
汎用用品

消臭剤

マイナスイオン発生器
シルバー
ＫＳ６２０

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H125×W30×D28（mm）

品番

マイナスイオン発生量200万個

20cmの距離で約200万個／㎤のマ
イナスイオンを発生。ON/OFFス
イッチ付きでマイナスイオン発生時は
ブルーLEDが光ります。マイナスイオ
ンの放出角度は、0°～90°の範囲で6
段階の調節ができます。

49730 07411 24
追工コード

3226
（税抜）

（1,696円）

参考価格（税込）

1,866円

ドクターデオプレミアム
置きタイプ無香
Ｄ２２４

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H58×W68×D68（mm）

品番

従来品比200%の消臭性能を実現

従来品比200%の消臭性能を実現。
除菌消臭成分に安定化二酸化塩素を
採用。悪臭成分を酸化分解し、強力除
菌&消臭。ドリンクホルダーにピッタ
リサイズで車内に置くだけ。無香タイ
プ。内容量100g。

49730 07238 12
追工コード

3214
（税抜）

（780円）

参考価格（税込）

858円

ドクターデオプレミアム
置きタイプ 500 無香
Ｄ２２５

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H76×W125×D125（mm）

品番

従来品比200%の消臭性能を実現

従来品比200%の消臭性能を実現。
除菌消臭成分に安定化二酸化塩素を
採用。悪臭成分を酸化分解し、強力除
菌&消臭。大容量でミニバンに最適。
無香タイプ。持続期間約2～4ヶ月。
内容量500g。

49730 07238 13
追工コード

3248
（税抜）

（1,370円）

参考価格（税込）

1,507円

ドクターデオプレミアム
シート下タイプ 大型 無香
Ｄ２３０

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H30×W140×D165（mm）

品番

従来品比200%の消臭性能を実現

従来品比200%の消臭性能を実現。
除菌消臭成分に安定化二酸化塩素を
採用。悪臭成分を酸化分解し、強力除
菌&消臭。シートの下に置くだけで目
立たない所からしっかり消臭。ミニバ
ンに最適な大型サイズ。無香タイプ。
持続期間約2～3ヶ月。内容量350g。

49730 07238 18
追工コード

3251
（税抜）

（1,180円）

参考価格（税込）

1,298円

ドクターデオプレミアム
エアコン取付タイプ90日 無香
Ｄ２３２

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H45×W42×D47(mm)

品番

悪臭成分を酸化分解し、強力除菌&消臭

従来品比200%の消臭性能を実現。
除菌消臭成分に安定化二酸化塩素を
採用。悪臭成分を酸化分解し、強力除
菌&消臭。コンパクトなエアコン取付
タイプ。持続期間約90日間。内容量
12g。

49730 07238 22
追工コード

3733
（税抜）

（1,000円）

参考価格（税込）

1,100円

ドクターデオプレミアム
エアコン取付タイプ 無香
Ｄ２２２

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H42×W39×D42（mm）

品番

従来品比200%の消臭性能を実現

従来品比200%の消臭性能を実現。
除菌消臭成分に安定化二酸化塩素を
採用。悪臭成分を酸化分解し、強力除
菌&消臭。コンパクトなエアコン取付
タイプ。持続期間約60日。内容量
8g。

49730 07238 10
追工コード

3290
（税抜）

（780円）

参考価格（税込）

858円

ドクターデオプレミアム
エアコン取付タイプ 詰替え 無香
Ｄ２２３

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H30×W34×D15（mm）

品番

悪臭成分を酸化分解し、強力除菌&消臭

従来品比200%の消臭性能を実現。
除菌消臭成分に安定化二酸化塩素を
採用。悪臭成分を酸化分解し、強力除
菌&消臭。コンパクトなエアコン取付
タイプ。持続期間約60日。内容量
8g。D222詰替専用。

49730 07238 11
追工コード

3426
（税抜）

（540円）

参考価格（税込）

594円
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ドクターデオプレミアム
スプレータイプ 無香
Ｄ２２６

