
メールクリーン 505EX

MARECLEAN 505EX

ユーシーマット 50YH

UC-MAT 50YH

ユーシーマット 65YH

UC-MAT 65YH

ハイセパレーレ ES-300K

HIGH SEPARE ES-300K

重油添加剤　スラッジ分散・水分離用　  For Sludge Dispersion and Water Separation

ラインプロポーショナー

オイルフェンス

重油添加剤　燃焼促進用　   Fuel Oil Treatment For Combustion Acceleration

消煙、未燃カーボン除去、効率低下抑制

重油添加剤　タービン船用　   Fuel Oil Treatment For Steam Turbin Ship

□ 本　 　　　社

Head Office 4-2-8, Shibaura, Minato-ku, Tokyo 重油添加剤　その他　   Other Fuel Oil Treatments

□ 神戸営業所

Kobe Office 2-1-30, Hamabedori, Kobe-city, Hyogo

神奈川県藤沢市宮前660

 R&D, Laboratory 660, Miyamae, Fujisawa-city, Kanagawa

□ 播 磨 工 場

タイホーセルフミキシング　S-7

TAIHO SELFMIXING S-7

同 上 20～30ppm 2kg×5袋

Reduce smoke and unburned carbon deposits.
Improves overall engine performance.

ditto 20～30ppm 2kg×5packs

品名 用途 使用法 使用量 荷姿

NAME APPLICATION HOW TO USE DOSAGE PACKING

低毒性流出油乳化分散剤
浮遊油に原液を散布し攪拌
もしくはﾗｲﾝﾌﾟﾛﾎﾟｰｼｮﾅｰで散布

流出油の15～25% 18L缶

流出油処理関連製品　  Products Related To Oil Spill Treatment

Oil spill emulsifier / dispersion
with low toxicant.

Spray undiluted solution on floating oil and then
stir or spray it by means of the Line-Proportiner.

15～25%
of the oil spill

18L can

品名 用途 使用法 使用量 荷姿

NAME APPLICATION HOW TO USE DOSAGE PACKING

重油添加剤　低硫黄燃料油用  　Fuel Oil Treatment For Low Sulphur Oil
低硫黄燃料油用スラッジ生成抑制剤

燃料タンク・セットリングタンク等に
投入もしくは燃料ラインに比例注入

1/4000～1/16000
18L缶

200Lドラム

自己撹拌性型流出油処理剤 原液を噴霧装置を使用し均一に散布 流出油の5～20% 18L缶

タイクラッシュVL-20

TAICRUSH VL-20
Sludge dispersant prevent from sludge
trouble for storage & mix of VLFSO

Oil spill dispersion/Self mixing type Spray undiluted solution by equipment
5～20%

of the oil spill
18L can

難燃成分含有の燃料油用
消煙、未燃カーボン除去、効率低下抑制

Reduce smoke and unburned carbon deposits.
Improves overall engine performance.

ditto 1/1000～1/6000

Inject it into the fuel tank, settling tank
or proportionally feed it into fuel line.

1/4000～1/16000
18L can

200L drum

同 上

同 上 1/1000～1/10000
18L缶

200Lドラム

1/1000～1/6000
18L缶

200Lドラム

綿繊維系油吸着剤 油100Lに対し30枚

タイクラッシュ LC

TAICRUSH LC

LUB-UP HS
Lubricity improver for low-sulphur fuel
And Anti-mold, strerilizer

18L can
200L drum

Cotton fiber oil absorbent
(Ship's store approval NO,P-406)

30 sheets per
100L of oil spill

ルブアップ HS 低硫黄燃料油潤滑性向上及び防カビ剤

ditto 1/1000～1/10000
18L can

200L drum

Cotton fiber oil absorbent
(Ship's store approval NO,P-403)

20 sheets per
100L of oil spill

綿繊維系油吸着剤 油100Lに対し20枚

18L can

Oil absorbent made of polypropylene.
(Ship's store approval NO,P-427)

Approx, 60 sheets
per 100L of oil

5kg carton
（100 sheets）

ポリプロ系油吸着剤 油100Lに対し60枚
5kgカートン
（100枚入り）

CARRYOL KA-241

送水ポンプとノズルの中間の消火用
ホースに接続

ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ付

同 上 1/1000～1/10000

ditto 1/2000～1/10000Pour point improver & WAX Breaker

スラッジ分散・水分離用濃縮型
18L缶

200Lドラム

LINE PROPORTINER
Ejector for spraying oil spill treatment
agent.

Connect to a fire extinguishing hose
between a water supply pump.

