
業務用床洗浄機

軽い操舵性
高効率の洗浄性
確実な操作性

従来機種から大幅な機能UPを実現しました。
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操作パネルもデザイン一新

汚水回収の性能を向上。新しい床材対応への対応も実現

Hand-type automatic washing machine

洗浄後の汚水を回収するスキージには、従来の弓形を更に進化
させた「V 型スキージ」を採用。防滑床での残水量は、従来機
と比べ約30％低減し、タイル目地内での残水量は約50％低減
を実現。作業者の転倒事故、軽減にも繋がる進化です。

従来型節水型

従来の回転数では洗浄水は遠心力で
飛散するため、最適なパッドへの
保水量を確保できませんでした。

最適な回転数により、洗浄水の飛散を
抑えることで散水量の節水を可能にし
ながら高い洗浄性を実現！！

プロ
本ラインナップでも全機種に標準装備

パッド交換は前方からの操作で簡単。

最適化でさらに節水

EG 専用 (ECO) パッドで・・・

メンテナンス性
パッドモーターの回転数を最適化することにより、洗浄時に遠心力
で飛散する水を抑制します。パッド回転数と EG(ECO) パッドの相乗
効果で洗浄散水量を約 30％軽減。モーター回転数変更による洗浄力
の低下は無く、従来機と同等の洗浄力を維持しています。

バッテリーはセル毎にキャップがあり、1箇所ずつ開閉を繰り返して
補水する必要があります。アクアプロは、専用ポンプを接続して押す
だけで全てのセルに一度に補水することが可能です。全てのセルが
満水になると専用ポンプが押せなくなるので、どなたでも安全・確実
な補水が可能です。

パッド・ブラシ交換が、より『簡単』で『確実』に行えます。
前方取付けになったことにより、作業効率が向上。労力の低減にも繋
がります。

❶パッド台を外す ❷前方に引き出します ❸新しいパッドを差し込む

作業時間
約5分

作業時間
約30分

アクアプロ使用時従来通り

EG専用(ECO）パッドは節水と洗浄性能を飛躍的に改善
できました。

従来パッドの場合、水がパッドの上面を流れるため洗浄面
以外からも遠心力により、洗浄水が流れてしまう。

EG専用(ECO）パッド従来パッド

EG 専用 (ECO) パッドは、洗浄面以外のパッドから外周に水が飛散してしまう課題が解決できました。

近年多様化する床にも満足できる汚水回収性能を追求。
シール性向上と目地跳ね防止性の両立を実現。

「新設計V字スキージ」
V字形状により、汚水を1箇所に集約でき、吸水効率を向上。

スキージ幅を短く
（当社比 4cm）

汚水垂れ
への配慮

洗浄水

30%軽減

操作パネルは、よく使うボタンの大きさや色を工夫し、わかりやす
さを追求するとともに、洗浄作業の「パッド圧」「水量」「吸引力」
の組み合わせを 3 パターンまで記憶できる機能を搭載し、よく使う
機能が、ボタンひとつで切り替えられるようになり、作業のマニュ
アル化（均一化）も実現します。

安心・確実が実感できるクリック感

エンボス加工を施したスイッチ。
表面を立体的に浮き上がらせることで、
触覚で位置を感じられます。使う人に親
切な設計です。
全機種に標準装着しました。

※）Z1はパネル表示と機能が異なります。

❶気になるときにサッと ❷毎日行う日常モード ❸週末のしっかりモード

洗浄モード選択
例えば、1週間の清掃パターンとスポット洗浄を予め記憶してパターン化すると・・・

※）Z1は非対応です。

専用パッドを使用すると下図のよう
に洗浄面だけに効果的に給水でき、
節水性能が向上します。

EG専用(ECO）パッド従来パッド

=

「Sトラップ管パイピング」
新設計の『Sトラップ管』形状のパイプ設計にする
ことで汚水の逆流・液だれを軽減します。

目地内残水

50%軽減
防滑面

60%軽減



軽い操舵性・高効率の洗浄性・確実な操作性・・・
従来機種から大幅な機能UPを実現しました。

先端まで洗浄ブラシが届く

軽～い操作感・操舵性

安全を考慮したラウンドトップデザイン

始動力
50%軽減

操作力
50%軽減

旋回力
40%軽減

EG シリーズのスタンダード
17inch モデル。
ECO機能も満載。

EGシリーズの 20inch モデル。
ECO機能も満載。
W508mmの上位機種。

洗浄パッドをフロント最前部へ移動したことにより
進行方向の先端まで効率よく洗浄することを可能としました。

手押し式では最も重要な「軽い操作」を
実現しました。
始動抵抗を従来機の約50％に抑え、
当社製品では、最も軽く動かせる
洗浄機です。

パッド・ブラシを最前部にレイアウトし、ボディーになだらかな傾斜をか
けた曲面形状を採用しました。前方と側面の視認性が向上し、「壁を傷つ
けることなく、できるだけ隅まで洗浄したい」というご要望にお応えする
安全な運転が行なえます。

