
Made in the USA 吸収材特集
油・液体吸収キット 油・液体吸着材と手袋や保護めがね等の小物がセットになった便利なキットです。

油専用吸収マット 油専用

税込価格 (10%) 58,960 円53,60053,600
● バケツサイズ…φ518×527（H）mm ● 吸収能力…75ℓ（キット）

● 吸着材（φ76mm×1.2m）×4本　● 吸着材（102mm×3m）×1本　● 吸着パッド（380×480mm）×25枚
● 吸着マット（254×254mm）×4枚　● ペーパータオル（300×330mm）×60枚
● ニトリル手袋×1双、保護めがね×1個、使い捨て袋×2袋

油･液体用吸収材キット
EA929DH-23

円円

品番
価格

〈キット内容〉

油のみを吸収します。床面を頻繁に水で洗い流す箇所での使用に適しています。

油用 液体用

税込価格 (10%) 31,790 円28,90028,900
● バケツサイズ…φ381×559（H）mm ● 吸収能力…24.6ℓ（キット）

● 吸着材（φ76mm×1.2m）×3本　● 吸着パッド（380×480mm）×10枚
● ペーパータオル（300×330mm）×60枚
● ニトリル手袋×1双、保護めがね×1個、使い捨て袋×1袋、パテ、木製プラグ×9個 

油･液体用吸収材キット
EA929DH-21

円円

品番
価格

〈キット内容〉

税込価格 (10%) 34,100 円31,00031,000
● バッグサイズ…400×254×457（H）mm ● 吸収能力…34ℓ（キット）

● 吸着材（φ78mm×1.2m）×4本　● 吸着パッド（380×480mm）×16枚
● 吸着マット（254×254mm）×3枚　● ペーパータオル（300×330mm）×60枚
● ニトリル手袋×1双、保護めがね×1個、使い捨て袋×1袋、パテ、木製プラグ×9個

油･液体用吸収材キット
EA929DH-72

円円

品番
価格

〈キット内容〉

税込価格 (10%) 17,490 円15,90015,900
● バッグサイズ…482×152×482（H）mm ● 吸収能力…24ℓ（キット）

● 吸着材（φ76mm×1.2m）×2本　● 吸着パッド（380×480mm）×8枚
● ペーパータオル（300×330mm）×60枚
● ニトリル手袋×1双、保護めがね×1個、使い捨て袋×1袋、パテ、木製プラグ×9個 

油･液体用吸収材キット
EA929DH-71

円円

品番
価格

〈キット内容〉

税込価格(10%) 36,190 円 税込価格(10%) 39,160 円32,90032,900
● サイズ…762mm×45.7m 
● 吸収能力（1巻当り）…130ℓ

