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≪透明衛生マスク『マスクリア』シリーズ　エコノミータイプ（特許第 5174984 号）≫

マスクリア
エコノ

（1 個入）

1 個 /590 円
　ケース入り数　100 個入／ケース
　ケース寸法　W430×D560×H390mm　重量 5.6kg

品番 WM-ECONO-1

JAN コード 4580468700934

セット内容 1 箱／本体 ×1　クロス ×1　携帯袋 ×1

商品サイズ 箱／ W130×D50×D100ｍｍ　重量 41g
本体／ W130×D50×H90ｍｍ　重量 6g

＜低コスト・高クオリティ＞

（　　　 ）税込
649 円

マスクリア
エコノ

（10 個入）

　ケース入り数　30 箱入（計 300 個）／ケース
　ケース寸法　W360×D560×H560mm　重量 11kg

品番 M-ECONO-10

JAN コード 4571341740338

セット内容 1 箱／本体 ×10　クロス ×10　携帯袋 ×10

商品サイズ 箱／ W180×D166×D104ｍｍ　重量 320g
本体／ W130×D50×H90ｍｍ　重量 6g

＜大量購入ご希望の方におすすめ＞

10個
入り

1 箱 /5,400 円（　　　　）税込
5,940 円

＜フィルム交換で常に清潔！＞

＜鼻まで覆う安心サイズ！＞

マスクリア
エコノ専用
ハイタイプフィルム

（10 枚入）

　ケース入り数　30 箱入（計 300 枚）／ケース
　ケース寸法　W270×D90×H125mm　重量 2.7kg

品番 WM-ECOFILM-10HI

JAN コード 4580468700958

セット内容 1 箱／交換ハイタイプフィルム ×10

商品サイズ 箱／ W105×D5×H189 ㎜　重量 51g
本体／フィルム高さ 85mm

1 箱 /2,880 円（　　　　）税込
3,168 円

マスクリア
エコノ専用
交換フィルム

（10 枚入）

　ケース入り数　30 箱入（計 300 枚）／ケース
　ケース寸法　W270×D90×H125mm　重量 2.6kg

品番 M-ECONOFILM-10

JAN コード 4571341740451

セット内容 1 箱／交換フィルム ×10

商品サイズ 箱／ W105×D5×H189ｍｍ　重量 47g
本体／フィルム高さ 65mm

1 箱 /2,500 円（　　　　）税込
2,750 円

※付属品と同じものの交換品です

マスクリア
エコノ専用
交換フェイスシールド

（10 枚入）

　ケース入り数　30 箱入（計 300 枚）／ケース
　ケース寸法　W185×D180×H225mm　重量 3kg

品番 M-ECOSLD-10

JAN コード 4580468700903

セット内容 1 箱／交換フェイスシールド ×10

商品サイズ 箱／ W170×D5×H215 ㎜　重量 107g
本体／フィルム高さ 150mm

＜顔全面をガード！＞

1 箱 /4,800 円（　　　　）税込
5,280 円

1 個 /800 円
　ケース入り数　100 個入／ケース
　ケース寸法　W475×D530×H380mm　重量 6.3kg

品番 WM-ECONO-FC-1

JAN コード 4580468701405

セット内容
1 個／フルカバーフィルム ×1
マスクフレーム ×1　クロス ×1　携帯袋 ×1

商品サイズ 箱／ W90×D50×H160ｍｍ　重量 48g
本体／ W130×D50×H115ｍｍ　重量 9g

＜鼻から顎までをカバーするお椀型＞

（　　　 ）税込
880 円

エコノ専用
フルカバーフィルム

（10 枚入）

　ケース入り数　30 箱入（計 300 枚）／ケース
　ケース寸法　W180×D235×H165mm　重量 2.3 ㎏　
　

品番 WM-ECOFILM-10FC

JAN コード 4580468701429

セット内容 1 袋／フルカバーフィルム ×10

商品サイズ 袋／ W164×D5×H200ｍｍ　重量 72g
本体展開サイズ／ W180×D145mm

＜フィルムのみ購入希望の方に＞

1 箱 /3,960 円（　　　　）税込
4,356 円

※付属品と同じものの交換品です
※エコノタイプのフレームにご使用いただけます

ウィンカム クリア
（透明マスク・スマホクリーナー）

▼透明マスクのお手入れに最適

詳細はｐ6へ

マスクリア エコノ
フルカバーフィルム
タイプ（1 個入）
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≪透明衛生マスク『マスクリア』シリーズ　ベーシックタイプ（特許第 5096632 号）≫

