
【簡単にオゾン水を生成】

醸造業界向けの持続的クリーンな洗濯環境に

オゾン水生成ユニット ドラム洗浄剤ステルス業務用ドラム式洗濯機

WN203H（K）
20kg（乾燥容量）
762φ×486mm

メーカー：山本製作所

22/40rpm 440/880rpm

3相　AC200V 20A
25A

25A
65A
15A

オゾン水
給水

型　式
容　量

電　源

洗浄水位
機械最大寸法
重　量

配
管
口
径

ドラム寸法
洗浄・脱水回転数

排水
カップ洗浄

低41ℓ/中71ℓ/高109ℓ
1012（幅）×1203（奥行）×1550（高さ）mm

660kg

寸　　法：W９５0×D５５0×H1500

KPD-OZN full line

オゾン水生成ユニット（full  line）概要

洗濯機ドラムの洗浄に

食品添加物の原料で配合しています。

消費電力：２５０W
オゾン水吐出量：5.5～15ℓ/分
オゾン水濃度：約0.6ppm以上（循環で上昇）
定期交換：空気処理剤 / 分解カートリッジ

寸　　法：W４５0×D４５0×H1１00

循環タンク・ポンプ付ユニット（キャスター付）
オプション：インライン式オゾン水濃度計測器

水道直結型の簡易生成ユニット（キャスター付）
KPD-OZN compact

オゾン水生成ユニット（compact）概要

ドラム式洗濯機（乾燥容量：２６kgタイプ）

ドラム式洗濯機（乾燥容量：２０kgタイプ）

消費電力：４５W
オゾン水吐出量：5.5～15ℓ/分
オゾン水濃度：約0.6～1.2ppm
定期交換：空気処理剤 / 分解カートリッジ

WN2６3H（K）
2６kg（乾燥容量）
８９０φ×4６１mm

2０/40rpm 4０0/8０0rpm

3相　AC200V ３0A
25A

25A
65A
15A

オゾン水
給水

型　式
容　量

電　源

洗浄水位
機械最大寸法
重　量

配
管
口
径

ドラム寸法
洗浄・脱水回転数

排水
カップ洗浄

低５２ℓ/中９４ℓ/高1４１ℓ

1１４７（幅）×12７０（奥行）×1７０0（高さ）mm
８５0kg

かけ流して蔵内脱臭

ホースの除菌脱臭

洗濯槽の衛生保持

布・擬似米の浸漬脱臭

除菌力・脱臭力・残留性がない

成　分

水酸化カリウム（食添）・キレート剤（食添）

非イオン界面活性剤（食添）・エタノール（食添）

（製品の香りは、ほのかなエタノール香）

作業用途

オゾン水の特徴
極低臭・低発泡・安全性

ステルスの特徴

使用濃度

道具の除菌

手洗い・うがい

布類の除菌脱臭

KIKU PLAN DO

品質美を求めて

KIKU PLAN DO

品質美を求めて

成　　　分

品　　　　質　　　　表　　　　示

品　　　名

〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1　
tel：082-848-9111

〒739-1743 広島市安佐北区倉掛2丁目15-8　
tel：082-843-8339

極低臭・低発泡性アルカリ洗浄剤 ステルス

用途と使用量

製造元 販売元

【危険有害性情報】
　・金属腐食のおそれ・引火性の液体および蒸気・重篤な皮膚の薬傷および
　　眼の損傷・重篤な眼の損傷・呼吸器系に障害のおそれ

危 険

NET.4kg

水酸化カリウム（食添）・キレート剤（食添）
非イオン界面活性剤（食添）・エタノール（食添）

ステルスステルス

極低臭・低発泡性
アルカリ洗浄剤

醸造業界で、洗剤を使用してこなかった理由と一つ一つ向き合い、
食品添加物 原料由来で匂いと泡立ちの少ない洗剤ができました。

①洗濯機ドラムの洗浄に