液体･危険物用
吸収ロールマット

EA929DM-21
円円

品番
価格 35,60035,600

● サイズ…380mm×45.7m 
● 吸収能力（1巻当り）…64ℓ

液体･危険物用
吸収ロールマット（2巻）

EA929DM-22
円円

品番
価格

税込価格 (10%) 14,850 円13,50013,500
● パッドサイズ…380×457mm
● 吸収能力（100枚当り）…約 80ℓ

液体･危険物用吸着パッド（100枚）
EA929DM-20

円円

品番
価格

税込価格 (10%) 35,420 円32,20032,200
● サイズ…914mm×15.2m
● 吸収能力（1巻当り）…47.3ℓ

油･液体化学薬品用
吸収ロールマット

EA929DR-5
円円

品番
価格

税込価格(10%)34,210 円31,10031,100● パッドサイズ…380×460mm

油･液体･化学薬品用
吸着パッド（100枚）

EA929DR-11
税込価格(10%) 16,940円円 円15,40015,400

品番
価格

● サイズ…380mm×45.7m● 吸収能力（100枚当り）…94.6ℓ ● 吸収能力（1巻当り）…70ℓ

油･液体･化学薬品用
吸着ロールマット（2巻）

EA929DR-13
円円

品番
価格

Universal

Speciality

化学薬品用 化学薬品用

極めて耐久性があり、出入りの多い場所でも
吸収した液体の漏れを防ぎます。

ミシン目入

ポリプロピレンを主原料としたメルトブローン不織布で、屋外使用に最適です。

マットが白色なので
油の吸収状況が一目で分かります。

化学薬品用吸収マット 油用 液体用 危険物用吸収マット 液体用

税込価格 (10%) 16,500 円15,00015,000
● パッドサイズ…381×457mm
● 吸収能力（100枚当り）…約 90ℓ

水分離型
油専用パッド（100枚）

EA929DH-11A
円円

品番
価格

ミシン目入

Heavy
Duty

ミシン目入

Light
Duty

税込価格 (10%) 19,030 円
17,30017,300

● パッドサイズ…380×457mm
● 吸収能力（200枚当り）…約 121ℓ

水分離型
油吸着パッド（200枚）

EA929DH-1
円円

品番
価格

税込価格(10%) 33,220 円30,20030,200
● サイズ…762mm×45.7m ● 吸収能力（1巻当り）…145ℓ

水分離型
油吸着ロールマット

EA929DH-7
円円

品番
価格 税込価格(10%) 33,220 円30,20030,200

● サイズ…381mm×45.7m ● 吸収能力（1巻当り）…72ℓ

水分離型
油吸着ロールマット（2巻）

EA929DH-8
円円

品番
価格

税込価格 (10%) 13,640 円12,40012,400
● パッドサイズ…380×455×3（t）mm ● 吸収能力（100枚当り）…約 72ℓ

水分離型油吸着パッド
EA929DH-6

円円

品番
価格

入数

100枚

税込価格 (10%) 787 円715715
● パッドサイズ…380×455×3（t）mm ● 吸収能力（5枚当り）…約 3.6ℓ

EA929DH-6B
円円

品番
価格

入数

5枚

ミシン目入

Medium
Duty

DuraSoak® シリーズ ショップタオルから作られたリサイクル吸収コアにメルトブローン製法のきめ細やかな特殊パッドをカバーした
吸着マットです。茶色なので汚れが目立ちにくく、屋外環境にもマッチします。

Heavy
Duty

特殊加工パッド

特殊加工パッド
吸収コア

再生
コットン使用60%

再生
コットン使用85%ECONO

Duty

27,00027,000
● サイズ…362mm×38m
● 吸収能力（1巻当り）…59ℓ

水分離型
油吸着ロールマット（2巻）

EA929DH-13
円円

品番
価格 税込価格(10%) 29,700 円 税込価格(10%) 17,160 円15,60015,600 円円価格

● パッドサイズ…380×480mm

水分離型
油吸着パッド（100枚）

EA929DH-51品番

● 吸収能力（100枚当り）…62ℓ

税込価格(10%) 31,570 円28,70028,700
● サイズ…362mm×45.7m
● 吸収能力（1巻当り）…56ℓ

水分離型
油吸着ロールマット（2巻）

EA929DH-53
円円

品番
価格

再生
コットン使用50%Medium

Duty

警告色

危険物用

Hazmat
ミシン目入

本体色が黄色のため、危険物や有害な
化学薬品を吸収していることを警告し
適切な処分を促すことができます。

マットが白色なので
油の吸収状況が一目で分かります。

ミシン目入

ミシン目入

税込価格(10%) 23,430 円21,30021,300
● サイズ…362mm×45.7m ● 吸収能力（1巻当り）…70.7ℓ

水分離型
油吸着ロールマット（2巻）

EA929DH-17
円円

品番
価格

ミシン目入

#SP23-339※表示価格の有効期限は２０23年12月末日（予定）となります。
※生産中止やモデルチェンジ等の諸事情により、廃番とさせていただく商品もございます。

Twitter/YouTube
フォロー・チャンネル登録はコチラ！

株式会社エスコ公式

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号
TEL：06-6532-6226  FAX：06-6541-0929
https://www.esco-net.com/　MAIL：esco-sp@esco-net.com