マスクリア
ベーシック

（1 個入）

1 個 /1,780 円
　ケース入り数　48 個入／ケース
　ケース寸法　W480×D500×H370mm　重量 6kg

品番 WM-BASIC-1

JAN コード 4580468701009

セット内容 1 個／本体 ×1　クロス ×1
　　　携帯袋 ×1　ネックストラップ ×1

商品サイズ 箱／ W160×D56×H145mm　重量 87g
本体／ W135×D55×H90mm　重量 14g

＜定番スタイル＞

（　　　　）税込
1,958 円

マスクリア
ベーシック専用
交換フィルム

【クリアタイプ】（5 枚入）

1 箱 /2,140 円
　ケース入り数　20 箱入（計 100 枚）／ケース
　ケース寸法　W287×D378×H329mm　重量 2kg

品番 M-FILM-5

JAN コード 4571341740390

セット内容 1 箱／交換フィルム ×5

商品サイズ 箱／ W132×D143×H70mm　重量 69g
本体／フィルム高さ 65mm

＜ワンタッチで付け外し簡単！＞

（　　　　）税込
2,354 円

マスクリア
ベーシック専用
交換フィルム

【メッシュタイプ】（5 枚入）

1 箱 /2,140 円
　ケース入り数　20 箱入（計 100 枚）／ケース
　ケース寸法　W287×D378×H329mm　重量 2kg

品番 M-FILM-MESH-5

JAN コード 4571341740475

セット内容 1 箱／交換フィルム ×5

商品サイズ 箱／ W132×D143×H70mm　重量 69g
本体／フィルム高さ 65mm

＜汚れや傷が目立たない半透明＞

（　　　　）税込
2,354 円

マスクリア
ベーシック専用
ハイタイプフィルム

（5 枚入）

1 箱 /2,480 円
　ケース入り数　20 箱入（計 100 枚）／ケース
　ケース寸法　W287×D378×H369mm　重量 2.2kg

品番 WM-FILM-5HI

JAN コード 4580468701047

セット内容 1 箱／交換ハイタイプフィルム ×5

商品サイズ 箱／ W132×D143×H90mm　重量 80g
本体／フィルム高さ 85mm

＜鼻まで覆う安心サイズ！＞

（　　　　）税込
2,728 円

マスクリア
ベーシック
ライトピンク

（1 個入）

1 個 /1,780 円
　ケース入り数　48 個入／ケース
　ケース寸法　W480×D500×H370mm　重量 6kg

＜華やかな新カラー登場！＞

（　　　　）税込
1,958 円

WM-BASIC-1LP

4580468701214

1 個／本体 ×1　クロス ×1
　　　携帯袋 ×1　ネックストラップ ×1

箱／ W160×D56×H145mm　重量 87g
本体／ W135×D55×H90mm　重量 14g

品番

JAN コード

セット内容

商品サイズ

マスクリア
ベーシック
バンドル

（5 個入）

1 箱 /8,000 円
　ケース入り数　24 箱入（計 120 個）／ケース
　ケース寸法　W415×D560×H560mm　重量 9kg

＜まとめ買いがお得！＞

（　　　　）税込
8,800 円

5 個
入り

M-BUNDLE-5

4571341740383

1 箱／本体 ×5　クロス ×5　携帯袋 ×5

箱／ W180×D198×H128mm　重量 294g
本体／ W135×D55×H90mm　重量 14g

品番

JAN コード

セット内容

商品サイズ

マスクリア
ベーシック専用
フェイスシールド

（5 枚入）

1 箱 /2,750 円
　ケース入り数　24 箱入（計 120 枚）／ケース
　ケース寸法　W380×D500×H560mm　重量 5.8kg

M-SHIELD-5

4580468700774

1 箱／交換フェイスシールド ×5

箱／ W163×D143×H155mm　重量 180g
本体／フィルム高さ 150mm

＜顔全面をガード！＞

（　　　　）税込
3,025 円

マスクリア専用
交換バンド

（10 セット入）

1Pack/2,000 円

品番 M-BAND-10

JAN コード 4571341740468

セット内容 1Pack ／［左右バンド］10 セット入

＜肌なじみのいい薄茶色＞

（　　　　）税込
2,200 円

※付属品と同じものの交換品です
※マスクリアエコノにもご使用いただけます

※付属品と同じものの交換品です

ネックストラップ
（5 本入）

1Pack/1,200 円

品番 M-STRUP-5

JAN コード 4571341740345

セット内容 1Pack ／ 5 本入

＜置き場所に困らない＞

（　　　　）税込
1,320 円

※付属品と同じものの交換品です
※マスクリアエコノにもご使用いただけます

適合商品
（WM-BASIC-1）（WM-BASIC-1LP）（M-BUNDLE-5）
（M-ECONO-10）（WM-ECONO-1）

適合商品
（WM-BASIC-1）（WM-BASIC-1LP）（M-BUNDLE-5）
（M-ECONO-10）（WM-ECONO-1）

品番

JAN コード

セット内容

商品サイズ
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≪透明衛生マスク　ウィンカム ヘッドセットマスク（特許第 6792301 号）≫

＜白さで際立つ清潔感＞

1 個 /2,400 円
　ケース入り数　56 個入／ケース
　ケース寸法　W360×D570×H345mm　重量 4.3kg

（　　　　）税込
2,640 円

＜高級感のある印象に＞ ＜華やかなシーンを演出＞

ウィンカム
ヘッドセットマスク
ホワイト（1個入）

品番 W-HSM-1W

JAN コード 4580468700705

セット内容 1 箱／本体 ×1

商品サイズ 箱／ W140×D50×H200mm　重量 68g
本体／ヘッドバンド︓円弧 350mm
　　　アーム︓円弧 240 ～ 260mm　重量 34ｇ

1 個 /2,400 円
　ケース入り数　56 個入／ケース
　ケース寸法　W360×D570×H345mm　重量 4.3kg

（　　　　）税込
2,640 円

品番 W-HSM-1B

JAN コード 4580468700712

セット内容 1 箱／本体 ×1

商品サイズ 箱／ W140×D50×H200mm　重量 68g
本体／ヘッドバンド︓円弧 350mm
　　　アーム︓円弧 240 ～ 260mm　重量 34ｇ

1 個 /2,400 円
　ケース入り数　56 個入／ケース
　ケース寸法　W360×D570×H345mm　重量 4.3kg

（　　　　）税込
2,640 円

品番 W-HSM-1LP

JAN コード 4580468701054

セット内容 1 箱／本体 ×1

商品サイズ 箱／ W140×D50×H200mm　重量 68g
本体／ヘッドバンド︓円弧 350mm
　　　アーム︓円弧 240 ～ 260mm　重量 34ｇ

＜お得な 5個入りホワイト＞

　ケース入り数　16 個入（計 80 個）／ケース
　ケース寸法　W360×D570×H345mm　重量 5.2kg

1 箱 /11,000 円（　　　　）税込
12,100 円

品番 W-HSM-5W

JAN コード 4580468700729

セット内容 1 箱／本体 ×5

商品サイズ 箱／ W175×D140×H170mm　重量 296g
本体／ヘッドバンド︓円弧 350mm
　　　アーム︓円弧 240 ～ 260mm　重量 34ｇ

