
ブライトマジック
超艶タイヤWAX
Ｃ３４

メーカー ： カーメイト
内容量 ： 480㎖

品番

光沢のある超ツヤ仕上げ！

ツヤ重視のタイヤワックス。光沢度は
泡タイプの約2倍。雨にも強い油性
タイプ。ミストタイプだからホイール
に液ダレしない。UVカット80%。
NET480㎖。

49730 07252 79
追工コード

3254
（税抜）

（570円）

参考価格（税込）

627円

タイヤワックス用スポンジ
ＣＷ-０８

メーカー ： ワコー
サイズ ： H325×W115×D125（mm）

品番

表面がタイヤにフィットする新形状です。

タイヤの隅まで塗り残しなし。
疲れにくく手を汚さずワックスがけが
できる柄付タイプ。
取替ヘッドで経済的。

49037 17089 75
追工コード

3081
（税抜）

（648円）

参考価格（税込）

713円

タイヤワックス
スポンジ取替用
ＣＷ-０９

メーカー ： ワコー
サイズ ： H95×W95×D38（mm）

品番

CW-08ヘッドの交換用。

タイヤの隅まで塗り残しなし。
経済的な取替用。

49037 17089 83
追工コード

3082
（税抜）

（284円）

参考価格（税込）

312円

汎用用品

お手入れツール
（車内）

プロスペック
サイクロンもも太郎
DA-41

メーカー ： クレトム
サイズ ： H103×W300×D140（mm）

品番

しっかり吸い取る超強力吸引力

フロアマットの奥の微細なホコリまで
しっかり吸い取る超強力吸引力の自
動車専用12V電源の掃除機です。
3種類の付属アタッチメントとロング
に使えるノズルで車内の隅々までき
れいにお掃除できます。
水洗いできる高性能フィルター付き

49603 35015 76
（税抜）

（5,000円）

参考価格（税込）

5,500円

簡単抜け毛取りクリーナー
KNC-H09

メーカー ： アイリスオーヤマ
サイズ ： H57×W225×D53（mm）

品番

ペットの抜け毛を簡単に取ります

衣類に付着したペットの抜け毛や髪
の毛、糸くずが簡単に取れるクリー
ナーです。電気や粘着テープを使わ
ず、繰り返し使用できるので経済的。
繰り返し使っても効果は変わらずしっ
かり毛が取れます。取れた毛がダスト
BOXに溜まり、手を汚さず簡単に捨
てることができます。

49050 09724 21
追工コード

3528
（税抜）

（1,180円）

参考価格（税込）

1,298円

FIBAX
（ファイバックス）
02068

メーカー ： ソフト９９コーポレーション
サイズ ： H15×W130×D220（mm）

品番

液晶画面用マイクロファイバー　クリーニングパット

軽く拭くだけで手アカ、指紋汚れがキ
レイに取れる。力が均一にかかるパッ
ドタイプで液晶画面に優しい。タッチ
パネルディスプレイは汚れがつくと、
反応が鈍くなります。こまめなお手入
れが、コンディションを良好に保ちま
す。吊り下げることができるひも付き
で、保管に便利。丈夫な素材で、汚れ
たら洗って使えるので経済的。

49757 59020 68
追工コード

3222
（税抜）

（553円）

参考価格（税込）

608円
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3102
3103

3101
追工コード

オレンジ
パープル

グレー
カラー

ホコリキャッチャーミニ
①グレー Ｋ5/②オレンジ Ｋ9/
③パープル Ｋ10

メーカー ： リンレイ
サイズ ： H240×W70×D33（mm）

③49033 39965 48

①49033 39965 33
品番

②49033 39965 47

車内の汚れカンタンキャッチ！すき間にもピッタリフィット！

髪の毛の約1/100の超微細ミクロ繊
維が車内の細かいチリ・ホコリをしっ
かりキャッチします。ふわふわモップ
がせまいすき間や凸凹・曲面にもピッ
タリフィットします。モップが汚れても
ホルダーから取りはずして洗って繰り
返し使えます。

① ② ③

（税抜）

（380円）

参考価格（税込）

418円

（380円）418円

（380円）418円

フクピカ ダッシュボード
02092

品番

拭くだけダッシュボード　汚れ落とし＆防汚効果

汚れをかき取り吸着させる特殊シー
ト。ホコリや手アカ、ヤニなどの汚れ
をスッキリ落とす。ダッシュボードの
凹凸や湾曲した部分の汚れもしっか
りキャッチ。クリーン＆ガードの３成分
はＵＶ吸収剤、帯電防止剤、除菌剤。３
種類のシリコーン成分がダッシュ
ボードにしっとりとした風合いを与え、
保護被膜を作る。