税込価格 (10%) 7,590円6,9006,900
● バッグサイズ…380×120×300（H）mm
● 油分散洗浄剤は河川、海、アスファルト等で、吸着パット等で回収できなかった油を分散し、洗浄します。

● 油分散洗浄剤 (1ℓ)×1本　● 吸着パッド（水分離型）×5枚　● 薄手塩ビ手袋×1双、保護めがね×1個、ポリ容器（2ℓ）

[緊急用]
油吸着・洗浄キット

EA929DH-81
円円

品番
価格

〈キット内容〉

税込価格 (10%) 12,100 円11,00011,000
● ケースサイズ…外寸：410×310×325（H）mm、内寸：300×220×285（H）mm
● 油分散洗浄剤は河川、海、アスファルト等で、吸着パット等で回収できなかった油を分散し、洗浄します。
● ケースはフタを閉めれば、踏み台やイスとしても使えます。

● 油分散洗浄剤 (1ℓ)×1本　● 吸着パッド（水分離型）×5枚　● 薄手塩ビ手袋×1双、保護めがね×1個、ポリ容器（2ℓ）

[緊急用]
油吸着・洗浄キット

EA929DH-82
円円

品番
価格

〈キット内容〉

油専用吸収キット 油専用 油専用吸着材と手袋や保護めがね等の小物がセットになった便利なキットです。 油・液体を吸収します。スリップや転倒事故の危険を低減します。

耐久性に優れた丈夫な油吸収材です。水をはじいて油だけを吸収します。油専用吸収材 油専用

油・液体吸収マット 油用 液体用

油・液体を吸収します。スリップや転倒事故の危険を低減します。油・液体吸収材 油用 液体用

● 吸着材（φ76mm×1.2m）×3本　
● 吸着パッド（380×480mm）×10枚
● ペーパータオル（300×330mm）×60枚
● ニトリル手袋×1双、保護めがね×1個、使い捨て袋×1袋、
　パテ、木製プラグ×9個 　

