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札幌市西区24軒1条7-3-10

仙台市宮城野区福室2-8-21

埼玉県北本市朝日4-553

港区芝2-31-19

名古屋市千種区青柳町6-26

東大阪市長田東3-3-11

広島市西区南観音2-7-10

福岡市博多区那珂5-3-15

※改良のため予告なく型式及び仕様を変更することがあります。※本カタログの商品写真は印刷のため、実際の商品の色と異なる場合があります。

ご使用の前に「取扱説明書」を
よくお読みの上、正しくご使用ください。

自動車整備用機器・検査用機器の設計・開発・販売及びサービス

バンザイでは「顧客第一主義」を信条にお客様とのきずな

を大切にし、お客様満足度の向上を図ってまいります。

【営業所】旭川、青森、秋田、盛岡、郡山、山形、新潟、長野、前橋、宇都宮、水戸、埼玉、

千葉、横浜、静岡、多摩、北陸、三重、京都、神戸、高松

【出張所】帯広、函館、富山、松山、岡山、山陰、山口、長崎、大分、熊本

【販売店】

https://www.banzai.co.jp eigyo@banzai.co.jp

TEL 03-3769-6880

TEL 03-3769-6881

TEL 03-3769-6894

TEL 011-621-4171

TEL 022-258-0221

TEL 048-590-3700

TEL 03-3769-6840

TEL 052-732-2660

TEL 06-6744-1041

TEL 082-233-3201

TEL 092-411-1261

安全に関するご注意
ISO9001・ISO14001

ISO14001：本社

仕様

［PWU-950VSP-KR］

対象車車輪内側最小寸法

車輌最低地上高

洗浄ノズル

洗車時間

推奨温水発生機

本体寸法

総電気容量

床上式：800mm　ピット式：830mm

床上式：170mm　ピット式：100mm

水圧回転ノズル×2個

低速：約30分 中速：約20分 （往復洗車）

NHW-2000I×2台　または

NHW-5000HS／5000HS-INV×1台

洗浄ユニット（mm）:W795（1,956）×L966×H163

※（）内寸法はアーム稼動時の最大寸法

コントロールボックス（mm）:W785×L758×H650

AC200V　0.2kw

［PWU-750K2］

対象車車輪内側最小寸法

車輌最低地上高

洗浄ノズル

洗車時間

推奨温水発生機

本体寸法

総電気容量

床上式・ピット式：850mm

床上式：100mm　ピット式：50mm

水圧回転ノズル×3個

最長：約6分 （往復洗車）

KHW-1300D／1600C、NHW-1500I　

またはKHW-2100C、NHW-2000I

洗浄ユニット（mm）:

W750（800）×L564×H97.5

※（）内寸法はピット式の場合

コントロールボックス（mm）:

W488×L487.5×H1,015

AC200V　0.2kw

［PWU-2500M］

洗浄ノズル

洗車時間

推奨温水発生機

本体寸法

総電気容量

電動回転ノズル×4個

車輌通過式：約1分

（音波センサーによる自動洗浄）

KHW-1600C、NHW-1500I、

KHW-2100C、NHW-2000I

洗浄ユニット（mm）:

W1,590×L220×H360～365

AC200V　0.4kw

［PWU-2000］

洗浄ノズル

洗車時間

推奨温水発生機

本体寸法

総電気容量

固定ノズル×5個

車輌通過式：約1分

（押しボタンによるタイマー洗浄）

KHW-1600C、NHW-1500I、

KHW-2100C、NHW-2000I

洗浄ユニット（mm）:

W914×L140×H50

AC200V　0.1kw

洗浄ノズル

洗車時間

推奨温水発生機

本体寸法

総電気容量

電動回転ノズル×6個

車輌通過式：約2分（音波センサーによる自動洗浄）

NHW-2000I×2台　または

NHW-5000HS／5000HS-INV×1台

洗浄ユニット（mm）:

