラック

（注）
●主要部材以外にも、オプションパーツなどがあります。
　詳しくは、弊社までお問合せお願い致します。

■シェルフ

棚受ピン付き

主要部材

壁面什器

■クロスブレイス

■単体什器 ■連結什器

■サイドフレーム
               単体什器（棚板幅90cm）
H-43-14 クリアー（CL） ¥103,200 W94	 D40	H208

H-43-15 ブラウン（BR） ¥108,500 W94	 D40	H208

H-43-16 ライトホワイト（LW） ¥108,500 W94	 D40	H208

H-43-17 ブラック（BK） ¥121,500 W94	 D40	H208

8-1266-7

               単体什器（棚板幅120cm）
H-43-26 クリアー（CL） ¥120,000 W124	D40	H208
H-43-27 ブラウン（BR） ¥125,300 W124	D40	H208
H-43-28 ライトホワイト（LW） ¥125,300 W124	D40	H208
H-43-29 ブラック（BK） ¥143,000 W124	D40	H208

8-1266-8

               2連結什器（棚板幅90cm）
H-43-18 クリアー（CL） ¥185,500 W184.4	D40	H208
H-43-19 ブラウン（BR） ¥195,300 W184.4	D40	H208
H-43-20 ライトホワイト（LW） ¥195,300 W184.4	D40	H208
H-43-21 ブラック（BK） ¥219,500 W184.4	D40	H208

8-1266-9

               2連結什器（棚板幅120cm）
H-43-30 クリアー（CL） ¥219,000 W244.4	D40	H208
H-42-31 ブラウン（BR） ¥228,900 W244.4	D40	H208
H-43-32 ライトホワイト（LW） ¥228,900 W244.4	D40	H208
H-43-33 ブラック（BK） ¥262,500 W244.4	D40	H208

8-1266-10

D40

H
208

W180・W240

H
208

D40W90・W120

■単体什器 ■2連結什器 ■3連結単体什器

●組合せは自由にできますので、お客様のご要望に沿ってお見積もり致します。
　詳しくは、お問合せ下さい。

               壁3連結什器（棚板幅90cm）
H-43-22 クリアー（CL） ¥271,600 W274.4	D40	H208
H-43-23 ブラウン（BR） ¥286,000 W274.4	D40	H208
H-43-24 ライトホワイト（LW） ¥286,000 W274.4	D40	H208
H-43-25 ブラック（BK） ¥321,400 W274.4	D40	H208
               3連結什器（棚板幅120cm）
H-43-34 クリアー（CL） ¥322,000 W364.8	D40	H208
H-43-35 ブラウン（BR） ¥336,400 W364.8	 D40	H208
H-43-36 ライトホワイト（LW） ¥336,400 W364.8	D40	H208
H-43-37 ブラック（BK） ¥385,800 W364.8	D40	H208

8-1266-11

8-1266-12

D40

H
208

W270・W360

ヴ
ァ
ス
ラ
ッ
ク

木
製	

店
舗
什
器

1266ヴァスラック	木製	店舗什器直送

直送この頁の商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。

ナチュラルスタイル株式会社　http://www.natural-style-inc.com/kappo-shikki/

ナチュラルスタイル株式会社　http://www.natural-style-inc.com/kappo-shikki/