With suction
hose

Concentrated type of sludge dispersion
and water separation

ditto 1/1000～1/10000

流出油処理剤散布用エジェクター

Various type
Fiberboard

case

18L can
200L drum

オイルフェンス 各種タイプ
段ボール
ケース入り

Water separator (General type)

水分分離剤・汎用型
18L缶

200Lドラム

4～5倍希釈し、ホールド面に散布後
高圧洗浄水で汚れを除去する。

100～160kg/ハッチ 20kg缶

ditto 1/500～1/4000
18L can

200L drum

特殊洗浄剤　 Special Detergent

OIL FENCE Rope for preventing diffusion oil spill.

同 上 1/100～1/2000
18L缶

200Lドラム

Cargo hold cleaning after peto coke
and coal.

Diluted with water 4-5x. Liquid is applied to
cargo hold. Then washing off by fresh water.

100～160kg/cargo hold 20kg can

クリンホールド SR

KLINHOLD SR

ホールド壁面のペトコークス洗浄剤

1/100～1/2000
18L can

200L drum

ﾀﾝｸｸﾘｰﾝ･ｱﾙｶﾘ・ｴｸｽﾄﾗ ホールド壁面のペトコークス洗浄剤
清水で3-5％に希釈。ホールド面に散
布後、高圧洗浄水で汚れを除去する。

100～200L/ハッチ 25kg缶

18L缶
200Lドラム

100～200L/cargo hold 25kg can

Combustion accelerator and
Smoke reducer with soot fire preventive

ditto

Concentrated type of smoke reducer with
soot fire preventive.

ditto 1/1000～1/6000
18L can

200L drum

ﾋﾞｰｸﾘｰﾝ・ｱｼｯﾄﾞ MP 船倉のセメント除去・ライム洗浄剤
汚れ具合によって適量に希釈し、ホールド面
に散布後、高圧洗浄水で汚れを除去する。

100～200L/ハッチ 25kg缶

Tankclean Alkaline Extra
Cargo hold cleaning after peto coke
and coal.

Diluted with water 3-5％. Liquid is applied to
cargo hold. Then washing off by fresh water.

Veclean Acid MP Detergent for cement and lime.
Diluted with water. Liquid is applied to
cargo hold. Then washing off by fresh water.

100～200L/cargo hold 25kg can

18L缶
200Lドラム

E-mail : tcsecond@ichinen-chem.co.jp

TEL : 078-231-1024  FAX: 078-231-1030

1/500～1/3000
18L per

plastic can

兵庫県加古郡播磨町新島47-3

同 上 1/500～1/3000 18Lポリ缶

15kgカートン

1/3000～1/8000

Harima Plant 47-3, Niijima, Harimacho, Kakogun, Hyogo

2～3kg/1回/日

2-3kg, once a dayditto
Soot removing powder for exhaust gas
economizer (for low temperature)

ヒュームレス M-改(白)

FUMELESS M Improved

□ 研究開発ｾﾝﾀｰ

神戸市中央区浜辺通2丁目1番30号

マグネシウム系ボイラー炉内腐食抑制
スケール抑制、燃焼促進効果

1/500～1/4000

1/1000～1/6000

1/1000～1/6000

〒108-0023

〒651-0083

〒251-0014

E-mail : osaka@ichinen-chem.co.jp

18L缶1/2000～1/10000同 上
燃料油用提案流動性向上及び
WAX分析出抑制剤キャリオール KA-241

TEL : 03-6414-5609　FAX : 03-6414-5621
Prevent corrosion of boiler furnace,
Mg type with combustion accelerator.

ditto 1/1000～1/6000
18L can

200L drum

同 上

同 上

同 上

ditto

〒675-0155

東京都港区芝浦4丁目2番8号

TEL : 0466-29-1781　FAX : 0466-29-1780

TEL : 0794-37-3061　FAX : 0794-35-5720

同上濃縮型

15kg per
carton

TAITONIC 207H

同 上

ditto

18L缶
200Lドラム

Heavy sludge dispersant and
Combustion accelerator

18L can
200L drum

強力スラッジ分散型燃焼促進剤 同 上 1/3000～1/8000

クリトニック MD-C

KURITONIC MD-C

クリトニック EB

KURITONIC EB

タイホー CA

TAIHO CA

燃焼促進剤、消煙・ｽｰﾄﾌｧｲｱ防止剤クリトニック エコン 3B

KURITONIC ECON 3B

クリトニック ハイコン 3C

KURITONIC HICON 3C

タイクラッシュ A-38

TAICRUSH A-38

タイトニック 207H

クリトニック A-5

KURITONIC A-5

A重油　防カビ・殺菌剤

Diesel oil Anti-mold, sterilizer

排エコ用煤付着防止剤（低温部用）

Product SheetProduct Sheet

10kgカートン
（100枚入り）

10kg carton
（100 sheets)

