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美しい地球は環境美化から 
始めましょう

 漏洩対策エキスパートからのトップグレードソリューション掲載商品数　約260種類!



32 クリーンで安全な職場のための解決策をご提案します。

石油エネルギー・環境配慮型商品を核事業に、多
彩なサービスを提供しています。

当社は、潤滑油・溶剤、油吸着材、油分散剤、部品
洗浄、印刷機械用洗浄剤、クリーニング用溶剤な
どの工場施設や専門分野向けの製品・サービス、
また家庭用太陽光発電、家庭用燃料電池（エネ
ファーム）、ガス機器、リフォーム、LPガス、サービ
スステーション、リース、保険などの、一般ご家庭
や企業様向けの製品・サービスを幅広くご提供
しています。

私たちの生活・社会の高度成長を支えてきた石
油エネルギー。当社はこの石油エネルギーを核
に、多彩なサービスを展開して参りました。事業
の展開にあたっては、創業以来『石油総合商社』と
して、また日本最大の石油元売会社『ENEOS(株)
』と特約店契約を結ぶ全国規模のスーパーディ
ーラーとして、多方面より絶大なる信頼をいただ
いています。

また石油エネルギーを扱う企業として、次世代レ
ベルの環境への取組みにも着手。

充実した広域ネットワークと関連企業との総合
的なグループ力を最大限に活用し、ニューピグ
を始めとした環境配慮型商品や高付加価値商品
を積極的に展開するとともに、限りある資源の有
効活用のため、研究・開発に努めています。

2020年には、当社の２本柱である『エネルギー
商品と環境配慮型商品』を具現化し、内外に広く
アピールし認知していただく目的で、コーポレー
トキャラクター【エネ吉・コロ兵衛】（特許取得済）
を制定いたしました。

これからも創業１３０年に向け、『一芸に秀でた
技術商社』としてお客様にとって価値のある高付
加価値事業を展開し、安定した経営を目指して
参ります。

石油製品を太い柱として、付加価値創造商品の
柱を沢山作り、安定した経営を目指しています。

明治31年（1898年）の創業より実に120年余にわたり、弊社は石油製品
の販売を通じ、社会の皆様のお手伝いをさせて頂いております。石油製
品等を使用されているお客様のお役に立つベく弊社が提携しておりま
すのが、米国内吸収材 シェアNo.lを誇るニューピグ社です。
吸収材メーカ一の選定にあたり、ニューピグ社製品が国内メーカーの
類似品と比べ、製品の品質に間違いがない事、他に類を見ない膨大な
種類の製品を生産しているなど、お客様の観点から討議を重ね、提携
に至りました。おすすめ致します理由は以下の通りです。

1.	豊富な品揃え
膨大な種類にのぼる液体漏洩対策用のピグ製品群から、日
本の市場に合った製品を選定しご紹介しております。一貫し
た品質保証はもちろんの事、ご希望の商品を全て取り揃えて
頂けます。

2.	専門知識を持った社員スタッフ
経験豊富な社員が、全国約３０ヶ所の営業拠点に常駐して
おります。製品購入後でも責任を持ってお客様を訪問させて
頂き、製品のより効果的な使用法や解決策のご提案を致しま
す。
3.	安心の全国直営ネットワーク

北海道から沖縄まで、全国くまなくお客様をトータルサポー
ト。通販や代理店、資材商通しと異なり、商品のお届けや万一
のクレーム時でも責任を持って迅速に対応する、【顔の見え
る】お取引を行っております。

4.	続 と々発表される新製品
ニューピグの最新製品を、随時ご紹介しております。

5.	立証済みの性能
ニューピグ社は、記載通りの性能かどうかを確認するべく、全
商品を対象に製品性能試験を行っています。

6.	ニューピグ社との緊密な連携体制
相互訪問や研修制度など、常にニュ一ピグ社と密な情報交換
を行っております。

7.	環境保護規制対応へのサポー卜
ピグ製品は、環境保護を目的とした ISO14001を始め、同様の
規制への対応に努力されているお客様をバックアップさせて
いただきます。

創立1898年（明治31年）の日米礦油㈱
がニューピグをおすすめする理由

吸収材 ブーム、ソックス、粒子状吸収材裏面粘着式マット

漏洩対策キット 安全器具ワイプ

漏洩防止キット コンテイメント工場での安全確保

陸地や水域での漏れやこぼれを包囲、捕
捉、吸収します。

32-37ページ

世界 No.1 の吸収材ブランドで、あらゆ
る作業に適したマットを見つけてくださ
い。

6-21ページ

フラットな状態で固定できるマットで、
安心して歩けるようにします。

22-31ページ

ピグの吸収材を使用した対策キットを
ご準備ください。

38-41ページ

さまざまな性能を備えた最高品質のワ
イプから選択できます。.

42-45ページ

PPE と耐疲労マットを使用して、安全で
快適な状態を維持します。

46-49ページ

排水溝を保護し、流出物を制御し、 
水漏洩を回避します。

50-52ページ

より簡単な方法で液体を注いだり、可
燃性物質を安全に保管できます。

53-55ページ

現場で実証済みのピグ製品の上また
は中に液体を安全に保持します。

56-57ページ

ピグ®製品で、職場を清潔で安全に保ちます。

代表取締役社長

太田彰彦太田彰彦



54 吸収材の紹介 クリーンで安全な職場のための解決策をご提案します。

ピグ 油専用マット

ピグ 油水フィルターマット

ピグ ユニバーサルマット

ピグ チャットマット

ピグハモーマット

ピグ エレファント マット

ピグ トラフィックマット

ピグ ハズマット マット

どのような種類の液体を吸収しますか？

ユニバーサル
（すべての液体） 
油、冷却水、溶剤、水などを吸収
し、保持します

• 作動油
• 植物油
• 燃料
• ディーゼル燃料
• 不凍液
• プロピレングリコール
• アセトン
• トルエン
• キシレン
• MEK （メチルエチルケルトン）

オイルオンリー
（油専用）

油性の液体を1滴の水も含むこ
となく吸収して保持します

• モーターオイル
• 作動油
• ガソリン
• ディーゼル燃料
• 灯油
• 車両のフルード
• 植物油

ハズマット
（薬品） 

酸、アルカリそして不明の液体
を保持します

• 硫酸
• 塩酸
• 硝酸
• フッ化水素酸
• リン酸
• 水酸化ナトリウム
• 水酸化カリウム
• 過酸化水素

ピグ マット  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12-20

ピグ 裏面粘着式マット .  .  .  .  .  .  .22-31

ピグ ソックス  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .34-36

ピグ 粒子状吸収材 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37

ピグ マット  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6-11

ピグ ブーム  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32

ピグ ソックス  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .33-34

ピグ 粒子状吸収材   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37

ピグ マット  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21

ピグ ソックス  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36

使用用途に合わせたマットをお選
びください。

マットのスタイルをお選びください
ピグ マットには、ニーズに沿ったさまざまなスタイルとパッ
ケージ（荷姿）オプションが用意されています。

ロール

ディスペンサーボックス入りロール

パッド

ディスペンサーボックス入りパッド

すべての作業に
ピグマットを。

ディスペンサーボックス入りバレ
ルトップ

ピグ マット  
6-31ページ
非常に丈夫なピグ マットは通常
のマットより 2 倍長持ちします。
あらゆる種類の液体の滴下や漏
れを捕らえるのに最適です。

ピグ ソックス & ブーム   
32-36ページ
屋内でも屋外でも豊富に取り揃
えたソックスやブームで、漏れや
流出を防ぎます。

ピグ 粒子状 吸着材    
37ページ
ピグ 粒子状吸着材は粘土よりも
クリーンで安全で効率的です。

ピグ 裏面粘着式マット

吸収材の紹介



MAT401

MAT403

MAT440

MAT460

MAT461

MAT441

MAT485

MAT423

MAT403

MAT498

MAT401

76 クリーンで安全な職場のための解決策をご提案します。

ピグ® ヘビーウェイト油専用吸収マット
商品番号 サイズ 入目 吸収量 最大

MAT426 幅76cm x 長さ76cm 50枚 126L 
MAT489 幅65cm x 長さ65cm 50枚 125L 
MAT459 幅51cm x 長さ51cm 100枚 111L 
MAT403 幅38cm x 長さ 51cm 100枚 83.6L
MAT415 幅38cm x 長さ 51cm 50枚 41.8L
MAT440 幅38cm x 長さ51cm 100枚（ディスペンサーボックス入り） 83.6L 
MAT477 幅38cm x 長さ51cm 50枚（ディスペンサーボックス入り） 45.4L
MAT401 幅76cm x 長さ46m 1巻 152.4L

MAT4010  幅76cm x 長さ23m 1巻 76L
MAT424 幅 61cm x 長さ46m 1巻 122.6L
MAT425 幅38cm x 長さ46m 2巻 152.4L

ピグ® ミディアムウェイト油専用吸収マット
商品番号 サイズ 入目 吸収量 最大

MAT460 幅38cm x 長さ51cm 125枚 82.3L 
MAT454 幅38cm x 長さ51cm 100枚（ディスペンサーボックス入り） 66.6L
MAT488 幅38cm x 長さ51cm 20枚 12.9L
MAT461 幅 76cm x 長さ61m 1巻 161L

 ヘビーウェイト油専用マット
• パッド１枚当たりの吸収量がミディアムウェイト、ライトウェイトよりも多く、大量の漏れ      
 や流出に対応しています

 ミディアムウェイト油専用マット
•  中規模な漏洩など最大限の吸収力を必要としない場合の経済的な選択肢

ピグ® ライトウェイト油専用吸収マット
商品番号 サイズ 入目 吸収量 最大

MAT423 幅38cm x 長さ51cm 200枚 83.6L
MAT485 幅38cm x 長さ51cm 200枚（ディスペンサーボックス入り） 83.6L
MAT468 幅38cm x 長さ51cm 100枚（ディスペンサーボックス入り） 41.6L
MAT419 幅76cm x 長さ91m 1巻 152.4L
MAT441 幅 38cm x 長さ11m 2巻 155.2L

26201 幅38cm x 長さ15m 1巻 12.5L

 ライトウェイト油専用マット
• 軽量構造は、小規模な作業や清掃に最適です

•   ピグマットは熱圧着された８層の１００％ポリプロピレンから
構成されており、他製品と比べても抜群の耐久性を誇ります。
飽和状態になっても、破れたり、ちぎれたり、ほつれたりする
ことがありません

•   吸収性が高く、細かい繊維構造のピグマットは使用後もふき
取り残しの液体や繊維くずを残しません

•   油性の液体（潤滑剤を含む）を、1滴の水も含むことなく吸収し
て保持します

•   全体にくぼみを配した特殊構造で、吸収された液体を素早く
逃すので、お掃除も手早く簡単になります

•   色が明るい白なので、吸収した油がすぐ目につきます。漏れに
注意を引き付け、流出対応中の飽和レベルを明確に示します

•  水面の油を除去するために浮きます
•   使用後は絞って焼却することができ、廃棄物の削減や燃料を

混合することができます
•   難燃性の素材は、処理を施していないセルロースマットのよう

に瞬時には燃えません。作業中に高温にさらされると溶けま
す

•   切りやすいミシン目施されていて必要な分だけを切り取るこ
とができるため、マットの使用量を少なくしてコストを削減で
きます

水をはじき油のみ
吸収します！

 油専用マット — 水がある場所でも、油漏れをスキミングして
吸収するための最適なマットです。

熱圧着された8層の、メルトブ
ローン法のポリプロピレン 
 により、ピグ マットは他製品
と比べても抜群の耐久性を誇
ります。

拡大図

*= 新製品

▲= NETIS登録商品

オリジナル商品

ピグ® ポリバック油専用吸収マット
商品番号 サイズ 入目 吸収量 最大

MAT498 幅79cm x 長さ23m 1巻 77.7L 

*

*

*

油専用マット

油専用マット

■

■= 防炎登録商品

▲

▲

• ポリ裏張りマット（MAT498）が提供する保護層は、吸収された液体が床、カウンター、      
 その他の面に到達することを防ぎます

▲



MAT214

MAT402 MAT414

25.5cm

51cm

10cm

MAT442

GEN182

MAT4101
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クリーンで安全な職場のための解決策をご提案します。

MAT4101 MAT4102

GEN249

油専用マット

ピグ® リップアンドフィット® 油専用吸収マットロール
商品番号 重量 サイズ 入目 吸収量 最大

MAT442 ヘビーウェイト 幅38cm  x 長さ18m 1 29.7L

•	 	縦横のミシン目により、このピグマットを簡単に「切り離す」
ことができ、切断することなく用途に合わせて「フィット」させ
ることができます。使用量を減らすことで、	ISO	14001	ガイ
ドラインに沿った廃棄物の削減を実現します

•	 	8層構造で他製品と比べても抜群の耐久性を誇ります！
•	 	全体にくぼみを配した特殊構造で、液体を素早く吸収し、お
掃除も手早く簡単になります

•	 	吸収性が高く、細かい繊維構造のピグマットは使用後もふき
取り残しの液体や繊維くずを残しません

•	 	縦25.5㎝間隔・横10㎝間隔でミシン目があり、用途に応じて	
カット可能

•			ポリプロピレンを16層に熱圧着した高吸収性マットで、大量の
油性液体を吸収できます
•	 	丈夫なスパンボンド表面層は、人の往来が激しい場所にも耐
え、飽和状態になっても、破れ、ちぎれ、ほつれ、などがあり
ません

•	 	速乾性に優れた「浸透作用」により、内側の吸着層に液体を
移動させます

•	 	1滴の水も取り込まず燃料や油性の液体（潤滑油を含む）の
みを吸収して保持します

•	 	ミシン目により、必要な分だけ使用できます。白色の為、マッ
トの吸着余力を簡単に確認できます

•	 	難燃性の素材は、セルロースマットのように瞬時には燃えま
せんが作業中に高温にさらされると溶けます

ピグ® ファットマット® 油専用吸収マットパッド 
（ディスペンサーボックス入り）

商品番号 重量 サイズ 枚数 吸収量 最大

MAT4101 エキストラヘビー 幅41cm x長さ 51cm 50 83.3L
ピグ® ファットマット® 油専用吸収マットロール

商品番号 重量 サイズ 入目 吸収量 最大

MAT4102 エキストラヘビー 幅81cm  x 長さ23m 1 151.6L

 リップアンドフィットオイル専用マ
ット — 作業スペースに合わせたカスタ
ムサイズを作ることができ、廃棄物を
削減します。 

	油専用ファットマット（ヘビーウエイトマットの2倍の
厚さ）は、高吸収性、高耐久性に優れています。

•	 	幅は	41cm	～	81cm	の範囲で調整可能
•	 ロックを外してラクラク移動できます
•	 	チルト設計により、取り分け時の安定性が向上
•	 	耐久性に優れた塗装スチールにより、錆や腐食を防止

 マットロールディスペンサー — 独立型のディ
スペンサーは、簡単に利用でき、さまざまなピグ 
マットロールに対応しております。

ピグ® スタットマット® 吸収マットパッド
商品番号 重量 サイズ 枚数 吸収量 最大

MAT215 ライトウェイト 幅38cm x 長さ51cm 200 83.6L
MAT214 幅38cm x 長さ51cm 100 83.6L 
MAT414 幅38cm x 長さ51cm 50 41.8L

ピグ® スタットマット® 吸収マットロール
商品番号 重量 サイズ 入目 吸収量 最大

MAT402 ヘビーウェイト 幅76cm x長さ 46m 1 152.4L

•	 	スタットマットパッドおよびロールは、静電気減衰および表面
抵抗率に関する	NFPA	99	規格に合格しており、燃料補給エ
リアおよび溶剤清掃に最適です

•	 	静電気放電のリスクを削減	：可燃性液体および蒸気の周り
の重要な予防措置に最適

•	 	油および燃料（アセトン、ベンゼン、ガソリン、トルエン、キシレ
ン、ミネラルスピリット、ジェット燃料を含む）を1滴の水も含
むことなく吸収して保持します

 スタットマット ：可燃性の燃料および溶剤に最適な吸収 
マットは、静電気を放散することが実証されています。 

影響を受けやすい環境用に、静電
気の発生を防ぐ特殊袋で包装され
ています。鮮やかなピンクの色は、
簡単に識別できます。

ピグ® マット縦置きマットロールホルダー
品番＃

GEN249 • 50.8㎝角ｘ高さ114.3㎝のロールにて使用します。

オリジナル商品

•			回転式キャスターにより、ホルダーをどの方向にも自由に動か
すことができます
•	 	粉体塗装を施した熱間圧延鋼材製のハンドル付き
•	 	最大		幅91cm	x	長さ50cm	までの全てのピグ	マットロールを
固定できます。