＜お得な 5個入りブラック＞

　ケース入り数　16 個入（計 80 個）／ケース
　ケース寸法　W360×D570×H345mm　重量 5.2kg

1 箱 /11,000 円（　　　　）税込
12,100 円

品番 W-HSM-5B

JAN コード 4580468700736

セット内容 1 箱／本体 ×5

商品サイズ 箱／ W175×D140×H170mm　重量 296g
本体／ヘッドバンド︓円弧 350mm
　　　アーム︓円弧 240 ～ 260mm　重量 34ｇ

＜汚れや傷がついたら交換可能＞

（　　　　）税込
1,650 円1 袋 /1,500 円

　ケース入り数　30 袋入（計 150 枚）／ケース
　ケース寸法　W126×D85×H185mm　重量 610g

ウィンカム
ヘッドセットマスク専用
交換フィルム（5 枚入）

品番 W-HSMF-5

JAN コード 4580468700743

セット内容 1 袋／交換フィルム ×5

商品サイズ 袋／ W80×H180mm　重量 13g
本体／フィルム高さ 65mm

＜鼻まで覆う安心サイズ！＞

（　　　　）税込
1,980 円1 袋 /1,800 円

　ケース入り数　30 袋入（計 150 枚）／ケース
　ケース寸法　W115×D185×H50mm　重量 660g

ウィンカム
ヘッドセットマスク専用
ハイタイプフィルム

（5 枚入）
W-HSMF-5HI

4580468700682

1 袋／交換ハイタイプフィルム ×5

品番

JAN コード

セット内容

商品サイズ 袋／ W110×H180mm 重量 18.5g
本体／フィルム高さ 95mm

＜顔全面をガード！＞

（　　　　）税込
 2,750 円

　ケース入り数　30 袋入（計 150 枚）／ケース
　ケース寸法　W212×D170×H50mm　重量 1,046g

ウィンカム
ヘッドセットマスク専用
フェイスシールド

（5 枚入）

1 袋 /2,500 円

W-HSSLD-5

4580468700699

1 袋／交換フェイスシールド ×5

品番

JAN コード

セット内容

商品サイズ 袋／ W170×H240mm 重量 34g
本体／フィルム高さ 150mm

ウィンカム
ヘッドセットマスク
ブラック（5個入）

ウィンカム
ヘッドセットマスク
ホワイト（5個入）

ウィンカム
ヘッドセットマスク
ライトピンク（1個入）

ウィンカム
ヘッドセットマスク
ブラック（1個入）

5 個
入り

5 個
入り

ウィンカム クリア
（透明マスク・スマホクリーナー）

▼透明マスクのお手入れに最適

詳細はｐ6へ
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≪マスクリアピコ（特許第 6905285 号）／ウィンカムガード≫

※大人も子どもも使えるフリーサイズです

＜顔に挟むだけ！＞

　ケース入り数　100 袋入／ケース
　ケース寸法　W220×D310×H230mm　重量 1.5kg

マスクリア
ピコ

（1 個入）

1 個 /190 円

品番 M-PICO-1W

JAN コード 4580468700767

セット内容 フレーム 1 個　フィルム 1 枚

商品サイズ 袋／ W150×D5×H230ｍｍ　重量 12g
本体／Ｗ120ｘＤ185ｘＨ70ｍｍ　重量 9ｇ

（　　　 ）税込
209 円

＜感染予防対策の新アイテム＞

ハンディマスク
［ウィンカムガード］
（100 枚入）

1 パック /7,000 円

品番 HM-WG-D305

JAN コード 4580468701399

入数 100 枚

商品サイズ 展開サイズ　Ｗ235×D210mm　
１パック（100 枚）／ W235×D210×H25mm　重量 900g

（　　　　 ）税込
7,700 円

＜イベントでの配布に！＞

マスクリア
ピコ（5 個入）
※5 色フレーム

1 袋 /850 円
　ケース入り数　40 袋入（計 200 個）／ケース
　ケース寸法　W230×D310×H220mm　重量 2.2kg

品番 M-PICO-5C

JAN コード 4580468700750

セット内容 フレーム 5 個　フィルム 5 枚

商品サイズ 袋／ W150×D30×H230ｍｍ　重量 52g
本体／Ｗ120ｘＤ185ｘＨ70ｍｍ　重量 9ｇ

（　　　 ）税込
935 円

5色／ブルー・グリーン・
イエロー・オレンジ・レッド

【オリジナルデザイン印刷のご案内】
1,000枚以上の発注ロットでオリジナルデザイン印刷
の製作も可能です。

店舗や企業のオリジナルカラーにロゴや文字を入れた
デザインはもちろん、お店の写真・広告・キャンペー
ン案内・メニュー等を印刷し、お店の宣伝を行う事も
できます。
※数量・価格等、詳しくはご相談ください。

