パートさんも使って安心
輪ジミを除き
シワにもならない

ふんわり仕上げの
ダウン専用加工剤

従来の前処理を使った時
ーズンに合わせて２月１

ウンが出る春の衣替えシ

エイエムジーでは、ダ

取ろうと、ワイシャツ仕

が主成分。頑固な汚れを

人の髪と同じたんぱく質

ダウン衣類の羽毛は、

キャンペーン実施中

に頻繁に発生する「輪ジ
日までの期

識のないパートさんでも

ることから、専門的な知

間、
「プロのダウン洗い
実施している。

今まで面倒だった

「プロのダウン洗いセッ

ぐ。常温での皮脂汚れの

ワや羽毛の飛び出しを防

擦を軽減して表生地のシ

ト」ダウン用洗剤・仕上剤

は、羽毛のたんぱく質成

なかったダウンのエリ・

分を傷める事になり、最

ソデ汚れが洗っただけで

洗浄試験では、アルカリ

Ａ Ｍ Ｇ の「 ダ ウ ン

取れるようになったので

洗剤よりも高い洗浄力結

洗剤」はダウン衣類

大変助かっている」と現

大の特徴であるふっくら

の為に作られた専用

場スタッフに好評だ。

したボリューム感と保温

洗 剤。 そ の 特 徴 は ①

度は肝心の撥水効果が落

に柔軟剤を併用すると今

いって静電気を抑える為

気は起こりやすい。かと

繊維で、ただでさえ静電

リエステルむなどの化学

材の多くがナイロンやポ

基本となる撥水力は、

とも可能となる。

や汚れから衣類を守るこ

軽減しながら、一方で、雨

パチ静電気のストレスを

ル撥水加工を行えば、
パチ

した業界初の商品。
トリプ

を同時に出すことに成功

気防止」
、その両方の効果

て５分程度ドラム回転し

ＭＧガードＡＳを投入し

／１００（１％）量のＡ

して１／

回目の濯ぎ時に水量に対

使用方法は洗浄後、２

いに仕上がるのも特長。

れたような柔らかい風合

硬くならず、柔軟剤を入

撥水剤のように加工後も

使用できる。また従来の

を「トリプル撥水加工」

ＭＧガードＡＳ」の３つ

エイエムジーでは「Ａ

などの予防をＰＲする事

から花粉やハウスダスト

チリなどが寄りにくい事

の防塵効果は、ほこり、

「ＡＭＧガードＡＳ」

るのが実感できる。羽毛

チパチ防止」「花粉予防」 ーの通りがスムーズにな

の 効 果「 撥 水 撥 油 」「 パ

はふっくらと仕上がる事

減り、腕通りやファスナ

で、洗い上がりのシワが

は特殊シリコンの効果

ササラ掛けが激減

中性でありながら常

㏄を目安に、

使用方法は被洗物１㎏

態になるからだ。私達は

ＪＩＳ撥水試験でも５級

で新調感を与え、ユーザ

同じくダウン用に作ら
れた「ダウン用仕上剤」

タンク内にエアーを自動で蓄圧

本体サイズ
全高：４９０ｍｍ
容量：５Ｌ

エキスパートは、ドラ

ミ」や「シワ」が出ない。
日から４月

Ｇの「エキスパート」前

安心して作業を任せられ

温でも優れた洗浄力

℃程度の温度で

に対して
常温～

を 発 揮 す る ②「 浴 中

分洗浄後、すす

乾燥肌対策としてハンド

またクリーニング工場

ちてしまうことになる。

を獲得。ダウン以外のア

て撥水剤を衣類にまんべ （ 商 標 登 録 出 願 中 ） と 名

ーからは「なかなかふく

すぎ工程で被洗物１㎏に

頑固なエリ・ソデ汚れに

イ・水洗どちらにも使え、

コロナ禍の影響により、外出着の着用回数が減っている。そうした中で
ダウンのエリ・ソデなど

輪ジミにならない
スピード前処理
狙い目となるのが老若男女を問わず誰もが着るダウンジャケット。今やク

水性を問わず高い効果を

処理システムなら、洗浄

果 が 出 て お り、「 今 ま で

上げのように高温処理し

発揮。頑固なシミ汚れの

ーニングに出されていた
前に専用の自動スプレー

る。エキスパートによる

ササラ掛けしないと取れ

たり、アルカリを使う事

しかし着用する人の割合が増えているにもかかわらず、長期間の着用で
