
NSS のパワフルなモデルM-1 “ピッグ” があれば、アップライト式の
バキュームクリーナーはもう過去のものです。ご愛顧頂いているお客
様は、このほこりが大好きなマシンを『ピッグ』という愛称で呼んで
います。聡明なメンテナンスのプロたちがこのマシンを『ピッグ』と
呼ぶのは、かつてないほど長寿命で丈夫、コンパクトで使いやすいか
らです。

・  硬い床面、カーペット、家具、作り付け備品、カーテン等、様々な場面
で使用可能です。

・  高所作業で活躍する軽量ロングワンド！長くても吸引力が落ちないワン
ドで、不安定な足場での高所清掃から解放され、作業効率が大幅に上が
ります。

・  メンテナンスや故障の頻度をなるべく抑えたマシン構造。

・  大容量 45 リットルドライフィルターバッグ内蔵。

・  ワンドやホースは付属しません。別売ツールキットを併せてご注文下さ
い（3ページ参照）。

・  丈夫な設計で末永くお使いいただけるロングセラー商品です。

モデル M-1 “ピッグ”
ポータブルバキュームクリーナー



輸入・販売・技術提供
ビーフューチャー株式会社

大阪府摂津市鳥飼上 3 丁目 15－34
Tel: 072-654-8706　Fax: 072-653-6152
URL:  http://www.b-future.jp/
email: info@b-future.jp

お気軽にお問い合せ下さい。

カーペット 30cmと41cm
ハードフロア 36cmと46cm

タイプ シングルステージ、分離ファンによる冷却バイパス
ファン 20cmアルミ鋳物
電圧 120V, 60Hz
馬力 1.5
回転数/分 10,000（平均）
平均モーター寿命 12,000時間

19cmオリフィス 1.16㎥/分、71cm
25.4cmオリフィス 1.88㎥/分、61cm
31.8cmオリフィス 2.63㎥/分、49cm
38.1cmオリフィス 3.31㎥/分、38cm
50.8cmオリフィス 4.13㎥/分、19cm

位置 外側
タイプ 全機種対応(紙バッグあり)
作業効率 0.3ミクロンで99.4％(紙バッグ使用時)
容量 52.8ℓ
フィルター域 80㎡
スイッチと制御 オン・オフ　トグルタイプ
コード 10.7m 16-3 ST

本体 アルミ鋳物
キャスター ２ボールベアリング、7.6cm回転台
ホイール ２リアマウント、15cm固定式
騒音レベル 69ｄBA(取扱者位置より測定)

高さ 81cm バッグ上部の標尺
長さ 42cm
幅 30.5cm

マシン 16kg
出荷重量 19kg
マシンと付属品 26kg
保証 7年間、ただしツールは10年間

サイズ

重さ

バキュームモーター

掃除幅

立方フィート/分と揚水の高さ（cm）

フィルターバッグ

構造

モデルM-1仕様

耐砂磨耗の熱処理アルミ
鋳物ファンフードで寿命
を長く

頑丈なアルミ鋳物、大きな20cmフ
ァンで強力な吸引

安全な"スクラップトラップ"
がごみをとらえて、ファンを
保護するので寿命が延びます

冷却バイパスデザインでよ
り清潔に、より長時間、モ
ーターが働きます

ー
強力な1.5馬力モーター
でアップライトモータ
より24倍長持ち

ベアリングは寿命を
延ばすよう、スチー
ル房に別個に内蔵

が最
て、
えら

カーボンブラシ
高2500時間使え
簡単に位置を変
れます

に
け

コードはフレーム
取付けてあり、抜
ません

安全黄色コード

頑丈アルミ鋳物の
なボディイッチがフレームにオン/オフ ス

しっかりと固定されています

小回りのきく回転式キャスター

リアホイルでスリーブ型の



① 　12 インチ (30.5cm) プレーン・ショドシュー
② 　1½インチ (3.8cm)x 10 フィート (3.05m) スーパー

フレックスホース
③ 　4.6 フィート (140.2cm) アルミニウムワンド

#470460-3　
ベーシックカーペットキット

① 　3×延長可能ワンドハンドル (5 フィート×3本 =15 フィート =4.572 メートル )
② 　側面用 18 インチ (45.72cm) フレキシブル ホコリ払いブラシ
③　側面用 8インチ (20.32cm) フレキシブル ホコリ払いブラシ
④　135 度ワンド延長部
⑤　45 度ワンド延長部
⑥　19 インチ (48.26cm) ワンド延長部
⑦　3インチ (7.62cm) 丸型ブラシ
⑧　8インチ (20.32cm) パイプクリーニングブラシ
⑨　4インチ (10.16cm) パイプクリーニングブラシ
⑩　10 フィート (3.05m) スーパーフレックスホース
⑪　メッシュツール収納バッグ ( 写真にはありません）

#470460-2 で最長 4.5 メートルほどの長さになります。
（①を 3本つなげた長さの合計）

#470460-2　
天井/壁/パイプ等 高所清掃用ツールキット

① 　12 インチ (30.5cm) ホコリ払いカーペットツール
② 　1½インチ (3.8cm) x 10 フィート (3.05m) スーパーフレックスホース
③　28 インチ (71.1cm) 隙間ツール
④　7インチ (17.8cm) 棚ブラシ
⑤　スリーブ付き 5フィート (1.52m) 延長チューブ
⑥　屈曲部付き 5フィート (1.52m) 延長チューブ
⑦　4.6 フィート (140.2cm) アルミニウムワンド
⑧　3インチ (7.62cm) ラウンドダスティングブラシ
⑨　5インチ (12.7cm) アルミニウムコネクター

#470460-1 で最長３メートルほどの長さになります。
（⑤と⑥をつなげた長さの合計）

#470460-1　
デラックスドライカーペット＆オーバーヘッドクリーニングキット

NSSは長くお使いいただける商品を提供することでお客様のお役に立ちたいと考えております。
ゆえにツールは10年保証しております。

ツールのご案内
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吸引力 (立方フィート／分)

12 ｲﾝﾁ M-1 

最大146立方
ﾌｨｰﾄ/分

従来の直立式

100立方ﾌｨｰﾄ/分

スピード/効率 (平均)

16 ｲﾝﾁﾃﾞｭｱﾙﾓｰﾀｰ
直立式

4,225
平方ﾌｨｰﾄ/1時間

12 ｲﾝﾁｼﾝｸﾞﾙﾓｰﾀｰ
直立式

2,239
平方ﾌｨｰﾄ/1時間

モデル M-1
16ｲﾝﾁﾂｰﾙと共に

使用 

7,059
平方ﾌｨｰﾄ/1時間

NSS のベストセラー商品であるモデルM-1

は、今まで困難で危険が伴った場所の清掃

が驚くほど簡単になります。

モデルM-1使用例


