
総合版

店内環境 店頭演出

快適な空間はお客様やスタッフの『癒しの場所』
として様々なシナジーを生み集客に結びつきます

スタッフサポート

メーカー・機種など御要望に応じてお見積りいたします掲載は取り扱い商品の一部となります

他店との差別化で集客

未来へ向かってリノベーションいたします

設置型据え置きタイプ

平成３０年７月１８日参院本会議で改正健康増進法が可決、成立いたしました。

飲食店における喫煙可否の報道に隠れてしまいがちですが、法案成立によって多数の人が利用する全てのSSのセー
ルスルームやスタッフルームも原則禁煙となります。２０１９年夏頃から段階的に施行され、SSなどは喫煙専用室
工事などの準備期間を経て2020年４月１日より全面的に施行されます。

法案内容ではSSの店内に喫煙専用室を設置し、そこで喫煙することは可能です。単に禁煙と喫煙エリアを分けた
『分煙』や、空気清浄機の設置のみでは認められません。

2020年４月からSSのセールスルーム・スタッフルーム原則禁煙に

オリジナル施工タイプ
喫煙専用室の施工
お見積りいたします

■分煙機
■換気扇や吸・排気ダクト工事承ります
■グリーン（植木）のご提案もいたします
■壁、天井へ光触媒の塗布により、防臭効果を向上させることも可能です
■空調移設工事、防災工事（火災報知機の設置）、電気工事も承ります

■アルミパーテーション施工（不燃材）

■全国のSS様より御要望に応じて新設・改装・施工・設置をしております。0.5坪（畳1枚）～3坪（畳6枚）

■喫煙ブースシステム Ｓｍｏｋｅ ｐｏｉｎｔ

0.5坪の小スペースに設置可能です
とってもおしゃれな喫煙専用室!!

※月々保守メンテナンス料が発生します

できれば完全禁煙が望ましいのですが・・
完全禁煙も手段ですが・・
喫煙率は36.5％と高い水準です

※運搬費・組立費は別途となります
※現地調査後にお見積りいたします

ムラキでは喫煙専用室の施工・設置、簡易型他各種取り揃えております

・煙やニオイをクリーンな空気に
変えて室内に還元します

■空間分煙機能搭載

全国OK

※2018年5月 JT全国喫煙者率調査より

スピード見積り！ 担当セールスまでお問い合わせください掲載の商品は全て特別割引いたします

おかげさまで
現調と見積りのご依頼が
多すぎて追いつきません・・

H31年3月末迄施工予定
来期工事予定

お洒落で高性能!!

【レイアウト・お見積りいたします】

■セールスルーム・スタッフルーム・トイレなど内外装も承ります

カウンターセット（例）

・デジタルサイネージでカーケアやメンテナンスの必要性を伝えます

「MSP-Digital」

オイル 洗車 車検 バッテリー タイヤ

・内容はアニメーションと動画による音声ガイダンスで再生します

50インチの迫力ある大型モニターで動画と音声で説明

SS専用の究極デジタルサイネージ

ＰＯＳカウンター
陳列ディスプレイ
キッズスペース
テーブル・イス
クロスの張替え

店内のリノベーションを御提案いたします

■キッズコーナー■店内レイアウト ■立体イメージ

おかげさまで
テーブル・イス・内外装工事は
コンスタントに受注頂いてます

スタッフのプライバシーを守りましょう

2列6段12人用 1列4段4人用

バックヤードの狭いスペースを有効活
用する貴重品保管庫です

スタッフの貴重品、携帯電話、スマート
フォンを大切に保管いたします

LKロッカー

スチールロッカー

大人気
今売れて

ます

折りたたんで
収納できます
キャスター付きで
移動もラクラク

フィティングルーム
（更衣室）

メーカー・機種など御要望に応じてお見積りいたします掲載は取り扱い商品の一部となります

スタッフルーム関連は
なぜか注文殺到してる・・

お客様と笑顔が『つながる』
販売促進・空間演出ツール!
24時間365日働きます



キャノピー

ピット室 トイレ スタッフルームセールスルーム

しかも高性能で高寿命LEDに変えるとシナジー効果抜群

手洗い洗車機

極洗Ⅱ
【MAY-02フルセット】

200Vは高圧スプレーの
噴射圧力が圧倒的に強く
噴射水量も多く瞬時に
土砂等を洗い流します

200V

泡・コーティング・高圧洗浄・
エアーブローとフル装備の手洗
い洗車機です

電気代

約70％削減

■省エネタイプの空調機は電気代も節約できます

明るい 目立つ キレイ

業務用空調設備もお任せください
各、メーカー取扱いしております

ストリーマでエアコン内部も、
吹出す風も清潔に。

極洗Pro
【KS-AWK2000】

メーカー・機種など御要望に応じてお見積りいたします掲載は取り扱い商品の一部となります

100V

購入したSS様からのご要望により２００V仕様を

新発売!しちゃいました・・

極洗発売からおかげさまで１０周年累計販売台数 台

発売記念企画
実施中!! 大型3油種流れる文字付

W1526×H3100×D1900

・看板の詳細は別途御相談ください
・運賃は別途お見積りとなります

特大3mの3油種表示
流れる文字表示付で油外のPRや
適応条件をわかりやすく表示

売り方不等3油種矢印付
W1020×H2341×D1320

精算方式の種類を5種類の中から
選択可能。LEDタイプのIN矢印
でお客様への誘導効果抜群!