•	 	マットを簡単に設置できる高さ	7.6cm	のプラットフォーム

 縦置きロールホルダー —  マットロールをホ
イールに取り付けます。

オリジナル商品

オリジナル商品

ピグ® 調整可能マットロールディスペンサー
品番	#

GEN182• 幅89㎝ｘ高さ87㎝ｘ奥行48㎝のロールにて使用します。

ヘビーウェイト



クリーンで安全な職場のための解決策をご提案します。

MAT1206

MAT1201 MAT1202 MAT1203 MAT1206 MAT435 MAT484

1110

1 2

43

油専用マット

油専用マット

•   フォーインワンマットは、パッド、ロール、ワイプ、ソックスの４
通りの使い方が可能です

•   滴下を受け止め、流出した油を吸い取るパッドとして使用しま
す。スコアラインに沿って折り畳むと厚手の吸収性のある「ソ
ックス」になります。一枚を切り取って、糸くずの出ない拭き取
り用として使用します

•   8層のポリプロピレン100%マット構造
•   耐摩擦性のあるスパンボンド構造の外層は、人の往来が激し

い場所や摩耗の激しい状況でも、摩耗や損傷に対する耐久性
を持ちます

•   吸収性が高く、細繊維構造のピグマットは使用後もふき取り
残しの液体や繊維くずを残しません

 フォーインワンマット — 4つの製品が1つになった、当社で
最も汎用性の高いマットです。

•   陸上の油漏れ、滴下、流出を（雨天でも晴天でも）きれいにし
ます。マットは、作動油、モーターオイル、その他の油性の液体
を吸収します

•   吸収マットは油を回収する際に水を通すことができ、雨水の
用途に最適です

•   ヘビーウェイト構造は、過酷な作業や大量の清掃にも優れた
吸収性を発揮します。雨水排水管、パイプ、排水口、貯蔵タン
ク、ロールオフ、車両および油を使用する機器の近くでの使用
に最適です

•  耐UV性を持つマットは屋外での使用に最適です

 油吸着フィルターマット — 油のみを吸収し、水を通すこと
で、屋外での清掃を迅速に行うことができます。

油が環境に害を及ぼす前に、フィルターマ
ットによって吸収されます。

PIG 油吸収フィルターが油を吸収する仕組み：

油水 
混合物 オイルが繊維に

付着します
綺麗な水がフィル
ターを通過します

拡大図

拡大図
ピグ社限定商品です！ 
8層の熱圧着ポリプロピ
レンとスパンボンドトップ
が吸収性と耐摩耗性を提
供します。

ピグ® 油吸収フィルターマットパッド
商品番号 サイズ 入目 吸収量 最大

MAT1201 幅38cm  x 長さ46cm 50枚 124.9L/箱
MAT1202 幅38cm  x 長さ46cm 30枚 75.7L/袋
MAT1203 幅38cm  x 長さ46cm 30枚 75.7L/箱
MAT1206 幅91cm  x 長さ91cm 5枚 60.6L/箱

オリジナル商品

パッド！ ロール！

ワイプ！ ソックス！

ピグ® フォーインワン® 油専用吸収マットロール
商品番号 サイズ 入目 吸収量 最大

MAT435 幅41cm x 長さ46m 1巻 66L
MAT484  幅41cm x 長さ24m 1巻（ディスペンサーボックス入り） 34.8L

特許 5,888,604、5,597,418

オリジナル商品



1312

MAT285

MAT230

MAT240

MAT230

MAT203

MAT240

MAT412

MAT461

MAT135

MAT204

57701

 •  ピグマットは熱圧着された8層の100%ポリプロピレンで構成
されており、他製品と比べても抜群の耐久性を誇ります。飽
和状態になっても、破れ、ちぎれ、ほつれ、などがありません

•  吸収性が高い細繊維構造のピグマットは、使用後もふき取り
残しの液体や繊維くずを残しません。切り取りやすいミシン
目で廃棄物を減らします

•  一般的な工業用液体（オイル、水、溶剤、クーラントなど）を
吸収します

•  独自のディンプルパターンにより、マット全体への液体の吸収
を促進し、素早く簡単に掃除ができます

•  耐火性に優れ、処理を施していないセルロース素材のマット
のように、簡単には燃えません

•  濃いグレー色は汚れを目立たなくするため、マットをより長
期間ご使用いただけます

•  使用後は絞って焼却することができ、廃棄物を削減すること
ができます

ユニバーサルマット クリーンで安全な職場のための解決策をご提案します。

ユニバーサルマット

 ヘビーウェイト ユニバーサルマット
•  1枚あたりのより多く吸収し大量の漏れや流出に対応しています
•  ポリバックマット（ MAT285 ）は、吸収された液体が床、カウンター、その他の面に到達

することを防ぐための、不浸透性の保護層を追加しています

 ミディアムウェイト ユニバーサルマット
•  最大限の吸収力を必要としない場合の経済的な選択肢

 ライトウェイト ユニバーサルマット
• 軽量構造は、小規模な作業や清掃に最適です。 ユニバーサルマット — もし１種類の吸着マットを所有す

るならこの吸収マットです。どのような場所でも、あらゆるも
のを吸収します。

ピグ社限定商品です！ 
熱圧着された８層の、  
メルトブローン法の ポリプロ
ピレン により、ピグ マット 
は他製品と 比べても 抜群の
耐久性があります。

拡大図

ピグ® ポリバック吸収マット
商品番号 サイズ 入目 吸収量 最大

MAT285 幅38cm x 長さ51cm 50枚 43.2L 

*

n

*= 新製品
n = 防炎登録商品

*

*

•  耐久性に優れた粉体塗装スチール製で、欠け、錆、腐食を防止します
•  強力な磁石により、マットを引き出す際にロールホルダーをしっかりと固定。数秒

で取り外し、再取り付けができます

 マット 磁石式ロールホルダー 

ピグ® マット磁石式ロールホルダー
商品番号

57701 • 幅38cm x 長さ15m  ピグ® マットロールで使用できます

ピグ® ヘビーウェイト吸収マット
商品番号 サイズ 入目 吸収量 最大

MAT203  幅38cm x 長さ51cm 100枚 83.6L
MAT231  幅38cm x 長さ51cm 50枚 41.8L
MAT216 幅76cm x 長さ76cm 50枚 126.4L
MAT240  幅38cm x 長さ51cm 100枚（ディスペンサーボックス入り） 83.6L
MAT170  幅38cm x 長さ51cm 50枚（ディスペンサーボックス入り） 41.8L
MAT251 幅 25cm x 長さ33cm 100枚（ディスペンサーボックス入り） 37.1L
MAT230 幅76cm x 長さ46m 1巻 152.4L

MAT202-01  幅61cm x 長さ46m 1巻 122.6L
MAT140 幅38cm  x 長さ23m 1巻（ディスペンサーボックス入り） 37.1L

ピグ® ミディアムウェイト吸収マット
商品番号 サイズ 入目 吸収量 最大

MAT412 幅38cm x 長さ51cm 125枚 82.3L
MAT139 幅38cm x 長さ51cm 125枚（ディスペンサーボックス入り） 82.3L
MAT154 幅38cm x 長さ51cm 100枚（ディスペンサーボックス入り） 65.1L
MAT171 幅38cm x 長さ51cm 50枚（ディスペンサーボックス入り） 32.5L
MAT411 幅76cm x 長さ61m 1巻 161L
MAT153 幅76cm x 長さ46m 1巻 120.7L

ピグ® ライトウェイト吸収マット
商品番号 サイズ 入目 吸収量 最大

MAT204 幅38cm  x 長さ51cm 200枚 83.6L
MAT135 幅38cm  x 長さ51cm 200枚（ディスペンサーボックス入り） 83.6L
MAT155 幅38cm  x 長さ51cm 100枚（ディスペンサーボックス入り） 41.8L
MAT137 幅76cm x 長さ46m  1巻 76.2L

25201 幅38cm x 長さ51cm 1巻 12.5L

限定商品！
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MAT209
MAT127

MAT208

MAT173 MAT2002

MAT242

50cm

10cm
25cm

MAT243

MAT242

MAT209 MAT127

クリーンで安全な職場のための解決策をご提案します。

 バレルトップマット - ドラム天板の形状にフィットした 
マットを使用して、天板をきれいに保ちます。

 厚手の液体用マット — 塗料、接着剤、樹脂な
どを吸い取るために特別に作られています。

 マットタブレット® パック — マットを必要な
場所に壁掛けすることができます。

 リップアンドフィットロール — カットすることなくカスタムサイズを
作ります。

ポンプと充填ゲージ用の
カット済みの穴。

•   汚れたウエスで作業スペースを汚すことな
く、ポンプのドリップを吸収することがで
きます

•   ピグマットは8層の100%ポリプロピレンか
らなり、他製品と比べても抜群の耐久性
を誇ります。飽和状態になっても、破れ、
ちぎれ、ほつれ、などがありません

•   ディスペンサーボックスは、マットを汚れ
や湿気から守りながら、簡単に持ち運び
や保管ができます

•   カット済みの 3⁄4インチおよび 2 インチ
の注入口用の穴は、ドラムトップにぴった
りフィットします

すべてのピグ バレルトッ
プマットは、壁掛け型デ
ィスペンサーで包装され
ています。どこにでも設
置できます。

ピグ® バレルトップ吸収マット
商品番号 重量 サイズ 枚数 吸収量 最大

MAT208 ヘビーウェイト 208L　 スチールドラム 25 26L

•   パッドの数が固定されているため、在庫や使用状況の把握がしやす
い-1箱に9タブレット、1タブレットに10枚のパッドが入っています

•   境界線部分にミシン目があります - 素早く切り離すだけですぐ
に使用できます

•    従来のマットでは破れてしまうような粗い表面や部品を拭いて
も、2枚のスパンボンドの外層が破れやほつれを防ぎます

•   全体にくぼみを配した特殊構造で、吸収された液体を素早く逃
すので、お掃除も手早く簡単になります

•   吸収性が高く、細かい繊維構造のピグマットは使用後はふき残
しの液体や繊維くずを残しません

•   粗い部品や機器の拭き取り、塗装ブースでの清掃に適していま
す。また、粗い部分や鋭利な部分のあるライニングベンチにも最
適です

MAT173

•   従来の吸収材では対応できなかった高粘度の液体を素早く吸
収することができます

•   流出した塗料、接着剤、樹脂、液体チョコレート、シロップ、ワ
ニスの清掃に最適です

ピグ® 厚手の液体吸収マットパッド
商品番号 サイズ 枚数 吸収量 最大

MAT209 幅46cm  x 長さ56cm 50 182L

•   追加のミシン目により、このピグマットを簡単に「切り離す」こと
ができ、切断することなく用途に合わせて「フィット」させること
ができます。使用量を減らすことで、 ISO 14001 ガイドライン
に沿った廃棄物の削減を実現します

•   ピグマットは8層のポリプロピレン100%からなり、他製品と比べ
ても抜群の耐久性を誇ります

•   吸収性が高く、細かい繊維構造のピグマットは使用後もふき取
り残しの液体や繊維くずを残しません

•   難燃性の素材は、セルロースマットのように瞬時には燃えませ
ん。高温にさらされると溶けます 

縦25㎝間隔・横10㎝間隔でミシン目があり、用途に応じてカッ
ト可能

ピグ® バレルトップ吸収マット
商品番号 重量 サイズ 枚数 吸収量 最大

MAT127 ヘビーウェイト 幅 36cm x 長さ51cm 90 74.3L

ピグ® リップアンドフィット® 吸収マットロール（ディスペンサーボックス入り）
商品番号 重量 サイズ 入目 吸収量 最大

MAT242 ヘビーウェイト 幅 38cm x 長さ18m 1 29.7L

ピグ®リップアンドフィットマットロール
商品番号 重量 サイズ 入目 吸収量 最大

MAT243 ヘビーウェイト 幅 38cm x長さ 46m 1 74.3L

オリジナル商品

オリジナル商品

オリジナル商品

 特大マット - 耐摩耗性を増した2面で粗面の拭き取りに優れてます。

ピグ® エキストラデューティ吸収マットパッド 
（ディスペンサーボックス入り）

商品番号 重量 サイズ 枚数 吸収量 最大

MAT173 ヘビーウェイト 幅41cm  x  長さ51m 100 68.7L
MAT2002 ミディアムウェイト 幅41cm  x  長さ51m 100 52.9L

オリジナル商品

ユニバーサルマット

ユニバーサルマット
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MAT269MAT268 MAT267 MAT142 MAT116MAT607-81 MAT608-81

MAT2101 MAT2102

MAT2102

CAUTION
Watch Your Step

CAUTION
Watch Your Step

CLEAN UP
Your Mom Doesn’t

Work Here!®

SAFETY
Is Everyone’s Business

MAT607-748 & MAT608-748

MAT607-581 & MAT608-581

MAT607-81 & MAT608-81

Japan reads...Safety first, it comes from individual’s safety

®

MAT651-789

®

Japan reads...Clean and organize your workplace to be accident freeMAT651-791

クリーンで安全な職場のための解決策をご提案します。ユニバーサルマット

ユニバーサルマット

ピグ® グリーンハモーマットパッド & ロール
商品番号 重量 サイズ 入目

吸収量 
最大

MAT268 幅 41cm x 長さ 51cm 100枚／箱（ディス
ペンサーボックス） 98.8L

MAT269 幅 81cm x 長さ 46m 1巻 179.5L

MAT267 幅 41cm x 長さ 46m 1巻（ディスペンサ
ーボックス入り） 89.7L

ピグ® グレー ハモーマットパッド & ロール
商品番号 重量 サイズ 入目

吸収量 
最大

MAT142 幅 41cm x 長さ 51cm 100枚（ディスペン
サーボックス入り） 98.9L

MAT116 幅 81cm  x 長さ 46m 1巻 179.5L

ハモーマットに垂らしてみると。。。

液体が吸収されて消えていきます。

。。。油が底層部に染み込み、汚れが
見えなくなりました

ピグ限定商品！ 
8層のポリプロピレンとスパンボン
ドトップが吸収性と耐摩耗性を提
供します。

拡大図
 チャットマット — 床面を乾いた安全な状態に保ち、同時に安全 

メッセージを送る唯一の吸収マットです【日本語メッセージも選べます】

凡例を指定します 
5つのメッセージから選択します

ピグ® ファットマットロール
商品番号 重量 サイズ 入目 吸収量 最大

MAT2102 エクストラヘビーウェイト 幅 81cm x 長さ 23m 1 151.6L

ピグ® ファットマット® 吸収マットパッド 
（ディスペンサーボックス入り）

商品番号 重量 サイズ 枚数 吸収量 最大

MAT2101 エクストラヘビーウェイト 幅 41cm x 長さ 51cm 50 83.3L

•  熱圧着加工された１６層のファットマットは、大量の油を素早
く吸い上げます

•  丈夫なスパンボンド不織布を上層部に追加し、人の往来が
激しい場所にも耐え、飽和状態になっても、破れたり、ちぎれ
たり、ほつれたり、つまずきの原因になることはありません

•   速乾性に優れた「浸透作用」により、内側の吸収層に液体を
移動させ、表面から水分を逃がします

•   切りやすいミシン目が施され必要な分だけを切り取ることが
できるため、マットの使用量を少なくしてコストを削減できま
す

ピグ® チャットマット®ロール
色 商品番号 サイズ 凡例 入目 吸収量 最大

黄色 MAT607-81 幅 61cm  x 長さ 23m Safety Is Everyone's Business 1 51.1L
MAT607-581 幅 61cm  x 長さ 23m Caution Watch Your Step 1 51.1L
MAT607-748 幅 61cm  x 長さ 23m Clean Up Your Mom Doesn't Work Here 1 51.1L

MAT651-789 幅 61cm  x 長さ 23m 安全第一 安全は一人一人の注意から 1 51.1L

MAT651-791 幅 61cm  x 長さ 23m 整理整頓で無事故の職場 1 51.1L
グレー MAT608-81 幅 61cm  x 長さ 23m Safety Is Everyone's Business 1 51.1L

MAT608-581 幅 61cm  x 長さ 23m Caution Watch Your Step 1 51.1L
MAT608-748 幅 61cm  x 長さ 23m Clean Up Your Mom Doesn't Work Here 1 51.1L

•  ロールの全長にわたって明確に認識できるメッセージが繰り
返し表示され、作業者にとって安全な環境を作り出すのに役
立ちます

•   マットの上層部は、激しい往来にも対応できる、耐摩耗性に
優れた素材を使用しています

•   マットの下層部は、油、冷却水、溶剤、水などを吸収します
•  25.5㎝毎にミシン目が入っていますので、無駄なくお好きな

サイズに簡単にカットすることができます。
•   視認性の高い黄色は、薄暗い場所でも見やすく、つまずきの

危険を最小限に抑えます。進行中の作業に潜む危険の可能
性を警告します

•  耐久性に優れたマットの表面には迷彩柄のピグ模様が印刷
され汚れを隠しますので、交換サイクルが延び、より長くご使
用いただけます

•  速乾性に優れたディンプルパターンにより、液体を表面層か
ら内側の吸収層に液体を移動させ、こぼれた液体は数秒で
消えます

•  汚れが目立たない、グリーンとグレーの２色からお選びくださ
い

•  丈夫なスパンボンド不織布を上層部に追加し、人の往来が
激しい場所にも耐え、飽和状態になっても、破れたり、ちぎれ
たり、ほつれたり、つまずきの原因になることはありません

•  ミシン目が入っていますので、無駄なくお好きなサイズに簡
単にカットすることができます

•  難燃性の素材は、処理を施していないセルロースマットのよ
うにすぐには燃えませんが、高温にさらされると溶けだしま
す

•  ＩＳＯ１４００１の要項事項にも対応できます

 ハモーマット — 充分に染みるまで抑えてください。 
汚れを目立たなくする模様で液体漏れをカモフラージュ!