水分離型
油吸収材キット

税込価格 (10%) 31,790 円
28,90028,900

● バケツサイズ…φ381×559（H）mm
● 吸収能力…24.6ℓ（キット）

EA929DH-22
円円

品番
価格

22,00022,000
● サイズ…φ76mm×3.6m
● 吸収能力（10本当り）…147ℓ 

EA929DK-33
税込価格 (10%) 24,200円円 円

品番
価格

28,50028,500
● サイズ…φ76mm×2.4m
● 吸収能力（20本当り）…196ℓ 

油･液体吸収材

EA929DK-32
税込価格 (10%) 31,350円円 円

品番
価格

耐久性に優れた不織布
極厚吸収コア

再生セルロース繊維
70%

難燃性

37,90037,900
● サイズ…φ127mm×3m　
● 吸収能力（4本当り）…約 91ℓ

水分離型油吸収材（4本）
EA929DK-41

税込価格 (10%) 41,690
円円

円

品番
価格 40,00040,000

● サイズ…φ203mm×3m　
● 吸収能力（4本当り）…約 159ℓ

EA929DK-42

税込価格 (10%) 44,000
円円

円

品番
価格

30,80030,800
● サイズ…152×406×533mm　
● 吸収能力（10個当り）…70ℓ

水分離型油吸収材（10個）
EA929DK-46

税込価格 (10%) 33,880円円 円

品番
価格

水に浮かぶため、
水面の油吸収に
最適です。

水に浮かぶため、
水面の油吸収に最適です。

油や水などの液体を吸収し、液体の
流出を防ぎます。機械やこぼれたもの
の周囲に巻き付けて使用してください。

[緊急用] 油吸着・洗浄キット 緊急油漏れ対策用として、現場ですぐに使用できます。

2.4m
×20本

3.6m
×10本

再生セルロース繊維
70%

税込価格(10%)21,560 円19,60019,600
● サイズ…380×480mm

油・液体用
吸収マット（100枚）

EA929DM-31
税込価格(10%) 12,210円円 円11,10011,100

品番
価格

● サイズ…362mm×45.7m● 吸収能力（100枚当り）…約 91ℓ ● 吸収能力（1巻当り）…81ℓ

油・液体用
吸収ロールマット（2巻）

EA929DM-33
円円

品番
価格

Light
Duty

布カバー
吸収コア

油や水などの液体を吸収し、下への染み込みや
汚れ、液体の流出を防ぎます。

難燃性

ミシン目入

EverSoak® シリーズ 吸収コアにスパンボンド製法の不織布をカバーした吸収マットです。耐久性が高いのが特長です。

● パッドサイズ…φ560×10（t）mm
● 吸収能力（10枚当り）…24.6ℓ

油・液体用吸着パッド
(ドラム缶用 /10枚）

EA929DM-55
税込価格 (10%) 13,640円円 円12,40012,400

品番
価格19,10019,100

● サイズ…362mm×22.5m
● 吸収能力（1巻当り）…約 80ℓ

油・液体用
吸収ロールマット（2巻）

EA929DM-10
税込価格 (10%) 21,010円円 円

品番
価格

再生セルロース繊維

税込価格 (10%) 10,901 円9,9109,910
● サイズ…380×480mm
● 吸収能力（50枚当り）…89ℓ

油・液体用吸収マット（50枚）
EA929DM-1

円円

品番
価格

難燃性ミシン目入

Heavy
Duty

耐久性に優れた不織布

耐久性に優れた不織布
極厚吸収コア

70%

70%再生
セルロース繊維

難燃性

Heavy
Duty

耐久性に優れた不織布

耐久性に優れた不織布
極厚吸収コア

油や水などの液体を吸収し、下への染み込みや
汚れ、液体の流出を防ぎます。

高耐久
ポリプロピレン
カバー

吸収コア
（コットン）

● 吸着材（φ76mm×1.2m）×4本  
● 吸着材（102mm×3m）×1本　
● 吸着パッド（381×483mm）×25枚 
● 吸着マット（254×254mm）×4枚
● ペーパータオル（300×330mm）×60枚
● ニトリル手袋×1双、保護めがね×1個、使い捨て袋×2袋 　

水分離型
油吸収材キット

税込価格 (10%) 58,960 円
53,60053,600

● バケツサイズ…φ518×527(H)mm
● 吸収能力…75ℓ（キット）

EA929DH-24
円円

品番
価格

〈キット内容〉

● 吸着材（φ76mm×1.2m）×3本　
● 吸着パッド（380×480mm）×16枚
● 吸着マット（254×254mm）×3枚
● ペーパータオル（300×330mm）×60枚
● ニトリル手袋×1双、保護めがね×1個、使い捨て袋×1袋、
　パテ、木製プラグ×9個 　

水分離型
油吸収材キット

税込価格 (10%) 34,100 円
31,00031,000

● バッグサイズ…406×254×457（H）mm
● 吸収能力…41.6ℓ（キット）

EA929DH-62
円円

品番
価格

〈キット内容〉
● 吸着材（φ76mm×1.2m）×2本　
● 吸着パッド（380×480mm）×8枚
● ペーパータオル（300×330mm）×60枚
● ニトリル手袋×1双、保護めがね×1個、使い捨て袋×1袋、
　パテ、木製プラグ×9個 　

水分離型
油吸収材キット

税込価格 (10%) 17,490 円
15,90015,900

● バッグサイズ…482×152×482（H）mm
● 吸収能力…26.4ℓ（キット）

EA929DH-61
円円

品番
価格

〈キット内容〉

〈キット内容〉

2,8302,830
● パッドサイズ…254×254mm　● トレーサイズ…266×266mm
● 替の吸着パッドのみはありません。　　
● 吸収能力（1個当り）…1.6ℓ

油吸着パッド（2個/トレー付）
EA929DJ-11

税込価格 (10%) 3,113円円 円

品番
価格

吸着パッドがぴったり収まるトレー付

25,20025,200
● サイズ…φ76mm×1.2m
● 吸収能力（40本当り）…196ℓ 

EA929DK-31
税込価格 (10%) 27,720円円 円

品番
価格

1.2m
×40本



税込価格 (10%) 7,590円6,9006,900
● バッグサイズ…380×120×300（H）mm
● 油分散洗浄剤は河川、海、アスファルト等で、吸着パット等で回収できなかった油を分散し、洗浄します。

