
ご用命は信頼と実績の当店で

●性能を維持し長く安全にご使用いただくために、交換部品はアマノ純正部品をご使用ください。
●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。
　また、仕様及び記載内容は事前の予告なしに変更することがあります。
●製品・サービス等の詳細についてのお問い合わせ、ご相談は下記支店・営業所まで。

CAT-818818
K8603A20-2013.7

●ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお

　使いください。

●次の物質は吸引しないこと。

・爆発性のある可燃性粉塵 … アルミニウム・マグネシウム・チタン・

亜鉛・エポキシ・小麦粉など

・引火性物質 …………… ガソリン・シンナー・ベンジン・灯油・塗

 料など

・火花を含んだ粉塵 …… 高速切断機・グラインダー・溶接機など

 から発生する火花を含んだ粉塵

・火種 …………………… たばこの吸いがら・灰など

・その他 ………………… 水・油・薬品などの液体（乾式型）

 硝酸、硫酸などの腐食性液体。引火点

 ８０℃以下の油など（ウエット型）

●使用環境温度は０℃～４０℃です。

●本機は防爆仕様ではありません。法令等で定める危険場所には設

　置できません。

●引火性・腐食性の霧・煙・ガスが滞留する場所や粉塵爆発性のある

　可燃性粉塵が飛散する場所およびこれらの付近で使用しないで

　ください。

●回収物をタンク内部にためないように使用後は排出してください。

●感電防止のため必ずアースを接続してください。

●取扱説明書に記載された保守に関する指示に従い、日常点検およ

　び定期点検を励行してください。点検について法令および条例に

　よる規定がある場合はその規定に従ってください。

●本機は日本国内での取引並びに使用を前提とし、海外で使用する

　場合の保証等に関する責任は負いかねます。日本国外での使用を

　前提とする場合は、事前に当社とお打ち合わせください。

型式

真空度（ｋＰａ）

風量（ｍ３/ｍｉｎ）

スキージー幅（ｍｍ）

バケット容量（ℓ）

フィルター形式

フィルター面積（㎡）

払い落し

ダストパック

電源

定格消費電力（ｋＷ）

電源コード（ｍ）

バッテリー

連続稼動時間（分）

大きさＷ×Ｌ×Ｈ（ｍｍ）

質量（ｋｇ）

専用充電器

  業務用      乾湿両用      ウエット型

 ＪＶ-５Ｎ  ＪＶ-２ｅ  ＪＷ-１５（Ｙ）  ＪＷ-３０（Ｙ）  ＮＴ-４８  Ｗ-４０ＤＸ  Ｗ-４０  ＷＥ-４０

 １７.２  １０（強）   ２３.０   １７.４   １４.０   １１.０

 ２.２  １.４（強）   ２.４   ２.２   ２.０   １.９

 ー  －    －      ６２３

 ５.５  ２  １６  ２７  ４８    ４０

 ー  プリーツ成形フィルター   布フィルター   筒型成形フィルター    － 

 －  ０.２    －      －

 －  手はたき   手はたき   －    ー

 紙/布  紙    紙      ー

 ＡＣ１００Ｖ ５０/６０Ｈｚ共用  －   ＡＣ１００Ｖ ５０/６０Ｈｚ共用   ＡＣ１００Ｖ ５０/６０Ｈｚ共用  ー

 １.０５  －   １.１   １.１５   ０.６   ー

 ８  －   １２   ７.５   １５   ー

 －  ニッケル水素電池３２.４Ｖ×２個    －     －   ＤＣ１２Ｖ６５Ａｈ×２個

 －  強：約４０ 標準：約６０ ＥＣＯ：約１００    －     －   約４時間

 ３０５×３４５×３９５  ２９０×４２０×４６０  ３８５×３８５×５３５  ３８５×３８５×６３５  ３９０×４８５×７７０  ６２３×６１８×６６０～８６０  ６２３×６１８×８４３  ６２３×６１８×８４３