MAT116

 厚みがヘビーウェイトの２倍、より高い吸収性、耐久性を兼ね備えた
マット

*= 新製品

*
*

*

■

■= 防炎登録商品

オリジナル商品

オリジナル商品

オリジナル商品

ヘビーウェイト

ヘビーウェイト
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クリーンで安全な職場のための解決策をご提案します。ユニバーサルマット

•	 	フォーインワンマットは、パッド、ロール、ワイパー、ソックスの
４通りの使い方が可能です

•	 	液体を素早く吸収するパッドとして、マットのように折りたため
て細長くして機械まわりの液体漏れを吸収するソックスとし
て、破れにくい耐久性のある素材を表面に使用し柔らかいポ
リプロピレンの底部が床をしっかりと捉えるロールとして、必
要な分だけ切り、工具や機械を拭いたり漏れた液体を拭き取
ったりするワイプとして使用できます

•	 		８層の１００％ポリプロピレンの上に構築され、他製品と比べ
ても抜群の耐久性を誇ります

•	 		スパンボンド加工によって耐久性が向上し、人の往来が激し
い場所や摩耗の激しい状況に耐えることができます

•	 		全体にくぼみを配した特殊構造で、素早く液体を吸収します。
お掃除も手早く簡単になります

•	 	吸収性が高く、細かい繊維構造のピグマットは使用後もふき
取り残しの液体や繊維くずを残しません

•	 	難燃性の素材は、処理を施していないセルロースマットのよう
にすぐには燃えません。作業中に高温にさらされると溶けま
す

•	 	２５．５ｃｍごとにミシン目が入っています。簡単にカットする
ことができ、必要な分だけ使用できます

 フォーインワンマット　－　１枚のマットで４つの
機能（パッド、ロール、ワイパー、ソックス）

拡大図
ピグ限定商品！８層の熱圧着ポ
リプロピレンとスパンボンドトッ
プが吸収性と耐摩耗性を提供し
ます。

オリジナル商品

パッド！ ロール！

ワイパー！ ソックス！

ピグ® フォーインワン® マットロール
商品番号 サイズ 入目 吸収量 最大

MAT235 幅 41cm x 長さ 46m 1巻 66L

MAT284 幅 41cm x 長さ 24m 1巻 
（ディスペンサーボックス入り） 34.8L

特許	5,888,604、5,597,418

•	 	高い次元での耐久性を実現するため、１００％ポリプロピレン
素材を熱融着した上にニードルパンチ加工を施しました。

•	 	フォークリフトが行き交う場所でも使える耐久性を有し、激し
い往来や重量車輌の走行にも耐えることができます。

•	 	ダークグレー色で汚れが目立ちません。　マットの汚れが見
えにくいので、より長期間ご使用いただけます

•	 	広い場所での液漏れや飛散の吸収には、ロールが最適です
•	 	ポリバックラグ（MAT223）は底面をポリ加工していますので、
吸収した液体が床面に達することがありません

オリジナル商品

ピグ® トラフィックマット® マットロール
商品番号 重量 サイズ 入目 吸収量 最大

MAT218 ミディアムウェイト 幅 91cm x 長さ 91m 1 148L
ピグ® トラフィックマット® ポリバックロール

商品番号 重量 サイズ 入目 吸収量 最大

MAT223 ミディアムウェイト 幅 91cm x 30m 長 1 49L
ピグ® トラフィックマット® 難燃性ロール

商品番号 重量 サイズ 入目 吸収量 最大

MAT223FR ミディアムウェイト 幅 91cm x 30m 長 1 49L
ピグ® トラフィックマット® ヘビーデューティロール

商品番号 重量 サイズ 入目 吸収量 最大

MAT162 ヘビーウェイト 幅 91cm x 長さ 45.7m 1 147.6L

■

■=	防炎登録商品

	トラフィックマット　－　耐久性が高く、液体漏
れがある機械周辺の通路やフォークリフトが頻繁に
行き交う場所を、安全で乾いた状態に保ちます。

有刺ニードルはポリプロピ 
レン繊維をかみ合わせ、 
耐久性を高めています。
表面は熱融着を施してありきわ 
めて高い耐久性を実現しています。
ポリバック層は液体が床に届く前に堰
き止めます 。

拡大図

MAT223のポリ製の
裏張りにより、吸収
された液体が床や
カウンターに到達す
るのを防ぎます。

	エレファントマット　－　ジグザグに縫われ
たマットは、吸収性と歩行による耐久性を実現し
ました。

ピグ® エレファントマットパッド
商品番号 重量 サイズ パッド数 吸収量 最大

MAT286 ミディアムウェイト 幅 42cm x 長さ 51cm 100 49.2L
ピグ® エレファントマットロール

商品番号 重量 サイズ 入目 吸収量 最大

MAT234 ミディアムウェイト 幅 84cm x 長さ 46m 1 87L
MAT256 幅 84cm x 長さ 23m 1 45.4L
ピグ® エレファントポリバック式マットロール

商品番号 重量 サイズ 入目 吸収量 最大

MAT270 ミディアムウェイト 幅 79cm x 長さ 30m 1 56.7L

•			マットは耐摩耗性に優れており、交換頻度を少なくできます
•			工場の人の往来が激しい場所や軽車輛が行き交う場所向けに
特別に設計されています
•			独自のくぼみ加工で液体がマット全体をしっかり保持し、マッ
トを持ち上げても液体が垂れ落ちません
•			吸収力に優れた繊維マットが液体をしっかり保持し、マットを
持ち上げても液体が垂れ落ちません
•			難燃性の素材はセルロースマットのようにすぐには燃えませ
ん。高温にさらされると溶けます

MAT270

■
■=	防炎登録商品

オリジナル商品

ジグザグのステッチが強度を高 
めます。
熱圧着された8層のポリプロ 
ピレンが高い吸収性を提供します。
ポリバック式の裏張り（ MAT270 ） 
を使用して、液体の床面への浸 
透を防ぎます。

拡大図

MAT270ポリバック
式裏張りが、床面へ
の油の浸透を防ぎ
ます。

ユニバーサルマット
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MAT295-JPN MAT310MAT301 MAT351 MAT309
MAT295-JPN

MAT301

ユニバーサルマット

MAT270SB-JPNピグ® ポリバックマンモスマット
商品番号 サイズ 入目 吸収量 最大

MAT270SB-JPN 幅 79cm x 長さ 30m 1 56.7L

 ポリバックマンモスマット　－　 吸収性と耐久性を兼ね備えており、
人やカート、機械などの往来の激しい場所にも対応します。
•  トラフィックマットの保持能力を損なうことなく耐久性を実現

します
•  熱融着スパンボンド表面層は摩耗に強くジグザグのステッチ

は強度をさらに高めます。カートや台車、人の往来が激しい
場所でも、破れたりグチャグチャになることもありません

•  ８層からなるポリプロピレンマットは油、冷却水、溶剤、水な
どを吸収、保持します

•  ポリバックは吸収された液体が床やカウンターに到達するの
を防ぎ、安全な足場のための静止摩擦力を高めます

オリジナル商品

表面は耐久性に優れたスパ 
ンボンド、往来の激しい場所に対応
ジグザグのステッチが耐久 
性をアップ
８層の細かいポリプロピレン 
繊維マットは吸収性に優れ 
ています
ポリバックは液体を通しません

拡大図

不浸透性のポリバ
ックにより、床面へ
の油の浸透を防止
します。

ピグ® ポリバックスーパーマンモス™ マット
商品番号 サイズ 入目 吸収量 最大

MAT295-JPN 幅81ｃｍ×長さ30ｍ 1 56.8L

 ポリバックスーパーマンモスマット　－　上層部が強化されているため、通常の
ポリバックで裏張りされたマンモスマットよりもさらに摩耗や、往来が激しい場所に
耐えることができます。
•  ポリバックマンモスマット（上）と同じ構造であるが、より強い

スパンポンド表面層を備えています
•  人の注意をひく緑色で、フロアでの安全確保の取り組みを強

化するのに役立ちます。汚れが目立たなくなり、マットをより
長期間使用することができます

オリジナル商品

 •  98% 硫酸や 30% 水酸化ナトリウムなどの高濃度の酸、
腐食剤、成分不明の液体を吸収します

•  パッド１枚当たりの吸収量がミディアムウェイト、ライトウ
ェイトよりも多く、大量の漏れや流出に対応しています

•  耐薬品性ですので、腐食性液体と接触しても劣化したり
危険な化学反応を生じることはありません

•  明るいピンク色は目につきやすく、他用途向けの商品と誤
って使用される事態を防ぎます

 ヘビーウェイト ハズマット　－　酸、アルカリ、
未知の液体回収用マット。

オリジナル商品

ハズマットに関する注意事項： 有効性とお客様の安全を確保するため、ご購入前に、ピグ ハズマット製品とお使いの化学物質
との適合性や吸収性テストを実施されることをお勧めします。

ピグ® ヘビーウェイトハズマット
商品番号 サイズ 入目 吸収量 最大

MAT301 幅 38cm x 長さ 51cm 100枚 83.6L
MAT310 幅 38cm x 長さ 51cm 50枚 41.8L
MAT351 幅 25cm x 長さ 33cm 100枚（ディスペンサーボックス入り） 37.1L 
MAT309 幅 76cm x 長さ 46m 1巻 152.4L

ピグ限定商品！ 
８層のポリプロピレンとスパン
ボンドトップが吸収性と耐摩耗
性を提供します。

拡大図

ハズマット
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クリーンで安全な職場のための解決策をご提案します。

新製品!

ピグ グリッピー 　
カーペット　 
玄関マット
ロビー、エントランス、待合
室などに適したスタイリッ
シュオプション

ページ25

ピグ グリッピー 
フロアマット 
玄関、通路、通路用

ページ23

ピグ 安全境界線入
りマット
塗装やテープを使用せず
に、視認性の高い通路にな
ります

ページ29

ピグ トイレマット
抗菌テクノロジーを採用

ページ26

ピグ グリッピー吸収
マット
機械や機器の近くの油の多
い場所に使用します

ページ30

ピグ グリッピー 
スーパーマンモス 
マット
緑色は視認性の高く、安
全性に寄与します
ページ31

ピグ グリッピー工業
用マット
交通量の多い場所やフォークリ
フトの通る場所に適しています

ページ27

ピグ 安全メッセー
ジマット
視認性の高い警告を表示し
ます

ページ28

GRPFR36200

•   ピグ グリッピーフロアマットは、吸収性が高く、非常に薄く、耐久
性が高く、メンテナンスが容易です。汚れ、塩分、水分を捕えて、
周囲に足跡を残しません

•   裏面粘着式のフロアマットは、ズレたり、隆起したり、裏返った
りすることがありませんが、交換時には簡単に剥がせます

•   過酷な交通状況にも耐えられる優れた耐久性 - 状況や交通パタ
ーンに応じて、最長3～6か月の使用を継続できます

•   耐炎性適合品としてテスト、承認済み

グリッピーフロアマットは、フロア清掃の
手間を省きます。マットの上を掃いたり、
掃除機をかけたり、フロアスクラバーも
使用できます。また、ウェット バキューム
を使用して余分な水を除去することもで
きます。他の玄関マットと違って、手に取
る必要はありません！

GRPFR36200

裏面 粘着式

 グリッピーフロアマット — 濡れた滑りやすい床から、安心できる通路へ。

オリジナル商品

吸収性を持つトップは液体
を吸い取り、すばやく乾燥

します。
吸収

蒸発

吸い取り

蒸発

吸い取り

拡大図

裏面粘着式マット

スリップや滑落などの苦情を最大90%削減！
グリッピー・マットは、床安全対策プログラムの一環として使用した
ときにスリップや転倒のクレームを最大90％削減することができる
高摩擦面として、全米フロア安全管理協会（NFSI）によってテスト・認
定されています。

 ニューピグの接着剤付きマットは、独自の接着剤を使用してお
り、床にぴったりと密着しますが、簡単に剥がすことができるの
で、素早く交換することができます。また、液漏れ防止の裏張り層
により、吸収された液体が床に浸透するのを防ぎます。非常に薄
く丈夫で吸湿性の高いグリッピー粘着性のマットは、作業や歩行
するあらゆる場所で使用できるように設計されています。

 裏面粘着式マット  
マットは平らに敷かれた状態を維持して、安心して歩けます。

注記： ニューピグの裏面粘着式マットは、一般的な工業施設や商業施設の床面に使用できます。 お客様の用途に
適しているかどうかを判断するには、使用前に約15cm×15cmサイズの一片を目立たない場所でテストしてくださ
い。 詳細については、 24 ページの「ピグ裏面粘着式マットに関する注意事項」を参照してください。

ピグ® グリッピー® 裏面粘着式フロアマット
色：    黒色   グレー 

商品番号 サイズ 入目 吸収量 カラーバリエーション

GRP72303    幅183㎝×長さ6ｍ 2枚/巻 22.7L 黒色　グレー
GRP36202 幅91.4cm x 長さ1.5m 10巻入り 15L 黒色　グレー
GRP36203 幅91.4㎝×長さ3.0ｍ 5巻入り 15L 黒色　グレー

注記： ニューピグの裏面粘着式マットは、一般的な工業施設や商業施設の床面に使用できます。 お客様の用途に適し
ているかどうかを判断するには、使用前に約15cm×15cmサイズの一片を目立たない場所でテストしてください。 詳
細については、 24 ページの「ピグ裏面粘着式マットに関する注意事項」を参照してください。

ピグ® グリッピー® 裏面粘着式フロアマット
色：    グレー 

商品番号 サイズ 入目 吸収量

GRPFR36201 幅91cm  x 長さ15.3m 1巻 15L
GRPFR36200 幅91cm  x 長さ30m 1巻 30L

■

■= 防炎登録商品

 グリッピーフロアマット — カット済のマットは、玄関や、その他施設内の一般的な
エリアに適したサイズです。

カット済みのマット
はロールから簡単に
分離して、すばやく
設置できます。

GRP36202

•   お客様や従業員のために、雨の多い時の問題箇所に、摩擦力の
高い歩行面を設置します。

•   裏面粘着式のフロアマットは、ズレたり、隆起したり、裏返った
りすることがありませんが、交換時には簡単に剥がせます

•   状況や交通パターンに応じて、最長3～6か月の使用を継続でき
ます

注記：防炎に準拠していません。

濡れた床で職場の安全性
を損なわないようにしま
しょう！
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ピグ®グリッピー®マットの設置方法
1.   マットが適切に粘着するように床をきれいにして乾燥させてください。 

床に残っている油脂を取り除くために、脱脂剤を使用して清掃してくだ
さい。

2.   グリッピー®マットを広げ、必要なサイズにカットします。最良の方法と
して、安全ナイフ（GRP012）と設置ボード（GRP001）をご利用くださ
い。(どちらも別売り）。

3.   設置ボードまたは、端が平らな道具を使い、マットを平らに広げながら
上から押して、床に設置します。

4.   グリッピー®フロアマットのお手入れ：毎日掃除機をかけてください。液
体がこぼれたり、染みが付いたりした場合は、その都度、部分洗浄して
ください。

   マットを敷いたまま、モップまたはフロアスクラバーで汚れを落とした
後、吸引機や雑巾などで水分を除去してください。  グリッピー®カーペッ
トマットのお手入れ：毎日掃除機をかけてください。

   液体がこぼれたり、染みが付いた場合は、その都度、部分洗浄してくだ
さい。マットを敷いたまま、モップまたはフロアスクラバーで汚れを落と
した後、吸引機や雑巾などで水分を除去してください。

■製造元 ニューピグコーポレーション(米国)
注意： グリッピーマットは木製の床や塗装してある床には使用しないで
ください。下記の注意書きをご覧ください。

新製品!