　仕様／表面︓４色カラー印刷
　　　　裏面︓１色黒色印刷
　　　（両面抗菌加工）
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●成分/次亜塩素酸ナトリウム（厚生労働省認可食品添加物殺
菌料）、希塩酸（厚生労働省認可食品添加物）、純水　●液
性/中性（pH6.8～7.0）　●濃度/100ppm、200ppm　●
生産国/日本　●消費期限/製造年月（パッケージ記載）から
6ヶ月

≪除菌・消臭水　ウィンカムデオ（次亜塩素酸水）≫

＜たっぷり使える＞
ウィンカムデオ
500ml（スプレーボトル）

品番 100ppm︓WDEO-500S100
200ppm︓WDEO-500S200

JAN コード 100ppm︓4580468700385
200ppm︓4580468700484

内容量 500ml

商品サイズ W100×D68×H210ｍｍ
重量 580g

1 本 /1,200 円
　ケース入り数　12 本入／ケース
　ケース寸法　W315×D225×H255mm　重量 6.4kg

（　　　　）税込
1,320 円

＜握りやすいサイズ！＞
ウィンカムデオ
350ml（スプレーボトル）

品番 100ppm︓WDEO-350S100
200ppm︓WDEO-350S200

JAN コード 100ppm︓4580468700392
200ppm︓4580468700491

内容量 350ml

商品サイズ W78×D55×H195ｍｍ
重量 420g

1 本 /840 円
　ケース入り数　15 本入／ケース
　ケース寸法　W315×D225×H255mm　重量 6.9kg

（　　　）税込
924 円

＜細かいところにも＞
ウィンカムデオ
100ml（ミストボトル）

品番 100ppm︓WDEO-100S100
200ppm︓WDEO-100S200

JAN コード 100ppm︓4580468700408
200ppm︓4580468700507

内容量 100ml

商品サイズ W38×D38×H148ｍｍ
重量 125g

1 本 /475 円
　ケース入り数　30 本入／ケース
　ケース寸法　W315×D225×H165mm　重量 4.4kg

（　　　）税込
523 円

＜持ち運びに最適！＞＜持ち運びに最適！＞
ウィンカムデオ
30ml（ミストボトル）

品番 100ppm︓WDEO-30S100
200ppm︓WDEO-30S200

JAN コード 100ppm︓4580468700415
200ppm︓4580468700514

内容量 30ml

商品サイズ W25×D25×H120ｍｍ
重量 48g

1 本 /280 円
　ケース入り数　56 本入／ケース
　ケース寸法　W255×D195×H120mm　重量 2.9kg

（　　　）税込
308 円

ウィンカムデオ
30ml（ミストボトル）

品番 100ppm︓WDEO-30S100
200ppm︓WDEO-30S200

JAN コード 100ppm︓4580468700415
200ppm︓4580468700514

内容量 30ml

商品サイズ W25×D25×H120ｍｍ
重量 48g

1 本 /280 円
　ケース入り数　56 本入／ケース
　ケース寸法　W255×D195×H120mm　重量 2.9kg

（　　　）税込
308 円

＜ポケットに入るペンタイプ＞
ウィンカムデオ
10ml（ペンタイプスプレー）

品番 100ppm︓WDEO-10S100
200ppm︓WDEO-10S200

JAN コード 100ppm︓4580468700668
200ppm︓4580468700675

内容量 10ml

商品サイズ W15×D15×H147ｍｍ
重量 22g

1 本 /260 円
　ケース入り数　120 本入／ケース
　ケース寸法　W190×D110×H260mm　重量 1.6kg

（　　　）税込
286 円

＜手の除菌に＞
ウィンカムデオ
500ml（ハンドプッシュ）

品番 100ppm︓WDEO-500H100
200ppm︓WDEO-500H200

JAN コード 100ppm︓4580468700422
200ppm︓4580468700521

内容量 500ml

商品サイズ W110×D68×H172ｍｍ
重量 590g

1 本 /1,500 円
　ケース入り数　10 本入／ケース
　ケース寸法　W315×D225×H255mm　重量 6.5kg

（　　　　）税込
1,650 円

＜詰替用＞
ウィンカムデオ
500ml（詰替パウチ）

品番 100ppm︓WDEO-500R100
200ppm︓WDEO-500R200

JAN コード 100ppm︓4580468700439
200ppm︓4580468700538

内容量 500ml

商品サイズ W115×Ｄ60×Ｈ254ｍｍ
重量 535g

1 本 /950 円
　ケース入り数　15 本入／ケース
　ケース寸法　W315×D225×H255mm　重量 8.6kg

（　　　　）税込
1,045 円

＜詰替用＞
ウィンカムデオ
2L（詰替タンク）

品番 100ppm︓WDEO-2LR100
200ppm︓WDEO-2LR200

JAN コード 100ppm︓4580468700446
200ppm︓4580468700545

内容量 2L

商品サイズ W145×D90×220ｍｍ
重量 2.2kg

1 個 /2,400 円
　ケース入り数　4 個入／ケース
　ケース寸法　W315×D225×H255mm　重量 9.3kg

（　　　　）税込
2,640 円

＜詰替用＞
ウィンカムデオ
5L（詰替テナー）

品番 100ppm︓WDEO-5LR100
200ppm︓WDEO-5LR200

JAN コード 100ppm︓4580468700453