● 油分散洗浄剤 (1ℓ)×1本　● 吸着パッド（水分離型）×5枚　● 薄手塩ビ手袋×1双、保護めがね×1個、ポリ容器（2ℓ）

[緊急用]
油吸着・洗浄キット

EA929DH-81
円円

品番
価格

〈キット内容〉

税込価格 (10%) 12,100 円11,00011,000
● ケースサイズ…外寸：410×310×325（H）mm、内寸：300×220×285（H）mm
● 油分散洗浄剤は河川、海、アスファルト等で、吸着パット等で回収できなかった油を分散し、洗浄します。
● ケースはフタを閉めれば、踏み台やイスとしても使えます。

● 油分散洗浄剤 (1ℓ)×1本　● 吸着パッド（水分離型）×5枚　● 薄手塩ビ手袋×1双、保護めがね×1個、ポリ容器（2ℓ）

[緊急用]
油吸着・洗浄キット

EA929DH-82
円円

品番
価格

〈キット内容〉

油専用吸収キット 油専用 油専用吸着材と手袋や保護めがね等の小物がセットになった便利なキットです。 油・液体を吸収します。スリップや転倒事故の危険を低減します。

耐久性に優れた丈夫な油吸収材です。水をはじいて油だけを吸収します。油専用吸収材 油専用

油・液体吸収マット 油用 液体用

油・液体を吸収します。スリップや転倒事故の危険を低減します。油・液体吸収材 油用 液体用

● 吸着材（φ76mm×1.2m）×3本　
● 吸着パッド（380×480mm）×10枚
● ペーパータオル（300×330mm）×60枚
● ニトリル手袋×1双、保護めがね×1個、使い捨て袋×1袋、
　パテ、木製プラグ×9個 　