　毎 日 洗 浄 : 0.1％（100㎖）　　
　週 末 洗 浄 : 0.25％（250㎖）　

※要保護手袋着用

※20㎏機で想定
　（中水位70ℓの水にて洗濯の場合の使用量）

②布類の洗濯用洗剤とし
　水に対する希釈濃度：0.25％（175㎖）

③器具・タンク・床洗浄に
　水に対する希釈濃度：2.0％（50倍希釈液）

水質や汚れ度合いにより、適正濃度は異なります。

蔵始め洗浄 : 0.5％（500㎖）　
蔵終い洗浄 : 1.0％（1000㎖）

※20㎏機で想定
　（高水位 100ℓの水にて洗浄の場合の使用量） 【注意書き】

　・着火源から遠ざけること。
　・保護手袋 /保護衣 /保護眼鏡 /保護面を着用すること。
　・取扱後はよく洗うこと。
　・この製品を使用する時に飲食または喫煙をしないこと。

【保管】
　・涼しい所 /換気の良い場所で保管すること。

【救急処置】
　・皮膚（または髪）に付着した場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと/取り除くこと。
　　皮膚を流水 /シャワーで洗うこと。汚染した衣類を再使用する場合には洗濯すること。
　・飲み込んだ場合、口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
　・眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。
　　次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
　　ただちに医師に連絡すること。　

KIKU PLAN DO

品質美を求めて

持続的クリーンランドリー

水
オ
ゾ
ン
水

毎 日 洗 浄　　　　　　　　0.1％（100㎖）　　
週 末 洗 浄　　　　　　　　0.25％ (250㎖)　
蔵始め洗浄　　　　　　　　0.5％（500㎖）　
蔵終い洗浄　　　　　　　　1.0％（1000㎖）

布類の洗濯用洗剤として
水に対する希釈濃度　　　　　　0.２５％（1７５㎖）

※20㎏機で想定（高水位100ℓの水にて洗浄の場合の使用量）

※20㎏機で想定（中水位７0ℓの水にて洗濯の場合の使用量）

器具・タンク・床洗浄に
水に対する希釈濃度　　　２.０％（５０倍希釈液 ）※要保護手袋着用

※水質や汚れ度合いにより、適正濃度は異なります。

醸造業界の洗い物は、使用する布の一つ一つが大きく、水を含むと重量が増すので、
大変な力仕事になります。また、気温が低い冬場の作業が多いため、手荒れの原因にもなります。
業務用洗濯機の【処理容量・洗浄力・脱水力】はこれらの問題を解決することができます。

また弊社独自のオゾン水投入方法で【除菌・脱臭】効果が追加され、
さらに持続的クリーンな洗濯環境を実現できます。

たたき洗い+
強力脱水

脱 臭+
除 菌

ドラム
洗 浄



布から離れたお米や醪を
醸造仕様の大きな穴から
スムーズに排出します。

お米が残りにくい
大きなパンチング

ほつれや縮みへの細心の注意を払いたい、繊細な布洗い用として、
通常よりドラム回転数を抑え、優しく洗浄・脱水を行うコースです。

固形物排出がラク。大きな布洗いもラク。全自動で操作がラク。除菌・脱臭がラク。
強くor 優しく洗ってクリーン。ステルスでドラム槽内はいつでもクリーン。

洗濯中はたたき洗いで汚れを浮かし、その都度脱水で固形物・有機物ごと排水します。
洗浄後には毎回洗濯物の脱水と汚れの排出・排水を行います。
脱水後には綺麗な水が投入され、複数回すすぎ洗いを行うため、洗濯物は綺麗に仕上がります。
洗濯機の強力脱水効果によってその後の乾燥時間を大幅に短縮します。