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H180×W90×D40（mm）

品番

悪臭成分を酸化分解し、強力除菌&消臭

従来品比200%アップの消臭性能を
実現。除菌消臭成分に安定化二酸化
塩素を採用。悪臭成分を酸化分解し、
強力除菌&消臭。空間や気になる所
にスプレーするだけ。無香タイプ。内
容量250㎖。

49730 07238 14
追工コード

3250
（税抜）

（980円）

参考価格（税込）

1,078円

ドクターデオプレミアム
スチームタイプ 浸透 無香
Ｄ２３６

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H100×W78×D78（mm）

品番

消臭スチームがエアコン内部を強力消臭。

スチームに含まれる消臭成分がエア
コンの内部までスピード消臭!さらに
菌・ウイルスも強力除去。消臭成分に
病院やレストランで業務用として使
われている安定化二酸化塩素を採用。
強力&安心設計。作業もカンタン!
PUSHボタンを押すだけ。ミニバンな
どの大型車にオススメ。

49730 07238 39
追工コード

3787
（税抜）

（1,100円）

参考価格（税込）

1,210円

ドクターデオプレミアム
スチームタイプ 浸透 大型 無香
Ｄ２３７

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H100×W78×D78（mm）

品番

消臭スチームがエアコン内部を強力消臭。

スチームに含まれる消臭成分がシー
ト・内装の内部までごっそり消臭!さら
に菌・ウイルスも強力除去。消臭成分
に病院やレストランで業務用として
使われている安定化二酸化塩素を採
用。強力&安心設計。作業もカンタン!
PUSHボタンを押すだけ換気不要。ミ
ニバンなどの大型車にオススメ。

49730 07238 40
追工コード

3788
（税抜）

（1,300円）

参考価格（税込）

1,430円

ドクターデオプレミアム
エアコンスプレータイプ 無香
Ｄ２２１

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H164×W40×D40（mm）

品番

悪臭成分を酸化分解し、強力除菌&消臭

従来品比200%の消臭性能を実現。
除菌消臭成分に安定化二酸化塩素を
採用。悪臭成分を酸化分解し、強力除
菌&消臭。エアコン内部を狙いやす
いロングノズル採用。スプレーする
時間はたったの1秒間。無香タイプ。
内容量90㎖。

49730 07238 09
追工コード

3451
（税抜）

（1,080円）

参考価格（税込）

1,188円

ドクターデオ ドリンクホルダー
設置タイプ 無香 
D301
　

メーカー ： カーメイト
サイズ ：  H65×W74×D74(mm)

品番

ドリンクホルダーにぴったり収納できるサイズ

安定化二酸化塩素が空間に浮遊する
悪臭分子を酸化分解。イヤなニオイ
をスッキリ消臭します。ドリンクホル
ダーにすっぽり入る!ドリンクホルダー
設置タイプ

49730 07238 71
（税抜）

（700円）

参考価格（税込）

770円

ドクターデオ
ドリンクホルダータイプ
詰替え 無香 
D302
　

メーカー ： カーメイト
サイズ ：  H45×W65×D65(mm)

品番

体感 消臭パワー ドリンクホルダー設置タイプ 詰替え用

安定化二酸化塩素が空間に浮遊する
悪臭分子を酸化分解。イヤなニオイ
をスッキリ消臭します。ドリンクホル
ダーにすっぽり入る!ドリンクホルダー
設置タイプの詰替え用

49730 07238 72
（税抜）

（500円）

参考価格（税込）

550円

ドクターデオ
フロア設置タイプ 無香 
D303
　

メーカー ： カーメイト
サイズ ：  H69×W125×D125(mm)

品番

ラゲッジスペース等の壁際にフィットするサイズ

安定化二酸化塩素が空間に浮遊する
悪臭分子を酸化分解。イヤなニオイ
をスッキリ消臭します。ラゲッジス
ペース等の壁際にフィット!フロア設置
タイプ

49730 07238 73
（税抜）

（1,300円）

参考価格（税込）

1,430円

ドクターデオ
置きタイプ大容量 詰替え 無香  
D304
　

メーカー ： カーメイト
サイズ ：  H54×W85×D85(mm)