水分離型
油吸収材キット

税込価格 (10%) 31,790 円
28,90028,900

● バケツサイズ…φ381×559（H）mm
● 吸収能力…24.6ℓ（キット）

EA929DH-22
円円

品番
価格

22,00022,000
● サイズ…φ76mm×3.6m
● 吸収能力（10本当り）…147ℓ 

EA929DK-33
税込価格 (10%) 24,200円円 円

品番
価格

28,50028,500
● サイズ…φ76mm×2.4m
● 吸収能力（20本当り）…196ℓ 

油･液体吸収材

EA929DK-32
税込価格 (10%) 31,350円円 円

品番
価格

耐久性に優れた不織布
極厚吸収コア

再生セルロース繊維
70%

難燃性

37,90037,900
● サイズ…φ127mm×3m　
● 吸収能力（4本当り）…約 91ℓ

水分離型油吸収材（4本）
EA929DK-41

税込価格 (10%) 41,690
円円

円

品番
価格 40,00040,000

● サイズ…φ203mm×3m　
● 吸収能力（4本当り）…約 159ℓ

EA929DK-42

税込価格 (10%) 44,000
円円

円

品番
価格

30,80030,800
● サイズ…152×406×533mm　
● 吸収能力（10個当り）…70ℓ

水分離型油吸収材（10個）
EA929DK-46

税込価格 (10%) 33,880円円 円

品番
価格

水に浮かぶため、
水面の油吸収に
最適です。

水に浮かぶため、
水面の油吸収に最適です。

油や水などの液体を吸収し、液体の
流出を防ぎます。機械やこぼれたもの
の周囲に巻き付けて使用してください。

[緊急用] 油吸着・洗浄キット 緊急油漏れ対策用として、現場ですぐに使用できます。

2.4m
×20本

3.6m
×10本

再生セルロース繊維
70%

税込価格(10%)21,560 円19,60019,600
● サイズ…380×480mm

油・液体用
吸収マット（100枚）

EA929DM-31
税込価格(10%) 12,210円円 円11,10011,100

品番
価格

● サイズ…362mm×45.7m● 吸収能力（100枚当り）…約 91ℓ ● 吸収能力（1巻当り）…81ℓ

油・液体用
吸収ロールマット（2巻）

EA929DM-33
円円

品番
価格

Light
Duty

布カバー
吸収コア

油や水などの液体を吸収し、下への染み込みや
汚れ、液体の流出を防ぎます。

難燃性

ミシン目入

EverSoak® シリーズ 吸収コアにスパンボンド製法の不織布をカバーした吸収マットです。耐久性が高いのが特長です。

● パッドサイズ…φ560×10（t）mm
● 吸収能力（10枚当り）…24.6ℓ

油・液体用吸着パッド
(ドラム缶用 /10枚）

EA929DM-55
税込価格 (10%) 13,640円円 円12,40012,400

品番
価格19,10019,100

● サイズ…362mm×22.5m
● 吸収能力（1巻当り）…約 80ℓ

油・液体用
吸収ロールマット（2巻）

EA929DM-10
税込価格 (10%) 21,010円円 円

品番
価格

再生セルロース繊維

税込価格 (10%) 10,901 円9,9109,910
● サイズ…380×480mm
● 吸収能力（50枚当り）…89ℓ

油・液体用吸収マット（50枚）
EA929DM-1

円円

品番
価格

難燃性ミシン目入

Heavy
Duty

耐久性に優れた不織布

耐久性に優れた不織布
極厚吸収コア

70%

70%再生
セルロース繊維

難燃性

Heavy
Duty

耐久性に優れた不織布

耐久性に優れた不織布
極厚吸収コア

油や水などの液体を吸収し、下への染み込みや
汚れ、液体の流出を防ぎます。

高耐久
ポリプロピレン
カバー

吸収コア
（コットン）

● 吸着材（φ76mm×1.2m）×4本  
● 吸着材（102mm×3m）×1本　
● 吸着パッド（381×483mm）×25枚 
● 吸着マット（254×254mm）×4枚
● ペーパータオル（300×330mm）×60枚
● ニトリル手袋×1双、保護めがね×1個、使い捨て袋×2袋 　

水分離型
油吸収材キット

税込価格 (10%) 58,960 円
53,60053,600

● バケツサイズ…φ518×527(H)mm
● 吸収能力…75ℓ（キット）

EA929DH-24
円円

品番
価格

〈キット内容〉

● 吸着材（φ76mm×1.2m）×3本　
● 吸着パッド（380×480mm）×16枚
● 吸着マット（254×254mm）×3枚
● ペーパータオル（300×330mm）×60枚
● ニトリル手袋×1双、保護めがね×1個、使い捨て袋×1袋、
　パテ、木製プラグ×9個 　

水分離型
油吸収材キット

税込価格 (10%) 34,100 円
31,00031,000

● バッグサイズ…406×254×457（H）mm
● 吸収能力…41.6ℓ（キット）

EA929DH-62
円円

品番
価格

〈キット内容〉
● 吸着材（φ76mm×1.2m）×2本　
● 吸着パッド（380×480mm）×8枚
● ペーパータオル（300×330mm）×60枚
● ニトリル手袋×1双、保護めがね×1個、使い捨て袋×1袋、
　パテ、木製プラグ×9個 　

水分離型
油吸収材キット

税込価格 (10%) 17,490 円
15,90015,900

● バッグサイズ…482×152×482（H）mm
● 吸収能力…26.4ℓ（キット）

EA929DH-61
円円

品番
価格

〈キット内容〉

〈キット内容〉

2,8302,830
● パッドサイズ…254×254mm　● トレーサイズ…266×266mm
● 替の吸着パッドのみはありません。　　
● 吸収能力（1個当り）…1.6ℓ