流れる文字表示付で油外のPRや
摘要条件をわかりやすく表示

3油種流れる文字付
W1020×H2341×D1320

小型のためどこに置いても邪魔
になりません。サブ看板として
2台目・3台目に最適です

1油種のコンパクト看板
W893×H1600×D800

オリジナルも対応いたしますので、御要望をお聞かせください

LEDは昼夜とにかく目立ちます! 『高性能』『高寿命』『電気代節約』

３
m

豊かな色彩表現で注目度アップ!

FQ4043
W1600×H1200×D27
※壁への取り付け可能

架台は別途お見積りいたします

ストアサインフルカラー「クオリエ」
エムケー精工

本体寸法 Ｗ645×Ｈ1455×Ｄ720
表示部分 Ｗ645×Ｈ890
シート Ａ1サイズ

LEDで発光する!店頭用告知看板

店頭の魔術師 「MSP-zero」

告知シートは
オリジナル製作

可能です

iPhoneで写真入力 スマホで文章入力 多言語対応

1油種精算方式切替表示・矢印付
W1020×H2000×D1320

精算方式の種類を5種類の中から
選択可能。LEDタイプのIN矢印
でお客様への誘導効果抜群!

スピード見積り！ 担当セールスまでお問い合わせください掲載の商品は全て特別割引いたします

LEDタイプのIN矢印でお客様
への誘導効果抜群! 流れる文字
表示付で油外のPRや適用条件
をわかりやすく表示

1油種流れる文字・矢印付
W1020×H2000×D1320

品薄状態で御迷惑をお掛けして申し訳ございません
少しでも早めに御注文をいただければ3月末迄には
納品できるよう頑張ります（要確認）

1台も売れてないのでカタログ
のセンターから外れてしまいま
した・・・涙
誰か1台買ってくださ～い

超大型1油種内照式
W1850×H3100×D1900

セルフ 会員価格

給油プリカ価格 現金価格

プリカ価格

現金会員価格

上部内照表示例

掲載のプライス看板は全て片面・両面仕様可能です

このシリーズも10台以上売れてます!

圧巻の視認性!

いつもの定番
一般的な看板

圧倒的な存在感

東芝・富士・日立 他

AT・CVTチェンジャー エアコンリサイクラー

オイルチェンジャー クーラントチェンジャー ブレーキブリーダー

トルコン機器
CLIMAX/AMC1000

エムケー精工
CVT＆ATFチェンジャー
TF-3000S

岡常歯車製作所
エアコンリサイクラー循風
YN-13

エムケー精工
エアコンリフレッシャー
AF-4200Z

岡常歯車製作所
オイルチェンジャー
T-75

エムケー精工
オイルチェンジャー
EP-9000S

日本整備
MSオイルチェンジャー
LY90AⅡ

エムケー精工
LLCクリーナー
LC-4000Z

ショーワ
クーラントチェンジャー
ASW-ⅢB

日本整備
ブレーキブリーダー
BB-910RN

エアー
タイプ

S-122（防爆仕様）
タイヤチェンジャー

S-240（防爆仕様）
ホイールバランサー

ユーロスター
EU35ASPHサポート付（防爆仕様）
タイヤチェンジャー

ユーロスター
EU62-40（防爆仕様）
ホイールバランサー

ハークレスリフト
HM1100

タイヤ交換や作業も最新機器なら、さらに安心・安全で効率もアップ !

タイヤ交換の需用
期前にいかがで
しょうか？是非御
検討ください

エアーをつなぐだけなので
設置が簡単です!

タイヤ・オイル交換
など簡易作業用とし
て追加で1台いかが
ですか？

能力

2.8t

猛暑対策・労働環境の改善に

冷え太郎

業界初!消防法「適合」
スポットクーラー

平成31年3月20日発売

デンゲン
2wayエコマックスW
CS-1234WS

作業用チェンジャーも最新機器は効率と収益アップに繋がります

東芝
VT145-37T
コンプレッサー

MUL30-S 床上ﾏｸﾛｽﾊﾞｰﾛｰ（上段ﾘﾌﾄ付）

能力

3t

整備環境の改善は作業効率のアップにつながります !

NEW冷媒
1234f
対応機種

● 掲載機器は一部です、その他の機種も担当セールスまでお気軽にお問い合わせください

● その他機種も御座いますので、担当セールスまでお気軽にお問い合わせください

●大型・扁平・ランフラットなど様々なニーズに対応いたします

●スポットクーラー・冷風機やリフトまで用途に合わせて御提案いたします

メーカー・機種など御要望に応じてお見積りいたします掲載は取り扱い商品の一部となります

猛暑対策!
労働環境の改善に!