ニューピグの裏面粘着式マットは、ほとんどの一般的な硬質床面上で使用できるように設計されています。 ニューピグの裏面粘着式マットは、ステインやフィニッシ
ュ、コーティングが施された木質フローリングには使用できません。 裏面粘着式マットの カーペットプロテクション タイプをご使用になる場合は、カーペットを敷い
た面でのみ使用し、カーペットを敷いていない硬い面には使用しないでください。 ニューピグの裏面粘着式マットは、液体の通過を防ぐために非透過性のバリア層
があり、そのため、通気性がなく、敷設されたばかりのコンクリートや最近塗布したコーティング剤、シーラント、仕上げ剤など（ただし、これらに限定されない）を含む、
空気を必要とする硬化面での使用には適していないと考えられます。  粘着マットは、床やその他の面の状態や使用年数によっては粘着物が床に残ったり、仕上げコ
ーティング、塗料、緩んだり破損しているタイルが持ち上がったり、はがれたりすることがあります。

このような理由から、ニューピグ裏面粘着式マットが貴方の用途に適合するか疑問をお持ちの場合は、広い領域で使用する前に、そこから離れた場所または比較的
安全な場所でマットの小さな断片を使ってお試しください。 ニューピグの裏面粘着式マットは、条件や交通状況によっては最長3～6ヶ月使用できるように設計されて
います。 上記にかかわらず、ニューピグの裏面粘着式マットに、摩耗や損傷の兆候がある場合にはすぐに取り替える必要があり、設置後6ヶ月以内に必ず取り替える必
要があります。

ニューピグの裏面粘着式マットは、お客様の既存のフローリングや床カバーを傷つけたり、変質させたりする危険がありますので、そのリスクをご承知の上でお使い
ください。 ニューピグは、特定用途への適合性を保証するものではなく、お客様のフローリングやその他の面でのご利用について、裏面粘着マットの適合性を保証い
たしません。 ニューピグは、お客様のフロア、フローリング素材、またはお客様の住居または施設のその他いかなる床面に対するまたは関連する、直接的、間接的な
損害、偶発的または結果的損害について責任を負わず、お客様はこれらについてニューピグの責任を問わないものとします。 お客様の住居または施設における 
NEW PIGの裏面粘着式マットの使用が適合するかや適切かの判断は、お客様が単独責任の下で行うものとします。

GRP913X25
バーバー柄の
生地、黒色

オリジナル商品

裏面粘着式マット

裏面粘着式マット

ページ28のツールを参照

 グリッピー裏面粘着式玄関マット — 安全でスタイリッシュな通り抜
けを実現するカーペットマット。

注記：ニューピグ の裏面粘着式マットは、一般的な工業施設や商業施設の床面に使用できます。 お客様の用途に
適しているかどうかを判断するには、使用前に約15cm×15cmサイズの一片を目立たない場所でテストしてくださ
い。詳細については、 24 ページの「ピグ裏面粘着式マットに関する注意事項」を参照してください。

ピグ® グリッピー® 裏面粘着式玄関マット
次の色からご指定ください：  黒色     ブラウン     ワインレッド     グレー

商品番号 スタイル サイズ 入目

GRP913X25 バーバー柄  幅91cm x 長さ7.6m 1巻
GRP916X10 バーバー柄 幅183cm  x 長さ3m 1巻
GRP923X25 格子柄 幅91cm  x 長さ7.6m 1巻
GRP926X10 格子柄 幅183cm  x 長さ3m 1巻

•   旧式の裏面ゴム製マットに対する優雅で安全なフロアソリュー
ション 

•   バーバーおよびチェック柄のカーペットをご用意しています。 
高級なロビーを演出する4色からお選びください

 •   限定商品の接着剤 P53® は、マットをしっかりと固定しながら、
残留物を残さずに簡単に引きはがせます

•   隙間、しわ、重なりがない十分な範囲の通り抜けをつくることが
できます。ドアを遮ったり、つまずきの危険を生じさせたりする
ことはありません

 •   高性能で薄型の表面は、汚れ、異物、砂、液体を捕えることで、
足跡を残すことを防ぎます。マットをよりきれいに長く保つこと
ができます

•   速乾性で、色褪せや色落ちしにくい繊維。100%リサイクル素材
•   業務用の耐久性があり、使用状況に応じてマットを3～6ヶ月間

の間、所定の場所に固定できます
•   マットを敷いたまま床掃除ができ、重たいマットを移動させる手

間が省け、時間も短縮できます

テクスチャー、カラー、サイズを選んで、あなただけの
グリッピー 玄関マットを手にしましょう。 

グレー

ブラウン

黒色

    ワインレッド

バーバー柄      

バーバー柄 バーバー柄

バーバー柄格子柄

格子柄 格子柄

格子柄

GRP913X25
バーバー柄玄関マット  
グレー 

GRP916X10
バーバー柄の生
地、灰色

GRP926X10
格子柄の生地、ワ
インレッド色

裏面 粘着式
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GRP7001 GRP7002

GRP7005

GRP7003
GRP7004

GRP7007
GRP7006

クリーンで安全な職場のための解決策をご提案します。

新製品!

裏面粘着式マット

裏面粘着式マット

男性用小便器周辺の漏れや跳ね返りをキャッチする2つのサイ
ズがあります。 大型マット（GRP7002）ならより広範囲をカバー
できるので、位置合わせが簡単です。

シンクやハンドドライヤー、紙タオルホルダーの間や下の床を
ドライで安全に保ちます。 トレイの間取りに合わせて２つのサ
イズからお選びいただけます。

ピグ®  裏面粘着式男性用小便器マット
商品番号 サイズ  入目

GRP7001 幅43cm x 長さ46cm 6枚/箱
GRP7601 幅43cm x長さ 46cm 36枚/6箱/ケース
GRP7002 幅48cm x 長さ60cm 6枚/箱
GRP7602 幅48cm x 長さ60cm 6枚/6箱/ケース

特許出願中

 裏面粘着式男性用小便器用マット

特許取得したフルカバーのグリッピー裏地がマットを固定します。 清掃中も動かないので、 床と一緒にモップで拭くだけ 。 永続的
に注入された抗菌テクノロジーにより、臭気の原因となる細菌やカビの増殖を防ぎます。 接触した尿や水を捕らえ、それを吸い取
り、素早く乾燥させます。 

 裏面粘着式トイレマット — ずれないマットが臭いや
汚れを防ぎます。

 裏面粘着式シンク＆ハンドドライヤーマット

ピグ® 裏面粘着式シンク＆ハンドドライヤーマット
商品番号 サイズ 入目

GRP7006 幅43cm x 長さ61cm 4枚/箱
GRP7606 幅43cm x 長さ61cm 16枚/4箱/ケース
GRP7007 幅61cm x 長さ 89cm 4枚/箱
GRP7607 幅61cm x 長さ 89cm 16枚/4箱/ケース

特許出願中

GRP7003が便器の床周辺にフィットし、漏れや跳ね返りをカバ
ーします。 GRP7005はトイレ用プランジャーからの水分を床に
漏らしません。

 裏面粘着式トイレ＆プランジャーマット

ピグ® 裏面粘着式トイレ & プランジャーマット
商品番号 サイズ 入目

GRP7003 幅39cm x 長さ46cm 6枚/1箱
GRP7603 幅43cm x 長さ61cm 36枚/6箱/ケース
GRP7005 幅61cm x 長さ89cm 6枚/1袋

特許出願中

ピグ® 裏面粘着式男性用小便器用マットランナー
商品番号 サイズ 入目

GRP7004 幅61㎝ x 長さ7.6ｍ 1巻
特許出願中

複数設置されている男性用小便器の下に敷けるマットランナ
ーです。ロールを素早く広げて、お好きな長さにカットできま
す。

 裏面粘着式男性用小便器用マットランナー

注記： ニューピグの裏面粘着式マットは、一般的な工業施設や商業施設の床面に使用できます。 お客様の用途に適しているかどうかを判断するには、使用前に約15cm×15cmサイズの一片を目立たない場所でテストしてください。 
詳細については、 24 ページの「ピグ裏面粘着式マットに関する注意事項」を参照してください。

 グリッピー裏面粘着式産業用吸収マット — ミディアムウェイトのマットは、水の漏れが少ない
場合に最適です。

ピグ® グリッピー® 裏面粘着式産業用吸収マット
商品番号 重量 サイズ 入目 吸収量

MAT3223 ミディアムウェイト 幅91cm x 長さ30m 1 30.3L

•  グリッピーの裏面全面に施された粘着剤がマットをしっかり
と固定しますが、簡単に剥がせます

•  水以外の油、グリース、その他の液体の吸収が必要な場所に
最適です

オリジナル商品

注記： ニューピグの裏面粘着式マットは、一般的な工業施設や商業施設の床面に使用できます。 用途への適合性
について判断するには、ご使用前に、15.3cm × 15.3cmのサイズで目立たない場所でお試しください。 詳細につい
ては、 24 ページの「ピグ裏面粘着式マットに関する注意事項」を参照してください。

 裏面粘着式ヘビーウェイトグリッピー産業用吸収マット — フォークリフトエリアでも、
当社の最も耐久性に優れた吸収マットを使用して、床を乾燥した安全な状態に保ちます。

ポリプロピレン繊維はニードルパン
チ加工され、熱圧着熱することで、表
面の耐久性が向上しています。
ポリバックの裏地は液体の床面へ 
の浸透を止めます。
グリッピーマットの完全コー 
ティングの裏面粘着がしっ 
かりと固定しますが、簡単に 
剥がせます。

拡大図

MAT3223
ブラックのみ

•  グリッピーマットの裏面の粘着材がしっかりと固定しながら、簡
単に剥がせます。ずれたり、波打ったり、裏返ったりすることな
く、設置した場所に正確に固定されます

•  人や車両の往来に極めて高い耐久性を実現するために、ポリプ
ロピレン100％の材質は熱圧着された上、針の穴があけられてい
ます。破れたり、ちぎれたり、ほつれたりすることはがありません

•  油、冷却水、溶剤、水などを吸収し、保持します
•  通路や広いエリアで漏れやオーバースプレーの吸収に最適です
•  はさみや万能ナイフで簡単に切断できます

裏面 粘着式

GRP36301
グレーのみ裏面 粘着式 注記： ニューピグの裏面粘着式マットは、一般的な工業施設や商業施設の床面に使用できます。 用途への適合性

について判断するには、ご使用前に、15.3cm × 15.3cmのサイズで目立たない場所でお試しください。 詳細につい
ては、 24 ページの「ピグ裏面粘着式マットに関する注意事項」を参照してください。

ピグ® ヘビーウェイト グリッピー® 裏面粘着式産業用吸収マット
商品番号 重量 サイズ 入目 吸収量

GRP36301 ヘビーウェイト  幅91cm x 長さ15.3m 1巻 15L

オリジナル商品
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GRPSB36206

GRPWS3503GRPWS3502 GRPWS3508

GRPWS3503

クリーンで安全な職場のための解決策をご提案します。

新製品!

新製品!

裏面粘着式マット

裏面粘着式マット

オリジナル商品

 セーフティボーダーマット — 面倒な塗装やテープを使わずに、 
視認性の高い滑りにくい通行帯を提供します。

ピグ® セーフティボーダーマット初使用パック
商品番号 サイズ 入目

GRPSB36206 幅91cm x 長さ7.6m 1巻
スターターパックの内容 •ピグセーフティボーダーマットロール × 1•セーフティナイフ × 1•取り付けボード × 1

ピグセーフティボーダーマットで、いつでもどこで
も通路をより安全にできます。

GRPSB36201 
15m 巻

特許出願中

注記： すべての接着剤は、接着面の状態に応じて、仕上げコーティングまたは塗装を浮かせてしまう可能性があります。 裏面粘着式のピグセーフティボーダーマットは、ほとんどの工業用フロアや作業面で使用できるように設
計されていますが、15.2cmの正方形断片を目立たない場所で お試しいただき、使用に適しているかどうかの判断に役立てることができます。 製品の寿命は、使用タイプ、液体飽和レベル、人と車両の通行量の頻度と強度によ
って異なります。

•  視認性の高い黄色と黒のパターンがマットの両サイドに配
置されているため、危険な場所を示すことができ、安全性を
高めることができます

•  印刷面は耐久性が高く、大勢の人の往来やハンドリフトやフ
ォークリフトによる摩損に最大3ヶ月まで耐えられます

•  優れた吸収性と耐久性を持ち、非常に薄型で、メンテも簡単
です

•  独自の粘着剤を使用しているため、マットがずれたり、束にな
ったり、ひっくり返ったりすることなく、設置した場所に正確に
固定されます

•  汚れ、塩分、水分をキャッチし、逃しません
•  シールドコンクリート、VCT / LVT、セラミックタイル、テラゾ、

切りタイルなど、ほとんどの業務用床面に貼り付けられます

•  カスタマイズが簡単です：ロールを広げれば、ウォークオフ
は通路、トランジションおよび安全エリアをカバーできます

•  お手入れが簡単です：掃いても、掃除機やモップをかけても、
自動床清掃機で拭いてもマットはずれません

ピグ® 裏面粘着式セーフティボーダーマット
商品番号 サイズ 入目

GRPSB36200 幅91cm x 長さ30m 1巻
GRPSB36201 幅91cm x 長さ15m 1巻

GRPSB36200 
30m 巻

 •   埋め込み式の刃が付いた安全ナイフ×1
、取り付けボード×1付属。簡単かつき
れいに切断でき、所定の場所にスムーズ
に設置できます

 取り付けボード＆安全ナイフ
  •   マットの素材にアゴをひっかけて「ロッ

ク」して、裏面粘着式マットをしっかりと
掴んで引き剥がします

•   長いマットや長期間敷かれていたマット
をはがすのに最適です

•   ロールを押しながらマットを広げ、所定
の位置で平らにします

•    長いグリッピーマットを設置する際に、
跪く必要がありません

設置ローラー 取り外しツール

設置ローラー
商品番号 サイズ

GRP021 幅147cm  x 長さ97cm 

取り外しツール
商品番号 サイズ

GRP020 縦19cm x 横9cm x 高さ13cm

裏面 粘着式

注記： ニューピグの裏面粘着式マットは、一般的な工業施設や商業施設の床面に使用できます。 用途への適合性
について判断するには、ご使用前に、15.3cm × 15.3cmのサイズで目立たない場所でお試しください。 詳細につい
ては、 24 ページの「ピグ裏面粘着式マットに関する注意事項」を参照してください。

ピグ® 安全メッセージマット
商品番号 説明 サイズ 入目

GRPWS3502 耳の保護が必要です 幅91cm x 長さ152cm 2枚/巻

GRPWS3503 注意 フォークリフトが
通行します 幅91cm x 長さ152cm 2枚/巻

GRPWS3508 注意 水濡れ時は滑り
やすくなります 幅91cm x 長さ152cm 2枚/巻

特許出願中

•   50.8cmの大きな安全画像が注意を喚起し、色あせや擦り切れ
の心配がなく、作業者に安全要件や特定の注意事項を警告し
ます

•   独自に開発した粘着剤で床に密着し、ずれたり、束になったり、
波打ったりせず、作業者がつまずいたりしません。 交換時には
簡単に剥がすことができます

•   吸水性のある摩擦力の高いトップレイヤーは、靴に付着した液
体やゴミを取り除き、濡れたり油がついたりした作業環境での
転倒防止に役立ちます

•   152ｃｍのウォークオフカバレッジにより、歩くだけで汚れや液
体をキャッチし、周囲の床を清潔で乾燥した状態に保ちます。

•   清掃が簡単。モップ、掃除機、ウェット バキューム、フロアスクラ
バーによってマットがずれることなく損傷もありません

•   人の往来が激しい場所や、フォークリフトやパレットジャッキに
よる酷使にも耐えます

 安全メッセージマット - 裏面粘着式の滑り止めマットは、スリップ、つまずき、転倒を
防止しながら、視認性の高い警告を発します。

裏面粘着がマット
をしっかりと固定
します。

取り付けボード ＆ 安全ナイフ
商品番号 サイズ

GRP005 取り付けボードと安全ナイフ

GRP001 取り付けボード • 幅96.5cm x  
長さ14.6cm x 高さ0.6mm

GRP012 安全ナイフ 替刃2枚付き
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MAT297-JPNMAT298-JPN

MAT297-JPN

MAT297-JPN
MAT920-JPN

MAT32100

MAT1625

MAT32100MAT3200

MAT32100

クリーンで安全な職場のための解決策をご提案します。裏面粘着式マット

裏面粘着式マット

 グリッピー®スーパーマンモスグリーン吸収マットが注意を引き付け、
床の安全エリアの取り組みの強化に役立ちます。
•   端がめくれたり、シワがよったりしません。機械の周辺、廊下、

作業場付近で発生する転倒事故を防止します
•   当社独自の接着剤は、非常に強いグリップ力で床に張り付き

ますが、容易に剥がして迅速に交換できます。清掃時間を短
縮し、施設の生産性を向上させます

•   ピッググリッピー®吸収マット（左）と同じ構造ですが、より強い
スパンボンド表面層を採用して、 摩耗　通行量の増加への耐
久性をさらに高めています

•   マットが飽和状態になるか、磨耗の兆候が現れるまで、マット
は使用できます

•   油、グリース、汚れを閉じ込め、周囲への広がりを防止します
•   漏れを防止する裏張りにより、吸収された液体が床に浸透す

るのを防ぎます

注記： ニューピグの裏面粘着式マットは、一般的な工業施設や商業施設の床面に使用できます。 用途への適合性に
ついて判断するには、ご使用前に、15.3cm × 15.3cmのサイズで目立たない場所でお試しください。 詳細について
は、 24 ページの「ピグ裏面粘着式マットに関する注意事項」を参照してください。

■= 防炎登録商品

■

ピグ® グリッピー® 裏面粘着式スーパー マンモス®  
グリーン吸収マット

商品番号 重量 サイズ 入目 吸収量 最大

MAT297-JPN
ミディアムウェイト

幅78.7ｃｍ x 長さ 30m 1 56.8L
MAT298-JPN 幅78.7ｃｍx 長さ 15m 1 28.4L
MAT920-JPN 幅 41cm x 長さ 7.6m 1 4.9L