品番

体感 消臭パワー フロア設置タイプ 詰替え用

安定化二酸化塩素が空間に浮遊する
悪臭分子を酸化分解。イヤなニオイ
をスッキリ消臭します。ラゲッジス
ペース等の壁際にフィット!フロア設置
タイプの詰替え用

49730 07238 74
（税抜）

（1,100円）

参考価格（税込）

1,210円
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ドクターデオ シート下タイプ
無香  
D305
　

メーカー ： カーメイト
サイズ ：  H20×W93×D183(mm)

品番

体感 消臭パワー シート下設置タイプ

安定化二酸化塩素が空間に浮遊する
悪臭分子を酸化分解。イヤなニオイ
をスッキリ消臭します。目立たないと
ころから強力消臭!シート下設置タイ
プ 

49730 07238 75
（税抜）

（900円）

参考価格（税込）

990円

ドクターデオ シート下タイプ
詰替え 無香  
D306
　

メーカー ： カーメイト
サイズ ：  H3×W80×D190(mm)

品番

体感 消臭パワー シート下設置タイプ　詰替え用

安定化二酸化塩素が空間に浮遊する
悪臭分子を酸化分解。イヤなニオイ
をスッキリ消臭します。目立たないと
ころから強力消臭!シート下設置タイ
プ の詰替え用

49730 07238 76
（税抜）

（700円）

参考価格（税込）

770円

ドクターデオ
シート下タイプ 大型 無香  
D307
　

メーカー ： カーメイト
サイズ ：  H20×W134×D191(mm)

品番

体感 消臭パワー シート下設置タイプ　大型

安定化二酸化塩素が空間に浮遊する
悪臭分子を酸化分解。イヤなニオイ
をスッキリ消臭します。目立たないと
ころから強力消臭!シート下設置タイ
プ 大型

49730 07238 77
（税抜）

（1,100円）

参考価格（税込）

1,210円

ドクターデオ シート下タイプ
大型 詰替え 無香  
D308
　

メーカー ： カーメイト
サイズ ：  H3×W120×D150(mm)

品番

体感 消臭パワー シート下設置タイプ　大型　詰替え用

安定化二酸化塩素が空間に浮遊する
悪臭分子を酸化分解。イヤなニオイ
をスッキリ消臭します。目立たないと
ころから強力消臭!シート下設置タイ
プ 大型の詰替え用

49730 07238 78
（税抜）

（900円）

参考価格（税込）

990円

ドクターデオ
スプレータイプ 無香
Ｄ７８

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H180×W90×D40（mm）

品番

菌や悪臭成分を酸化分解し、強力除菌＆消臭

ドクターデオは除菌消臭成分に安定
化二酸化塩素を採用。菌や悪臭成分
を分解し、強力除菌＆消臭。ドクター
デオの成分「安定化二酸化塩素」は医
療機関や飲食店で業務用としても使
われており安心してお使いいただけ
ます。空間や気になる所にスプレーす
るだけ。無香タイプ。内容量250㎖。

49730 07236 31
追工コード

3196
（税抜）

（760円）

参考価格（税込）

836円

ドクターデオ スチームタイプ
浸透 無香
Ｄ２１９

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H100×W78×D78（mm）

品番

ごっそり消臭!さらに菌・ウイルスも強力除去

スチームに含まれる消臭成分がシー
ト・内装の内部までごっそり消臭!さら
に菌・ウイルスも強力除去。消臭成分
に病院やレストランで業務用として
使われている安定化二酸化塩素を採
用した強力&安心設計。作業もカンタ
ン!PUSHボタンを押すだけ換気不要。