W2,350×L360×H305～365

AC200V　0.4kw

［PWU-2500］

洗浄ノズル

洗車時間

推奨温水発生機

本体寸法

総電気容量

電動回転ノズル×6個（片側3個）

※6個／4個／2個　設置時選択可能

車輌通過式：約2分（音波センサーによる自動洗浄）

NHW-2000I×2台　または

NHW-5000HS／5000HS-INV×1台

洗浄ユニット（mm）:W460×L390×H1,405

AC200V　0.36kw

［PWS-HA200S］

側面洗浄ユニット

汚れの目立つタイヤホイールやサイドバンパー部の汚
れを落とすのに最適な側面洗浄機です。左右6個の電
動回転ノズルが強力な洗浄力を発揮！

洗車時間

約 分2

固定設置された洗浄機の上を
車輌が通過すると、音波セン
サーが作動し自動洗浄します。

車輌で通過
するだけ！
簡単洗浄!!01

特長

電動回転ノズルの安定した回転
力で、洗浄範囲の広い汚れもパ
ワフルに洗浄します！

電動回転
ノズルで
パワフル洗浄！02

特長

埋設式なのでフラットな床面を
キープ！作業スペースをしっかり
確保できます。

床面フラット
でスペースを
有効活用!!03

特長

PWS-HA200S
車輌の下部と同時に側面も洗浄！

OPTION

驚きのスピード洗浄で
スタッフの労働時間も短縮!!

PWU-2500
埋設式

側面洗浄
オプション
あり

固定式・下部洗浄機 固定式・下部洗浄
固定設置された洗車機の
上を、車輌を運転して
通過し洗浄します

大型車輌（～普通車）向け

P W U  s e r i e s

車輌用下部 &側面洗浄機



中面右側（配置図）

PWU-750K2 配置図

PWU-950VSP-KR配置図

［床上式レイアウト］ ［ピット式レイアウト］

PWU-2500 配置図 PWU-2000 配置図

［床上式レイアウト］ ［ピット式レイアウト］

安全にご使用いただくために
洗車機の管理者、担当者を決め、取り扱い説明書、注意銘板、
メーカー説明等で熟知した上で正しくご使用下さい。

※各仕様については、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

操作はたったの
2工程だけ!!

PWU-2500M
電動回転ノズルを搭載!!
360度パワフルに洗浄します

軽乗用車～
2t車対応

ピット式なので
床面はフラット

すぐれた
高耐久性

移動式・固定式下部洗浄機

車長に合わせてストッパーをセットし、自動洗浄スイッ
チをオンにすれば洗浄がスタートします。フロントバ
ンパーまで移動すると噴射を開始。一往復して、再度
フロントバンパーまで到着すると噴射は停止し、定位
置へ自動的に格納されます。

普通車下部洗浄機の定番!!
設置工事も簡単＆スピーディー！

PWU-750K2

ケーブルレスの
安全設計!!

洗浄ユニットに電気部品を使用していないため、洗
車場床面に電気ケーブルが出ない安全設計です！設
置工事も簡単、門型洗車機との併設も可能です。

門型
洗車機
連動可

洗車時間

約
（最長6分）

分
床上式
or

ピット式
5

驚異の洗浄力を
広範囲で発揮!!

7MPa・2,000ℓ/h※の温水洗車機2台のパワーに
よる強力な洗浄力！アームは先端ノズルから水（温
水）を高圧噴射しながら、水平方向にスイングして
車輌下部を前後に移動。車輌下部の汚れを効率よ
く落とします。

左右に取り付けられ
た2個の水圧回転ノ
ズル。噴射軸が傾き
をもっているため、
真下ではなく斜め
下方向からスプリンクラーのように車輌下部を洗
浄。より奥の汚れを落とせる構造となっています。

当社独自機構の回転ノズ
ルを3個設置。広範囲・全
方向に向かって噴射され
るため、洗浄効果が大き
くアップしました。

3個の回転ノズルで
強力洗浄!!02

該当の車種を選択してス
タートボタンを押すだけな
ので簡単！往復洗浄が終了
すると自動的に停止する仕
組みです。

移動式・下部洗浄機

PWU-2000

特長 特長 ボタンを押すだけの
簡単操作!!03

洗車時間

約 分1

スイングアーム旋回による
驚異の洗浄力！しかも自動洗浄!!

PWU-950VSP-KR 門型
洗車機
連動可

洗車時間

約
（中速の場合）

分
床上式
or

ピット式
20

洗車時間

コストパフォーマンスと
省スペースならこのタイプ!!

乗用車
対応

ピット式なので
床面はフラット

融雪剤落とし
にも最適

※または7MPa・5000ℓ/h×1台

01
特長

02

車体奥の汚れまで
しっかり洗浄!!03

普通自動車向け

移動式・下部洗浄
停車した車輌の

下を洗浄機が移動して
洗浄します

大型車輌向け

01
特長

特長

特長

移動式

固定式 固定式

中面左側／パンチ穴（大型車輌） 中面中央（普通車）

約 分1