油吸着パッド（2個/トレー付）
EA929DJ-11

税込価格 (10%) 3,113円円 円

品番
価格

吸着パッドがぴったり収まるトレー付

25,20025,200
● サイズ…φ76mm×1.2m
● 吸収能力（40本当り）…196ℓ 

EA929DK-31
税込価格 (10%) 27,720円円 円

品番
価格

1.2m
×40本



Made in the USA 吸収材特集
油・液体吸収キット 油・液体吸着材と手袋や保護めがね等の小物がセットになった便利なキットです。

油専用吸収マット 油専用

税込価格 (10%) 58,960 円53,60053,600
● バケツサイズ…φ518×527（H）mm ● 吸収能力…75ℓ（キット）

● 吸着材（φ76mm×1.2m）×4本　● 吸着材（102mm×3m）×1本　● 吸着パッド（380×480mm）×25枚
● 吸着マット（254×254mm）×4枚　● ペーパータオル（300×330mm）×60枚
● ニトリル手袋×1双、保護めがね×1個、使い捨て袋×2袋

油･液体用吸収材キット
EA929DH-23

円円

品番
価格

〈キット内容〉

油のみを吸収します。床面を頻繁に水で洗い流す箇所での使用に適しています。

油用 液体用

税込価格 (10%) 31,790 円28,90028,900
● バケツサイズ…φ381×559（H）mm ● 吸収能力…24.6ℓ（キット）

● 吸着材（φ76mm×1.2m）×3本　● 吸着パッド（380×480mm）×10枚
● ペーパータオル（300×330mm）×60枚
● ニトリル手袋×1双、保護めがね×1個、使い捨て袋×1袋、パテ、木製プラグ×9個 

油･液体用吸収材キット
EA929DH-21

円円

品番
価格

〈キット内容〉

税込価格 (10%) 34,100 円31,00031,000
● バッグサイズ…400×254×457（H）mm ● 吸収能力…34ℓ（キット）

● 吸着材（φ78mm×1.2m）×4本　● 吸着パッド（380×480mm）×16枚
● 吸着マット（254×254mm）×3枚　● ペーパータオル（300×330mm）×60枚
● ニトリル手袋×1双、保護めがね×1個、使い捨て袋×1袋、パテ、木製プラグ×9個

油･液体用吸収材キット
EA929DH-72

円円

品番
価格

〈キット内容〉

税込価格 (10%) 17,490 円15,90015,900
● バッグサイズ…482×152×482（H）mm ● 吸収能力…24ℓ（キット）

● 吸着材（φ76mm×1.2m）×2本　● 吸着パッド（380×480mm）×8枚
● ペーパータオル（300×330mm）×60枚
● ニトリル手袋×1双、保護めがね×1個、使い捨て袋×1袋、パテ、木製プラグ×9個 

油･液体用吸収材キット
EA929DH-71

円円

品番
価格

〈キット内容〉

税込価格(10%) 36,190 円 税込価格(10%) 39,160 円32,90032,900
● サイズ…762mm×45.7m 
● 吸収能力（1巻当り）…130ℓ