オリジナル商品

•   端がめくれたり、シワがよったりしません。機械の周辺、廊下、
作業場付近で発生する転倒事故を防止します

•   特許取得の接着剤は,しっかり固定し、容易にはがすことがで
き清掃時間を短縮し、施設の生産性を向上させます

•   ピググリッピー®マットは、コンクリート、ビニールタイル、セラ
ミックタイル、採石タイル、リノリウムなど、一般的な商業施設
の床面に貼り付けることができます

•   丈夫なスパンボンド表面層に頑丈なジグザグ縫いが施され、
人の往来や軽車両だけでなく、重機通行にも耐えることがで
きます。飽和状態になるか、摩耗や損傷の兆候が見られたら、
マットを交換してください

•   ８層のポリプロピレンファイバーは油、冷却水、溶剤、水の流
失、ドリップ、スプレーなどのしぶきを吸収し溶剤が周囲へ拡
散するのを防ぎます。また、靴底に付着した油を吸着します

拡大図
スパンボンド表面層は往来に 耐
えることができます。 ジグザグ
のステッチが強度を高めます。
ポリバックは液体を通しません。

ピグ® グリッピー® 裏面粘着式吸収マットパッド
商品番号 重量 サイズ パッド数 吸収量 最大

MAT3200 ミディアムウェイト 幅 41cm x 長さ 61cm 10 3.8L
ピグ® グリッピー® 裏面粘着式吸収マットロール

商品番号 重量 サイズ 入目 吸収量 最大

MAT32100
ミディアムウェイト

幅 81cm x 長さ 30m 1 39.7L
MAT3250 幅 81cm x 長さ 15m 1 19.9L
MAT1625 幅 41cm x 長さ 7.6m 1 5L

注記： ニューピグの裏面粘着式マットは、一般的な工業施設や商業施設の床面に使用できます。 用途への適合性
について判断するには、ご使用前に、15.3cm × 15.3cmのサイズで目立たない場所でお試しください。 詳細につい
ては、 24 ページの「ピグ裏面粘着式マットに関する注意事項」を参照してください。

■

■= 防炎登録商品

■

オリジナル商品

 グリッピー®吸収マット — 当社独自の裏面粘着式マットを置くことで　
スリップ、つまずき、転倒を防止しより安全に作業することができます。

裏面 粘着式 拡大図
スパンボンド表面層は往来に 耐え
ることができます。 ジグザグのス
テッチが強度を高めます。

裏面 粘着式

粘着底部は床面全体に固定し、
接着剤は残しません。

ポリバックは液体を通しません。
粘着底部は床面全体に固定し、
接着剤は残しません。
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SKM500

104PS

SKM203 SKM500

SKM210

ブーム、ソックス、粒子状吸収材

ブーム、ソックス、粒子状吸収材

 油専用スパゲッティブーム — 水面に漏れた油を囲い込みます。

ピグ® 油専用スパゲティブーム
商品番号 サイズ ブーム数 吸収量 最大

BOM202 幅 20cm x 長さ 3m 4 181.6L
BOM403 幅 13cm x 長さ 6m 2 90.8L
BOM203 幅 13cm x 長さ 3m 4 90.8L
BOM204 幅 8cm x 長さ 3m 8 60L

BOM202

BOM204
8cm  

ブーム

BOM403
13cm  

ブーム

•   内側のスパゲッティ状の素材で粘度の高い油性液体を回収し
水を弾きます

•   外側は紫外線に強いメッシュ素材を使用し、油を染み込ませ回
収します

•   ロープはブームの長さと同じ長さで最大 184kg の負荷に耐えブ
ームの破損を防ぎます

•   燃料や油性の液体（潤滑油、燃料 ）を、1滴の水も含むことなく
吸収して保持します　土の上での使用はお薦めしません

•   飽和状態でもブームが水面に浮かぶため、簡単に回収できます
•   丈夫な金属製クリップとリングでブームの設置・回収がスムーズ

に行えます

スパゲッティ状のストリ
ップフィルターが高粘
度の石油系液体を素早
く吸収します

BOM202
20cm  

ブーム

BOM304

•  水面に漏れた油を囲い込み、拡散を防ぎます。飽和状態でも
沈みません

•  頑丈なアウターメッシュは、容易に液体をフィラーに通すこと
ができます

•  ブームの長さに合わせて這うロープは、展開および回収時の
強度を高めます

•  紫外線に強い素材を使用しているため、最大12ヶ月使用でき
ます。

流出物をブームで
囲みます。設置と同
時に、水面に浮い
た油のみを吸収し
始めます。

油を吸収すると、ブ
ームが水中に沈ん
でいきます。 油がま
だ吸着されていな
い上部に吸収され
ていきます。

完全に飽和状態に
なると、ブームは水
面下で「重り」のよ
うになります。

油専用ブーム使用方法

ピグ® 油専用吸収ブーム
商品番号 サイズ ブーム数 吸収量 最大

BOM304 幅 20cm x 長さ 3m 4 181.6L
BOM405 幅 13cm x 長さ 3m 4 90.8L
BOM406 幅 8cm x 長さ 3m 8 60L

オリジナル商品

 油専用吸収ブーム — 事故現場で実際に活躍しており、あらゆる
場所で油の流出を抑制できます。

▲= NETIS登録商品　登録番号：KK-150014-VE

▲

 油専用メンテナンスソックス — 95％リサイク
ル素材のソックスで、屋内の油性液体を吸い取り
ます。

オリジナル商品

ピグ® 油専用スキミングスイープ
商品番号 サイズ 入目 吸収量 最大

MAT405-01 幅 43cm x 長さ 15.2m 1袋 15.1L

•  水は全く吸収せず、油、溶剤、食用油、その他様々な油性液体
を吸収します

•  特殊用途のソックスに比べて、一般的な日常使用向けとして
経済的に作られています

注記： 紫外線加工でないので、屋外での継続使用は避けてください

ピグ® 油専用メンテナンスソックス
商品番号 サイズ 入目 吸収量 最大

SKM500 幅 8cm x 長さ 122cm 30 113.7L

スキミングスイープ
（MAT405-02）をブー

ムに取り付けると、吸
収力が向上します。

ピグ® 油専用吸収ソックス
商品番号 サイズ 入目 吸収量 最大

SKM210 幅 8cm x 長さ 122cm 12 45.6L

•  ソックスは自在に曲げられますので、コーナーや壁、機械土台
の周囲などにフィットし、液体の流出を防ぎます

•  多様な環境下で疎水性（水をはじき油のみを吸着するセルソ
ース製のフィラーで多様な環境下でご使用いただけます）の
セルロース製フィラー

•  外側の素材は破れにくく、完全な飽和状態でも液体を保持し
ます

•  床面での使用に最適ですが、浮かべて水面に流出したオイル
を除去することもできます

•  便利な付属の紐で、ソックスを固定したり、結束したり、非腐
食性の洗浄槽に浸けたりすることができます

•  紫外線に強い素材を使用しているため、最大12ヶ月使用で
き、帯電防止に関するNFPA99(米国）に準拠しています

•  リサイクル素材を９５％使用し環境関連商品が求められてい
る現在には最適です

SKM210

 油専用ソックス — 紫外線に強い素材を使用しているため、最大
12ヶ月使用できます。

•  丈夫な耐薬品性のポリプロピレン製スキンと充填剤は油分を
吸収しますが、水性液体をはじき、また、耐UV性を持ちます

•  付属のひもで、ソックスを固定したり、結合したり、タンクに浮
かべることができます

•  完全な飽和状態でも表面に浮き、回収が容易です

ピグ® スキマーソックス
商品番号 サイズ ソックス数 吸収量 最大

SKM203 幅 8cm x 長さ 3m 6 57L
104PS 幅 8cm x 長さ 122cm 10 38L

 スキマーソックス — 極めて高い耐薬品性を
持ち、酸性の薬液槽から油を吸収することができ
ます。

オリジナル商品
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PIG210

204PIG105

PIG210

404
PIG105

SKM411 SKM404SKM403

SKM403 

 サンプスキマー — 油水分離槽、排水ピット、タンクなどの水面に
浮いた油を除去するのに最適な商品です。

ピグ® サンプスキマー
商品番号 サイズ 入目 吸収量 最大

SKM403 幅 20cm x 長さ 46cm 12 81.6L
SKM411 幅 13cm x 長さ 46cm 12 38L
SKM404 幅 8cm  x 長さ 46cm 25 35L

 •   サンプスキマーを油水分離槽、タンクなどに入れると、水など
水性液体は弾きながら油を除去することができます

•   白色ですので、油の吸収状態を一目で確認できます
•   SKM404は帯電防止に関するNFPA 100（米国）の基準を満た

しています

オイルを吸着し水に浮きます

オリジナル商品

•   機械周辺にしっかりフィットし大量の液体漏れにも対応でき
ます  

•   セルロース製のフィラーは、大量の漏れや流出に対して高い
吸収性を発揮します。超吸収性により、交換頻度が少なくなり
ます

•   ステッチボンドのポリプロピレン製表皮は破れにくく飽和状態
でも液体を保持します

•   リサイクル率８５％セルロース製のフィラーは、環境関連商品
が求められる場合に最適です

•   油、冷却水、溶剤、水などを吸収し、保持します。酸、腐食剤
または他の腐食性液体については使用できません

•   吸収した液体の最大65%を絞り出すことができます

ピグ® スーパーソックス
商品番号 サイズ 入目 吸収量 最大

PIG210 幅 8.25cm x 長さ 107cm 24 91.2L

 スーパー吸収ソックス — ピグ社最高の吸収能力を持つソックスは
大量の液体漏れに対応できます。

オリジナル商品

 オリジナルソックス — 日々のご使用には経済的なオリジナルソック
スをご使用ください。

オリジナル商品

•    ソックスは機械周辺やわずかな隙間にもぴったりフィットし、
液体漏れの元から吸収します

•   コーンコーブ製フィラーは、吸収性を最大限に発揮し、床から
液体を吸い上げます。お掃除は手早く簡単になります

•   破れにくいポリプロピレン製の表皮で飽和状態でも液体を保
持します

ピグ® オリジナル吸収ソックス
商品番号 サイズ 入目 吸収量 最大

404 幅 8cm x 長さ 107cm 40 76L
204 幅 8cm x 長さ 107cm 20 38L

 耐カビ吸収ソックス — 長期的観点から清掃作業を減らすことが
できます。乾かして再利用できます！

•   柔軟なソックスは水を吸収して、冷凍庫、冷却器の下からの漏
れ、滴下、結露を通路に拡散させないようにします

•   100% ポリプロピレン製の表皮およびフィラーは、セルロース
製の吸収ソックスとは異なり、カビの増殖を防ぎます

•   1-3回空気乾燥をさせることで繰り返しご使用いただけます。
ソックスから水を絞り、空気乾燥させてから再利用します

•   水性の液体のみを吸収し、保持します

ピグ® 耐カビ吸収ソックス
次の色からご指定ください：  青    黄色  

商品番号 サイズ 入目 吸収量 最大

PIG105 幅 8cm x 長さ 122cm 12 45.4L

ブーム、ソックス、ルース

ブーム、ソックス、粒子状吸収材
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PIG105

4048

PIG201

124CR

PIG301 124CR

PLP201-SKJ PLP218

PLP201-SKJ

PLP404

SA8010

 ブルーソックス — 重いソックスが、流出物が拡散しないように
防壁を形成します。

*= 新製品

*

 ピグピート吸収材 ―　土壌にこぼれた油を吸
収します。水を弾きます。　

ピグ® ブルー吸収ソックス
商品番号 サイズ 入目 吸収量 最大

4048 幅 8cm x 長さ 122cm 40 112L
2048 幅 8cm x 長さ 122cm 20 56L

PIG201 幅 8cm x 長さ 61cm 55 78.1L

漏洩した液体が通
路に達する前に捉
えます。

•   当社が製造しているこの重いソックスは、床面にしっかりとど
まり液体を吸収し保持します

•   液体漏れ、滴下、流出を素早く吸収します。機械周辺の液体漏
洩対応に最適です

•   ステッチボンドのポリプロピレン製表皮は非常に頑丈です。ま
た、飽和状態でも液体を保持します 

•   水に浸かっても乾燥して再利用できます

PIG201 2048

オリジナル商品

 ハズマットケミカルソックス —  酸、アルカリ、成分不明の液体
吸収するのに役立ちます。

ハズマットに関する注意事項： 有効性とお客様の安全を確保するため、ご購入前に、ピグ ハズマット製品とお使いの化学物質
との適合性や吸収性テストを実施されることをお勧めします。

 ライトドライルース吸収材 — 粘土より軽くて持ち運びが簡単。
さらに最大4倍の吸収性を実現！

オリジナル商品

ピグ® ライトドライ® ルース吸収材
商品番号 サイズ 入目 吸収量 最大

PLP201-SKJ 10kg 袋 3袋/箱 30L
PLP218 2.3kg 袋 8袋/箱 45.4L

ピグ® 油専用スキミングパルプ吸収材
商品番号 サイズ 入目 吸収量 最大

SA8010 2.3kg 袋 1袋 28.4L

 油専用スキミングパルプ吸収材 — 隅々まで
容易に広がり、手の届きにくい場所にある石油系
液体を吸収します。

ピグ® ハズマット吸収ソックス
商品番号 サイズ 入目 吸収量 最大

PIG301 幅 8cm x 長さ 3m 6 45L
124CR 幅 8cm x 長さ 117cm 12 36L

•   98% 硫酸や 30% 水酸化ナトリウムなどの高濃度の酸、苛性、
不明液体など多岐にわたり吸収します

•   耐薬品性ソックスは腐食性液体に触れても劣化したり、危険
な化学反応を起こすことはありません

•   耐化学薬品性を持つ破れにくいポリプロピレン製の表皮。ご
みを減らし、飽和状態でも液体を保持します

•   ポリプロピレン製フィラーは、腐食性または反応性のある流出
物を封じ込めるための高吸収性です

•     ソックスは、少量の化学物質の流出をすばやく食い止めるの
に最適です

•   ピンク色は流出時に作業者が容易に見分けることができます

•   液体をコーティングする粘土とは異なり、速乾性に優れた再生
セルロース素材は、液体に触れると、こぼれた液体をすばやく
吸い上げます

•   3倍の吸収性により、流出物への使用量が減り、作業量と廃棄
コストを削減できます

•   二酸化ケイ素、研磨剤を含まず、粘土の粉塵を吸い込むことに
伴う健康被害を引き起こすことはありません

•   研磨剤を含まない組成は、床仕上げ面に害を与えたり、高価
な機械に影響を与えることはありません

•   軽量の吸収材は、粘土よりも持ち運びやすく腰への負担を軽
減します

•   袋には持ち運びしやすく取っ手がついています
•    リサイクルされたセルロースは、環境関連商品が求められる

場合に最適です

•   高効率吸収材が約３０ℓの油性液体を吸収します
•   流出した場所に散布して拭き取るだけです。室内で使用する

と、床の油膜まで除去することができます
•   研磨剤を含まないので床や高価な機械に影響を与えることは

ありません

ピグ® ピート吸収材
商品番号 サイズ 入目 吸収量 最大

PLP404 5.0kg 袋 1袋 30L
注記：水面への油流出への使用には推奨しません。

•   届きにくい場所にある石油系液体を吸収します
•   粒状で見えにくい隅から隅まで散布できます
•   使用後の吸収材が回収しやすい海岸周辺にお勧めします

オリジナル商品

ブーム、ソックス、粒子状吸収材

ブーム、ソックス、粒子状吸収材
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KIT274 KIT367KIT470 KIT311KIT211KIT411-01

スピルキット

ピグ® ユニバーサル スピルキット 
（シースルーバッグ入り）

商品番号

KIT274 最大吸収量18.5L   
幅38cm x 高さ46cm x 奥行13cm

内容物 　ソックス ３本 • マット１２枚 • ディスポ
ーザルバッグ ２枚

 スピルキット（透明バック入り） —  コンパクトで、在庫管
理が簡単なジッパー付きバッグキットは、トラック内部の保管
に最適です。
•  コンパクトキットにはジッパーと、車輌から持ち運びに最適な

キャリーハンドルが付いています
•  ソックスがこぼれた液体の拡散を食い止め、ピグマットがすば

やく吸収します

•  透明バック入りで、吸収材の残量が一目で確認できます。ま
た、中身を清潔かつ乾燥した状態で保つことができます

オリジナル商品

ユニバーサル  
油、冷却水、溶剤、水を吸収します

ハズマットに関する注意事項： 有効性とお客様の安全を確保するため、ご購入前
に、ピグ ハズマット製品とお使いの化学物質との適合性や吸収性テストを実施さ
れることをお勧めします。