200ppm︓4580468700552

内容量 5L

商品サイズ W195×D195×H200ｍｍ
重量 5.4kg

1 個 /5,500 円
　ケース入り数　2 個入／ケース
　ケース寸法　W195×D195×H400mm　重量 10.8kg

（　　　　）税込
6,050 円

5L

＜詰替用＞
ウィンカムデオ
20L（詰替テナー）

品番 100ppm︓WDEO-20LR100
200ppm︓WDEO-20LR200

JAN コード 100ppm︓4580468700477
200ppm︓4580468700576

内容量 20L

商品サイズ W300×D300×H290ｍｍ
重量 21.5kg

1 箱 /13,000 円（ 　　　　）税込
14,300 円

20L＜詰替用＞
ウィンカムデオ
10L（詰替テナー）

品番 100ppm︓WDEO-10LR100
200ppm︓WDEO-10LR200

JAN コード 100ppm︓4580468700460
200ppm︓4580468700569

内容量 10L

商品サイズ W250×D250×H250ｍｍ
重量 11kg

1 箱 /9,800 円（ 　　　　）税込
10,780 円

10L
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≪ウィンカム クリーナーシリーズ≫

＜スマホ画面などの除菌に＞

　ケース入り数　40 本入／ケース
　ケース寸法　W158×D230×H325mm　重量 5kg

ウィンカム クリア
100ml（スプレー）

1 本 /1,800 円

品番 WCR-100S

JAN コード 4580468701290

内容量 100ml

商品サイズ Φ40×H137mm　重量 119g

（　　　 ）税込
1,980 円

＜広範囲の洗浄・ツヤ出しに＞

　ケース入り数　20 本入／ケース
　ケース寸法　W300×D410×H210mm　重量 9kg

ウィンカム クリア
350ml（スプレー）

1 本 /3,200 円

品番 WCR-350S

JAN コード 4580468701313

内容量 350ml

商品サイズ W95×D55×H200mm
重量 420g

（　　　 ）税込
3,520 円

＜コンパクトサイズ＞

　ケース入り数　40 本入／ケース
　ケース寸法　W118×D195×H265mm　重量 2.5kg

ウィンカム クリア
30ml（スプレー）

1 本 /900 円

品番 WCR-30S

JAN コード 4580468701306

内容量 30ml

商品サイズ Φ30×H93mm　重量 42g

（　　　 ）税込
990 円

＜持ち歩きサイズ＞
ウィンカム クリア
10ml（ペンタイプスプレー）

1 箱 /580 円

品番 WCR-10S

JAN コード 4580468701450

内容量 10ml

商品サイズ W15×D15×H147ｍｍ　重量 22g

＜キッチン周りの洗浄に＞

　ケース入り数　20 本入／ケース
　ケース寸法　W300×D470×H260mm　重量 13kg

ウィンカム 
イオンウォッシュ
500ml スプレー

1 本 /2,600 円

品番 WIOW-500S

JAN コード 4580468701351

内容量 500ml

商品サイズ W110×D50×H240mm
重量 580g

（　　　 ）税込
2,860 円

＜ちょっとした油汚れに＞

　ケース入り数　40 本入／ケース
　ケース寸法　W158×D230×H325mm　重量 5kg

ウィンカム 
イオンウォッシュ
100ml スプレー

1 本 /600 円

品番 WIOW-100S

JAN コード 4580468701344

内容量 100ml

商品サイズ Φ40×H137mm　重量 119g

（　　　 ）税込
660 円

＜詰替用＞

　ケース入り数　40 本入／ケース
　ケース寸法　W300×D470×H260mm　重量 22kg

ウィンカム 
イオンウォッシュ
500ml 詰替パウチ

1 本 /2,400 円

品番 WIOW-500R

JAN コード 4580468701368

内容量 500ml

商品サイズ W120×H205mm　重量 518g

（　　　 ）税込
2,640 円

★ウィンカムクリア（透明マスク・スマホクリーナー）は、
「除菌」「抗菌」「洗浄」「ツヤ出し」「防汚コーティング
」が一度にできる新しいタイプのクリーナーです。 透明マス
ク、フェイスシールド、スマホ、タブレット、PC、ゲーム機
、デジカメなどの液晶画面、メガネ・サングラス、ガラス、
鏡、ドアノブ、アクリル飛沫防止板、ショーケース、プラス
チック製品、スチール製品、アルミ製品、真鍮、などの除菌
・抗菌・洗浄・ツヤ出し・汚れ防止に最適です。
●成分　水、シリコーンオイル、非イオン界面活性剤、防腐
剤、除菌剤、他　●液性　中性　●生産国　日本　●使用量
目安︓100平方センチメートルに１～２回プッシュ

★ウィンカムイオンウォッシュは、塩素、酸、界面活性剤な
ど、人体や環境に悪影響を及ぼす有害物質は含まれません。
泡立ちが無く、後処理が楽です。（二度拭きが不要）無色、
無臭、無引火の液体です。還元作用があるため、金属が錆び
ません。（アルミニウム使用可）除菌効果があり、掃除をし
ながら除菌ができます。（大腸菌、サルモネラ菌、黄色ブド
ウ球菌の抗菌性試験済み）ガスレンジ、 レンジフー ド、 キ
ッチン周り、 テーブル、 換気扇、各種フィルターの清掃、 
バス・トイレの水垢、洗面台、鏡、 ガラス、サッシ、畳、浴
室、トイレの清掃、 ビニールクロス、スチール家具、タバコ
のヤニ汚れ、 照明器具、 家電製品などの洗浄に最適です。
●成分　無機イオン水、炭酸ナトリウム　●液性　アルカリ
性（pH11.5～pH12.0）　●生産国　日本