49730 07238 07
追工コード

3432
（税抜）

（880円）

参考価格（税込）

968円

ドクターデオ スチームタイプ
浸透 大型 無香
Ｄ２２0

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H120×W９5×D90（mm）

品番

ごっそり消臭!さらに菌・ウイルスも強力除去

スチームに含まれる消臭成分がシー
ト・内装の内部までごっそり消臭!さら
に菌・ウイルスも強力除去。消臭成分
に病院やレストランで業務用として
使われている安定化二酸化塩素を採
用した強力&安心設計。作業もカンタ
ン!PUSHボタンを押すだけ換気不要。
ミニバンなどの大型車にオススメ。

49730 07238 08
追工コード

3431
（税抜）

（1,080円）

参考価格（税込）

1,188円

ナノエアミスト 消臭強化
１７９２

メーカー ： 晴香堂
サイズ ： H178×W93×D49（mm）

品番

ナノ粒子が繊維の奥までとどく！

ナノ粒子が繊維の奥までとどく！ナノ
粒子の消臭・除菌成分が、繊維の奥に
潜んだ悪臭やウイルス、ペットの体
臭・ふん尿臭を分解！今まで届かな
かったニオイの元をしっかり消臭・除
菌。シートやマットなどの繊維製品に
使用できます。人気の無香料タイプ。

49763 63117 21
追工コード

3335
（税抜）

（570円）

参考価格（税込）

627円
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3815
3816

3814
追工コード

シャンプー
スカッシュ

ソープ

品名

消臭エアエイド エアコンクリップ
シャンプー・スカッシュ・ソープ
①シャンプー 1918・②スカッシュ 1919・③ソープ 1920

エアコン送風口に取り付けるだけ！空気のお手入れ

メーカー ： 晴香堂
サイズ ： H32×W40×D23（mm）

（クリップ部分 奥行き30mm）

②49763 63119 52
③49763 63119 53

品番
①49763 63119 51

エアコン送風口に取り付けるだけ！空気の
お手入れ。植物生まれの天然消臭成分が悪
臭を包み込み、中和・分解して消臭！あらゆ
る車の内装に馴染むシンプルでやさしいデ
ザイン。清潔な香りがしっかりと広がります。

① ② ③

（税抜）

（370円）

参考価格（税込）

407円

（370円）407円

（370円）407円

3410
3411

3425
追工コード

スカッシュ
プラチナシャワー
ホワイトムスク

品名

キューエア
①スカッシュ 3030
②プラチナシャワー 3031
③ホワイトムスク 3032

メーカー ： 晴香堂
サイズ ： H36×W36×D34（mm）クリップ部分 D30mm

②49763 63120 89
③49763 63120 90

品番
①49763 63120 88

ポップなカラーとまんまるフォルムがカワイイ！

まんまるかわいいクリアカラーのエア
コンルーバー取付タイプ。消臭成分を
配合したバリエーション豊かな香りが、
しっかりと車内に広がります。香りのタ
ブレットは液漏れの心配がなく、安心し
てお使いいただけます。つめかえ可能！！

① ② ③

（税抜）

（370円）

参考価格（税込）

407円

（370円）407円

（370円）407円

3494
3283

3848
追工コード

プラチナシャワー
スカッシュ

グリーンアップル

品名

ロコスピュア
①プラチナシャワー 1743
②スカッシュ 1745
③グリーンアップル 1927

みずみずしい香りが車内に広がる！ライトカラーのかわいいゼリータイプ芳香剤

①

② ③メーカー ： 晴香堂
サイズ ： H66×W67×D67（mm）

②49763 63116 62
③49763 63119 60

品番
①49763 63116 60

みずみずしい香りが車内に広がる！コ
ロンとした愛くるしいカタチとライト
カラーのゲルタイプ芳香消臭剤。優
しくて清潔な香り。ドリンクホルダー
にすっぽり収まるサイズです。