49757 59020 92
追工コード

3011

メーカー ： ソフト９９コーポレーション
内容 ： 7枚入

（税抜）

（379円）

参考価格（税込）

417円

フクピカ 布シート
02067

品番

サッと拭くだけ消臭×除菌　ミントの香り

汚れをかき取り吸着させる天然素材
のメッシュシートが手垢、タバコのヤ
ニ等の汚れをスッキリ落とします。ス
プレータイプのように液が飛散せず、
サッと拭くだけでＯＫ！チャイルドシー
トにも使えます。天然消臭成分の緑
茶カテキンがイヤなニオイを抑えま
す。除菌・防カビ剤配合により細菌・カ
ビの発生を抑えて清潔長持ち！

49757 59020 67
追工コード

3035

メーカー ： ソフト９９コーポレーション
内容 ： 7枚入

（税抜）

（379円）

参考価格（税込）

417円

本革拭くだけシート
02059

品番

汚れスッキリ！本皮シートの高級感がいっそう際立つ

汚れスッキリ！本革シートの高級感が
いっそう際立ちます。汚れを吸着する
特殊シートが、手垢、黒ずみやシボ模
様に入った頑固な汚れをスッキリ落
とします。レザー本来のなめらかさを
出して、しっとりとした風合いと光沢
を与えます。ミンクオイル配合。手に
ベトベトしないセミウェットタイプ。臭
いも残らずクリーンです。

49757 59020 59
追工コード

3045

メーカー ： ソフト９９コーポレーション
内容 ： 7枚入

（税抜）

（380円）

参考価格（税込）

418円

布シート&マットクリーナー
トリガー400
02086

メーカー ： ソフト９９コーポレーション
内容量 ： 400㎖

品番

きれいなシート復活！洗浄＆消臭＆抗菌

人と車に優しいクリーナーです。くす
みがとれて、色がよみがえる。手垢、
タバコのヤニや飲食物のシミなどの
汚れを落とす。消臭剤配合でタバコ
などのイヤなシートの臭いを抑える。
抗菌剤配合で細菌の増殖を抑えて、
清潔長持ち。仕上がりさわやか、ミン
トの香り。ノンアルコールタイプだか
らチャイルドシートもＯＫ！

49757 59020 80
追工コード

3740
（税抜）

（934円）

参考価格（税込）

1,027円
品番

シミ・ニオイの元　水も油もはじく徹底ガード剤

布シートの汚れを防ぐ、繊維用強力
コート剤。強力防汚効果は特殊フッ素
系ポリマーが繊維に浸透・吸着。水性
汚れ（コーヒーなど）から油性汚れ（マ
ヨネーズなど）までしっかりはじいて
シミになりにくい。抗菌効果も発揮。
約３カ月の耐久性。吸着アクセレー
ターの働きでポリマーが強力吸着。
長期にわたる効果維持を実現。

49757 59021 80

ルームピア クロスバリア
2180
　

追工コード
3842

メーカー ： ソフト９９コーポレーション
内容量 ： 170㎖

（税抜）

（1,480円）

参考価格（税込）

1,628円

汎用用品

セット商品

NEW愛車ケアセット
T-29

メーカー ： シュアラスター
サイズ ： H236×W282×D273（mm）

品番

洗車時の踏み台としても使える洗車バケツセット。

ノーコンパウンド&コーティング施工
車にも使用できるカーシャンプー
1000。二重構造でボディへの優しさ
と洗浄性を高めたウォッシングスポン
ジ。ボディに優しく吸水性の高い洗車
水滴ふき取りクロス。タイヤ側面に塗
りのばし、本来の自然な輝きを取り戻
すタイヤワックス。水滴の拭き取り、
仕上げ、内装のお手入れ等に使える
万能のマイクロファイバークロス。

49752 03060 39
追工コード

3403
（税抜）

（3,800円）

参考価格（税込）

4,180円
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車内お手入れセット
H-97

メーカー ： プロスタッフ
サイズ ： H90×W330×D340（mm）

品番

車内のお手入れ品が一式そろったお買得セット

生活空間の一部だからクルマの室内
も清潔に出来る室内快適セット。

49751 63821 18
追工コード

3347
（税抜）

（3,000円）

参考価格（税込）

3,300円

汎用用品

動物シリーズ
メーカー ： プロスタッフ
サイズ ： H295×W240(mm)

品番 追工コード

ゴリラのように豪快に！しつこい汚れを取り除く！

49751 63890 03 3836

落としたい汚れに応じて面を使い分
け！
指が入らない隙間に毛先が入り込み
汚れを絡め落とす「ツイスト面」、虫汚
れやしつこい汚れをガンガン落とす

「クロス面」の両面2WAY構造のマイ
クロファイバーです。油汚れや水アカ、
虫汚れやしつこい汚れなど、どんな汚
れでも超スッキリ落とします。

ボディー用グローブ ゴリラの手
P130
　

（税抜）

（934円）

参考価格（税込）

1,027円

メーカー ： プロスタッフ
サイズ ： 全長397(mm)