パッドカバー右前方にガイドローラーを配し、
壁面を傷つけないような配慮も標準装備。

洗浄パッド位置

634mm

EG ／ Z1 シリーズ

742mm

旧 i シリーズ

〈身長 155cmの作業者の場合〉

壁面と本体、両方を安全に保つ設計作業前方の視界が良好な本体

作業者さんの声を一番に反映しました

美しいデザインには理由があります

※塗り床、従来パッド・パッド圧『強』
※EGシリーズの場合

洗浄パッド位置
旧 i シリーズ



■ 外観

● コンパクトボディー
● 1,200㎡/h
● 2000 回転/分

詳しくは専用カタログをご用意しております。別途、担当者にお申し付けください。

※1交換パッド、ブラシは用途に合わせて複数の種類を
　　ご用意しておりますので、お問い合わせください。
※ 交換部品は、純正品をご使用ください。
　 純正品のお求めは購入店までお問い合わせください。

関連商品　タイルカーペット専用スイーパー

主な消耗品・交換部品

※１ 連続使用時間は、パッド・床・加圧の条件、バッテリーの放電状態および
　　劣化状態、周囲温度など環境により異なります。
※２ 充電時間は、バッテリーの放電状態、周囲温度によって異なります。

※標準付属品はパッド台です。パッド・ブラシは別売品です。

項目
入力
出力

充電時間

内蔵充電器
）A5 XAM（ Ｗ033 ｚＨ06/05 V001CA

DC24V 9A
約9時間※2

交換パーツ
ブレードF
ブレードR

専用(ECO)赤パッド※1

従来 赤パッド※1

専用ブラシ(♯240）※1

型番
HFU-3850
HFU-3851

HFU-202400／HFV-202400
HAL-700800／HEE-801500
HFU-205050／HFV-205050

対応機種

EG1・Z1／ EG2
EG1・Z1／ EG2
EG1・Z1／ EG2

■ 仕様
項目
清掃幅
スキージ幅
洗浄能力

洗浄タンク容量
汚水タンク容量
ブラシ／パッド径
ブラシ／パッド回転数

走行方式
バッテリー
連続稼動時間
パッドモーター
ブロワーモーター
大きさＷ×Ｌ×Ｈ

質量
使用環境温度

TBY-EG1
432mm

最大860㎡/h（2km/h）

432mm（17インチ）

493 × 1126 × 923ｍｍ
122Kg（バッテリー含む）

TBY-Z1
432mm

最大860㎡/h（2km/h）

432mm（17インチ）

493 × 1126 × 923ｍｍ
120Kg（バッテリー含む）

780mm

有効容量33ℓ
有効容量33ℓ

120min-1

手動歩行式
DC12V 65Ah × 2個

約２時間※1

400W
380W

TBY-EG2
508mm

最大1000㎡/h（2km/h）

508mm（20インチ）

536 × 1165 × 923ｍｍ
123Kg（バッテリー含む）

0～40℃凍結および結露なきこと

正面

W

H

側面

TBY EG1-

L

清掃幅、多機能版 ～ ベーシックタイプまで、3 バリエーションをご用意いたしました。
シリーズ構成の中で、用途・使用場所によりお選びいただけます。

Hand-type automatic washing machine

交換用ブレードF 交換用ブレードR

EG専用(ECO）パッド 専用ブラシ従来パッド

EG1・EG2・Z1共通

●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、仕様およ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合せ、ご相談はお買もとめの販売店まで。

ご注意
フロアの材質、表面処理、また塗布されているワックスの種類によって、洗浄の
効果が得られない場合があります。
ご購入の前に販売店にお気軽にご相談ください。 ・ご使用にあたっては必ず取扱説明書をよく読み、操作方法をよく理解した上で正しくご使用ください。使用方法を誤ると、床材

  建物および什器などに損害を与えたり、火災・爆発のおそれや身体にけがを負うおそれがあります。

バッテリーに関する注意事項
・本製品にはバッテリーが装備されています。ご使用の際は、取扱説明書をよく読んだ上で正しくご使用ください。

その他の注意事項
・バッテリー交換の際は純正バッテリーをご使用ください。　
 純正品以外を使用すると故障や、バッテリーの性能や寿命を低下させる原因となります。

17inch ベーシック版 型式

パッド/ブラシ部 昇降

パッド台/ブラシ 着脱

操作パネル

洗浄モード

パッド/ブラシ圧 調節

パッド/ブラシ圧

水量の調整

吸引力の調整

TBT-Z1

ペダル式

ペダル式

LED

ー

ー

固定15kg

ボールバルブ式

ー

TBT-EG1／ EG2

自動

自動

液晶

3モードメモリー

3段階（自動調圧）

最大40kg

ポンプ制御式5段

3段階

操作パネル（TBY-Z1）

ベーシックな
機能のみ効率
的に配した操
作パネル。

操作感の分か
るエンボス加
工はZ1にも
踏襲されてい
ます。

パワーメーター

パッド 散水 吸引

液補充

赤点灯 -

緑点灯 -

緑点滅 -

充電中

補充電中

充電完了

Hand-type automatic washing machine

充電 補充電 TBY-Z1

TBY-EG1/EG2
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