（税抜）

（475円）

参考価格（税込）

523円

（475円）523円

（475円）523円

ドクターデオプレミアム 
ミニスプレー
D259

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H122×W34×D34（mm）

品番

車内にスプレーするだけで簡単消臭、除菌

車内の空間、布製品にスプレーする
だけで菌、ウィルス、臭い、花粉を除
去。

49730 07238 67
（税抜）

（500円）

参考価格（税込）

550円

車内どこでもクリーナープラス
29823

メーカー ： イチネンケミカルズ
サイズ ： H215×W95×D63（mm）

品番

アルコールタイプ除菌・消臭スプレー

抗ウィルス剤配合で車内にスプレー
するだけで簡単消臭、抗菌効果を発
揮。内容量：300㎖

49746 72298 23
（税抜）

（880円）

参考価格（税込）

968円

ドクターデオプレミアム 
サーキュレーションシステム無香
DD300

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H180×W90×D90（mm）

品番

スイッチオンで菌、ウィルス、臭い、花粉を除去

車内カップホルダー置き型タイプで、
USBによる電源供給。スイッチオンで
菌、ウィルス、臭い、花粉を除去。

49730 07236 19
（税抜）

（6,800円）

参考価格（税込）

7,480円

追工コード
3206

ドクターデオプレミアム 
サーキュレーションシステム
専用カートリッジ
DD310

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H55×W66×D68（mm）

品番

ドクターデオプレミアム サーキュレーションシステムの詰め替え用

ドクターデオプレミアムサーキュレー
ションシステムの詰め替え用カートリ
ッジ。

49730 07236 20
（税抜）

（1,500円）

参考価格（税込）

1,650円

追工コード
3233
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汎用用品

芳香剤

3796
3797

3218
追工コード

ホワイトムスク
CKタイプ

ライトスカッシュ

品名

ブラング
①ホワイトムスク ＦＲ９１１ 
②ＣＫタイプ ＦＲ９１２ 
③ライトスカッシュ ＦＲ９１５ 

洗練された上質な香りをセレクト

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H44×W69×D69（mm）

②49730 07289 12
③49730 07289 15

品番
①49730 07289 11

洗練された美しいカーフレグランス
を追求し誕生した、ブラングの原点。
独自のフレグランスゲルを使用。消
臭剤入り。内容量:60ml。

①

② ③

（税抜）

（665円）

参考価格（税込）

732円

（665円）732円

（665円）732円

ブラング AC-IN
モンスターフレグランス
①ホワイトムスク H1201
②ブリリアントシャワー H1202
③アバフィッチ H1203

メーカー ： カーメイト　　　　　　　
サイズ ： H9×W101×D8(mm)　

エアコンフィルターへセットする、新感覚フレグランス

エアコンフィルターへセットする芳香
剤。香りのスティック3本入り。香りが
約60日間持続。

ホワイトムスク
ブリリアントシャワー

アバフィッチ

品名

②49730 07309 31
③49730 07309 32

品番
①49730 07309 30

① ② ③

（税抜）

（1,200円）

参考価格（税込）

1,320円

（1,200円）1,320円

（1,200円）1,320円

3794
3795

3793
追工コード

ホワイトムスク
ブリリアントシャワー

ワイルドベリー

品名

大容量のシート下用芳香剤

ブラング ブースター
①ホワイトムスク Ｇ６３１  
②ブリリアントシャワー Ｇ６３２ 
③ワイルドベリー Ｇ６３４  

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H25×W100×D170（mm）

②49730 07298 69
③49730 07298 71

品番
①49730 07298 68

見せない所で香らせ、複数使いで空
間を香りで満たすBLANGのブース
ターフレグランス。
シート下用。
消臭剤配合。

①

②

③

（税抜）

（570円）

参考価格（税込）

627円

（570円）627円

（570円）627円

ブラング エアミニスティック2P
ホワイトムスク H1141

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H14×W56×D47(mm)

品番

シンプルなデザインのエアコンフレグランス

横/縦フィンどちらにも合うシンプル
なデザイン。狭い吹き出し口にピッタ
リなミニサイズ2本入り。消臭剤配合。
ソフトクリップ。約30日香り持続。内
容量:含浸剤込約2g。(1本あたり約
1g)