15kgカートン
（100枚入り）

15kg carton
（100 sheets）

品名が青文字の製品はインターネット接続環境で
単品カタログの閲覧が可能です。

https://www.ichinen-chem.co.jp/pdf/marine/mareclean505ex.pdf
https://www.ichinen-chem.co.jp/pdf/marine/taihoselfmixings7.pdf
https://www.ichinen-chem.co.jp/pdf/marine/klinhold_sr.pdf
https://www.ichinen-chem.co.jp/pdf/marine/taicrushvl20.pdf
https://www.ichinen-chem.co.jp/pdf/marine/taicrushlc.pdf
https://www.ichinen-chem.co.jp/pdf/marine/lubuphs.pdf
https://www.ichinen-chem.co.jp/pdf/marine/kuritoniceb.pdf
https://www.ichinen-chem.co.jp/pdf/marine/kuritonic_hicon3c.pdf
https://www.ichinen-chem.co.jp/pdf/marine/taihoca.pdf
https://www.ichinen-chem.co.jp/pdf/marine/taicrusha38.pdf
https://www.ichinen-chem.co.jp/pdf/marine/kuritonica5.pdf
https://www.ichinen-chem.co.jp/pdf/marine/fumeless_madv_wh.pdf


KURICLEAN HC Solid type cleaner

ラスト　リムーバー

RUST REMOVER

クリクリーン CR 原液をシャワー、浸透後水洗い

KURICLEAN CR

クリクリーン AC

KURICLEAN AC

デスライムF

DESLIME F Feed pipe system cleaning. Food additive.

品名 用途 使用法 使用量 荷姿 品名 用途 使用法 使用量 荷姿

NAME APPLICATION HOW TO USE DOSAGE PACKING NAME APPLICATION HOW TO USE DOSAGE PACKING

鉱物油洗浄剤　  Detergents of Mineral Oil その他洗浄剤　  Other Detergents

クリクリーン NO,10 水溶性・中性
清海水にて希釈しエンジンパーツ
エアーフィルター等の洗浄用

0.5～5% 水溶液 18L 缶 クリクリーン スーパー モーター電気器具用（速乾性） 浸漬後エアーブロー 適量 18L 缶

KURICLEAN NO,10 Water soluble, neutral
Dilute it with fresh water or sea-
water to wash Eg parts, air filter, etc

0.5～5%
aqueous solution

18L per can KURICLEAN SUPER
For motors and electric appliances
（Quick-drying）

Blow air after soaking. Propper q'ty 18L per can

水溶性・アルカリ性 同上 1.0～10% 水溶液 18L 缶 クリクリーン NO,3 動植物油洗浄剤（粉末）
粉末のまま散布するか
又は5～10%溶液に希釈して使用

5%～10%
溶液に希釈使用

14kg入り缶クリクリーン NO,10P

KURICLEAN NO,10P Water soluble, alkaline ditto
1.0～10%

aqueous solution
18L per can KURICLEAN NO,3 Fats/oil detergent （Powder）

Scatte the powder or dilute it to
prepare a 5～10% solution.

Dilute it to prepare
a 5～10% solution

14kg per can

同上汎用型 同上 5.0～20% 水溶液 18L 缶 クリクリーン HC ソリッドタイプクリーナー
被洗浄体にクリーナーを塗布し、布で
拭き取る。

適量 2kg×6クリクリーン NO,10PR

KURICLEAN NO,10PR Water soluble, alkaline (General type) ditto
5.0～20%

aqueous solution
18L per can

Apply cleaner to the object to be
cleaned. Wipe off with a cloth.

Propper q'ty 2kg×6

油溶性
原液常温にてスプレー
ウェス拭き後、水洗い

1平方ﾒｰﾄﾙあたり
0.3～0.5L

18L 缶 クリクリーンW 過給機ブロワー洗浄剤 原液をブロワー吸入側より注入 0.2～2.5L 18L 缶クリクリーン NO,11 

KURICLEAN NO,11 Oil-soluble
Spray undiluted solution at room temperature,
wipe off with clouth, and then wash with water.

0.3～0.5L per 1m² 18L per can KURICLEAN W Detergent for super chager blower
Feed undiluted solution into the
suction side of  the blower.