 ６.５  １４  １３  １５  １１  ３２  ３０  ８３

 －  別売    －     －   内蔵

   Ｖ-２Σ      Ｖ-３Σ      Ｖ-５Σ      Ｖ-７Σ

 ９.８１  ９.３２  ５.３９  １４.７  １３.２  ８.０４  ２２.１  １９.１  ９.８１  ２６.０  ２２.６  ９.８１

 ０  ２.０  ４.２  ０  ２.５  ５.１  ０  ３.３  ６.０  ０  ３.３  ６.４

      ２７            ６０

      ２            ２.６

      １            １

    自動／手動        自動／手動 

      ０.７            １.２

      １            １

      手動            手動

     φ３８.１         φ３８.１

 ３相 ２００Ｖ ５０／６０Ｈｚ各専用   ３相 ２００Ｖ ５０／６０Ｈｚ各専用 

   １.５      ２.２      ３.７      ５.５

    １０（４心・プラグ有り）        １０（４心・プラグ有り）

    ３８０×９０８×９２０        ４８０×１２６０×１０２０  

   ９５      １０４      １８０      ２０７

    日塗工 Ｊ１１-８３３        日塗工 Ｊ１１-８３３ 

型式

真空度（ｋＰａ）

風量（ｍ３/ｍｉｎ）

バケット容量（ℓ）

 面積（㎡）

 個数（個）

 払い落し

 面積（㎡）

 個数（個）

 払い落し

吸込口径（ｍｍ）

電源

モーター出力（ｋＷ）

電源コード（ｍ）

大きさＷ×Ｌ×Ｈ（ｍｍ）

質量（ｋｇ）

塗装色

フ
ィ
ル
タ
ー

成
形

織
布

  業務用    吸湿ダスト用   ＨＥＰＡ型

 ＪＶ-１５  ＪＶ-２５  ＪＶ-１５Ａ  ＪＶ-２５Ａ  ＪＶ-１５Ｈ

  １７.５    １７.５   １７.５

  ２.２    ２.２   ２.２

 １５  ２５  １５  ２５  １５

  標準成形フィルター    ファインフィル成形フィルター  標準成形フィルター

  １    １   １

  －    －   有り

  振動式    振動式   振動式

 ＡＣ１ ００Ｖ ５０/６０Ｈｚ共用    ＡＣ１００Ｖ ５０/６０Ｈｚ共用  ＡＣ１００Ｖ ５０/６０Ｈｚ共用

  １.０５    １.０５   １.０５

  ８（単芯）    ８（単芯）   ８（単芯）

 ４１２×４５９×５１６  ４１２×５６２×８２２  ４１２×４５９×５１６  ４１２×５６２×８２２  ４１２×４５９×６８１

 １５  ２０  １５  ２０  ２０

型式

真空度（ｋＰａ）

風量（ｍ３/ｍｉｎ）

バケット容量（ℓ）

フィルター形式

フィルター面積（㎡）

ＨＥＰＡフィルター

払い落し

電源

定格消費電力（ｋＷ）

電源コード（ｍ）

大きさＷ×Ｌ×Ｈ（ｍｍ）

質量（ｋｇ）

使用場所や目的に合わせて使用場所や目的に合わせて使用場所や目的に合わせて使用場所や目的に合わせて

業務用乾湿両用掃除機

業務用・産業用掃除機
汚水回収機

業務用掃除機

すみずみまできれいに、スピーディーに。すみずみまできれいに、スピーディーに。すみずみまできれいに、スピーディーに。すみずみまできれいに、スピーディーに。



隙間ノズル 丸ブラシフロアノズル

JV-15/１5A

ダストパック

紙
（オプション）

JV-25/25A

ダストパック

ポリ袋
（オプション）JV-15/25

フィルター

成形
JV-15A/25A

フィルター
ファイン
フィル成形

フィルター

ネット
（綿ボコリ用）
JV-15/25

＋＋
ダストパック

紙
（オプション）

フィルター

成形
フィルター

ＨＥＰＡ 隙間ノズル 丸ブラシフロアノズル

フィルター

ネット
（綿ボコリ用）

＋ ＋ ＋
ダストパック

ポリ袋
（オプション）

フィルター

成形
フィルター

織布
（オプション）

隙間ノズル 丸ブラシフロアノズル
or ＋
※ ※

充実したラインナップ。 清掃場所や用途にあわせて機種と機能が選べます。

工場環境に適した業務用・産業用掃除機。
快適な作業環境をつくります。

重たい金属片や切削屑も強力吸引。
清掃・回収作業の効率化を実現。乾いたホコリから湿ったゴミもＯＫ。 

オフィスから工場までフォローします。

JV-15HJV-15/25
○乾いたゴミも湿ったゴミもパワフルに吸引
○フィルター払い落としハンドル付き
○目詰まりインジケータ搭載
○手を汚さずごみ捨て可能なダストパック式

V-Σ
○重たい金属片や切削屑も強力吸引
○清掃・回収作業の効率化を実現

※各種フィルターを取り揃えています。フィルター種類および払い落とし方式の選択は、
弊社支店・営業所へお問合せください。

○高性能ＨＥＰＡフィルター搭載
○０.３μｍの微粉塵も９９.７％まで捕集
○手を汚さずごみ捨て可能なダストパック式
○静かな運転６５ｄＢ（Ａ）

JV-5N
○軽量でコンパクトな業務用掃除機
○電源コードは、本体巻き取り収納式
○手を汚さずごみ捨て可能なダストパック式
○オフィス、小規模店舗、会議室などに最適