ピグ® ハズマット スピルキット 
（シースルーバッグ入り）

商品番号

KIT367 最大吸収量18.5L   
幅38cm x 高さ46cm x 奥行13cm

内容物  ソックス ３本 • マット１２枚 • ディスポー
ザルバッグ２枚

ハズマット  
酸、腐食性、その他不明液体用に

ピグ® 油専用 スピルキット 
（シースルーバッグ入り）

商品番号

KIT470 最大吸収量21.3L   
幅38cm x 高さ46cm x 奥行13cm

内容物  ソックス ３本 • マット １２枚 • ディスポ
ーザルバッグ ２枚

油専用  
水を弾き油のみ吸収します

 76L用オーバーバックスピルキットはＵＮ規格の容器を利
用しています。
•  漏洩に適切に対応するキットを用意して流出を未然に防ぎます
•  容器のオーバーパックは流失事故対応後に廃棄物を輸送可能

なＵＮ規格品です

• きれいに梱包された容器は、流出時に迅速に対応できます
•   廃棄用の袋が備わっているので清掃が容易です

ユニバーサル  
油、冷却水、溶剤、水を吸収します

ハズマット  
酸、腐食性、その他不明液体用に

油専用  
水を弾き油のみ吸収します

スピルキット

ピグ® ユニバーサル スピルキット 
（76L オーバーパック容器）

商品番号

KIT211 最大吸収量46L 
高さ48cm x 直径58.5cm

KITR211 詰め替え用
内容物  マット１５枚 • ソックス ５本 ピロー ２
枚 • ディスポーザルバッグ ５枚 • 不正開封防止
ラベル ６枚 

ハズマットに関する注意事項： 有効性とお客様の安全を確保するため、ご購入前
に、ピグ ハズマット製品とお使いの化学物質との適合性や吸収性テストを実施され
ることをお勧めします。

ピグ® 油専用 スピルキット 
（76L オーバーパック入り）

商品番号

KIT411-01 最大吸収量46.3L   
高さ48cm x 直径58.5cm

内容物• マット１２枚 • スキマー ２本•ブーム ３
本 • ディスポーザルバッグ ５枚 • 不正開封防止
ラベル ６枚

ピグ® ハズマット スピルキット 
（76L オーバーパック容器）

商品番号

KIT311 最大吸収量40.9L 
高さ48cm x 直径58.5cm

KITR311 詰め替え用
内容物　マット ６枚 • ソックス ６本 • ピロー ５
枚 • ディスポーザルバッグ ５枚 • 不正開封防止
ラベル ６枚

オリジナル商品
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KIT336KIT236KIT436 KIT469 KIT273 KIT366

スピルキット

スピルキット

オリジナル商品 オリジナル商品

 115L用オーバーバックスピルキットはＵＮ規格の容器を
利用しています。
•   漏洩に適切に対応するキットを用意して漏洩を未然に防ぎま

す。
•   容器のオーバーパックは流出除去後に廃棄物を輸送可能な 

ＵＮ規格品です

•   きれいに梱包された容器は、流出時に迅速に対応できます
•   廃棄用の袋が備わっているので清掃が容易です
•   軽量なポリプロピレン製の容器は、耐化学薬品性があり、内容

物を清潔かつ乾燥した状態に保ちます

 モービルコンテナスピルキット — 目立つ黄色の容器で
緊急時に速やかに対応できます。
•    ポリエチレン製の容器は軽量で、耐薬品性に優れています
•    ヘビーデューティ仕様の２０ｃｍのゴム製ホイールで楽々移動

できます
•   ヒンジ付きの蓋で簡単に吸着材の取り出しができます

•    備え付けハンドルにより、狭い場所でも容易にハンドル操作が
可能です

注記： 屋外での保管はしないでください

ピグ® ユニバーサルスピルキット 
（大型モービルコンテナ容器）

商品番号

KIT273 最大吸収量140L 
高視認性20cmラバーホイール

RFL259 詰め替え用
内容物　ソックス ５本 • マット ７０枚 • ドライル
ース ４袋 • ディスポーザルバッグ ５枚 • 不正開
封防止ラベル ６枚 • 手順書

ハズマットに関する注意事項： 有効性とお客様の安全を確保するため、ご購入前
に、ピグ ハズマット製品とお使いの化学物質との適合性や吸収性テストを実施さ
れることをお勧めします。

ピグ® ハズマット スピルキット 
（大型モービルコンテナ容器）

商品番号

KIT366 最大吸収量128.7L 
高視認性20cmラバーホイール

RFL359 詰め替え用
内容物　ソックス6本 ・マット70枚 ・ドライルース
2袋・ディスポーザルバッグ　5枚・不正開放防止
ラベル　6枚・手順書

ピグ® ユニバーサル スピルキット 
（115Lオーバーパック入り）

商品番号

KIT236 最大吸収量79.3L 
高さ76cm x 直径58.5cm

RFL236 詰め替え用
内容物　ソックス ４本 • ピロー ４枚 • マット２
５枚 • ディスポーザルバッグ ５枚 • 不正開封防
止ラベル ６枚

ハズマットに関する注意事項： 有効性とお客様の安全を確保するため、ご購入前
に、ピグ ハズマット製品とお使いの化学物質との適合性や吸収性テストを実施さ
れることをお勧めします。

ピグ® ハズマット スピルキット 
（115Lオーバーパック容器）

商品番号

KIT336 最大吸収量70.1L 
高さ76cm x 直径58.5cm

RFL336 詰め替え用
内容物 • ソックス ４本 • マット数 ２５枚 • ピロー 
４枚 • ディスポーザルバッグ ５枚 • 不正開封防
止ラベル ６枚

ピグ® 油専用 スピルキット 
（115Lオーバーパック容器）

商品番号

KIT436 最大吸収量78.4L 
高さ76cm x 直径58.5cm

RFL436 詰め替え用
内容物　ソックス ４本 • スキマー ４本 • マット 
２５枚 • ディスポーザルバッグ ５袋 • 不正開封
防止ラベル ６枚

*= 新製品

*

ピグ® 油専用 スピルキット 
（大型モービルコンテナ容器）

商品番号

KIT469 最大吸収量151.4L 
高視認性20cmラバーホイール

RFL459 詰め替え用
内容物　ソックス ６本 • マット ７０枚 • ドライル
ース ２袋 • ディスポーザルバッグ 5枚 • 不正開封
防止ラベル ６枚 • 手順書 

ユニバーサル  
油、冷却水、溶剤、水を吸収します

ハズマット  
酸、腐食性、その他不明液体用に

油専用  
水を弾き油のみ吸収します

ユニバーサル  
油、冷却水、溶剤、水を吸収します

ハズマット  
酸、腐食性、その他不明液体用に

油専用  
水を弾き油のみ吸収します
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WIP41025
WIP41200

WIP329

WIP80595

WIP456

ワイパー

ワイパー

性能指数。
パフォーマンス評価（ＰＲ）により、作業と予算に合った
ワイプを選ぶことができます

折り畳み式
スタック

ポップアップ式ディ
スペンサーボックス

ジャンボ
ロール

•   PR100 ウルトラデューティは、長い間使うことが出来、最
高レベルの耐摩耗性と耐溶剤性があります

•    PR60–80 ヘビーデューティは、表面が荒い部品、ギア、ス
プロケットの拭き取りなど厳しい作業に対応します

•    PR30–40 ミディアムデューティは耐久性、吸収性がありコ
ストパフォーマンスが高く経済的です

•    PR10–20 ライトデューティは、軽い拭き取りや表面乾燥の
作業時に使用できます

この指数をご覧ください。指数が高いほ
ど、高い性能を有しています。パフォーマ
ンス評価（ PR ）が高いほど、ワイプの期待
値が高くなります 。

オリジナル商品

•   ワックス、研磨コンパウンド、指紋、汚
れを表面を傷つけずに除去するのに
も、製品の塗装前の準備にも最適です

•   レーヨン／ポリエステル混紡繊維は、消
毒液、溶剤に耐えることができます

•   吸収性の高いテクスチャー加工された
クロスが、液体を吸い上げながら、部
品や表面から汚染物質を取り除きます

•   洗浄して再利用できるため、長寿命で
交換頻度が少なくて済みます

 PR100 使い捨てポリッシングおよび拭き取りクロス — 微細な気孔がホコリやワックス
その他汚れを吸着します。仕上げ拭き取りに最適です！

•   レンタルのウエスとは異なり、これらのウエスは常に新しく清
潔で、汚れ、傷、などはありません

•   ちょっとした作業にも繰り返し使用でき、耐久性に優れていま
す。耐久性・耐溶剤性に優れています

•   表面の凹凸面が、汚れをしっかりつかみ取ります

WypAll® X80 ワイプ  —  分厚い布のようなウエス
は厳しい清掃作業にも耐えられます。

•   摩耗性に優れ、しかもソフトなワイプです。デリケートな表面、
顔や手などに優しいワイプです

•   耐久性に優れた不織布素材は、ポリプロピレン／セルロース ブ
レンド素材で、ウエスなどに比べて吸収性、吸収スピードに優
れています

•   ウエスの代わりに、グリース、オイル、溶剤、化学薬品などのふ
き取りにご利用ください

WypAll® X70 ワイプ  —  高速吸収、耐裂性構造で
過酷な作業に対応。

•   機械や荒い面の部品の拭き取りに適していますが、デリケート
な表面、顔や手などに使用できます

•   優れた耐摩耗性と湿潤強度により、表面の粗さ、エッジのギザ
ギザ、金属片にも耐えます

 PR70 ヘビーデューティメンテナンスワイプ  
—  繊維くずの出にくい素材で、ふき取り作業に
最適です。

WypAll® X60 ワイプ  —  強力でありながらソフト
なため、幅広い軽い拭き取り作業に対応します。

ジャンボロールディ
スペンサーで使い
勝手が飛躍的に向
上します。オリジナル商品

ピグ® PR100使い捨て艶布巾および拭き取りクロス
商品番号 色 スタイル 枚数 サイズ

WIP456 白 ジャンボロール 475枚 / 巻 幅 29cm x 長さ 33cm

WypAll® X70 ワイプ  
商品番号 色 スタイル 枚数 サイズ

WIP41200 白 折り畳み式 ワイパー76枚 / 
12パック 幅 31.8cm x 長さ 33cm

ピグ® PR70ヘビーデューティメンテナンスワイプ
商品番号 色 スタイル 枚数 サイズ

WIP329 白 折り畳み式 ワイパー50枚 / 
10パック 幅 30.5cm x 長さ 34cm

WypAll® X60 ワイパー
商品番号 色 スタイル 枚数 サイズ

WIP34790 白 ポップアップ ワイパー126枚 
/ 10箱 幅 23.1cm x 長さ 42.7cm

WIP34955 白 ジャンボロール ワイパー1,100枚 
/ 1巻 幅 32cm x 長さ 34cm

ジャンボロール・ディスペンサー
商品番号 適用対象 寸法

WIP80595 WypAllジャンボロール 幅 43.2cm x 長さ 91.4cm x 高さ 127cm

•   ほとんどの軽い拭き取り作業に対応できる耐久性を備えてい
ますが、柔らかくしなやかです。デリケートな面を傷つけた
り、手や顔に刺激を与えたりすることはありません

•   素早い清掃に大きな価値を提供。多目的ワイパーよりも丈夫
です

WypAll® X80 ワイパー
商品番号 色 スタイル 枚数 サイズ

WIP41025 白 ジャンボロール 475/ロール 幅 31.8cm x 長さ 34cm 

PR

35
ミディアム 
デューティ

PR

80
ヘビー 

デューティ

PR

20
ライト 

デューティ

PR

100
ウルトラ 

デューティ

PR

100
ウルトラ 

デューティ

PR

70
ヘビー 

デューティ

PR

60
ヘビー 

デューティ

PR

70
ヘビー 

デューティ

PR

80
ヘビー 

デューティ
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WIP242 WIP245

WIP5007

WIP216

WIP5841

WIP3086

WIP100

WIP5320

WIP1300

ワイパー

ワイプ

•   ソフトで吸収力のあるセルロース繊維を結合剤でまとめ、より
耐久性を高めています

•   油、溶剤、その他液体をすばやく吸い取るために、吸収性で厚
手に作られています

•   高い吸収性と繊維くずが出にくいワイプですので、拭き残しが
ありません

 PR40 万能ワイパー — 今まで以上の厚さ、柔
らかさ、吸収性を気に入っていただけます。

オリジナル商品

ピグ® PR40 多目的ワイパー
商品番号 色 スタイル 枚数 サイズ

WIP242 青 ポップアップ ワイプ 50枚 / 箱 幅 30.2cm x 長さ 31.8cm 

WIP245 白 ポップアップ ワイプ 50枚 / 箱 幅 30.2cm x 長さ 31.8cm 

WypAll® L40 ワイプ　
商品番号 色 スタイル 枚数 サイズ

WIP5007 白 ジャンボロール 750枚／巻 幅 31.8cm x 長さ 34cm 

•   DRC （ダブルリクレープセルロース）構造は、多目的の拭き取
りに適度な吸収性と強度を提供します

•   化学結合剤は吸収性を維持しながら強度を高めます
•   経済的なジャンボロールは簡単に取り出せて、大量使用時のワ

イプ1枚当たりのコストを削減できます

WypAll® L40 ワイプ — 様々な日常のふき取り作
業に対応できます。

•   機械工場、車両用ガレージ、工場内に使用に最適です。ブレー
キオイル、不凍液、グリース、オイル、およびその他液体による
影響を受けません。（溶剤との長時間の接触は推奨されませ
ん）

•   2層組織と隠れたナイロンスクリムによるサポートを受け、エン
ボス加工の表面がハードな清掃で汚れをつかみます

 PR35 メンテナンスワイプ — 繊維くずの出に
くい使い捨ての低コストのワイプ。

オリジナル商品

ピグ® PR35 メンテナンスワイプ
商品番号 色 スタイル 枚数 サイズ

WIP216 青 ポップアップ ワイプ150枚／箱
　６箱／ケース 幅 22.9cm x 長さ 43.2cm 

WypAll® L30 ワイパー
商品番号 色 スタイル 枚数 サイズ

WIP5841 白 ジャンボロール 950枚／巻 幅 31.5cm x 長さ 33.8cm 

WIP3086 白 ポップアップ ワイプ120枚／箱 
10箱／ケース 幅 25.4cm x 長さ 28.4cm 

WypAll® L30 ワイプ — 毎日の清掃作業に使える
お得な商品です。
•   皮膚を刺激しない吸収性を高めた、衣類のような柔らかさ
•   軽量の接合セルロース製で簡単な拭き取りや清掃に最適です

•   吸収力の高い１００％再生紙は、表面を完璧にクリーンで乾い
た状態になるまで拭き取ることができます

•   両面構造で経済的な設計は、使い捨ての軽い拭き取り作業に
最適です

•   軽く織り目加工された表面が汚れをつかんで保持します
•   窓拭きや機械設備の拭き取りなどの日常の作業の中で油、グ

リース、水を吸収します

 PR20 バリューワイプ — ちょっとしたふき取り
汚れに丈夫なお徳用ワイプをオススメします。

ピグ® PR20 バリューワイパー
商品番号 色 スタイル 枚数 サイズ

WIP100 白 折り畳み式 ワイプ50枚／箱 
　18箱／ケース 幅 31.1cm x 長さ 33.7cm 

•   使い捨てワイプでオイル、水、その他の液体を吸収します
•   手の拭き取りや部品、窓などの用途に適しています
•   シングル構造でちょっとした拭き取りにお徳用ワイプ

WypAll® L10 ユーティリティーワイパー
商品番号 色 スタイル 枚数 サイズ

WIP5320 白 ポップアップ ワイプ125枚／箱
　18箱／ケース 幅 22.9cm x 長さ 26.7cm 

WypAll® L10 ユーティリティワイプ — 大容量・軽
作業用に作られています。

•   柑橘系ベースの組成で、油、塗料、タール、接着剤、インクなど
の汚れを除去し水を必要としません

•   肌に対する優しさを両立しています
•   素材は二重構造になっており、通常の用途には滑らかな面を、

強くこする場合には凹凸面を使用できます

 ウェットタイプの使い捨てワイプ — 二重構造
で柑橘系ベースのポップアップワイプです。

ピグ® ハンドアンドサーフィス ウェットワイプ
商品番号 色 スタイル 枚数 サイズ

WIP1300 マゼンタ ポップアップ ワイプ 30枚／箱 
6箱／ケース　 幅 25.4cm x 長さ 30.5cm

オリジナル商品

オリジナル商品
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GLS150GLS470

WPL588WPL587

GLV162

工場内での安全確保

安全器具

•   この経済的なメガネをまとめ買いして、来訪者や臨時従業員、
日々の使い捨ての業務用として提供することができます

•   光学的に補正された歪みのないレンズは、視界を損なうこと
はありません

•   ANSI Z87.1 産業安全性規格の「高衝撃」レベルに適合
•   グラスの重さは快適さを求めた30グラム未満
•   スタイリッシュなデザインは、男性にも女性にもご使用いただ