１次すすぎ洗い

しっかりとした脱水効果で
乾きの早いスッキリとした
仕上がりに。
　

乾　　燥最終すすぎ洗い

簡易脱水 簡易脱水

最終脱水

本洗浄

業務用ドラム式洗濯機　ラ・クリーン
乾燥容量２０kg 又は２６kgタイプの２機種

ドラム型洗濯機　　洗濯物が綺麗になっていくイメージ

洗濯機への固定概念を斬る。
そして、食品衛生に関わる新たな概念を創る！

オゾン水の力で
除菌・脱臭

専用洗剤ステルスで、
毎日洗濯機を洗濯する。

洗濯機能力＋除菌・脱臭を実現！
※オゾン水生成機はオプションとなります。

３）常に新品のようなドラム内環境へ

２）洗濯と同時に除菌ができる環境へ

 

１）槽内に食品が残らない環境へ

洗濯機付属の温水用投入口を利用することで、オゾン水を利用した洗濯が可能です。
洗浄やすすぎのタイミングでオゾン水を投入し、除菌・脱臭効果をプラスできます。
※オゾン水生成ユニットはオプションとなります。

遠心力で効率よく排出

８mm

この穴を
お米が通過します

大きな
パンチング穴

感激っ！！
ドラム内に
お米が無いっ！

●洗濯物・ドラム槽内を強力に除菌
●菌が減るから、乾燥時の生乾き臭が改善
●極低濃度だから布類への負担は最小限
●腐敗などの悪臭成分を化学反応で脱臭
●オゾンは自然に酸素に戻るため、
　残留の心配がありません

成　　　分

品　　　　質　　　　表　　　　示

品　　　名

〒731-3169 広島市安佐南区伴西3丁目5-1　
tel：082-848-9111

〒739-1743 広島市安佐北区倉掛2丁目15-8　
tel：082-843-8339

極低臭・低発泡性アルカリ洗浄剤 ステルス

用途と使用量

製造元 販売元

【危険有害性情報】
　・金属腐食のおそれ・引火性の液体および蒸気・重篤な皮膚の薬傷および
　　眼の損傷・重篤な眼の損傷・呼吸器系に障害のおそれ

危 険

NET.4kg

水酸化カリウム（食添）・キレート剤（食添）
非イオン界面活性剤（食添）・エタノール（食添）

ステルスステルス

極低臭・低発泡性
アルカリ洗浄剤

醸造業界で、洗剤を使用してこなかった理由と一つ一つ向き合い、
食品添加物 原料由来で匂いと泡立ちの少ない洗剤ができました。

①洗濯機ドラムの洗浄に
　毎 日 洗 浄 : 0.1％（100㎖）　　
　週 末 洗 浄 : 0.25％（250㎖）　

※要保護手袋着用

※20㎏機で想定
　（中水位70ℓの水にて洗濯の場合の使用量）

②布類の洗濯用洗剤とし
　水に対する希釈濃度：0.25％（175㎖）

③器具・タンク・床洗浄に
　水に対する希釈濃度：2.0％（50倍希釈液）

水質や汚れ度合いにより、適正濃度は異なります。

蔵始め洗浄 : 0.5％（500㎖）　
蔵終い洗浄 : 1.0％（1000㎖）

※20㎏機で想定
　（高水位 100ℓの水にて洗浄の場合の使用量） 【注意書き】

　・着火源から遠ざけること。
　・保護手袋 /保護衣 /保護眼鏡 /保護面を着用すること。
　・取扱後はよく洗うこと。
　・この製品を使用する時に飲食または喫煙をしないこと。

【保管】
　・涼しい所 /換気の良い場所で保管すること。

【救急処置】
　・皮膚（または髪）に付着した場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと/取り除くこと。
　　皮膚を流水 /シャワーで洗うこと。汚染した衣類を再使用する場合には洗濯すること。
　・飲み込んだ場合、口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
　・眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。
　　次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
　　ただちに医師に連絡すること。　