49730 07308 61
追工コード

ホワイトムスク
（税抜）

（1,000円）

参考価格（税込）

1,100円

3790
追工コード

ホワイトムスク
品名

ブラング ブースター
サンバイザー
ホワイトムスク Ｇ１３５１ 

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H185×W85×D20（mm）

品番
49730 07307 55

ブラングシリーズ最強の香り立ち

サンバイザー取付芳香剤。
頭上から香りのシャワーを浴びるよう
に香る。
シリーズ最強の香り立ち。
・装着可能なサンバイザーの厚み・・・
20mm以下

（税抜）

（780円）

参考価格（税込）

858円

メーカー ： 晴香堂
サイズ ： H126×W63×D63（mm）

品番

最高級の香質を追求し、デザインで表現した逸品

「オムニバス」の語源の通り「すべて
の人のために」をテーマに調香され
た香り。内容量160mℓ。

49763 63124 52
49763 63124 53

オムニバス
ラグジュアリーアンバー 3244
アクアティックオム 3245
リッチマグノリア 3246

品名
ラグジュアリーアンバー

アクアティックオム
49763 63124 54 リッチマグノリア

（税抜）

（1,640円）

参考価格（税込）

1,804円

（1,640円）1,804円

（1,640円）1,804円
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ゼラニウム＆ベルガモット
リツェアクベバ＆カモミール

品名

ブレンド天然精油100％の贅沢な香り

ムクア
①ゼラニウム＆ベルガモット 3235 
②リツェアクベバ＆カモミール 3236

②49763 63124 44

品番
①49763 63124 43

植物の花や葉、木部、果皮、樹皮、根、
種子などから芳香成分を抽出した天
然精油を使用。内容量120mℓ。

メーカー ： 晴香堂
サイズ ： H121×W58×D58（mm） ① ②

（税抜）

（1,460円）

参考価格（税込）

1,606円

（1,460円）1,606円

ボタニッシュ3個パック
ガーデンブルーム
3152

メーカー ： 晴香堂
サイズ ： H245×W72×D2（mm）

品番

植物のチカラで車内を清潔空間にします。

植物のチカラで消臭！柿タンニン＋
フィトンチッドで車内を清潔空間にし
ます。イソ吉草酸、酢酸、アンモニア
などの悪臭に対し消臭率８５％以上！
※当社試験による

49763 63123 12
追工コード

3727
（税抜）

（460円）

参考価格（税込）

506円

3293
3294

追工コード
ジャスミン＆ペアー

プルミリア＆ラズベリー

品名

ルーノ フォレストゲル
①ジャスミン＆ペアー Ｇ９９２
②プルミリア＆ラズベリー Ｇ９９４

自然の優しさが詰まったフォレストゲル

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H60×W65×D65（mm）

品番
①49730 07304 07
②49730 07304 09

自然の優しさが詰まった心地よい香
りのフォレストゲル。
ぬくもりのある紙素材と天然香料配
合&青森ヒバ(ヒノキ科)由来の消臭
エキスを使用。

①

②

（税抜）

（580円）

参考価格（税込）

638円

（580円）638円

汎用用品

カーシャンプー
失われたつるつる感、光沢感、撥水効
果が復活します。研磨剤を含まず、被
膜や塗装にやさしく汚れを落とす
コーティング施工車のための専用設
計です。

コーティング施工車エクストラ
ゴールドシャンプー
04287

メーカー ： ソフト99コーポレーション
内容量 ： 750㎖

品番 追工コード

超進化！洗うだけで、光沢・つるつる感がよみがえる！

49757 59042 87 3840
（税抜）

（1,280円）

参考価格（税込）

1,408円

「モビルフォーマー」によるきめ細かく
濃密な泡をボディーに噴射。電源が不
要な加圧式噴射器。
専用シャンプー3個付き。

パーフェクトフォーム
スターティングセット  

メーカー ： ソフト99コーポレーション

“泡”を追求した、新感覚のカーシャンプーセット

追工コード品番
49757 59049 40

 

