
専用ロール紙

特徴
コンパクト・高機能設計で置き場所を選びません。従来の製品に比べ特に経済性にすぐれています。
タオルは天然素材100％で焼却ゴミとして処分出来ます。
髙藤モデル安定化二酸化塩素のご使用で、より衛生的でリスク予防に役立ちます。
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髙藤モデル安定化二酸化塩素

AIR GUARD PREMIER 
TOWEL MACHINE

髙藤モデル安定化二酸化塩素配合除菌タオル
自動おしぼり機 最新モデル

エンボスメッシュ

タオルは間伐材である木材の再生繊維であるレーヨンでできた
不織布です。紙と同様に焼却ゴミとして廃棄可能です。
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お手拭きテーブルや機器、遊具やおもちゃ等の清掃、オイル、クリーム等の拭き取り、
身体やお尻拭きなどなど、ノンアルコールで除菌・抗ウイルスなので万能にご利用いただけます。
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身体やお尻拭きなどなど、ノンアルコールで除菌・抗ウイルスなので万能にご利用いただけます。

使用
用途

除菌・抗ウイルスおしぼり！
ノンアルコールで安心！
ホットおしぼりもできる！
タッチパネルで操作簡単！
タッチパネル抗菌加工！
誤動作防止ロック機能付！

※おしぼり機に適した濃度に希釈できるように
　空タンクや計入用ボトル等も付属いたします。

AIR GUARD PREMIER 600ppm
水、安定化二酸化塩素、エタン酸成分: 希釈用コック付
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WAGP600-200商品名 :AIR GUARD Premier / エアーガードプレミア
成分内容：水、安定化二酸化塩素、エタン酸
内容量 :2000ml

〈AIR GUARD PREMIERとは〉
AIR GUARD PREMIER の主成分である
安定化二酸化塩素は
人体でも生成される成分で安全性が高く、
除菌消臭・防腐効果があります。
〈AIR GUARD PREMIER除菌メカニズム〉
AIR GUARD PREMIER は酸化作用により、
標的とするウイルス・細菌に反応し、
これらの持つたんぱく質を酸化分解します。

髙藤モデル安定化二酸化塩素

＜使用上の注意＞
用途以外には使用しないでください。
水以外での希釈、他の液剤などでの混合はおやめください。
万一目に入った場合は水やぬるま湯で充分洗い流し、
異常があれば医師に相談ください。
本製品を飲まれないでください。
小さなお子様の手の届かない場所で保管してください。
キャップは閉めた状態で、高温にならない場所で
保管してください。色物の衣類や繊維製品にご使用する際は
目立たない場所で試してからご使用ください。
精密機器・貴金属・鏡等には使用しないでください。

詳しい商品情報は
コチラ

研究・開発：髙藤総合科学研究所　製造販売元：ウイルコム株式会社

除菌剤

メッシュタイプとエンボスタイプから
用途に合わせたタオルロールをお選び頂けます。
※エンボスタイプは厚みの違う２種類があります。

感染対策として、使い捨ておしぼりの使用を推奨されています。感染対策として、使い捨ておしぼりの使用を推奨されています。

病院 / 飲食店 / 介護施設 / 宿泊施設 / 美容室 / 娯楽施設 など 



販売代理店

〈AIR GUARD PREMIERの 除菌メカニズム 〉
AIR GUARD PREMIERは酸化修飾作用により、標的とするウイルス・細菌に反応し、これらの持つタンパク質の
構造を変化させその機能を不活化します。

〈AIR GUARD PREMIER とは 〉
AIR GUARD PREMIERの主成分である髙藤モデル安定化二酸化塩素は人体でも生成される成分で安全性が高く、除菌
消臭・防腐効果があります 。

おしぼり機用 AIR GUARD PREMIER 除菌洗浄剤

AIR GUARD PREMIERについて

フリーラジカルの作用による酸化修飾

※画像はイメージです。

酸化修飾による
ウイルス
細菌の不活化

酸化修飾による
ウイルス
細菌の不活化

酸化修飾により、細胞の構造が変化し機能を低下させます。

※おしぼり機に適した濃度に希釈できるように
　空タンクや計入用ボトル等も付属いたします。
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動作環境

本体寸法 D440×W210×H310 

消費電力 待機3W 最大300W

品      番 AG-TL-1

５℃～35℃

電　　源 AC100V　50/60HZ 

表　　示

タンク量

常温 or ホット（約55℃)

約1600CC

タ オ ル
の 長 さ

重　　量

5段階（16・18・20・22・24cm）

10段階（レベル0～9）

8kg

水 分 量

製品仕様

タオルマシン本体 タオル・消耗品

・おしぼり器は最新モデルのタッチパネル式
・ワンタッチで出来立ておしぼりなので衛生的
・利用シーンに合わせて、おしぼりの布地（3種類）選べます
・用途に応じで、おしぼりの長さ（5段階）や水分量（10段階）の変更も簡単
・常温おしぼりとホットおしぼりの変更もワンタッチ
・連続製造（30本）もタッチパネルで簡単操作
・ロール紙の交換、除菌剤の補充も簡単
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研究・開発：髙藤総合科学研究所
販売元： ウイルコム株式会社

問い合わせ先 :045-370-8090
Mail :contact@willcom-co.com

/除菌剤 AIR GUARD PREMIER 600ppm 5L（約10000本分)WAGP600-500

/ロール50g メッシュタイプ 37.5m巻 (24本入)RL-M50-37

/ロール50g エンボスタイプ 30m巻 (24本入)RL-E50-30
/ロール80g エンボスタイプ（厚手) 20m巻 (24本入)RL-E80-20

/除菌剤 AIR GUARD PREMIER 600ppm 2L（約4000本分)WAGP600-200

＊ロール素材 レーヨン100％
＊除菌剤の水分量・濃度・長さ設定により、対応本数は変わります。
＊除菌剤は30ppmで使用いただきますので、20倍希釈でご使用ください。

２L ５Lエンボス30m メッシュ37.5m
エンボス20m
（厚手)

エンボスメッシュ 希釈用コック付
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タオルマシンは、衛生的で経済性に優れた商品です。
操作が簡単で、幅広く各業種にてお使い頂いています。