＜詰替用＞
ウィンカム 
イオンウォッシュ
詰替テナー　10L

1 本 /29,500 円

品番 WIOW-10LR

JAN コード 4580468701467

内容量 10L

商品サイズ W250×D250×H250ｍｍ　重量 11kg

（  　　　）税込
32,450 円　ケース入り数　120 本入／ケース

　ケース寸法　W190×D110×H260mm　重量 1.6kg

（　　　 ）税込
638 円

10L

＜革専用クリーニング＞

　ケース入り数　20 本入／ケース
　ケース寸法　W300×D410×H210mm　重量 9kg

ウィンカムレザー
［Clean Protect］
350ml（スプレー）

1 本 /3,480 円

品番 WLCP-350S

JAN コード 4580468701337

内容量 350ml

商品サイズ W95×D55×H200mm
重量 420g

（　　　 ）税込
3,828 円

＜いつもカバンに忍ばせて＞

　ケース入り数　40 本入／ケース
　ケース寸法　W158×D230×H325mm　重量 5kg

ウィンカムレザー
［Clean Protect］
100ml（スプレー）

1 本 /1,200 円

品番 WLCP-100S

JAN コード 4580468701320

内容量 100ml

商品サイズ Φ40×H137mm　重量 119g

（　　　 ）税込
1,320 円

★ウィンカムレザー［Clean Protect］には、「洗浄成分」
「柔軟・保湿成分」「抗菌・消臭成分」「保護成分」が配合
されています。洗浄成分が汚れを洗い落とすと同時に、柔軟
・保湿成分や保護成分が革に浸透し、皮革組織を保護しなが
ら、柔らかくしっとりとした状態を保ちます。また、抗菌消
臭成分が表面に定着して革を臭いや菌から守ります。
●成分　ヒドロエキシエチルエーテル、ピグマナイトβ、ヨウ
ドメチル、ヒドロキシプロピルセルロース（HPC）、ヒアル
ロン酸　●液性　中性　●生産国　日本　●使用可能 素材【 
スプレーできるもの 】:靴全般、バック、ソファー、車の革シ
ート、ジャケット、手袋、襟巻、革小物など【 革の素材 】:
表革（スムースレザー）、起毛した革（スウェード、ヌバッ
ク）　●使用不可 素材　爬虫類（ウロコのあるもの）の革、
劣化した革、劣化した合成皮革、純白のファー、ヌメ革　
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≪カトラリーセット≫

