
油脂分解型洗浄・脱脂・生分解・排水環境浄化・除菌

エクセレント・リムーバー

家庭から重工業・産業にまで幅広い用途

株式会社リノス・インターナショナル



特 徴
エクセレント・リムーバーは、高い洗浄力、経済性、安全性どれをとっても、従来型の洗浄液に類を見ない優れた洗浄液となって
おります。エクセレント・リムーバーの洗浄力は、ご家庭から重工業用途まで幅広いシーンであらゆる洗浄に高い効果を発揮致
します。さらに、洗浄後の排水も、環境に配慮された地球と人に優しい排水となっております。また、５倍以上に希釈して使用す
るため、コストも大幅に削減できる画期的な製品です。

安全性

環境保護

洗浄・除菌 ローコスト

①優れた浸透力
②分解作用

水のクラスターを

超微細化し、有機物の
間に入り込みやすくしま
す。

生分解性
有機物(汚れ）を１～３分で剥離、生分解し排水の際、配水管、路内の付着物(嫌気性バクテリア)を酸素で分
解除去します。使用している非イオン界面活性剤は、活性汚炭中また河川内のバクテリアの働きにより、15日
以内程度で自然に完全分解されます。

希釈率

洗浄用途により、５倍～
５０倍の希釈倍率が選
択でき、浸漬(ドブ漬け)
洗浄の場合は反復使用
が可能で経済的です。



工業系等の生産工場・施設など ビルメンテナンス・ハウスクリーニングなど
●機械周り洗浄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10～20倍 ●床清掃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10～20倍
●通箱洗浄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・5～10倍 ●床のワックス剥離・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・2倍
●工具・器具洗浄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・10倍 ●室内の壁・手すり・椅子等・・・・・・・・・・ 20倍
●部品洗浄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10～30倍 ●ガラスドア・窓・鏡など・・・・・・・・・・・・・ 40倍
●基盤洗浄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30～40倍 ●台所・洗面台･･･・・・・・・・・・・・・・・・・ 10～20倍
●床清掃･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10～20倍 ●レンジ周り・換気扇・油汚れ・・・・・・・・ ・・・・10倍
●排水管・排水溝・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・20倍 ●トイレ・浴室・浴槽・風呂釜・・・・・・・・・・ ・・・・20倍
●グリーストラップ清掃・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・20倍 ●尿石････････････・・・・・・・・・・・・・・・・ ････1.5倍
（消臭・油脂分解・有機物分解を含む） ●外壁の雨だれ・黒ずみ・・・・・・・・・・・・ ・・・・10倍

●環境清掃・フィルター洗浄・・・・・・・・・・・ 10～30倍 ●網戸・ブラインド・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20～30倍
●洗濯（タオル・ユニフォーム等）・・・・・・・・ 30～40倍 ●洗濯（タオル・モップ等）・・・・・・・・・・・ 30～40倍
●洗濯（油汚れの酷いもの）・・・・・・・・・・・ 10～20倍

食関連（厨房・食品加工工場など） ガソリンスタンド・自動車整備工場
●食器洗浄（浸け置き洗い）・・・・・・・・・・・ 30倍 ●床洗浄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10～20倍
●食器洗浄機用･････・・・・・・・・・・・・・・・・ 原液 ●工具・器具洗浄･・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・10倍
（但し、ノズル噴出時に30倍で調整する） ●ガラスドア・窓・鏡など・・・・・・・・・・・・・ 30～40倍
●調理器具・厨房内周辺清掃・・・・・・・・・・ 20～30倍 ●台所・洗面台・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10～20倍
●食品加工機器類･･・・・・・・・・・・・・・・・・ 10～20倍 ●トイレ･･････････････････・・・・・・・・・・ ・・・・20倍
●床・排水溝・配水管清掃・・・・・・・・・・・・ 10～20倍 ●尿石･････････････････････・・・・・・・・ ・・・・・2倍
●グリーストラップ清掃・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・20倍 ●洗濯（タオル・ユニフォーム等）・・・・・・・ 30～40倍
（消臭・油脂分解・有機物分解を含む） ●洗濯（油汚れの酷いもの）・・・・・・・・・・ 10～20倍
●洗濯（タオル・ユニフォーム等）・・・・・・・・ 30～40倍 ●洗車・虫取り・油膜取り・・・・・・・・・・・・ 30倍
●除菌・消臭･････････・・・・・・・・・・・・・・・ 20～30倍 ●車内清掃・除菌･消臭・・・・・・・・・・・・・ 20～30倍
●焼き網・ｸﾞﾘﾄﾞﾙ・ﾌﾗｲﾔｰ・酷い油汚れの洗浄 10倍 ●こぼれた油･･････・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・10倍
（加温必要） ●こぼれた油の分解・・・・・・・・・・・・・・・ 20～30倍

