
床材撤去機械レンタル・床材研磨機械レンタル・床材切削機械レンタル

イノバテック社製

ターミネーター Ｔ-2100ＰＲＯ

床材撤去機械

≪フロアリムーバー≫

動力 ＬＰＧガス式

重量 1000.0kg～1200.0kg

外寸 1651×660×1194mm

（縦×横×高さ）

備考 騎乗式

ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 各種専用ﾌﾞﾚｰﾄﾞ

保有台数 １台

ﾚﾝﾀﾙ金額 日額 50,000円

ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 日額 25,000円

移動にはﾕﾆｯｸ車が必要

イノバテック社製

ターミネーター Ｔ-2000EI

床材撤去機械

≪フロアリムーバー≫

動力 バッテリー式

重量 1000.0kg～1200.0kg

外寸 1651×660×1194mm

（縦×横×高さ）

備考 騎乗式

ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 各種専用ﾌﾞﾚｰﾄﾞ

保有台数 １台

ﾚﾝﾀﾙ金額 日額 50,000円

ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 日額 25,000円

移動にはﾕﾆｯｸ車が必要

イノバテック社製

ターミネーター Ｔ-2100XM

床材撤去機械

≪フロアリムーバー≫

動力 ＬＰＧガス式

重量 400.0kg～700.0kg

外寸 132×66×114mm

（縦×横×高さ）

備考 騎乗式

ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 各種専用ﾌﾞﾚｰﾄﾞ

保有台数 １台

ﾚﾝﾀﾙ金額 日額 50,000円

ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 日額 25,000円

移動にはﾕﾆｯｸ車が必要

イノバテック社製

プレデター

床研磨機械

≪フロアグラインダー≫

動力 230V-30.0A

作業巾 φ600.0

重量 220.0kg

外寸 1250×640×1170mm

（縦×横×高さ）

ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ ﾌﾟﾚﾃﾞﾀｰ専用ﾀﾞｲﾔ

保有台数 ２台

ﾚﾝﾀﾙ金額 日額 35,000円

ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 日額 25,000円

電源ｺｰﾄﾞ200V用 2000円20m/本

※200V発電機が必要。25kva以上

移動にはﾕﾆｯｸ車が必要に

TCM社製

スキットステアローダー

床材撤去機械

≪フロアリムーバー≫

動力 ガソリン式

重量 1000.0kg～1200.0kg

外寸 1651×660×1194mm

（縦×横×高さ）

備考 騎乗式

ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 各種専用ﾌﾞﾚｰﾄﾞ

バケット

保有台数 １台

ﾚﾝﾀﾙ金額 日額 30,000円

ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 日額 25,000円

ウルフ

床材撤去機械

≪フロアリムーバー≫

動力 １１５V-15A

作業巾 300.0㎜

重量 140.0kg

備考 自走式

ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 各種専用ﾌﾞﾚｰﾄﾞ

保有台数 １台

ﾚﾝﾀﾙ金額 日額 10,000円



ライナックス社製

ライナックス K-30EN

床材研磨機械

使用形式 K-30ENV

外寸 1200×400×896mm

（縦×横×高さ）

総重量 102研削幅㎜ 300ｋg

連続定格出力 3.7kw×4P(5.0ｐ

ｓ）

電源三相交流 200V×14A

保有台数 ６台

ﾚﾝﾀﾙ金額 日額 10,000円

電源コード200V用

ライナックス社製

ライナックス F-22EST

床材研磨機械

使用形式 F-22EST

外寸 1600×525×930mm

（縦×横×高さ）

ﾊﾝﾄﾞﾙ格納時全長1020㎜

総重量 238（本体208㎏+ｳｴｲﾄ30

㎏

ハツリ幅 225㎜(229㎜）

ハツリ深さ 無段階調整式

(手動式スクリュージャッキ）

モーター出力 5.5kW×4P(7.5PS)

電源三相交流 200V×23A

保有台数 1台

ﾚﾝﾀﾙ金額 日額 20,000円

電源コード200V用

ライナックス社製

ライナックス F-100E

床材研磨機械

使用形式 F-100E

外寸 1295×438×630mm

（縦×横×高さ）

ﾊﾝﾄﾞﾙ格納時全長1070㎜

総重量 85㎏

ハツリ幅 100㎜

ハツリ深さ 無段階調整式

(手動式スクリュージャッキ）

モーター出力 2.2kW×6P(3PS)