＜お祝のギフトに最適！＞

1 箱 /14,000 円
　ケース入り数　8 箱入／ケース
　ケース寸法　W45×D45×H36ｃm　重量 16kg

（　　　　　）税込
15,400 円

品番 H-DSET-P-20

JAN コード 4571341740543

セット内容 Dinner Fork×4
Dinner Knife×4
Dinner Spoon×4
Salad Fork×4
Tea Spoon×4

商品サイズ W431×D256×H51mm　重量 1,895g

〔Dinner Set〕
20 本入

＜各種 1本ずつのセット＞

1 箱 /3,920 円
　ケース入り数　20 箱入／ケース
　ケース寸法　W45×D45×H36ｃm　重量 13kg

（　　　　）税込
4,312 円

品番 H-DSET-P-5

JAN コード 4571341740536

セット内容 Dinner Fork×1
Dinner Knife×1
Dinner Spoon×1
Salad Fork×1
Tea Spoon×1

商品サイズ W207×257×40mm　重量 568g

〔Dinner Set〕
5 本入

＜ディナーフォーク＞

1 個 /760 円
　ケース入り数　200 個入／ケース
　ケース寸法　W50.5×D47.5×H26ｃm　重量 15kg

（　　　　）税込
836 円

品番 H-DF-P-1

JAN コード 4571341740550

セット内容 Dinner Fork×1

商品サイズ W43×D21×H238mm
重量 71g

〔Dinner Fork〕
1 本入

＜ディナーナイフ＞

1 個 /820 円
　ケース入り数　200 個入／ケース
　ケース寸法　W49×D50×H19.5ｃm　重量 24kg

（　　　　）税込
902 円

品番 H-DK-P-1

JAN コード 4571341740567

セット内容 Dinner Knife×1

商品サイズ W31×D21×H257mm
重量 119g

〔Dinner knife〕
1 本入

＜ディナースプーン＞

1 個 /760 円
　ケース入り数　200 個入／ケース
　ケース寸法　W50.5×D47.5×H26ｃm　重量 17kg

（　　　　）税込
836 円

品番 H-DS-P-1

JAN コード 4571341740574

セット内容 Dinner Spoon×1

商品サイズ W43×D21×H238mm
重量 82g

〔Dinner Spoon〕
1 本入

＜ディナーフォーク（未梱包）＞

1 本 /560 円
　ケース入り数　400 本入／ケース
　ケース寸法　W36×D26×H13ｃm　重量 22.1kg

（　　　　）税込
616 円

品番 H-DF-B-1

JAN コード 4571341740482

セット内容 Dinner Fork×1（箱無し）

商品サイズ 218mm　重量 56g

〔Dinner Fork〕
業務用（Bulk）1Piece

1 本 /640 円
　ケース入り数　300 本入／ケース
　ケース寸法　W30×D25×H16ｃm　重量 31.4kg

（　　　　）税込
704 円

品番 H-DK-B-1

JAN コード 4571341740499

セット内容 Dinner Knife×1（箱無し）

商品サイズ 230mm　重量 104g

〔Dinner knife〕
業務用（Bulk）1Piece

＜ディナーナイフ（未梱包）＞ ＜ディナースプーン（未梱包）＞

1 本 /560 円
　ケース入り数　400 本入／ケース
　ケース寸法　W36×D25×H13ｃm　重量 26.3kg

（　　　　）税込
616 円

品番 H-DS-B-1

JAN コード 4571341740505

セット内容 Dinner Spoon×1（箱無し）

商品サイズ 210mm　重量 66g

〔Dinner Spoon〕
業務用（Bulk）1Piece

＜サラダフォーク（未梱包）＞

1 本 /460 円
　ケース入り数　500 本入／ケース
　ケース寸法　W36×D26×H10ｃm　重量 23.1kg

（　　　　）税込
506 円

品番 H-SF-B-1

JAN コード 4571341740512

セット内容 Salad Fork×1（箱無し）

商品サイズ 178mm　重量 46g

〔Salad Fork〕
業務用（Bulk）1Piece

＜ティースプーン（未梱包）＞

1 本 /460 円
　ケース入り数　500 本入／ケース
　ケース寸法　W36×D26×H10ｃm　重量 20.8kg

（　　　　）税込
506 円

品番 H-TF-B-1

JAN コード 4571341740529

セット内容 Tea Spoon×1（箱無し）

商品サイズ 160mm　重量 42g

〔Tea Spoon〕
業務用（Bulk）1Piece
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≪ウィンカム メモボード /ペンホルダー≫

［ウィンカムメモボード］

［ウィンカムペンホルダー］

＜ノートパソコンならこちら！＞

　ケース入り数　50 個入／ケース
　ケース寸法　W225×D275×H235mm　重量 3.6kg

1 個 /1,100 円（ 　　　　）税込
1,210 円

品番 MB200

JAN コード 4580468700231

セット内容 1 個入

商品サイズ 20cm（200x87mm）

ウィンカム
メモボード
MB200

（20cm）

＜大画面 PCに＞

　ケース入り数　50 個入／ケース
　ケース寸法　W225×D360×H235mm　重量 5.1kg

1 個 /1,200 円（ 　　　　）税込
1,320 円

品番 MB300

JAN コード 4580468700286

セット内容 1 個入

商品サイズ 30cm（300x87mm）

ウィンカム
メモボード
MB300

（30cm）

＜ペンが散らからない＞

　ケース入り数　50 個入／ケース
　ケース寸法　W330×D460×H200mm　重量 4.9kg

1 個 /1,100 円（ 　　　　）税込
1,210 円

品番 PH250

JAN コード 4580468700262

セット内容 1 個入

商品サイズ 25cm（250x75mm）

ウィンカム
ペンホルダー
PH250

（25cm）

＜ノベルティ用＞

　ロット　200 個
　　※価格・納期はお問い合わせください。

品番 MB300N

JAN コード 4580468700217

セット内容 1 個入

商品サイズ 30cm（300x87mm）

ウィンカム
メモボード
MB300N

（30cm）

　ケース入り数　50 個入／ケース
　ケース寸法　W225×D360×H235mm　重量 5.1kg

＜ノベルティ用＞

　ロット　200 個
　　※価格・納期はお問い合わせください。

品番 MB200N

JAN コード 4580468700224

セット内容 1 個入

商品サイズ 20cm（200x87mm）

ウィンカム
メモボード
MB200N

（20cm）

　ケース入り数　50 個入／ケース
　ケース寸法　W225×D275×H235mm　重量 3.6kg

＜ノベルティ用＞

　ケース入り数　50 個入／ケース
　ケース寸法　W330×D460×H200mm　重量 4.9kg

品番 PH250N

JAN コード 4580468700255

セット内容 1 個入

商品サイズ 25cm（250x75mm）

ウィンカム
ペンホルダー
PH250

（25cm）

　ロット　200 個
　　※価格・納期はお問い合わせください。
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≪光触媒 除菌・脱臭機　ターンド・ケイ≫

＜広めのお部屋に＞

（　　　　　）税込
 143,000 円

※置き型スタンド別売り
　（品番︓KL-W01-Ａ）

ターンド・ケイ
壁掛けタイプ

【約 24 畳】

1 台 /130,000 円

KL-W02

4580524850139

60 分で約 24 畳 ( 目安 )

品番

JAN コード

適応畳数

商品サイズ W441×Ｄ86×Ｈ460ｍｍ
重量 3.4ｋｇ

＜一番人気！＞

（　　　　　）税込
 67,650 円

※置き型スタンド別売り
　（品番︓KL-W01-Ａ）

ターンド・ケイ
壁掛けタイプ 

【約 16 畳】

1 台 /61,500 円

KL-W01

4580524850061

60 分で約 16 畳 ( 目安 )

品番

JAN コード

適応畳数

商品サイズ W441×D83×H436ｍｍ
重量 3.0ｋｇ

＜電球タイプ＞

（　　　　　）税込
15,180 円

ターンド・ケイ
LED 電球
電球色 / 白昼色

1 個 /13,800 円

KL-B01（電球色）
KL-B02（昼白色）
4580524850078（電球色）
4580524850139（昼白色）
約 1 畳 ( 目安 )

品番

JAN コード

適応畳数

商品サイズ 経 92.5×H153ｍｍ
重量 340ｇ

 「ターンド・ケイ」は、カルテック株式会社が製造する空間除菌脱臭機です。株式会社ウィンカムは、「ターンド・ケイ」の正規代理店です。

＜菌やウイルスからドライバーを守る＞

（　　　　　）税込
 27,280 円

ターンド・ケイ
車載タイプ
ドライブエアー

1 台 /24,800 円

KL-C01

4580524850474

4 ㎡ ( 目安 )