（税抜）

（2,780円）

参考価格（税込）

3,058円

カーシャンプー１０００
Ｓ３０

メーカー ： シュアラスター
内容量 ： 1000㎖

品番

ワックスやコーティングを落とさない！

全塗装色・コーティング車に対応！
ノーコンパウンドで、どんな愛車にも
安心してご利用できます！
泡立ちよく、きめ細やかな泡が洗車
キズを予防！

49752 03100 30
追工コード

3123
（税抜）

（934円）

参考価格（税込）

1,027円
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メーカー ： MITSUBA

品番 （税抜）価格（税込）

取付スペーサーセット
ホーンの背面やステー取付面が車体に干
渉する際、スペーサーを使用することによ
り、車体との接触を防ぎます。
5mm厚のスペーサー4枚セットとなって
おり、組み合わせることにより、自在に厚
みを調整出来ます。

SZ-1139

ホーンの取り付けに特化した専用ステーシリーズ

（760円）836円

イオン発生器

プラズマクラスター
ACアダプター
013550033

品番

車載用プラズマクラスターイオン発生機（旧型） 専用ＡＣアダプター

013550033

メーカー ： デンソー

対応機種
車載用プラズマクラスターイオン発
生機 09年モデル

（適応型式：PCDNY-W、PCDNY-B、
PCDNY-P、PCDNY-A）
同梱物
ACアダプター本体、
デスクトップルーバー（卓上用、風向
きを変えるフタ)

（税抜）

（1,900円）

価格（税込）
2,090円

プレミアムACアダプター
013550044/013550054

メーカー ： デンソー

車載用プラズマクラスターイオン発生機プレミアム（旧型） 専用ＡＣアダプター

品番 同梱物
013550044 ① ② ③
013550054 ① ②

対応機種
・013550044
 PCDNZ-N、PCDNZ-B、
 PCDNZ-P専用
・013550054
 PCDNZ-NM、PCDNZ-BM、
 PCDNZ-PM、PCDNZ-WM専用

①ACアダプター本体

②ユニット清掃ブラシ

③デスクトップルーバー

（税抜）

（1,900円）

価格（税込）
2,090円

（1,900円）2,090円

パワフル交換ユニット
044810044

品番

車載用プラズマクラスターイオン発生機パワフルモデル 交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット

044810044

メーカー ： デンソー

対応機種
車載用プラズマクラスターイオン発
生 機パワフルモデ ル（ 適 応 型 式：
PFDNX-W、PFDNX-B）
同梱物
イオン発生ユニット

（税抜）

（6,500円）

価格（税込）
7,150円

交換用
花粉除去フィルター
145520217

品番

車載用プラズマクラスターイオン発生機パワフルモデル 交換用花粉除去フィルター

145520217

メーカー ： デンソー

対応機種
車載用プラズマクラスターイオン発
生機パワフルモデル
同梱物
交換用花粉除去フィルター（2個）

（税抜）

（2,600円）

価格（税込）
2,860円

パワフルACアダプター
013550043

品番

車載用プラズマクラスターイオン発生機パワフルモデル 専用ＡＣアダプター

013550043

メーカー ： デンソー

対応機種
車載用プラズマクラスターイオン発
生機パワフルモデル

（適応型式：PFDNX-W、PFDNX-B）
同梱物
ACアダプター本体

（税抜）

（2,381円）

価格（税込）
2,619円
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カップタイプ交換ユニット
044810099

