
No
 油性インキ用

といったお客様のご要望にお応えすべく

 新製品のご案内
2015.5

　2015年5月、4点の印刷用洗浄剤を新発売！

 　　 「環境対応品で性能の良いものを・・」

新製品の登場です！

製品名 用途

特徴
ジクロロメタン代替  超速乾・低臭！

1
ブランクリン ブランケット&ローラー洗浄剤

 ご要望の多いジクロロメタン代替製品に新タイプ登場！

 校正機や乾燥の遅い洗浄剤の仕上げにもお薦めです

洗浄力 乾燥性 臭気 滑り性 ー
/箱 消防法： 第4類 第1石油類

/缶 有機則： 非該当 良好 超速乾 良好
PRTR法： 非該当

1 入り目・荷姿 法規制

性能
1L×12本入り

ー18L

No
 油性インキ・紙粉用

洗浄力 乾燥性 臭気 滑り性 粘度
消防法： 非該当

/缶 有機則： 非該当 良好 平均的 良好 30
PRTR法： 非該当

No
 油性・UVインキ兼用

製品名 用途

特徴
エマルジョンタイプの超低臭・環境対策品！

2

WHITY SP ブランケット&ローラー洗浄剤
 WHITYシリーズに、作業性を考慮した新タイプが登場！

 洗浄力をアップし、臭気をかなり抑えました、滑り性も◎

入り目・荷姿 法規制

性能
18L

製品名 用途

特徴
洗浄力と親水性がアップした水棒洗浄剤！

3

プリルクリーン XX 給水ゴムローラー洗浄剤
 プリルクリーンシリーズに、強力洗浄タイプが新登場！

 また、高い親水性で長時間インキを寄せ付けません

洗浄力 臭気 親水化 水溶性 ー
/箱 消防法： 第4類 第2石油類

/缶 有機則： 非該当 乳化
PRTR法： 該当

No
 油性インキ・紙粉用

3 入り目・荷姿 法規制

性能
1L×12本入り

ー18L

製品名 用途

特徴
使い勝手の良い1Lタイプが新登場！

4
Wウォッシュ ブランケット&ローラー洗浄剤

 発売以来、たくさんのお客様にご使用いただいております

 エマルジョン洗浄剤 Wウォッシュに小分けタイプの登場です

洗浄力 乾燥性 臭気 滑り性 粘度
/箱 消防法： 第4類 第2石油類

4 入り目・荷姿 法規制

性能
1L×12本入り

/缶 有機則： 第3種有機溶剤 平均的 10

4
性能(既存) 18L

PRTR法： 該当

TEL 0280-84-3871FAX 0280-84-3874

4
性能

大阪営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町4-19-1

http://www.n-cima.co.jp

販売代理店 ISO9001・14001認証取得工場

日本シーマ株式会社
本社工場 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7510

第二工場 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7420 
東京営業所 〒103-0023　東京都中央区日本橋本町4-12-14
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No
 油性・UVインキ兼用

  登場です。  　是非一度お試し下さい！

 新製品のご案内
～ 第2弾 2015. 9 ～

  2015年9月、3点の印刷機用洗浄剤を新発売！

  ニーズの高い 環境対応型UV洗浄剤 は2製品

汚れ除去＋再付着防止で印刷品質・作業性UP！

1

圧胴ブラッシュアップ  圧胴・セラミック  圧胴やセラミックジャケットに蓄積した汚れを強力に除去、

 また、汚れ防止効果により作業性が向上します！

製品名 用途

特徴
　　　　　　ジャケットクリーナー

洗浄力 乾燥性 臭気 滑り性 粘度
消防法： 非該当

/箱 有機則： 第3種有機溶剤 遅い 良好 中
PRTR法： 非該当

No
 油性・UVインキ兼用

1 入り目・荷姿 法規制

性能1L×6本入り

エマルジョンタイプの環境対応型 UV洗浄剤

2

WHITY UV ブランケット&ローラー洗浄剤
 WHITYシリーズに、油性・UVインキ対応品が新登場！

 適度な粘度で滑り性も良く、ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄとﾛｰﾗｰに使用可能です

製品名 用途

特徴

洗浄力 乾燥性 臭気 滑り性 粘度
消防法： 非該当

/缶 有機則： 非該当 良好 平均的 少ない 良好 低～中
PRTR法： 非該当

No
 UVインキ用

2 入り目・荷姿 法規制

性能18L

製品名 用途

特徴
強力洗浄の環境対応型 UV洗浄剤

3

UVクリーナー F-19 ブランケット&ローラー洗浄剤
 UVシリーズに環境対応＆高性能UV洗浄剤が新登場！

 強力洗浄ながら、作業性を考慮し、臭気を抑えた配合です

洗浄力 乾燥性 臭気 滑り性 －
消防法： 第4類 第2石油類

/缶 有機則： 非該当 平均的 少ない 良好 －
PRTR法： 非該当

14Kg

3 入り目・荷姿 法規制

性能

本社工場 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7510
TEL 0280-84-3871FAX 0280-84-3874

第二工場 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7420 
東京営業所 〒103-0023　東京都中央区日本橋本町4-12-14
大阪営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町4-19-1

販売代理店 　　　　　　　　　　ISO9001・14001認証取得工場

　　　　日本シーマ株式会社

http://www.n-cima.co.jp

※新製品の詳細説明やサンプルのご要望がございましたら、

お気軽にご連絡下さい。

印材技術サービス担当：梅津
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お問い合わせ

http://www.n-cima.co.jp/