けます
•   クリアレンズは、室内作業に最適です

ミラージュ™ 保護メガネ — 手頃な価格のメガネ
ですが、信頼性の高い ANSI 規格（米国）に適合し
ています

ミラージュ™ 保護メガネ
商品番号 色 レンズ保護 入目

GLS470 クリア 耐衝撃性 各1つ

OTS® 眼鏡の上からでも着用できる保護メガネ — 
メガネの上にフィットして、あらゆる角度から目を
保護します。

OTS® 眼鏡の上に着用できる保護メガネ
商品番号 色 レンズ保護 入目

GLS150 クリアレンズ、 
ブラックフレーム

耐衝撃性があり、 
傷付きにくい 各1つ

•   規定の眼鏡の上からでも、裸眼でも快適にフィットするように
設計されています

•   サイドシールド付きシングルレンズ設計で、あらゆる角度から
目を保護します

•   コーティングされた 100% ポリカーボネートレンズは、引っ掻
き傷や衝撃に強く、 ANSI高速衝撃基準値を満たしています

•   軽量ナイロン製のツルは、調整してフィットできます
•   有害な 紫外線A波および紫外線B波から、99%保護します
•   クリアレンズは、室内作業に最適です

•   マスクは、より型崩れしにくい Moldex デュラメッシュシェル
を特徴とします

•   滑らかなソフトスパン製の裏地で、肌を刺激することなく耐久
性を向上

•   モールド加工されたノーズブリッジと自然な形状の面体が快
適性を高めます

•   研削、研磨、または掃引作業中の、埃の多い汚れた環境での
使用に最適です

•   NIOSH/MSHA は、最大10倍PEL のオイルフリー粒子エアロゾ
ルに対して 95% 以上の捕集効率があると認可しています

•   呼気弁により、呼吸がしやすくなります

Moldex N95 微粒子対応呼吸器 — マスクには通
気孔とネックコードがあり、利便性とパフォーマン
スを向上させます。

Moldex N95 微粒子呼吸器
商品番号 色 スタイル 入目

RSP491 青 使い捨て粉塵マスク 10枚 / 箱

呼気弁

SHOWA Nitri-Solve® ニトリル製手袋
商品番号 色 MIL ライニング 長さ サイズ 入目

WPL588 緑: 15 フロック 33cm 7 ～ 11 各1つ

WPL587 緑: 11 裏地なし 33cm 8 ～ 11 各1つ

SHOWA Nitri-Solve® ニトリル製手袋  —  薬品に長時間浸ったあとでも過酷
な化学薬品から手を保護します。
•   ニトリル素材は、 30％過酸化水素、エ

チレングリコール、ガソリン、ディーゼル
燃料など、多くの過酷な化学薬品に耐
えることができます

•   再使用可能で腫れや、劣化、手の炎症
や怪我をする恐れはありません

•   左手と右手の形成は、手の輪郭に合わ
せてカーブしているため、疲労を最小限
に抑えることができます

•   エンボス加工のテクスチャーで、濡れた
ものや油が付着したものを扱う際のグ
リップ力を強化しています

•   特別に長い袖が、手首から前腕部まで
保護します

•   漏洩対応、脱脂、溶剤洗浄、塗装、酸浸
漬、石油精製などに最適です

MAPA® TRILITES® トリプルポリマーグローブ
商品番号 色 スタイル MIL 階級 長さ サイズ 入目

GLV162 紫 パウダーフリー 6 産業用 25.4cm S - XL 100ペア／箱

MAPA® TRILITES ® トリプルポリマーグローブ  —  使い捨てグローブは 快適
性、耐久性、耐薬品性を兼ね備えています。
•   独自のポリマー製法により、天然ゴム、

ネオプレン、ニトリルを配合し、快適
性、耐久性、耐薬品性を実現しています

•   軽量のハロゲン仕上げにより柔軟性が
加わり、ラベルやテープが手袋に付着す
るのを防ぐのに役立ちます

•   指先には凹凸があり、濡れた物や油の
ついた物をしっかりと掴むことができ
ます

•   粉末とそれによる悪影響は全くありま
せん

•   ビーズが施された袖口は破れを防止し
ます

•   ラボでの作業、軽組み立て、部品の取
り扱い、メンテナンスに最適です
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FLM641

FLM538 FLM539

工場内での安全確保

工場内での安全確保

•   PVC スポンジベースにより、抗疲労性に優れています
•   液体の少ない場所で、交通量の多いエリアに最適です
•   視認性の高い黄色の縁取り付き黒と黒の色が選べます

産業用デッキプレート耐疲軽減マット — 乾いたエリアで PVC スポンジベースとデッキプレートビニー
ルの表面が快適性、耐久性、イメージアップを引き立たせます。

産業用デッキプレート疲労軽減マット
商品番号 色 サイズ

FLM447 黒色または黄色の
縁取り付き黒 幅 61cm x 長さ 91.4cm x 高さ 1.4cm 

滑り止めテープ — 安全な足元を確保しましょう。

ビニール製デッキプレートの表面が摩擦力
と耐久性を向上します

 粘着性ステップ® マット — 靴底に付いた汚れを剥ぎ落とし、足跡の付着を防ぎます。

ピグ® スティッキーステップ® マット
色の指定：  青色     灰色     白色

商品番号 サイズ 入目

MAT194 幅 45.7cm x 長さ 91.4cm 30シート/枚、4枚/箱
MAT195 幅 61cm x 長さ 91.4cm 30シート/枚、4枚/箱

•   高粘着性の使い捨てマットは、靴やタイヤから汚れや異物を
取り除き、オフィス内へのごみの侵入を防ぎます

•   使用済みのシートは、簡単に一枚ずつ剥がすことができます
•   各シートに番号札がついており残枚数がわかります
•   裏材は粘着性で床に固定します
•   ４ミリのポリエチレンシートは、非アレルギー性、無臭、非乾

燥性です

•   厚さ9.5mmのPVCスポンジベースのクッションが脚のストレス
と負担を軽減

•   ダイナシールドコーティングにより、耐久性、表面耐久性、およ
び耐薬品性が向上しています

•   丸い角と凹凸の表面でつまづきや滑りを防ぎます
•   目につきやすい黄色の両端ライン入りです

ぺブルステップソフトマット™ 疲労軽減マット — ダイナシールドコーティングにより、化学物質の飛沫
や水分の侵入を防ぎます。

ぺブルステップソフトトレッド™ 足腰疲労軽減マット
商品番号 色 サイズ

FLM126 黄色の縁取り付き黒 幅 61cm x 長さ 91.4cm x 高さ 9.5mm 

FLM127 黄色の縁取り付き黒 幅 91.4cm x 長さ 152.4cm x 高さ 9.5mm 

ペブルトップの表面がスリップを防ぎます

•   施設全体に安全な足場を確保するための滑り止めの面を作る
のに役立てます

•   砂粒は２液性エポキシ樹脂で構成され耐久性があります
•   油、水との接触や、激しい往来にも耐えられます
•   接着剤の初期の粘着力が低いため、簡単に再配置できます
•   テープを剥がしたときに残留物が残りません
•   必要な長さにカットし、保護テープを剥がして貼るだけです

スリップ防止テープ
商品番号 色 サイズ

FLM641 黒色　黄色　ハザード 幅 10.2cm x 長さ 19m 

パフォーマ モジュラー疲労軽減マット
商品番号 色 サイズ

FLM538 非砂粒面 幅 91.4cm x 長さ 91.4cm x 高さ 1.6cm 
FLM539 砂粒の面 幅 91.4cm x 長さ 91.4cm x 高さ 1.6cm

パフォーマ モジュラー疲労軽減マット — 滑り止め、ニトリル / SBR 構造に
より、優れた排水性を実現します。
•   分厚いニトリル／ＳＢＲ 構造により、快適性と生産性が向上

し、足、脚、背中の疲労を軽減します
•   マットに穴が開いているため、排液が可能で、マットの表面を

乾燥状態を保つことができます
•   内蔵コネクタにより、セクションを組み合わせることができま

す
•   耐グリースマットは、金属加工、食品加工、キッチンなどに最適

です
•   砂粒の面（FLM539）で、摩擦力を向上
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WTR015 / WTR016

WTR013 / WTR014

WTR011 / WTR012

WTR009 / WTR010

WTR010

BOM100

PLR204

PLR204

PLR212

3.5cm – PLR212 6cm – PLR204

PLR212

6cm

PLR230

新製品!

漏洩対応キット

漏液防止

スーパースワンプブーム
商品番号 サイズ

BOM100 横8m x 高さ25.4cm
BOM101 直径15m x 高さ25.4cm
BOM102 直径30m x 高さ25.4cm

スーパースワンプブーム — 非吸収性のフローティングブームは水面の油とがれきを沼地や浅瀬で
それ以上の拡散を防ぎます。

•   ポリエチレン製の浮揚発砲スチロール部
分は、水面のオイルやがれきを囲い込み
ます

•   裾状の防壁で汚染物質が水中に入り込
むのを防ぎます

•   亜鉛メッキ鋼のチェーンで重さと硬さを
加えています

•   屋外での使用を考慮し、ビニール被膜の
ポリエステルは高い耐久性と耐ＵＶ性を
持ちます

•   ハンドル / アンカーポイントにより、船、
トレーラー、ドック、海岸から1人でも簡
単に展開できます

ピグ® クイックダムサンドバック
商品番号 サイズ 入目 最大吸収量

WTR009 幅 38.1cm x 長さ 66cm x 高さ6.4mm 10袋 15.1L/袋
WTR010 幅 38.1cm x 長さ 66cm x 高さ6.4mm 36袋 15.1L/袋

ピグ® クイックダムサンドバック
商品番号 サイズ 入目 最大吸収量

WTR011 幅 24.1cm x 長さ 152.4cm x 高さ 6.4mm 4袋 16.1L/袋
WTR012 幅 24.1cm x 長さ 152.4cm x 高さ 6.4mm 16袋 16.1L/袋
WTR013 幅 24.1cm x 長さ 3m x 高さ 6.4mm 2袋 32.2L/袋
WTR014 幅 24.1cm x 長さ 3m x 高さ 6.4mm 8袋 32.2L/袋
WTR015 幅 24.1cm x 長さ 5m x 高さ 6.4mm 1袋 54.8L/袋
WTR016 幅 24.1cm x 長さ 5m x 高さ 6.4mm 5袋 54.8L/袋

水面上10cm

水面下15.2cm
丸形発泡イ
ンサート

海上仕様のアルミ製ス
ライドコネクターと留
め具が付いていますの
で、接続としても弱くな
らずしっかりと連結す
ることができます

 クイックダムサンドバック — 従来の土嚢に代わるスマートな方法で 
溢れた水をせき止め、素早く保護します。

•   水に触れると膨張して固体化する超吸収
性ポリマーが含まれています

•   土嚢の代替品として軽量でコンパクト
で、膨らむ前の取り扱いが簡単です。水
が流れ込むところに、洪水の発生しやす
い場所に置いてください

•   砂を使用しない方法として土嚢に18.1kg
の砂を充填するなどの面倒な作業から
解放します

•   水土嚢は４ 列まで積み重ねることがで
きます。ピラミッド型の配置を使ってより
高い擁壁を作ることができます

•   水土嚢は玄関の入口とドックドアの前で
水を遮断するように設計されています。
ウェッジ設計により、袋の転がりを防ぎ
ます。長さ152.4cm、長さ3m、長さ5mか
ら選択します

注記：塩水には使用できません

水を吸収した袋 は
それぞれ最大14.5kg
まで膨らみます 。

膨らむ前の袋は取り
扱い が簡単です。

塩水に関する注意：塩水の氾濫には使用できません。

 スピルブロッカーダイク — メンテナンス中の流出物の拡散、 
機械からの油漏れに対応します

ピグ® スピルブロッカー® ダイク
PLR204の色をご指定ください。   黒色     黄色

商品番号 サイズ 色 入目

PLR204 幅 10cm x 長さ 3m x 高さ 6cm 黒　黄色 1個/箱
PLR212 幅 6cm x 長さ 3m x 高さ 3.6cm 黄色 1個/箱

*= 新製品
*

特許 5,236,281

注記： ソフトウレタンの性質により、これらの製品の物理的特性上、温度、湿度、紫外線
などの特定の環境条件に長時間さらされると、影響を受ける場合があります。使用期限のめ
やすは約５年です。緊急時に支障がないよう、定期的な製品チェックを行ってください。一
時的な使用に限ります。使用するごとに回収し、きれいにした後、適切に保管してくださ
い。 長期間放置したり、ダイクの上に車を乗り上げないでください。

繰り返し使えます!

•    独自開発により破れにくく、粘着性のある最下層は、滑らかな
面にしっかりと密着します

•   再利用可能なダイクは柔軟性が高く、流出物に合わせて形を
変えることができます。液体を吸収せずに閉じ込めて、方向を
変えることで、清掃がより簡単になります。

•   ポリウレタン素材は水、油、および多くの化学薬品に対して耐
久性があり、石鹸と水で簡単に洗浄できます

•   視認性に優れたカラーが漏れに注意を引き付け、安全性を向
上します

•   PLR212にはインターロック式のエンドジョイントが内蔵されて
おり、追加の部品を使用することなく必要な数のセクションを
結合できます

オリジナル商品

 スピルブロッカー ラフサーフェスダイク — 面の粗いセメントや舗装路面の流出物が、ダイクの
下に染みだすのを防ぎます。

オリジナル商品

繰り返し使えます!
5年間保証

•   独自開発により破れにくく、粗い面にもしっかりと密着するよ
うに高粘着性の最下層を有しています

•   最下層が表面の亀裂に「浸透」するように特別に設計されて
います。アスファルト用の当社の最適な遮断材です

•   6cm の高さがあり小規模な液体流出への対応に最適です

表面の亀裂に「浸透」して、密閉性を
形成します。

ピグ® スピルブロッカー® ラフサーフェスダイク
商品番号 サイズ 色 入目

PLR230 幅5cm x 長さ3m x 高さ6cm 黄色 1個/箱
注記： ソフトウレタンの性質により、これらの製品の物理的特性上、温度、湿度、紫外線
などの特定の環境条件に長時間さらされると、影響を受ける場合があります。使用期限のめ
やすは約５年です。緊急時に支障がないよう、定期的な製品チェックを行ってください。
一時的な使用に限ります。使用するごとに回収し、きれいにした後、適切に保管してくださ
い。 長期間放置したり、ダイクの上に車を乗り上げないでください。
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PTY201

 10cm

PLR210

PTY224-109

新製品!

漏洩対策キット

材料の取扱い

ピグ™ 多目的用エポキシ樹脂パテ
商品番号 サイズ 入目

PTY201 長さ17.8cm 12本/箱

 エポキシパテ — 最高品質の樹脂接着剤は接着力がいつまでも続き修理に最適です。 素早く修復！

 円錐形ドレインプラグ — 長水路およびトレンチ型の排水溝への流出路を塞ぐのに最適です。

ピグ 円錐形ドレインプラグ
商品番号 サイズ 入目

PLR210 外径 直径 10cm x 高さ 14.6cm 各1つ

•   耐久性に優れたポリウレタンプラグは簡単に薬剤の流出を防
ぎます

•   ドレンにプラグを差し込むだけ
•   設置されたプラグは、床の格子の下に収まるのに十分な薄型

です
•   ハンドツールで簡単に取り外すことができます
•   直径 5cm ～ 15.2cmの円錐ドレインプラグをご用意していま

す

ドレーンプラグは、
ドレーンカバーの
下にぴったり収ま
ります。

 パイプラップ — 破損、腐食、漏れのあるパイプをすばやく簡単に補修します。

ピグ® パイプラップ
商品番号 使用 入目

PTY224-109 直径5cmまでの非加圧パイプ用 3本/箱

注記： ソフトウレタンの性質により、これらの製品の物理的特性上、温度、湿度、紫外線などの特定の環境条件に長時間さらされ
ると、影響を受ける場合があります。 使用期限の目安は約5年です。 使用可能な状態であることを確認するため、定期的に保管品
の検査を行ってください。