0.2～2.5L 18L per can

GP ENVIRO 生分解性洗浄剤
2～5%の水溶液を使用し、表面/堆積
物に散布します

2～5% 水溶液 25L ポリ缶 船舶機関用冷却水防錆剤・その他 　Corrosion Inhibitor

GP ENVIRO Biodegradable degreaser
Use a dilution of 2-5% with water and
spray on surfaces / deposits

2～5%
aqueous solution

25L　plastic
can

船舶機関用冷却水防錆剤（粉末） ディーゼルエンジン冷却水系に投入 2000～4000ppm 10kg カートン

機関部洗浄剤　  Detergents For EnginRoom

ハイモール AM-5

HI-MOL AM-5
Corrosion inhibitor for Marine Engine
Cooling Water System （Powder）

Put it into the cooling water system
of disel engines.

2000～4000ppm
10kg per
carton

錆汚れ除去及び非鉄金属の洗浄
0.5～2%の水溶液を使用し、表面/堆
積物に散布します

0.5～2% 水溶液 25L ポリ缶 船舶機関用冷却水防錆剤（液体） ディーゼルエンジン冷却水系に投入 8000～12000ppm
20kg液体用

段ボール

Cleaning of non-ferrous
metals and removal of rust stains

Use a dilution of 0.5-2% with water and
spray on surfaces / deposits

0.5～2%
aqueous solution

25L　plastic
can

ハイモール L-10

HI-MOL L-10
Corrosion inhibitor for Marine Engine
Cooling Water System （Liquid）

Put it into the cooling water system
of disel engines.

カーボン除去用 溶剤系 適量 20kg 缶 濃度測定器 N-III ハイモール濃度、塩素イオン、pH、測定器 一式箱入り

Proper Q'ty 20kg per can TEST KIT N-III
Instrument for measuring HI-MOL
concentration, chlorine ion, and pH.

8000～12000ppm
20kg per
fiberboard

1 set in casecarbon removal solvent
Shower undiluted solution for
soaking and then wash with water.

Water soluble for air cooler Soaking or circulation. Proper Q'ty
20kg per
plastic can

エアークーラー用 水溶性 浸漬もしくは循環 適量 20kg ポリ缶

清浄機用洗浄剤（中性） 原液使用後水洗い
清浄機容量
により異なる

18L 缶

100枚 ビン

TEST PAPER For HI-MOL
Instrument for measuring HI-MOL
concentration, chlorine ion, and pH.

100 paper
per bottle

ハイモール用簡易試験紙

海水側に連続的に注入
造水量に対して

30ppm
20kg ポリ缶

Detergent for purifier (Neutrall type)
After using the undiluted solution
wash it with water.

Depending on the
capacity of purifier

18L per can

タイスライムSP-10

TAISLIME SP-10

クリクリーン DC-100

KURICLEAN DC-100
Put it into sea water side
continuously.

30ppm per produced
fresh water

20kg per
plastic can

清浄機用洗浄剤 同 上
清浄機容量
により異なる

18L 缶

Add to cooling Water
100g～1kg/ton

10kg per
fiberboard

主機冷却水系統洗浄剤　Detergents For Main Engine Cooling Water Line

冷却水系殺菌剤 ディーゼルエンジン冷却水系に投入
保有水量に対して
100g～1kg/ton

10kg液体用
段ボールクリクリーン DCR

KURICLEAN DCR Detergent for purifier ditto

溶解剥離剤 PS-2と併用して、清水にて希釈し循環 2％～4％ 18L 缶

Disinfectant for cooling water
Put it into the cooling water system
of disel engines.

Depending on the
capacity of purifier

18L per can

タイスライム　MT

TAISLIME MT

KURICLEAN PS-1 Soluble remover agent
Dilute it with fresh water together
with PS-2, and circulate the mixture

2％～4％ 18L per can

飲料水添加剤　Additive For Drinking Waterクリクリーン PS-1

クリクリーン PS-2 乳化分散剤 PS-１と併用して、清水にて希釈し循環 4％～8％ 18L 缶

カラット #1 飲料水系赤水防止剤 直接投入又は定量ポンプで自動注入 2～10ppm 1kg×18袋

KURICLEAN PS-2  Emulsion dispersion agent
Dilute it with fresh water together
with PS-1, and circulate the mixture

4％～8％ 18L per can

CARAT #1 Rusty water preventive for drinking water
Feed it directly or automatically
with chemical pump.