電源三相交流 200V×10.4A

保有台数 1台

ﾚﾝﾀﾙ金額 日額 10,000円

電源コード200V用

ライナックス社製

ライナックス G-50E

乾式溝切機

使用形式 G-50E

外寸 1100×430×890mm

（縦×横×高さ）

総重量 89ｋg

カッター幅 2.5・3.2・5・10mm 

モーター出力 3.7kW 

電圧×電流三相交流

200V×14A

保有台数 １台

ﾚﾝﾀﾙ金額 日額 10,000円

電源コード200V用

ＮＯ 消耗品
ダイヤ
個数

金額 用途（概要） 用途 注意点 良い点

万能タイプ 目嵐し 段差修正
コンクリート
エポキシ

エポキシ薄膜撤去

2 MD-02 3個 42,000円
劣化コンク
リート

目嵐し 段差修正 エポキシ撤去不可 耐久性○

超劣化コン
クリート
雨打たれ用
ウレタン塗
膜

厚膜（２㎜程度） 鉄アンカー注意 撤去困難だった

エポキシ厚
膜

ウレタン・エポキシ
平滑には仕上がり
ません

ウレタンエポキシ

厚膜の撤去可能

ウレタン・長尺シート 鉄アンカー注意

・Ｐタイル
・硬質床材は撤去
不可

ウレタン・長尺シート 鉄アンカー注意

・Ｐタイル
・硬質床材は撤去
不可

MＢ-03 ウレタン・長尺シート 鉄アンカー注意
サイドカッ
ター付約
20㎝

・Ｐタイル
・硬質床材は撤去
不可

MＢ-04 ウレタン・長尺シート 鉄アンカー注意
サイドカッ
ター付約
25㎝

・Ｐタイル
・硬質床材は撤去
不可

サイドカッター付4 1枚 12,000円

3 1枚 12,000円 サイドカッター付

2
MＢ-02 平
刃約30㎝

1枚 8,000円

ターミネーター・スキットステアローダー　消耗品

1
MＢ-01 平
刃約25㎝

1枚 8,000円

目嵐し 段差修正 エポキシ撤去不可 耐久性◎

4 MD-04 3個 54,000円

3 MD-03 3個 42,000円

機械消耗品早見表　ライナックス用　　販売品

1 MD-01 3個 42,000円
エポキシ厚膜撤去
不可

耐久性◎



集塵機レンタル

ライナックス社製

V-2 仕様形式 100V仕様

V-2-100V 集塵機

質量 37.5㎏

モーター出力 1.8kW

最大風量 5.0m3/min

最大静圧 19.1kPa21.6Pa

タンク容量 38.5L 

フィルター面積 2.0m  

電源×電流単相交流 100V×18A 

保有台数 2台

ﾚﾝﾀﾙ金額 日額 5,000円

ライナックス社製

V-2 仕様形式 200V仕様

V-2-200V 集塵機

質量 37.5㎏

モーター出力 2kW

最大風量 5.0m3/min

最大静圧 19.1kPa21.6Pa

タンク容量 38.5L 

フィルター面積 2.0m  

電源×電流単相交流 200V×18A 

保有台数 2台

ﾚﾝﾀﾙ金額 日額 5,000円

電源コード200Ｖ用 1,000円 20ｍ/

ライナックス社製

小型集じん機 L-1 （100V／

200V）

集塵機

質量 14.5㎏

モーター出力 1.0kW

最大風量 2.8m3/min

タンク容量 19L 

フィルター面積 2.0m  

電源×電流単相交流 100V×18A 

保有台数 2台

ﾚﾝﾀﾙ金額 日額 5,000円

スイデン
SV-S3303EG 集塵機

質量(kg) 37.5 

モーター出力 3.5kW 

最大風量 6.6m /min 

最大静圧 28kPa 

タンク容量 38.5L 

フィルター面積 2.3m  

電源×電流単相交流 200V×11A 

保有台数 2台

レンタル金額 日額 5,000円

電源コード

200Ｖ用 1,000円 20ｍ/本

※200V発電機が必要です

超高圧洗浄機≪ウォータージェット≫レンタル

ムサシエンジニアリング社製

MJ-2000 超高圧洗浄機

最高圧力 ２００Mpa 

最高吐出流量 6リットル

重量 980㎏

外形寸法 1300L×850W×1200H 

電源 三相

/15KW/200V/60Hz/60A 

保有台数 3台

レンタル金額 日額 100,000円

オペレーター 日額 25,000円

延長ホース 1,000円 20ｍ/本

※200V発電機が必要です

シンショ―社製

SJD-７０３３ 超高圧洗浄機

最高圧力 70Mpa 

最高吐出流量 33リットル

重量 1500㎏

外形寸法 2500L×1500W×1550H 

燃料 軽油

保有台数 １台

レンタル金額 日額 60,000円

オペレーター 日額 25,000円

延長ホース 1,000円 20ｍ/本