リサイクル・再生事業など その他の使用
●再生品洗浄・消臭・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10～30倍 ●合成繊維・綿製品の洗濯・・・・・・・・・・・・・・・・ 30～40倍
●工場内清掃･･････・・・・・・・・・・・・・・・・ 10～30倍 ●除菌・消臭･･････・・・・・・・・・・・・・・・・ 20～30倍
●グリーストラップ・排水溝清掃・・・・・・・・・ ・・・・20倍 ●ペットのシャンプー・・・・・・・・・・・・・・・・ 50倍～
●排水処理(油脂・有機物分解・消臭）30～50倍 ●家畜などの洗浄・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50倍～
●フィルター洗浄････・・・・・・・・・・・・・・・・ 10～20倍 ●畜舎の洗浄･･････・・・・・・・・・・・・・・・ 20倍
●再生自販機・機材の洗浄・・・・・・・・・・・ 10～20倍 ●油絵の絵筆洗浄 ・・・10倍
●シロップ・パウダーの汚れ・・・・・・・・・・・ 10～30倍 ●水面の油膜洗浄・分解・・・・・・・・・・・・ 10倍液噴霧
●プラスチック・ステンレス部品・・・・・・・・・ ・・・・20倍 ●ヘドロ状の腐敗物分解・消臭・・・・・・・ 20倍
●サニテーション･･･・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10～20倍 ●下水など

希釈倍率



1、 まず上流から数杯流します。グリストラップの蓋を開け、各層に投入します。投入すると油脂成分が分解されるのが分かりま
す。臭いが激しい場合は再度投入してください。

使用事例①グリーストラップ

２、 ジョウロにお湯を入れエクセレント・リムーバーを適量入れてトラップ内部の壁にかけブラシで洗います。その後残渣かごを
取り出し、すくい網でゴミをすくい取ります。投入後はまず沈殿物から分解されますから水位が下がります。

３、 上記の方法を週１回行います。毎日の作業はエクセレント・リムーバー２０倍液作り、各層に１杯投入すれば効果が
期待できます。必ず残渣かごは毎日きれいにし、網でゴミをすくってください。
毎日、床や食器等をエクセレント・リムーバーで洗浄しますと、
有機物分解しますので、同上作業は不要となります。



洗浄方法

１．フライヤーから油を排出します。

２．「エクセレント・リムーバー」１０倍液を加熱してください

３．５分から１０分沸騰させた後、排水し、スポンジがグリドルパットでこすります。

使用事例②フライヤー洗浄

洗浄前

内側や放熱板のカーボンや油汚れが凝固した物もきれいになった。

洗浄後



①ＳＳ内ピット周り、その他の床洗浄

床表面に塗布し、３０秒程度の剥離分解タイムを持ってモップ、ウエスなどで洗浄してください。

使用事例③SS・レンタカー

エクセレント・リムーバーの洗浄は、汚れを落とすだけではなく、残留物を残しません。
結果として、埃や汚れの再付着を防ぐ効果もあります。
また清掃により発生した排水も生分解され、同時に排水経路の洗浄も行われます。