KIKU PLAN DO

品質美を求めて

水酸化カリウム（食添）
キレート剤（食添）
非イオン界面活性剤（食添）
エタノール（食添）

ほのかなエタノール香

無香料で限りなく原料の香りを抑え
ましたので、食品に接触する布類、
洗濯機ドラム内部、タンク内部など
香り移りを心配せずご利用ください。

ステルスは低発泡性で、泡切れが
早いため、すすぎ性に優れています。
泡残りによる洗剤残留リスクも減る
ため、すすぎ水量の削減にも貢献します。

食品添加物の原料だけの配合で
仕上げました。安定剤として、匂い
吸着効果が高いエタノールも配合
しました。

極低臭1

低発泡２

安全性３

特長とメリット

成　分

水投入→洗い→脱水
水投入→濯ぎ→脱水
この繰り返しが良いんじゃな。

KPD

社長

槽内裏側

槽内
（可視部分）

ち
な
み
に

しっかりたたき洗いを
行い、布の付着物や
汚れを浮かし出す。

遠心脱水で浮き出た
汚れごと排出・排水する。

再びたたき洗いと水に
よるすすぎ洗いを行う。

再び遠心脱水で残った
汚れを排水する。

最後に高水位の水で
しっかりすすぎ洗い
を行う。

最後に数分間の遠心脱水
によりしっかり水分を
取り除く。

排水もクリーン

固形物・有機物ごと排水 再び有機物ごと排水

B L A C K
TAMURA

持続的クリーンランドリー ラク＋クリーンな業務用ドラム式洗濯機

●固形物を効率よく排出するため、パンチング穴の径が大きい

●適度なドラム回転で たたき洗いを実現し、しっかり洗浄

●ドラムの回転数を安定させるインバーター駆動による静音運転

●90％近い脱水率で、乾燥時間の大幅削減と雑菌繁殖を抑制

●6本のショックアブソーバーで、防音・防振

●槽内の接水部分はステンレスのため、衛生的

●オゾン水耐性を考慮したドラム槽内部・回転軸部材

ラクリーンの性能・機能について

１）繊細な布用の洗濯コース

コースを選んで運転ボタンを押すだけの簡単操作。工程の進み具合や
残り時間をデジタルパネルで表示し、終了後はブザー音でお知らせします。

操作パネル

洗濯コース 特別メニュー

２）オゾン水洗いの洗濯コース

槽内を衛生的に保つため、洗濯コースの一つとしてドラム洗浄コースを用意しました。
洗浄剤を投入し、高水位洗浄と合わせることで、常にクリーンなドラム環境を維持できます。

３）ドラム洗浄剤を使ってドラム洗浄コース

操作パネル

洗濯コース一覧

●１ 通　常

●4 通　常
●３ 弱

●5 弱

●2 通　常

●６ ドラム洗浄

【水 洗 い】

【オゾン水洗い】

【水 洗 い】

【オゾン水洗い】

【水 洗 い】

【オゾン水洗い】

●すすぎ２回

●すすぎ２回
最終すすぎは水洗い

最終すすぎは水洗い

最終すすぎは水洗い

（弱洗・弱脱水）

（弱洗・弱脱水）

（高水位洗浄）

●すすぎ２回

●すすぎ２回

●すすぎ３回

●すすぎ３回

WN2０3H用（２０kgタイプ）

通常洗い時

洗濯物容量

５０～６０％

弱洗い時（×２サイクル）

洗濯物容量

６５～７５％
繊細な生地類の洗濯は、●●の弱洗いモードをご使用ください。
たたき洗いによる洗濯方式のため、ドラム内に投入する洗濯容量を通常より増やし、
２サイクル連続で洗うことで優しくしっかり洗浄が可能です。
（たたきが優しくなる分、１回の洗濯では洗いが不十分となる可能性があるため、２サイクルを推奨いたします。）

３５

除菌

脱臭

参
っ
た
な
〜

も
う
住
め
な
い
よ
。

通常の洗濯機では使用後の
槽内に米や醪が残る事があった。
だから面積にして約４倍の
大きな穴を開けたんじゃ！

B L A C KTAMURA

槽内裏側には有機物が溜まります。
目視できない裏側の洗浄が大切です。

洗濯ドラム槽内への有機物
の蓄積は、汚れの再付着や
雑菌の温床につながります。
１日の最後にドラム槽内を
専用洗剤ステルスで洗浄し、
不快臭のない環境を目指します。