品番

車載用プラズマクラスターイオン発生機カップタイプ 交換用イオン発生ユニット

044810099

メーカー ： デンソー

NO PHOTO

対応機種
車載用プラズマクラスターイオン発
生機16年モデル
カップタイプ、カップタイプ（ミスト）

（適応型式：PCDNT-B、PCDNT-W、
PCDNT-A、PMDNT-B）
同梱物
イオン発生ユニット

（税抜）

（2,500円）

価格（税込）

2,750円

空気清浄機ホルダー
PZ603

メーカー ： 槌屋ヤック
サイズ ： H90×W85×D145（mm）

品番

コンパクトな強力特殊ゲル吸盤で最適な場所に吸着取り付け可能

ふさがっていたドリンクホルダーをフ
リーにできる。空気清浄機の吸気を
妨げない専用設計。ボールジョイント
構造によりお好みの角度に調整可能。
吸盤の脱着はレバー操作で簡単。
付属品：吸盤。

49799 69007 94
追工コード

3372
（税抜）

（1,886円）

参考価格（税込）

2,075円

ナノイー発生機
（ナノイーX）
F-C100U-K

メーカー ： パナソニック カーエレクトロニクス
サイズ ： H240×W110×D110（mm）

品番

前モデルよりナノイー発生量を約10倍に増大

前モデルよりナノイー発生量を約10
倍に増大し
アレルゲン物質への対応、消臭力、除
菌力アップ

45499 80538 00
（税抜）

（18,800円）

参考価格（税込）

20,680円

車載用プラズマクラスターイオン発生機
イオン濃度約3倍、嫌な臭いをスピード消臭、いつでも爽やかな空気に。

２ポートＵＳＢカーアダプターを同梱し、
本機を使用しながら同時にスマートフォ
ンなど＊1を充電することができます。
市販のUSB／AC変換アダプターやモ
バイルバッテリーを使用して車外で使用
することも可能です。

（＊1）1.5A以下の機器を接続することができます。
●車用にUSBケーブル・2ポートUSBカーアダプ
ターを同梱

メーカー ： デンソー

③044780217 ピンク×ブラック

品番 カラー

②044780216 ホワイト
3145

追工コード

3144

（税抜）

（12,780円）

参考価格（税込）

14,058円
①044780215 ブラック 3142 （12,780円）14,058円

（12,780円）14,058円

①ブラック ③ピンク×ブラック

②ホワイト

車載用プラズマクラスター
イオン発生機
＜カップタイプ+ミスト＞

ミストで社内をもっとリラックス空間

ターボ運転時約20分、標準運転時約40
分で車室内に染みついたタバコのニオ
イ成分を分解・除去し、気にならないレベ
ルまで消臭します。

メーカー ： デンソー

044780176 ミストタイプ
品番 カラー

3493
追工コード （税抜）参考価格（税込）

（13,980円）15,378円

USB電源（5V電源対応）

ミストタイプ 使用例

※ミストタイプは1ポート
　USBカーアダプターが同梱となります。

プラズマクラスターイオン発生機
プラズマクラスターNEXT搭載で消臭効果向上

２ポートＵＳＢカーアダプターを同梱し、
本機を使用しながら同時にスマートフォ
ンなど＊1を充電することができます。
従来機に比べイオン濃度が約20％アッ
プしたことで、消臭効果の向上に加え、
ストレスがたまりにくい落ち着ける運転
環境づくりをサポートします。

（＊1）1.5A以下の機器を接続することができます。
●車用にUSBケーブル・2ポートUSBカーアダプ
ターを同梱

メーカー ： デンソー

品番 カラー

②261300002 ホワイト

追工コード

3503

（税抜）

（15,280円）

参考価格（税込）

16,808円
①261300001 ブラック 3500 （15,280円）16,808円

USB電源（5V電源対応）

①ブラック

付属品

②ホワイト

プレミアム交換ユニット
044810043

品番

車載用プラズマクラスターイオン発生機プレミアムモデル 交換用イオン発生ユニット

044810043

メーカー ： デンソー

対応機種
車載用プラズマクラスターイオン発
生機プレミアム13年モデル（適応型
式：PCDNZ-NM、PCDNZ-BM、
PCDNZ-PM、PCDNZ-WM）
同梱物
イオン発生ユニット

（税抜）

（2,500円）

価格（税込）
2,750円
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