•  樹脂のしみこんだ本製品を6秒間水に浸すだけでご使用いた
だけます

•  80 °C までの耐熱性。最大空気圧200psi
•  鉄、銅、 PVC 、アルミニウム、亜鉛メッキ、ガラス加工の配管

に対応

•   最高品質のエポキシ樹脂を使用して作られています     
•   便利な計量済みのエポキシ樹脂のパテには、  

1本のチューブにA材B材が入っています。 
一緒に練り合わせると数分でエポキシ樹脂 
がすぐに使用できます

•   数分でコンクリートを数分で硬化し、1時間で掘削、 
タッピング、サンディング、塗装を行うことができます

•   あらゆるツールボックスや応答キットに優れた機能を追加して
います

•   構造的な補修を目的としたものではありません
•   スチール、石材、およびほとんどのプラスチックに接着します
•   作業時間は３～５分です

パート B

パート A

 バープレスポリ製ドラム缶用ファンネル — 充填過剰防止の発音機能を内蔵しており、速く充填でき、
吹きこぼれや跳ね返りがありません！

ピグ® バープレス® ポリ製ドラム缶ファンネル
次の色からご指定ください：   黒色   赤色   黄色

商品番号 適用対象 サイズ

DRM1680 115ℓおよび 210ℓ スチール製お
よびポリ製ドラム缶、5cmBSP付き 外径 直径 34cm x 高さ 33cm 

注記：引火点60.5℃未満の可燃物とは併用できません。 特許 5,676,185 / 5,402,835

過充填防止機能
は、注入を停止す
る遮断弁として機
能します。

 ラッチ固定式ドラムの蓋（可溶栓付き） — 55ガロンのスチール製ドラムに可燃性物質を安全に
収容し保管することができます。

ピグ™ ラッチ固定式ドラムの蓋（可溶栓付き）
商品番号 適用対象 サイズ

DRM1065 210リットル オープンヘッ
ドスチール製ドラム缶

幅 59.1cm x 長さ 67.9cm x 
高さ 11.1cm 

•   火災の際は、ナイロンプラグが溶けて圧力を逃がし、ドラム缶の
二次災害を防ぎます

•   使用済みウエスや吸収剤などの、可燃性固体の安全な保管に最
適です

•   ハンドルは片手で簡単に開け閉めが可能です
•   ニトリル製ガスケットおよびロック機構により、蓋がしっかりと密

閉し、蒸気の排出を減らします
•   ヒンジによって、漏斗の蓋を開いたときに垂直に保つことができ

ます
•   耐久性に優れ、耐薬品性の粉体塗装により、長い耐用年数を実現
•   ロック可能な掛け金は、不正アクセスを防止します

•   吹きこぼれのない設計で、注入中に通気性を確保し、素早く
スムーズな流れを実現し、危険な跳ね返りを防ぎます

•   1.9ｃｍの栓から漏れずに注げます
•   厚壁で100％ポリエチレン構造で、紫外線、錆、腐食、および

ほとんどの化学物質に対して耐久性があります
•   混入を防止します、特定作業者のみ使用できます
•   複数のふたのカラーオプションにより、ドラムを分別します
•   取り付けた蝶番式のふたは、ファンネルから紛失したり外れ

たりすることはありません
•   ネジ付きの真鍮製ネック部は、 115リットルおよび210リット

ルのスチール製ドラム缶とポリ製ドラム缶の5ｃｍNPT栓の開
口部に適合します

 バープレススチールドラム缶用ファンネル — 素早く、飛散せずに、片手でアクセスできます。

ピグ® バープレス® スチール製ドラム缶用ファンネル
次の色からご指定ください：   黒色   赤色   黄色

商品番号 適用対象 サイズ

DRM1125 115および210リットル スチール
製ドラム缶、2インチBSP付き

幅 29cm x 長さ 38cm x 
高さ 33cm 

特許 5,676,185 / 5,402,835

•   吹きこぼれのない設計で、注入中に通気性を確保し、素早く
スムーズな流れを実現し、危険な跳ね返りを防ぎます

•   独自のラッチハンドル設計により、片手で簡単に開閉できます
•   ニトリル製ガスケットおよびロック機構は、蓋をしっかりと密閉

し、蒸気の排出を低減します
•   NPT/BSP ネジは、標準の5cmの栓口に適合します
•   盗難を防止するため、掛け金には南京錠をかけることができま

す（鍵は付属していません）
•   耐久性に優れた粉体塗装仕上げで、欠けにくくなっています
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DRM672
DRM299

DRM369 DRM371 DRM484

DRM484

DRM369

DRM371

PAK372PAK371

DRM611

DRM299

DRM245

DRM317

DRM672

ファンネル・トレイ

コンテイメント

 ユニバーサルポリドラムファンネル（蝶番式のふた付き） — 大口径ファンネルがドラ
ム上部全体をカバーし、クリーンで簡単なドレーン排出と注入を実現します。

限定商品！

ピグ® ユニバーサルポリ製ドラム缶ファンネル（蝶番式のふた付き）
次の蓋の色からご指定ください：   黒色   赤色   黄色

商品番号 説明 サイズ

DRM672 蝶番式のふたが付いた漏斗 直径 73.7cm x 高さ 27.9cm  

腐食性液体用ポップアップ式ドラム缶ゲージ
商品番号 適用対象 サイズ

DRM245 115、210Ｌドラム缶用（直径1.9ｃｍの栓） 長さ13cm 

DRM317 115Ｌ、210Ｌドラム缶用（直径1.9ｃｍの栓）長さ13cm 

注記： 本製品を可燃性液体とともに使用する場合は、可燃性液体の保管および取り扱いに関する規制、および本
用途の安全性、特に可燃性蒸気、静電放電、および熱源を考慮してください。 

•   ドラム上部全体をカバーして、滴下や流出を最小限に抑えます
•   液体レベルゲージを使用するのに1.9ｃｍの栓にアクセスが可

能です
•   耐久性に優れたポリプロピレン製の２重構造ファンネルで、紫

外線に強く、さびや腐食の心配がありません
•   底面は平らですので、容器が傾きません
•   ジグザク突起で液体の飛散を防止します。また、部品や工具を

誤ってドラム缶の中に落とすことはありません
•   10cmの側面で跳ね返りを防ぎます
•   フタがファンネルに留められており、「ヒンジ」の役目をしま

す。素早く簡単にアクセルでき、汚れや不純物の混入を防ぎ、フ
タをなくしたり置き忘れる心配がありません

•   ３色のカラーオプションにより、ドラムを分別して安全に保管
できます

•   10ℓのタイトヘッドスチールまたはポリ製ドラム缶に適合。さま
ざまなサイズを揃えておく必要はありません

Ｕ字型のデザインポッ
プアップドラムゲージ
(DRM245及びDRM317)
を使用してオーバーフ
ローを防止できます。

*= 新製品
*

黒 黄色

ドラムウェッジ — 耐久性のあるウェッジにより、ド
ラムから液体を残らず汲み上げることができます。
•   ドラム内の残留液を減らし、産廃費用の削減につながります
•   ドラム缶の下に設置します
•   耐久性に優れ、火花の出ない100％再生ポリエチレン製
•   高価な薬品での使用に最適

ドラム傾け台
商品番号 適用対象 サイズ

DRM299 210ℓと115ℓのドラム缶 幅 24.4cm x 長さ 30.5cm x 高さ 14.3cm

100％リサイク
ルポリエチレン
製です

 ドラムスピルトレイ — 容量２１０ℓまでのドラム缶に対応し、垂れ落ちや液体漏れを
受け止めます。
•   床を汚す原因となる滴下、漏れ、流出を受け止めます
•   トレイはからの場合は８３リットル、２１０リットルのドラム缶

を置いた場合は５８リットルを保持します
•   八角形のデザインで、ドラム缶との間のスペースを取りませ

ん。
•   丈夫な、軽量ポリエステル製のトレイはさびたり腐食したりし

ません
•   溜まった液体をドレンから抜くことが出来ます。

ピグ® ドラムスピルトレイ
商品番号 説明

液溜め
の容量

サイズ

DRM369 トレイのみ 83L 幅 82cm x 長さ 82cm x 高さ 21cm 

DRM371 格子付きトレイ 79L 幅 82cm x 長さ 82cm x 高さ 21cm 

DRM484 ドラムスピルトレイ
キャスター    – 高さ15cm x 直径 72cm

注記： 本製品を可燃性液体とともに使用する場合は、可燃性液体の保管および取り扱いに関する規制、および本
用途の安全性、特に可燃性蒸気、静電放電、および熱源を考慮してください。

DRM371 にはポリエ
チレン製の格子が含
まれます

 ミニドリップデッキ — 容器からの液体漏れ、
垂れ落ち、ひび割れが発生しても、液体を床に寄せ
付けません。
•   耐薬品性のポリエチレンで、錆びたり腐食したりしません
•   半透明の側面で、内容量が一目でわかります
•   コンパクトサイズですので、テーブル、カウンター、作業台の上で

使用できます
•   注ぎ口があり溜まった液体を簡単に処理できます

ピグ® ミニドリップデッキ
商品番号 液溜めの容量 サイズ

PAK371 5.6L 幅 30.5cm x 長さ 43cm x 高さ10cm 

PAK372 11.3L 幅 43cm x 長さ 53cm x 高さ11cm 

注記： 本製品を可燃性液体とともに使用する場合は、可燃性液体の保管および取り扱いに関する規制、および本
用途の安全性、特に可燃性蒸気、静電放電、および熱源を考慮してください。

*= 新製品

*

 ユニバーサル ドラム缶用ファンネル — ドラ
ム缶の上部を覆い、排出や注入を清潔かつ簡単に
します。
•   耐久性に優れたポリプロピレン製の２重構造ファンネルで、紫

外線に強く、さびや腐食の心配がありません
•   底面は平らですので、容器が傾きません
•   ジグザグ突起で液体の飛散を防止します。また部品や工具を

誤ってドラム缶の中に落とすことがありません

ピグ® ユニバーサル ドラム缶用ファンネル
次の色からご指定ください：   黒色   赤色 

商品番号 説明 サイズ

DRM611 ファンネル 外径 直径　縦 63.5cm x 高さ 14.9cm
注記： 引火点６０．５℃未満の可燃物とは併用できません。
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PAK527

PAK565

PAK566

PAK604

PAK210 PAK734

デッキはバッテリーの保管に最適です。

コンテイメント

コンテイメント

 ポリドリップデッキ — 薄型デッキは、出し入れが容易で
す。

ピグ® ポリドリップデッキ
商品番号 ドラム缶 耐荷重量 液体溜

め容量 サイズ

PAK527 １ドラム缶用 680kg 42L 幅 66cm x 長さ 66cm x 高さ 15cm 

PAK565 ２ドラム缶用 1,360kg 83L 幅 66cm x 長さ 132cm x 高さ 15cm 

PAK566 ４ドラム缶用 2,722kg 167L 幅 132cm x 長さ 132cm x 高さ 15cm 
注記： 本製品を可燃性液体とともに使用する場合は、可燃性液体の保管および取り扱いに関する規制、および本
用途の安全性、特に可燃性蒸気、静電放電、および熱源を考慮してください。 

オリジナル商品

ピグ® ポリローディングランプ
商品番号 適用対象 耐荷重量 サイズ

PAK726 高さ 15cmデッキ 272kg 幅 85cm x 長さ 61cm x 高さ 15cm 

ピグ® スチールローディングランプ
商品番号 適用対象 耐荷重量 サイズ

PAK538 高さ11～15cm用のデッキ 454kg 幅 75cm x 長さ 97cm 

 ドラム缶2本用ヘビーデューティパレット — 市場で最も強力なパレットは、曲がり
や歪みの心配がありません。

ピグ® ヘビーデューティパレット（ドラム缶２本用）
商品番号 耐荷重量 液体溜め容量 サイズ

PAK604 2,041kg 250L 幅 102cm x 長さ 168cm x 高さ 22cm 
注記： 本製品を可燃性液体とともに使用する場合は、可燃性液体の保管および取り扱いに関する規制、および本
用途の安全性、特に可燃性蒸気、静電放電、および熱源を考慮してください。 

•  重量のある構造用格子は、市場で最も頑丈です。負荷によって
曲がったり、反ったり、壊れたりすることはありません

•  比重の高い液体をスチールやポリ製の208Lドラム缶へ保管す
るのに最適です

•  完全に充填されたドラム缶を乗せた状態でパレットを移動でき
ます

•  薄型のためポンプや漏斗へのアクセスが容易です。薄型であり
ながら滑り止めの格子により、スリップや落下を低減する抵抗
力を加えます

•  ２方向からフォークリフトで持ち上げることができます

オリジナル商品

オリジナル商品

ピグ® ポリ製ローディングランプ
商品番号 適用対象 耐荷重量 サイズ

PAK734 高さ25cm用
のパレット 317.5kg 幅 72cm x 長さ 120cm x 高さ 25cm 

ピグ® 4 ドラムポリ製スピルコンテイメントパレット
商品番号 耐荷重量 液体溜め容量 サイズ

PAK210 2,722kg 250L 幅 130cm x 長さ 130cm x 高さ 25cm 

 4ドラムポリ製スピルコンテイメントパレット — 日々の保管に最も強力なパレット
です。
     •  高い耐久力を持つ本製品で必要以上の予備を無くし、経費の削

減ができます。
•  紫外線抑制剤を使用した100%ポリエチレンは、耐候性やほとん

どの化学物質に対して耐久性があります
•    4 ドラム缶用パレット（PAK210）は、25cmの低さで、積込みと積

降ろしが容易です。リサイクルポリエチレンで製造されています

注記：本製品を可燃性液体とともに使用する場合は、可燃性液体の保管および取り扱いに関する規制、および本用
途の安全性、特に可燃性蒸気、静電放電、および熱源を考慮してください。 
注記： 移動する前に、パレットからすべてのドラムとコンテナを取り出します。

ローディングランプ
PAK734を用いて
PAK210にドラムを積み
込みます。

•  最も強力なドリップデッキは折れ曲がったりすることはありま
せん。 永久保証。

•  デッキ高は15ｃｍと低く、ドラム缶の積み下ろしが楽に行えま
す。また、ドラム缶の上部にも簡単に手が届きます

•  一体成形液溜めが液体漏れや垂れ落ちを受け止め、保管場所
を清潔かつ安全に保ちます

•  低密度ポリエチレン構造で、紫外線、錆、腐食、およびほとんど
の化学物質に対して耐久性があります

•  格子の表面は滑り止め加工を施しているためスリップ事故の
危険性を最小限に抑え、また積載したドラム缶がズレ動くのを
防ぎます

•  半透明の白色は、液体量を簡単にチェックする事ができます
•  工場の最大容量を確実に確保できるように、毎月、ポリデッキ

の耐荷重量のテストを行っています

•   ポリ製ランプ（PAK726）は容易に取扱いすることができ、低
価格商品です

•   スチール製ランプ（PAK538）はより重いドラムに対応します

ランプを付けると、ドラム缶の荷下ろしが容易に
なります。

PAK538
スチール製ランプ

PAK726
ポリ製ランプ
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ピグ®は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。

■北日本支店／仙台営業所
〒984-0002　仙台市若林区卸町東3-4-8
TEL（022）287-5520
札幌営業所
〒063-0836　札幌市西区発寒16条13-5-1
TEL（011）668-6222
盛岡営業所
〒028-3621　岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第三地割４２４
TEL（019）613-2750
郡山営業所
〒963-1306　郡山市上伊豆島1-3
TEL（024）954-9505
新潟営業所
〒950-0813　新潟市東区大形本町6-8-10
TEL（025）273-6277
■東日本支店／千葉営業所
〒261-0002　千葉県千葉市美浜区新港32番27号
TEL（043）216-3065
東京事務所
〒103-0025　東京都中央区日本橋茅場町3-12-9 NIビル6階
TEL（03）6280-5370
西東京営業所
〒187-0032　東京都小平市小川町2-1128-5
TEL（042）341-9686
神奈川営業所
〒243-0205　神奈川県厚木市棚沢187-1
TEL（0462）91-1271
埼玉営業所
〒337-0016　埼玉県さいたま市見沼区東門前305-3
TEL（048）683-4435
北関東営業所
〒370-1135　群馬県佐波郡玉村町板井字八反田145-1
TEL（0270）65-0805
■中部支店／名古屋営業所
〒485-0012　愛知県小牧市小牧原新田1371
TEL（0568）76-8580
豊橋営業所
〒440-0013　愛知県豊橋市西小鷹野4-14-6
TEL（0532）69-5700
静岡営業所
〒426-0002　静岡県藤枝市横内2092
TEL（054）643-8921
北陸営業所
〒939-1346　富山県砺波市狐島329-12
TEL（0763）33-7250
■大阪支店
〒550-0015　大阪市西区南堀江4-25-15
TEL（06）6539-3432

京滋営業所
〒520-3203　滋賀県湖南市日枝町1-19
TEL（0748）75-8611
大阪営業所
〒581-0039　八尾市太田新町8丁目-88
TEL（072）920-2711
神戸営業所
〒653-0033　神戸市長田区苅藻島町2-3-21
TEL（078）671-6554
■中国支店
〒700-0983　岡山市北区東島田町2-6-15
TEL（086）225-4781
倉敷営業所
〒710-0023　岡山県倉敷市帯高大角3-3
TEL（086）420-1012
四国営業所
〒769-0208　香川県綾歌郡宇多津町浜８番丁132-6
TEL（0877）49-9414
広島営業所
〒733-0024　広島市西区福島町2-13-8
TEL（082）292-3480
■九州支店
〒802-0064　北九州市小倉北区片野4-5-3
TEL（093）941-2511
八幡営業所
〒806-0047　北九州市八幡西区鷹の巣3-10-38
TEL（093）641-2156
福岡営業所
〒839-0863　福岡県久留米市国分町西原1540
TEL（0942）21-8613
熊本営業所
〒869-1236　熊本県菊池郡大津町大字
杉水字西上原1188-8
TEL（096）293-7120
長崎営業所
〒854-0065　
長崎県諫早市津久葉町5-117  日米ガス機器㈱長崎支店内
TEL（0957）26-2366
■鹿児島支店
〒890-0073　鹿児島市宇宿2-1-8
TEL（099）285-2121
沖縄営業所
〒904-2142　沖縄県沖縄市登川3232-6
TEL（098）929-1208

エコロジーサービスネットワーク
http://www.nichibeikoyu.co.jp/
本社
〒550-0015　大阪市西区南堀江4-25-15
TEL.(06)6538-7071
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