②工具類・道具類・作業用品などの浸漬洗浄

２０分～１時間位でＯＫです。作業用手袋・ウエス・タオル・作業着などは夕刻から翌朝までの長時間浸け置
きをお勧めします。すすぎは洗濯機を利用してください。短時間のすすぎで十分です。

③タイヤ、ホイールの洗浄に最適です。

特にゴム製品の洗浄には実績もあり、ユーザーからのクレームも皆無です。洗浄、乾燥後にゴムの表面の
「黒色」がやや退色してしまう洗浄剤が多い中、エクセレント・リムーバーは、その心配も全くありません。

最近では、ウインドウウォッシャー液の中に４０～５０倍液を投入している車も多くあります。

特に夏場のドライブでの虫害で窓面に叩きつけられた虫の残骸も、簡単に分解します。一度お使い頂けれ
ば実感していただけると思います。ワイパーゴム面へのデメリットもございません。

使用事例③SS・レンタカー



④ＳＳでの洗車機による機械洗浄の場合

洗車機械により希釈倍率を調整する必要があります。弊社担当者との綿密な打ち合わせの時
間を頂きます。（噴射口から出る希釈倍率が３０倍になるように調整します）

使用事例③SS・レンタカー

自動洗車機内の水垢処理（処理前）

（処理後）

洗車場（床）撥水が無い（処理後）

（処理前）

デッキブラシ処理１回

デッキブラシ処理２回



使用事例③SS・レンタカー
※ スタンド内の機器、機械周り、休憩スペース、事務所等（２０倍）

トイレの清掃（２０倍）、尿石匂い（２．５倍）

強力な脱脂効果



■被洗物の素材・汚れの程度、状態によって、的確な希釈倍
率を適宜お決め下さい。

■５倍より濃い濃度でご使用の場合は、素材の表面、塗装面に
変化を生じさせる場合があります。

■アルミ・銀・銅製品は短時間の浸漬にとどめてください。

■サンゴ・オパール等の指輪は必ずはずしてください。

使用上の注意



Q1.エクセレント・リムーバーの特長は?
A1 .現時点の社会問題のひとつとして環境問題が叫ばれています。そこで、

1)洗浄作業後の排水課題として、酸素・二酸化炭素・水に分解する過程でpHを下げます。
2)排水および自然界のバクテリアの働きにより、河川水中で酵素分解される。
3)経口毒性が食塩・アルコール以下であること。
4)除菌効果に優れ希釈倍率20倍で、黄色ブドウ球菌・大腸菌・枯草菌等の除菌効果が顕著であること。

Q2 .ほかの洗浄剤と混ぜて使ってもいい? 
A2 .洗浄剤はおおかたの場合、それぞれが特長をもった物質または薬品の混合体です。お互いの洗浄能力を大
幅に削減します。エクセレント・リムーバーは分解型洗浄剤ですから少量の混合でも大量のアワが出ますの
で絶対に避けて下さい。

Q3.使用液が真っ黒になっても使用可能ですか? 
A3.油脂等の汚れを剥離する能力が持続するよう開発された製品です。相当、真っ黒になっても反復使用に堪え
ます。

Q4. 使用液の“寿命"はどこまで?
A4.かき回して自いアワ状のものが浮かなくなったら“寿命"と考えますが、最近になって[濃度計] または「酸化還
元電位測定器」のご使用を提案しております。当社でも販売を始めております。

Q5.経口毒性が食塩以下ということは万一、口に入っても大丈夫?
A5.相当なニガ味がありますから間違って食べることはないと思われます。極論すれば大丈夫ということになりま
す。

Ｑ＆Ａ



Q6. 「エクセレント・リムーバー」を使用しない方がいい場合がありますか? 
A6.原則的にはすべての素材にOKですが、動物性繊維・アルミニウム・銀・銅・真珠・オパール等は短時間のド
ブ漬け(浸漬)洗いは可能ですが、動物性繊維には脱脂力が強く、その他は酸化作用で黒ずんでくる場合
がありますので長時間の作業はお避け下さい。逆にその他の金属はサビない工夫が施されています。