移動には2トン車以上の車が必要

有光工業社製

ARIMITSU MODEL C-153H224

超高圧洗浄車

最高圧力 100Mpa 

最高吐出流量 32リットル

重量 980㎏

外形寸法 5980L×1890W×2130H 

燃料 軽油

保有台数 1台

レンタル金額 日額 100,000円

オペレーター 日額 25,000円

延長ホース 1,000円 20ｍ/本

フルテック社製

MH7015 超高圧洗浄機

最高圧力 70Mpa 

最高吐出流量 15リットル

重量 980㎏

外形寸法 720L×760W×123H 

電源 三相

/15KW/200V/60Hz/60A 

保有台数 ２台

レンタル金額 日額 50,000円

オペレーター 日額 25,000円

延長ホース 1,000円 20ｍ/本

※200V発電機が必要です



セイワ産業

JC-3012GS 超高圧洗浄機

最高圧力 30Mpa 

最高吐出流量 12リットル

重量 90㎏

外形寸法 760L×560W×630H 

馬力(PS)定格/最大 9.7/12.0 

保有台数 1台

レンタル金額 日額 30,000円

オペレーター 日額 25,000円

延長ホース 1,000円 20ｍ/本

有光工業社製

TB-20DHC 超高圧洗浄機

最高圧力 50Mpa 

最高吐出流量 15リットル

重量 500㎏

外形寸法 720L×760W×123H 

電源 三相

/15KW/200V/60Hz/60A 

保有台数 1台

レンタル金額 日額 50,000円

オペレーター 日額 25,000円

延長ホース 1,000円 20ｍ/本

※200V発電機が必要です

25kva以上

発電機レンタル

レンタル規約

1.レンタル期間は、当社のヤードから出荷した日より、戻った日までとし、この日数にもとずいて、レンタル料金を請求いたします。ただし、翌日使

用するため、午後３時以降出荷したものは翌日より、前日まで使用し、翌日午前１０時までに返却されたものは、前日までとして計算いたします。

夜間作業は、一夜を一日として計算いたします。

2.搬出入費及び燃料費はお客様のご負担となります。

3.レンタル期間中は責任をもって使用、維持管理、保管して下さい。 また、法令で定められた日常点検や月例点検等もお客様の責任と負担でお

願いします。

4.お客様の使用方法・取り扱いの不備により損傷した場合は、修理費を、また、盗難や紛失された場合は、時価相当額をご請求いたします。

5.レンタル物件が返却されたとき、通常整備以上のメンテナンスを必要とする状態の場合は、別途費用を申し受けます。（例：著しいモルタル、汚

泥の付着等）

6.レンタル商品故障等による損失（休業補償・商業補償・人件費・材料費等の損失・未経過利益の損失）は借主の負担とする。

7.次の行為をすることはできません。

イ．形状、性能等の改造・変更 ロ．本来の用途以外の使用 ハ．当初に納品した場所より他への移動

ニ． 物件の転貸、権利の譲渡等

8.レンタル料の支払いがおくれたり、その他、正常な取引の継続が難しいと判断されます場合は、契約を解除し、直ちに物件を引き上げます。こ

れに要する費用はお客様の負担とします。

9.マルホウのレンタル事業は、基本的に愛知県内の得意先企業様又は弊社得意先商社様との取引に限ります。 真に申し訳ありませんが、新

規取引は御紹介以外致しておりません。

10.上記以外の事項については、契約時もしくは、その都度協議の上取り決めます。

（社）日本建設機械化協会編「建設機械等契約書」より抜粋、要約

※写真はイメージです

エアマン デンヨー エアマン デンヨー

出力 KVA ６０KVA ６０KVA ２５KVA １５KVA

型式 ＳＤＧ60-ＡＳ DCA-60SPI ＳＤＧ２５Ｓ DCA-15SPI

周波数 Ｈｚ 60/50 60/50 60/50 60/50

電流 Ａ 157／78 144 65 39.4

電圧 Ｖ 220／440 220 220 220

三相4線式 三相4線式 三相4線式 三相4線式 三相4線式

100Ｖ出力 60/50Ｈｚ　7.5×2ＫＶＡ 60/50Ｈｚ　7.5×2ＫＶＡ 60/50Ｈｚ　7.5×2ＫＶＡ 60/50Ｈｚ　7.5×2ＫＶＡ

長さ×幅×高さ 2,090×950×1300 2420×880×1250 1580×650×900 1390×900×600

整備質量㎏ 1280 1410 560 500

燃料タンク

リットル

レンタル金額 15,000円 15,000円 10,000円 10,000円

170 130 65 62