場合は、吹き付け後、柔

が、コロナ禍の影響で何
タンクで霧吹きするとい

前処理で、再洗いや後処

性能を損なってしま

の頑固な汚れや、食べこ

きつい汚れのものが増えている。ダウンをクリーニングに出していただく
らかい馬の毛ブラシで叩

年も洗わずに着続けてい
う簡単な前処理で汚れを

う。

ぼ し・ 汗 ジ ミ な ど 油 性・ セット」キャンペーンを

には、そうした汚れ落としや仕上がりはもちろんのこと、さらに家庭では

る人が多い。こうした衣
落とすことができる。

７分～

クリームを使うが、乾燥

の現場においては、ダウ

付け、新しい撥水加工と

対して

・スプレーノズル ・ノズルストラップ

リーニングでも最重要アイテムとなってきており、今年の春の衣替えシー

真似のできない付加価値を付けてプロの技術を認識していただくことが重
くとより効果的だという。

類に蓄積した汚れは、現

平滑剤」を配合する

が静電気の原因になるの

ンをタンブラー乾燥して

ウター類やスラックス、

水する。加工後、衣

んなく馴染ませてから脱

らまないダウンが、まと

ＡＳ」と一般撥水剤との

する。 （文責・ＡＭＧ）

・シミ抜きブラシ ・スプレータンク

ズンは、
このダウンジャケットを集められるかどうかが勝負ともいえよう。

要である。
特に雨や汚れに直接影響を受けるアウター衣類のダウンへの
「撥
このように水溶性汚れ、
油性汚れ両面に対応して

水加工」は、衣類をケアする面においても、また単価アップの面において
も是非お客様にお勧めしたいメニューだ。

冬場に着る機会が多い
場で取るのに手間が掛か

おり、繊維も選ばず使え

ダウン衣料は、家庭洗濯

理の手間が大幅に減って

ぎは２回行う事を推奨し

事で繊維どうしの摩

は周知の通り。潤いを与

取り出す際に発生する大

学生服など多様な用途に

して活用してもらう為に

でフワフワになる」とい

６０円）を用意している。 めて洗っても一度の乾燥

販促用ポスター（税込６

う声も届いている事か

なるソフター類は使

静電気防止効果の違いを

・エアーホース

・減圧弁

頑固な汚れに
霧吹き前処理

が難しい事から、これま
ってしまう。しかしＡＭ

える「保湿」と、水分を

量の静電気が作業スタッ

類を加熱する事で撥

また、静電気防止試験

ら、生産性の向上も望め

生産性も上がると好評だ。

で年に１回か２回はクリ

遠ざける「撥水」は全く

フにはかなりストレスに

水効果が強くなるの

の模様を撮影した動画を

る。使用方法は最後のす

ている。

正反対の性質になる為、

なっており、さらに静電

で、脱水後の熱乾燥

ホームページ上で公開し

乾燥時間が早い
ダウン用仕上剤

撥水にはその性質上、

撥水すると静電気が起こ

気を帯びた衣類は工場内

はしっかりと行う。

て お り、「 Ａ Ｍ Ｇ ガ ー ド

静電防止・柔軟・撥水の
トリプル加工で単価アップ

加工すると静電気が起こ

りやすくな

の毛ボコリなども集まり

加工前の洗浄工程で

用しないこともポイ

ＡＭＧガード

りやすくなるという問題

るのはある

やすくなるので、これら

は撥水効果の妨げに
水系撥水剤
「ＡＭＧガー

ント。

もできる。

点がある。撥水する事で

意味避けら

を除去するのがまた面倒

パチパチ防止で
花粉の予防にも

繊維に水分が寄ってこな

れない現象

な作業となっている。
ドＡＳ」は、今まで無理と

（２％）～１

くなり、結果的に乾燥状

だ。さらに
表されるア

されていた
「撥水」
と
「静電

㏄を目安に投入
ウター衣類

確認できる。

は、表面素

・エキスパート 16ℓ
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春到来、ダウンのシミ抜き＆撥水で売上アップ！