品番 追工コード

軽くなでるだけで、黄砂・花粉を絡め取る！

49751 63890 20 3837

ボディー表面に付着した、黄砂・花粉・
チリ・ホコリを除去する砂取りモップ
です。
超極細繊維のマイクロファイバーを
使用することにより、ボディーにやさ
しく、軽くなでるだけでサッと汚れを
絡め取ります。ループ状の毛束で、糸
くずも出にくくスッキリ仕上がります。

くるま専用 砂鳥モップ
P141

（税抜）

（400円）

参考価格（税込）

440円

メーカー ： プロスタッフ
サイズ ： 全長600(mm)

品番 追工コード

ふわふわモップで花粉・黄砂・ホコリをスッキリ吸着

49751 63899 57 3832

ふわふわマイクロファイバーを使用
した、自動車外装用のホコリ取りモッ
プです。
マイクロファイバーが目に見えない
ミクロな花粉やチリ、ホコリや黄砂を
しっかりと絡め取ります。

ホコリ取りモップ アルパカの首
P-78

（税抜）

（1,280円）

参考価格（税込）

1,408円

メーカー ： プロスタッフ
サイズ ： H285×W190(mm)

品番 追工コード

内窓のくもりをスイスイ解消！

49751 63192 03 3833

ふき取るだけで窓ガラスのくもりを
止めるグローブ！

内窓用グローブ ペンギンの手
P149

（税抜）

（680円）

参考価格（税込）

748円

車内用グローブ コアラの手
Ｐ-９７

メーカー ： プロスタッフ
サイズ ： H295×W240(mm)

品番

コアラのようなふわふわ素材！車内スッキリ！

軽く拭くだけで手あか汚れやホコリ
がスッキリ落ちる、ふわふわマイクロ
ファイバー素材の車内用おそうじグ
ローブです。
超極細繊維だから、驚くほど汚れが
みるみる取れ、拭き取った汚れを内
部に吸着して逃さずキャッチします。
拭きにくい隙間や細かな箇所も、5本
の指を自在に使って素手感覚で思い
のままに拭ける。

49751 63890 04
追工コード

3257
（税抜）

（620円）

参考価格（税込）

682円
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メーカー ： プロスタッフ
サイズ ： 全長290(mm)

品番 追工コード

ホイールの細かいすき間もらくらく

49751 63890 17 3835

ツイスト加工されたマイクロファイ
バーが、ガンコな汚れやブレーキダ
ストを絡め取り、さらに、内部の山型
スポンジ形状により、細いスポーク部
の汚れや隙間汚れをしっかりと落とし
ます。
柄の角度（12度）を人間工学的な視
点で設計し、洗いやすい柄の角度に
しました。

ホイール専用 鬼人手ジュニア
P139

（税抜）

（600円）

参考価格（税込）

660円

メーカー ： プロスタッフ
サイズ ： H48×W170×D223(mm)

品番 追工コード

いつでもどこでも履ける携帯用長ぐつ！

49751 63992 30 3834

洗車時や雨の日に、靴の上からその
まま履ける携帯用長靴のL～XLサイ
ズです。
ファスナー式だからサッと簡単に装
着！また、ファスナー部にフラップ付き
で、水濡れを効果的に防ぎ、水・泥・雪
などから大切な靴を守ります。洗車
時や自転車・バイクの乗車時、通勤時、
急な豪雨・雪道、様々なシーンで活躍
します。

携帯用長ぐつ カッパの足
P142

（税抜）

（980円）

参考価格（税込）

1,078円

サンシェード

ダブルサンシェード Ｓ
ＰＢＷ-２０

メーカー ： 大自工業
サイズ ： H600×W1300（mm）

品番

強力断熱&UVカットで車内を守る！

2倍の空気層で強力に断熱します。消
臭抗菌機能付きで快適な車内空間
に！

49069 18207 54
追工コード

3472 （780円）

参考価格（税込）

858円

（税抜）

ダブルサンシェード Ｍ
ＰＢＷ-２１

メーカー ： 大自工業
サイズ ： H700×W1300（mm）

品番

強力断熱&UVカットで車内を守る！

2倍の空気層で強力に断熱します。消
臭抗菌機能付きで快適な車内空間
に！

49069 18207 55
追工コード

3475 （880円）

参考価格（税込）

968円

（税抜）

ダブルサンシェード Ｌ
ＰＢＷ-２２

メーカー ： 大自工業
サイズ ： H800×W1350（mm）

品番

強力断熱&UVカットで車内を守る！

2倍の空気層で強力に断熱します。消
臭抗菌機能付きで快適な車内空間
に！

49069 18207 56
追工コード

3474 （980円）

参考価格（税込）

1,078円

（税抜）

ダブルサンシェード ＬＬ
ＰＢＷ-２３

メーカー ： 大自工業
サイズ ： H900×W1400（mm）

品番

強力断熱&UVカットで車内を守る！

2倍の空気層で強力に断熱します。消
臭抗菌機能付きで快適な車内空間
に！

49069 18207 57
追工コード （税抜）

（1,180円）

参考価格（税込）

1,298円3473
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