JW-15(Y)/30(Y)
○汚水満水時は吸引を停止する安心設計
○幅４７０ｍｍのフロアノズルで効率的に清掃〔ＪＷ-３０（Ｙ）〕

○掃除に便利な豊富なアクセサリーを付属
○手を汚さずごみ捨て可能なダストパック対応

NT-48
○タンクは４８リットルの大容量サイズ
○排水に便利なドレーンホース付きだから、機
　械を傾けず、手を汚さずに排水できます
○手を汚さずごみ捨て可能なダストパック対応

ワイドな成形フィルター
産業用掃除機に匹敵する、ろ過
面積（約１㎡）をもつ成形フィル
ターは、チリのはく離性に富み、
タフな吸引力を維持します。繊維
状のゴミをキャッチするネットフィルターが、成形
フィルターの効率を一段と高めます。

ファインフィル成形フィルター （ＪＶ－１５Ａ/２５Ａ）

付着粉塵のはく離性に優れたフィルターです。

業務用、吸湿ダスト用さらにＨＥＰＡ型を
ラインナップ。オフィスから工場、倉庫まで
幅広く対応します。

乾いたホコリの掃除に、軽量でハイパワーな乾燥ダスト専用の業務用掃除機。

軽量でコンパクトな掃除機だから、いろいろ
な場所で手軽に掃除ができます。使用頻度
の高い店舗やオフィスで活躍します。

高真空圧ブロワーによる強力吸引を実現した産業用掃除機です。
多様化・微細化する粉塵、高まる環境と健康への関心、さらに静か
に使いやすく、数々のニーズにこたえる掃除機です。

乾いたゴミも、汚水も吸引。１台２役のたのもしい乾湿両用掃除機。

オフィスや商業施設から、工場や倉庫まで幅広い清掃現場で活躍する乾湿両用掃除機。
持ち運びにも優れた軽量でコンパクトな掃除機です。

万全な焼損事故防止機構
毛足の短いじゅうたん清掃などで起こりがちな、モー
ター焼損事故を防止する冷却空気自動流入機構（目
詰まりインジケーターと連動）を搭載しています。

手を汚さず手軽なダストパック
ワンタッチ脱着式のダストパックは、ゴミ捨て場所へ
の移動の手間なく、能率的な作業が続けられます。

シリーズ
クリーンマック
産業用掃除機

コードレス
バキュームクリーナー

W/WE-40
○大容量４０Ｌタンクで、はく離・洗浄汚水を強力に吸引
○ペール缶への汚水排水をより安全に、簡単におこなえます
○ＷＥ-４０はバッテリータイプで、広範囲の作業ができます

汚水回収機

オフィス・商業施設・工場・倉庫など
目的に合わせて選べる業務用掃除機。

汚水の吸引回収に
ウエットバキュームクリーナー。

Ｖ-２Σ
ＪＶ-１５

Ｗ-４０ＤＸ

ＪＷ-３０（Ｙ）

ＪＷ-１５（Ｙ）

ＷＥ-４０

ドライ用

ウエット用

ウエット＆ドライ用

JV-2e
○除塵力をサポートする、手動回転スイーパー方式
のフロアノズルを採用

○吸引モード３段階、最大稼働時間約１００分
○日常清掃に配慮した低騒音約５０～５３ｄＢ（Ａ）

筒型フィルター

布フィルター

ダストパック

紙
（オプション）

フィルター

成形 隙間ノズルフロアノズル
＋

ダストパック

紙
（オプション）

フィルター

布
（ドライ用）

フィルター

筒型
（ドライ用オプション）

隙間ノズル 丸ブラシ 装飾品用ノズル
ＪＷ-１５ （Ｙ）

フロアノズル 湿式ノズル カーペット用ノズル
ＪＷ-３０ （Ｙ）

＋or
隙間ノズルフロアノズル ブラシセット

（ドライ用）
スキージセット
（ウエット用）

ダストパック

紙
（オプション）

フィルター

（ドライ用）

筒型
フィルター

スポンジ
（ウエット用）

＋
ダストパック

紙 フロアノズル 隙間ノズル

専用充電器

5.5ℓ 2ℓ 16ℓ 27ℓ 48ℓ

25ℓ15ℓ 15ℓ 60ℓ27ℓ 40ℓ
ＪＶ－１５ ＪＶ－２５ Ｖ－２Σ/３Σ Ｖ－５Σ/７Σ
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