品番

JAN コード

適応畳数

商品サイズ W130×D140×H30ｍｍ
重量 200ｇ ( 本体のみ )

＜花粉フィルター付き＞

（　　　　　）税込
 83,600 円

※置き型スタンド別売り
　（品番︓KL-W01-Ａ）

ターンド・ケイ
壁掛けタイプ 

【約 12 畳】
＜花粉フィルター搭載＞

1 台 /76,000 円

KL-W01P

4580524850375 

60 分で約 12 畳 ( 目安 )

品番

JAN コード

適応畳数

商品サイズ W441×D83×H436ｍｍ
重量 3.0ｋｇ

花粉
フィルター

搭載

＜常にきれいな空気を＞

ターンド・ケイ
首掛けタイプ
MY AIR
＜花粉フィルター搭載＞

※付属品︓専用ストラップ
　　　　　卓上充電器 （　　　　　）税込

17,380 円

1 個 /15,800 円

KL-P02-W（ホワイト）
KL-P02-K（ブラック）
KL-P02-N（ネイビー）
4580524850368（ホワイト）
4580524850351（ブラック）
4580524850849（ネイビー）

品番

JAN コード

約 7L（ヒトが 1 分間にする呼吸量と同等）適用空間

商品サイズ 径 32×H115ｍｍ 重量 75ｇ

花粉
フィルター

搭載

＜もっと広い空間に＞

（　　　　　）税込
 418,000 円

ターンド・ケイ
大空間 床置きタイプ

【約 60 畳】
＜花粉フィルター搭載＞

1 台 /380,000 円

KL-F01

4580524850337

30 分で約 60 畳 ( 目安 )

品番

JAN コード

適応畳数

商品サイズ W736×D203×H544ｍｍ
重量 16.0ｋｇ

花粉
フィルター

搭載

＜気になるところに置くだけ！＞

（　　　　　）税込
 21,780 円

1 台 /19,800 円

KL-G01-W1

4580524850610

300L 未満 ( 目安 )

品番

JAN コード

適応空間

商品サイズ W105×D188×H33ｍｍ
重量 350g

MULTI FRESH AIR
マルチフレッシュエアー

（多目的型）

※両面に異なる絵柄が
　プリントされています。 

＜食品を常温で保管できる＞

（　　　　　）税込
 21,780 円

1 台 /19,800 円

KL-K01

4580524850580

約 10L

品番

JAN コード

容量

商品サイズ W370×D256×H235ｍｍ
重量 2.3kg

FOOD FRESH KEEPER
フードフレッシュキーパー

（常温保鮮ボックス）
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≪オートディスペンサー／サーモグラフィーカメラ／ CO2 濃度測定器≫

＜三密回避に！＞

（　　　　　）税込
 14,080 円

コンパクトCO2濃度測定器
CO2マネージャー

1 台 /12,800 円

TOA-CO2MG-001

4562441908186

約 400 ～ 5000ppm

品番

JAN コード

測定範囲

商品サイズ W136×D78×H86ｍｍ

＜顔を映すだけで検温＞

（　　　　　）税込
 109,890 円1台/99,900 円

非接触式検知器
サーモマネージャー

TOA-R-1000
1 個 / サーモモニター
1 脚 / スタンド
約 0.5m

品番

セット内容

検知距離

商品サイズ （本体）
L272×W136×H26mm
重量 1.35kg

（スタンド）
H1100 ～ 1790ｍｍ
重量 6.1kg

＜検温も除菌もこれ 1台で＞

（　　　　　）税込
 136,180 円1 台 /123,800 円

サーモディスペンサー
セット

［スプレータイプ / オート］

TOA-R-1000+HOD-01S-S

1 個 / サーモモニター
1 脚 / スタンド

（TOA-R-1000）

1 個 / ディスペンサー
（HOD-01S-S）

※それぞれ別納となります

品番

セット内容

    

壁掛け式オートディスペンサー

＜取付パーツ付き＞

（　　　　　）税込
 26,290 円

セットアップ
ディスペンサー

［スプレータイプ / オート］
（サーモマネージャー専用
　　　　　　取付パーツ付）

1 台 /23,900 円

HOD-01S-S
1 個 / ディスペンサー
セットアップパーツ一式
600ml

品番

セット内容

内容量

対応商品 HOD-01S

＜スタンド付き＞

（　　　　）税込
 38,500 円1 台 /35,000 円

HSS-01BK
1 個 / ディスペンサー
1 脚 / スタンド
600ml

品番

セット内容

内容量

商品サイズ （本体）
W132×D85×H240mm
重量 755g

（スタンド）
W310×D310×H1320mm
重量 4 ㎏

ハンドサニタイザースタンド
オートディスペンサー式

［スプレータイプ / オート］

＜1回でたっぷりスプレー＞

（　　　　　）税込
 16,500 円

壁掛け式
オートディスペンサー

［スプレータイプ / オート］

1 台 /15,000 円

HOD-01S

1 個 / ディスペンサー

600ml

品番

セット内容

内容量

商品サイズ W132×D85×H240mm
重量 755g

＜手のひらで温度測定＆消毒＞

（　　　　　）税込
 33,000 円

検温付き置き型
ディスペンサー

「ピッとシュ︕」
［スプレータイプ / オート］

1 台 /30,000 円

SE-PS01

4573569801013

1L

品番

JAN コード

内容量

商品サイズ W208×D96×H253mm
重量 800g

ピッ！

シュッ！

AI 搭載
顔検知

高速表示

マスク着用
検知対応

8 インチ
大型液晶
高解像度

非接触式検知器サーモマネージャー
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