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スポンジ・タワシ・ブラシ
清掃用品

厨房用品

カーライルブラシ
※①〜⑩ポリエステル毛

ここが違う！
！
持ちやすい！

耐熱温度：130°
C

優れた耐久性！

厚みのあるポリプロピレン
製のソリッドタイプのブロッ
クは、他のブラシには無い
耐久性を備えています。

厨房機器 サービス
喫茶用品
設備
用品

人間工学に基づいて設
計されたブロックは、
他に
は類のない握りやすさを
持ち、
作業を効率的に行
うことができます。

毛の抜け落ちを防止！

毛の根元を錆びにくい金
属製の留め金
（ステープ
ル）
でしっかりと固定して
いるので、毛が抜けにくく
なっています。

細菌汚染を防ぐ！

保水性抜群！

全ての毛にウェーブを施し
ている
（クリンプ加工）
の
ため保水性と洗剤の泡持
ちが良くなっています。

食材の相互汚染防止、使用環境、清掃区域を色分けするHACCP対応清掃ブラシ！

HACCP発祥地アメリカを代表するCFS Brands社のCarlisle（カーライル）清掃ブラシシリーズ。1908
年にウィスコンシン州スパルタ市にて酪農乳業向け洗浄用品専門メーカーとして設立され、今日では
食品産業の広範なニーズに対応すべく、安全で耐久性と機能性を備えた食品産業向け合成繊維ブラシ
を製造しています。
カラーブラシはFDA（米国食品医薬品局）に認可されています。

軽食

鉄板焼用品

洗浄効率抜群！

製菓用品

毛の密度が非常に高く、
洗浄効果に優れています。
また接地面に曲線をつけ
ているため、曲面部の洗
浄にも大変適しています。

❶ ハンドルブラシ
40541〈JBL-Q3〉￥2,000

ポリエステル製の毛は
130℃の高熱に耐えられ
るようになっています。煮
沸が可能で、
滅菌状態で
の衛生管理ができます。
ま
た、
水分の吸収率が低い
のでバクテリアの繁殖を防
ぎます。

8-1239-0101
8-1239-0102
8-1239-0103
8-1239-0104
8-1239-0105
8-1239-0106

ブルー
グリーン
ホワイト
イエロー
レッド
ブラック

110×113×全長250 毛長：41 ハード毛
◦機器表面やシンクなどに最適｡

❷ ロングハンドルブラシ
40501〈JBL-Q2〉￥3,000
8-1239-0201
8-1239-0202
8-1239-0203
8-1239-0204
8-1239-0205
8-1239-0206

ブルー
グリーン
ホワイト
イエロー
レッド
ブラック

全長：110×113×全長520 毛長：41 ハード毛
◦シンク､大型の鍋などの届きにくい場所に｡

棚
ワゴン
長靴・白衣・
洗浄用
清掃用品
消耗品
衛生
ラック

❹ 40024 アイロンハンドルブラシ

❸ 40521 カッティングボード
カラーブラシ

〈JBL-F2〉￥2,000
50×140×全長160 毛長：25
8-1239-0401 ブルー
8-1239-0402 グリーン ハード毛
力を込めて洗浄する汚れ
8-1239-0403 ホワイト
のひどい機器表面や天板
8-1239-0404 イエロー
の巻こみ部の洗浄に。
8-1239-0405 レッド

〈JBL-57〉￥2,100
65×146×全長175
8-1239-0301 ブルー
毛長：31 ハード毛
8-1239-0302 グリーン ◦とても握りやすく、
ブラシ部
8-1239-0303 ホワイト
はハード毛を密集させている
8-1239-0304 イエロー
ため汚れ落ちもよく、大変作
業がしやすくなっています。
8-1239-0305 レッド
8-1239-0306 ベージュ

バンケット フラット テーブル
料理演出
卓上備品
ウェア
ウェア
ウェア
用品

❻ 40480 カウンターブラシ

〈JBL-F9〉￥3,000
8-1239-0601 ブルー 62×225×全長340
8-1239-0602 グリーン 毛長：57 ソフト毛
小麦粉、パウダー
8-1239-0603 ホワイト
などの掃き取りに。
8-1239-0604 イエロー
8-1239-0605 レッド

❼ 41395 スポットブラシ
〈JSK-07〉￥850
8-1239-0701
8-1239-0702
8-1239-0703
8-1239-0704
8-1239-0705

38×67×全長185 毛長：22
ブルー
グリーン ハード毛
ホワイト 狭い箇所や調理器具の
洗浄用に。
イエロー
レッド

❺ 45494 ポイントエンド
ブラシ グリーン

〈JBL-H4〉8-1239-0501 ￥1,900

225×60 毛長：34 ハード毛
◦両端がとがったブラシなので、作業台、
シンク、
バットなどのコーナー部分の清掃にも大変便
利です。

❽ 41198 ワンドブラシ〈JBL-G0〉￥2,600
8-1239-0801
8-1239-0802
8-1239-0803
8-1239-0804
8-1239-0805

ブルー
グリーン
ホワイト
イエロー
レッド

全長：600
ブラシ部：260 毛長：60
ハード毛
カウンターや機器の狭い
箇所の洗浄用に。

グラス
食器
ホテル テーブル
旅館用品 椅子
サイン

❾ 40001 メッシュブラシ L〈JBL-F4〉￥3,000

店舗備品

φ80×160×全長400
8-1239-0901 ブルー
8-1239-0902 グリーン 毛長：26
8-1239-0903 ホワイト ソフト毛
ボトルやグラス洗浄だけでなく、
8-1239-0904 イエロー
ザルやカゴの網目部分の洗浄に
8-1239-0905 レッド
も最適。

 40000 メッシュブラシ M〈JBL-F3〉￥2,450
8-1239-1001
8-1239-1002
8-1239-1003
8-1239-1004
8-1239-1005

ブルー
グリーン
ホワイト
イエロー
レッド

φ70×102×全長300
毛長：23
ソフト毛
ボトルやデカンタ洗浄だけでなく、
ソフト毛が器具、機器の網目部分
に入り込み汚れの除去が可能。

 カーライル ブラシラック
40735〈JBL-S6〉￥3,750

432×35
8-1239-1101 ブルー
8-1239-1102 グリーン 材質：アルミニウム
ネジ2本付
8-1239-1103 シルバー
8-1239-1104 イエロー
8-1239-1105 レッド