Q7. 洗浄後の廃液をそのまま排水溝に流しても大丈夫?
A7. 相当、汚れがひどい廃液でもまだ酵素分解力は残っております。排水溝に流すことによって排水管内のヘド
ロ等は分解していきます。したがって悪臭の元を絶つという意味で、洗浄後の廃液はグリーストラップ内の
負荷を軽減します。トイレに流せば“尿石"の分解にも役立ちます。[効果が顕著に分かるのは2～3週間後] 

Q8. 清掃・洗浄以外に効果的な使い道は? 
A8. 大きめのシンクをご用意いただき、モップ・デッキブラシ・ウエス等を浸漬してその日の作業を終えます。油
分・しつこい汚れを分解剥離しますので、いつもサラサラの状態でご使用になれます。濡れた状態のモップ
は床の簡易清掃程度であればそのまま作業出来る経済性にも着目して下さい。

Q9. ネジ・小型部品などの洗浄にも使用したいのですが?
A9. 工場備え付けの自動洗浄機・炭化水素系洗浄機に最適な洗浄方法として、多くの企業でご採用いただい
ております。手にやさしい安全性、防錆作用、ランニングコストの低減等がメリットと言えます。[詳細につい
ては弊社担当者とデモ・テストについてご相談下さい]

Q10.現状の洗浄方法から『エクセレント・リムーバー』に切り替える場合には現場でのデモは?
A10.弊社およびメーカーの担当者を派遣してご相談に応じております。お申し出下さい。

Ｑ＆Ａ



油脂分解型洗浄・脱脂・生分解・排水環境浄化・除菌

エクセレント・リムーバー
ご提案

家庭から重工業・産業にまで幅広い用途
『スプーンから飛行機まで洗える』

株式会社リノス・インターナショナル



製品の特長

洗浄力

安全性

付随効果

汚れの基本となる油脂系汚れに特化しており、希釈倍率を変え
ることによりあらゆる用途に対応しております。

洗浄剤で問題となる苛性ソーダや水酸化ナトリウムといった劇薬
を使用しておらず、経口毒性値においては食塩よりも安全です。

一般的な清掃・洗浄作業を行うことにより、洗浄排水が排水管・
グリストラップに流れることで、排水経路の洗浄及び浄化を行い
ます。
また、上記の作用により、BOD・COD・ノルヘキ値ｅｔｃが低下する
環境改善の事例も確認されております。

利便性
安全性が高いため誰にでも簡単に扱うことが出来ます。
また、泡立ちが少なく残留性が少ないため、すすぎ・ふき取りが
非常に簡単に済みます。



用途別希釈倍率の目安
工業系等の生産工場・施設など ビルメンテナンス・ハウスクリーニングなど

●機械周り洗浄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10～20倍 ●床清掃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10～20倍
●通箱洗浄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・5～10倍 ●床のワックス剥離・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・2倍
●工具・器具洗浄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・10倍 ●室内の壁・手すり・椅子等・・・・・・・・・・ 20倍
●部品洗浄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10～30倍 ●ガラスドア・窓・鏡など・・・・・・・・・・・・・ 40倍
●基盤洗浄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30～40倍 ●台所・洗面台･･･・・・・・・・・・・・・・・・・ 10～20倍
●床清掃･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10～20倍 ●レンジ周り・換気扇・油汚れ・・・・・・・・ ・・・・10倍
●排水管・排水溝・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・20倍 ●トイレ・浴室・浴槽・風呂釜・・・・・・・・・・ ・・・・20倍
●グリーストラップ清掃・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・20倍 ●尿石････････････・・・・・・・・・・・・・・・・ ････1.5倍
（消臭・油脂分解・有機物分解を含む） ●外壁の雨だれ・黒ずみ・・・・・・・・・・・・ ・・・・10倍