液体･危険物用
吸収ロールマット

EA929DM-21
円円

品番
価格 35,60035,600

● サイズ…380mm×45.7m 
● 吸収能力（1巻当り）…64ℓ

液体･危険物用
吸収ロールマット（2巻）

EA929DM-22
円円

品番
価格

税込価格 (10%) 14,850 円13,50013,500
● パッドサイズ…380×457mm
● 吸収能力（100枚当り）…約 80ℓ

液体･危険物用吸着パッド（100枚）
EA929DM-20

円円

品番
価格

税込価格 (10%) 35,420 円32,20032,200
● サイズ…914mm×15.2m
● 吸収能力（1巻当り）…47.3ℓ

油･液体化学薬品用
吸収ロールマット

EA929DR-5
円円

品番
価格

税込価格(10%)34,210 円31,10031,100● パッドサイズ…380×460mm

油･液体･化学薬品用
吸着パッド（100枚）

EA929DR-11
税込価格(10%) 16,940円円 円15,40015,400

品番
価格

● サイズ…380mm×45.7m● 吸収能力（100枚当り）…94.6ℓ ● 吸収能力（1巻当り）…70ℓ

油･液体･化学薬品用
吸着ロールマット（2巻）

EA929DR-13
円円

品番
価格

Universal

Speciality

化学薬品用 化学薬品用

極めて耐久性があり、出入りの多い場所でも
吸収した液体の漏れを防ぎます。

ミシン目入

ポリプロピレンを主原料としたメルトブローン不織布で、屋外使用に最適です。

マットが白色なので
油の吸収状況が一目で分かります。

化学薬品用吸収マット 油用 液体用 危険物用吸収マット 液体用

税込価格 (10%) 16,500 円15,00015,000
● パッドサイズ…381×457mm
● 吸収能力（100枚当り）…約 90ℓ

水分離型
油専用パッド（100枚）

EA929DH-11A
円円

品番
価格

ミシン目入

Heavy
Duty

ミシン目入

Light
Duty

税込価格 (10%) 19,030 円
17,30017,300

● パッドサイズ…380×457mm
● 吸収能力（200枚当り）…約 121ℓ

水分離型
油吸着パッド（200枚）

EA929DH-1
円円

品番
価格

税込価格(10%) 33,220 円30,20030,200
● サイズ…762mm×45.7m ● 吸収能力（1巻当り）…145ℓ

水分離型
油吸着ロールマット

EA929DH-7
円円

品番
価格 税込価格(10%) 33,220 円30,20030,200

● サイズ…381mm×45.7m ● 吸収能力（1巻当り）…72ℓ

水分離型
油吸着ロールマット（2巻）

EA929DH-8
円円

品番
価格

税込価格 (10%) 13,640 円12,40012,400
● パッドサイズ…380×455×3（t）mm ● 吸収能力（100枚当り）…約 72ℓ

水分離型油吸着パッド
EA929DH-6

円円

品番
価格

入数

100枚

税込価格 (10%) 787 円715715
● パッドサイズ…380×455×3（t）mm ● 吸収能力（5枚当り）…約 3.6ℓ

EA929DH-6B
円円

品番
価格

入数

5枚

ミシン目入

Medium
Duty

DuraSoak® シリーズ ショップタオルから作られたリサイクル吸収コアにメルトブローン製法のきめ細やかな特殊パッドをカバーした
吸着マットです。茶色なので汚れが目立ちにくく、屋外環境にもマッチします。

Heavy
Duty

特殊加工パッド

特殊加工パッド
吸収コア

再生
コットン使用60%

再生
コットン使用85%ECONO

Duty

27,00027,000
● サイズ…362mm×38m
● 吸収能力（1巻当り）…59ℓ

水分離型
油吸着ロールマット（2巻）

EA929DH-13
円円

品番
価格 税込価格(10%) 29,700 円 税込価格(10%) 17,160 円15,60015,600 円円価格

● パッドサイズ…380×480mm

水分離型
油吸着パッド（100枚）

EA929DH-51品番

● 吸収能力（100枚当り）…62ℓ

税込価格(10%) 31,570 円28,70028,700
● サイズ…362mm×45.7m
● 吸収能力（1巻当り）…56ℓ

水分離型
油吸着ロールマット（2巻）

EA929DH-53
円円

品番
価格

再生
コットン使用50%Medium

Duty

警告色

危険物用

Hazmat
ミシン目入

本体色が黄色のため、危険物や有害な
化学薬品を吸収していることを警告し
適切な処分を促すことができます。

マットが白色なので
油の吸収状況が一目で分かります。

ミシン目入

ミシン目入

税込価格(10%) 23,430 円21,30021,300
● サイズ…362mm×45.7m ● 吸収能力（1巻当り）…70.7ℓ

水分離型
油吸着ロールマット（2巻）

EA929DH-17
円円

品番
価格

ミシン目入

#SP23-339※表示価格の有効期限は２０23年12月末日（予定）となります。
※生産中止やモデルチェンジ等の諸事情により、廃番とさせていただく商品もございます。

Twitter/YouTube
フォロー・チャンネル登録はコチラ！

株式会社エスコ公式

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号
TEL：06-6532-6226  FAX：06-6541-0929
https://www.esco-net.com/　MAIL：esco-sp@esco-net.com