2～10ppm 1kg×18bags

スケール・スライム除去剤　Scale Dissolver

カラット#1001 蒸留水用ミネラル剤（Ca、Mg） 同上（#1002と併用） 44ppm 1kg×18袋

スケール溶解剤　炭酸カルシウム酸化鉄
浸漬又は循環方法（4～5時間）油分が
含まれている場合はPS-1を1～3%併用

5～20% 18L ポリ缶

CARAT #1001
Mineral addtives for distilled dirinking
water (Ca, Mg)

ditto（Use together with #1002） 44ppm 1kg×18bags

クリクリーン PS-3

KURICLEAN PS-3
Scale dissolver
Calcium carbonate iron oxide

Remove scale by soaking or circulation(4-5h),
When it contain oil use 1-3% of PS-1 together. 5～20%

18L per
plastic can

カラット #1002 蒸留水用ミネラル剤（Na、K） 同上（#1001と併用） 35ppm 0.7kg×20袋

スケール溶解剤　炭酸カルシウム酸化鉄 循環法 20% 20kg ポリ缶

CARAT #1002
Mineral addtives for distilled dirinking
water (Na, K)

ditto（Use together with #1001） 35ppm
0.7kg×
20bags

タイスライム C-10

TAISLIME C-10
Scale dissolver
Calcium carbonate iron oxide

Circulation method 20%
20kg per
plastic can

カラット#1003 蒸留水用ミネラル剤（Ca、Mg、Na、K） 同上(混合1粉体タイプ） 80ppm 1kg×18袋

タイスライム DS 配水管系統の洗浄、スライム殺菌 同上 5～10% 20kg ポリ缶

CARAT #1003
Mineral addtives for distilled dirinking
water (Ca, Mg, Na, K)

ditto（Blending powder type） 80ppm 1kg×18bags

TAISLIME DS
Drainage pipe system cleaning and
Slime sterilization

ditto 5～10%
20kg per
plastic can

バイゲンラックス 舶用飲料水の殺菌剤
遊離残留塩素が0.1ppm以上
常時維持するよう使用する

8～20ppm 1L×12本

給水管系統の洗浄 同上 5～10% 20kg ポリ缶

BAIGEN LUX Disinfectant for ship's drinking water
Constantly keep the free residual
chloride at 0.1ppm or more.

8～20ppm 1L×12bottles

ditto 5～10% 20kg per plastic can

PS ハウジング 飲料水濾過器 フィルターカートリッジ HC-300

PS HOUSING Drinking water filter Filter cartridge HC-300

Scale adhesion inhibitor for evaporator

エバポレーター用スケール付着防止剤

ハイモール濃度、塩素イオン、pH、測定紙

https://www.ichinen-chem.co.jp/pdf/marine/kuriclean_no10_no10p_no10pr.pdf
https://www.ichinen-chem.co.jp/pdf/marine/kuriclean_no10_no10p_no10pr.pdf
https://www.ichinen-chem.co.jp/pdf/marine/kuriclean_no10_no10p_no10pr.pdf
https://www.ichinen-chem.co.jp/pdf/marine/kuriclean_no11.pdf
https://www.ichinen-chem.co.jp/pdf/marine/kuricleancr.pdf
https://www.ichinen-chem.co.jp/pdf/marine/kuricleanac.pdf
https://www.ichinen-chem.co.jp/pdf/marine/kulicleandc100.pdf
https://www.ichinen-chem.co.jp/pdf/marine/kuricleandcr.pdf
https://www.ichinen-chem.co.jp/pdf/marine/kuricleanps3.pdf
https://www.ichinen-chem.co.jp/pdf/marine/taislimec10.pdf
https://www.ichinen-chem.co.jp/pdf/marine/taislimeds.pdf
https://www.ichinen-chem.co.jp/pdf/marine/kuriclean_super.pdf
https://www.ichinen-chem.co.jp/pdf/marine/kuricleanhc.pdf
https://www.ichinen-chem.co.jp/pdf/marine/kuricleanw.pdf
https://www.ichinen-chem.co.jp/pdf/marine/himoll10.pdf
https://www.ichinen-chem.co.jp/pdf/marine/taislimesp10.pdf
https://www.ichinen-chem.co.jp/pdf/marine/taislimemt.pdf
https://www.ichinen-chem.co.jp/pdf/marine/carat1.pdf
https://www.ichinen-chem.co.jp/pdf/marine/carat1001.pdf
https://www.ichinen-chem.co.jp/pdf/marine/carat1002.pdf
https://www.ichinen-chem.co.jp/pdf/marine/carat1003.pdf
https://www.ichinen-chem.co.jp/pdf/marine/himolam5.pdf