●環境清掃・フィルター洗浄・・・・・・・・・・・ 10～30倍 ●網戸・ブラインド・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20～30倍
●洗濯（タオル・ユニフォーム等）・・・・・・・・ 30～40倍 ●洗濯（タオル・モップ等）・・・・・・・・・・・ 30～40倍
●洗濯（油汚れの酷いもの）・・・・・・・・・・・ 10～20倍

食関連（厨房・食品加工工場など） ガソリンスタンド・自動車整備工場
●食器洗浄（浸け置き洗い）・・・・・・・・・・・ 30倍 ●床洗浄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10～20倍
●食器洗浄機用･････・・・・・・・・・・・・・・・・ 原液 ●工具・器具洗浄･・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・10倍
（但し、ノズル噴出時に30倍で調整する） ●ガラスドア・窓・鏡など・・・・・・・・・・・・・ 30～40倍
●調理器具・厨房内周辺清掃・・・・・・・・・・ 20～30倍 ●台所・洗面台・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10～20倍
●食品加工機器類･･・・・・・・・・・・・・・・・・ 10～20倍 ●トイレ･･････････････････・・・・・・・・・・ ・・・・20倍
●床・排水溝・配水管清掃・・・・・・・・・・・・ 10～20倍 ●尿石･････････････････････・・・・・・・・ ・・・・・2倍
●グリーストラップ清掃・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・20倍 ●洗濯（タオル・ユニフォーム等）・・・・・・・ 30～40倍
（消臭・油脂分解・有機物分解を含む） ●洗濯（油汚れの酷いもの）・・・・・・・・・・ 10～20倍
●洗濯（タオル・ユニフォーム等）・・・・・・・・ 30～40倍 ●洗車・虫取り・油膜取り・・・・・・・・・・・・ 30倍
●除菌・消臭･････････・・・・・・・・・・・・・・・ 20～30倍 ●車内清掃・除菌･消臭・・・・・・・・・・・・・ 20～30倍
●焼き網・ｸﾞﾘﾄﾞﾙ・ﾌﾗｲﾔｰ・酷い油汚れの洗浄 10倍 ●こぼれた油･･････・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・10倍
（加温必要） ●こぼれた油の分解・・・・・・・・・・・・・・・ 20～30倍

リサイクル・再生事業など その他の使用
●再生品洗浄・消臭・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10～30倍 ●合成繊維・綿製品の洗濯・・・・・・・・・・・・・・・・ 30～40倍
●工場内清掃･･････・・・・・・・・・・・・・・・・ 10～30倍 ●除菌・消臭･･････・・・・・・・・・・・・・・・・ 20～30倍
●グリーストラップ・排水溝清掃・・・・・・・・・ ・・・・20倍 ●ペットのシャンプー・・・・・・・・・・・・・・・・ 50倍～
●排水処理(油脂・有機物分解・消臭）30～50倍 ●家畜などの洗浄・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50倍～
●フィルター洗浄････・・・・・・・・・・・・・・・・ 10～20倍 ●畜舎の洗浄･･････・・・・・・・・・・・・・・・ 20倍
●再生自販機・機材の洗浄・・・・・・・・・・・ 10～20倍 ●油絵の絵筆洗浄 ・・・10倍
●シロップ・パウダーの汚れ・・・・・・・・・・・ 10～30倍 ●水面の油膜洗浄・分解・・・・・・・・・・・・ 10倍液噴霧
●プラスチック・ステンレス部品・・・・・・・・・ ・・・・20倍 ●ヘドロ状の腐敗物分解・消臭・・・・・・・ 20倍
●サニテーション･･･・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10～20倍 ●下水など



一般生活環境ご使用事例

換気扇の油汚れ レンジ周りの油汚れ

壁掃除全般

希釈倍率を変えることで、生活環境のあらゆるシーンで、ご使用いただけます。
また、汚れの再付着防止効果があり、掃除道具なども、長持ちします。

キッチン周りの浸け置き洗い
メイク道具の汚れ



夏場の虫取り、洗車時に。スプレーし、30秒程度放置した後、拭き取るだけです。

洗車ご使用事例


