
2020年8月–9月    限定 BACK TO WORK 第4弾

BACK TO WORK
インテリアクリーニング 
サポートキャンペーン

キャンペーン価格
特典1

特典2
10,000円 購入毎に

キャリーBOX
プレゼント

期間限定
対象商品が期間限定で1本よりキャンペーン価格
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新型コロナウイルスが我々の世界を変えました。

それは、新型コロナウイルスが終息した後、元の状況には戻らないからです。

「コロナ後」の新しい日常は

プライベートでもビジネスでも我々にとって大きな挑戦となり、

成功できるビジネスは変化に応じて、

新たな仕組みを取り入れなければなりません。

そこで、お客様や従業員が安心・安全に行える

「新しいワークスタイル」から新たなビジネスチャンスが生まれ、

一緒にそのチャンスを掴みたいと考えています。

自動車のアフターマーケットのためにウルトジャパンは、

日整連のガイドラインを参考に

3つの項目において安心・安全をテーマに

 「新しいワークスタイル」として提案します。

Würth Japanが発信する

新しいワークスタイル

お客様を受け入れる 車を預かる 従業員が働く
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商品

アクティブガラスクリーナー インテリアクリーナー
TFT/LCD 

ディスプレークリーナー

レザークリーナー

500ML
LIQUID CLEAR 

ナノ撥水  コーティング剤 
500ML

Art. No. 089025 0893033 0890150100 0893012902 0893474200

①ウインド  ⑪ミラー ☆☆☆ ☆☆ ☆☆

②ハンドル ☆☆ ☆☆ ☆☆☆

③メーター

④ディスプレイ
☆☆ ☆☆ ☆☆☆

⑤各種スイッチ

⑩ドアノブ
☆☆ ☆☆☆ ☆☆ ☆☆

⑥シート

⑦アームレスト

 （ファブリック）
☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆

⑥シート

⑦アームレスト

 （レザー・合皮）
☆ ☆ ☆☆☆

⑧ダッシュボード

⑨フロントピラー
☆☆ ☆☆☆ ☆ ☆☆

⑫フロアマット ☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆

エクステリア

ドアノブ/その他
☆☆ ☆ ☆ ☆☆

付加効果

外装ボディーにも

使用できる

マルチクリーナー

帯電防止添加剤入り

特殊クリーニングフォーム

ディスプレイ専用、

帯電・静電防止効果

スムースレザー、

アルカンターラ、

ファブリックシート

表面に適しています

洗浄・除菌作業と施工後

撥水効果が得られます

再付着した汚れを容易に

落とす事が出来ます

2

洗浄作業

     除菌・ウイルス除去・抗菌作業の前

には必ず洗浄作業をすることが基本

です。車内インテリアはさまざまな

材質が使われており、素材に合った

クリーナーで洗浄しなければ損傷や

劣化する恐れがあります。

簡単な手順で典型的な汚染エリアの

汚れを落とす事で大部分の細菌やウ

イルスを除去する事が可能です。

除菌・ウイルス除去・抗菌・抗ウイルス作業へのステップとなる基本作業が洗浄です。

簡単な手順で典型的な汚染エリアの汚れを落とします。多くの場合は洗浄で十分な細菌を除去が可能です。

インテリアクリーニング

除菌・ウイルス除去作業

充分に洗浄が完了したら適量を

噴霧もしくはウエスに取り除

菌・ウイルス除去をします。

大量な液剤を使用せず洗浄作業

が完了するため、材質の損傷や

劣化を抑える事が出来ます。

抗菌作業

最後のステップとして抗菌する

ことをおすすめします。除菌・ウ

イルス除去作業では現時点で付

着している細菌を除去している

にすぎません。

再付着した細菌の繁殖を抑制する

には抗菌作業が必要になります。
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フロントピラー

ドアノブ

ミラー 
マット
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ウインドウ

ハンドル

メーター 
ディスプレイ 
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各種スイッチ　

シート

アームレスト

ダッシュボード
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インテリアクリーニングアイテム
車内インテリアには様々な素材が使用されています。

素材にあった洗浄剤がウルトなら見つかります。

https://eshop.wuerth.co.jp/-/089025.sku/ja/JP/JPY/
https://eshop.wuerth.co.jp/-/0893033.sku/ja/JP/JPY/
https://eshop.wuerth.co.jp/-/0890150100.sku/ja/JP/JPY/
https://eshop.wuerth.co.jp/-/0893012902.sku/ja/JP/JPY/
https://eshop.wuerth.co.jp/-/0893474200.sku/ja/JP/JPY/
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355mm

115mm

260mm

1 強力サーフェース除菌クリーナー 5L

  品番：089376405　
対バクテリア・ウイルス表面除菌クリーナー。

※８月下旬入荷予定

2 クイックフレッシュACTIVE 100ML

 品番：0893764650　
車内とエアコンのイヤなニオイを素早く解決。

抗菌効果を備えた銀イオン配合芳香剤。

 

インテリアクリーニング・製品ラインナップ 除菌・ウイルス除去・抗菌アイテム
 「新しいワークスタイル」では洗浄作業の他に除菌・ウイルス除去もマスト作業になります。

手早く作業が出来てグローバル基準のアイテムをウルトは提供します。

1 アクティブガラスクリーナー 500ML

  品番：0890  25　
クリーニングフォームが汚れに浸透し強力に分解。

垂直面でも液だれしにくいため、内窓の清掃にも最適です。

2 インテリアクリーナー 500ML
品番：0893033　
自動車などの室内（インテリア）全般用の帯電防止付き

特殊クリーニングフォーム。

3 TFT/LCD ディスプレークリーナー 200ML
 品番：0890150100　

繊細なLCDディスプレー表面用クリーナー。

4 レザークリーナー 500ML

 品番：0893012902　
界面活性剤・溶剤ベースのあらゆる革製品に使用できるクリーナー。

アルカンターラにも使用可能です。

5 LIQUID CLEAR ナノ撥水コーティング剤 500ML
品番：0893474200　
ナノ撥水多機能ファブリック用クリーナー。

ワンステップでクリーニングと撥水コーティングが行えます。

 

アルミニウム製ハンドル付の

軽量工具ボックスです

特別キャンペーン！

10,000円 購入毎に

キャリーBOX
プレゼント
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prEN13623 の除菌性試験に準拠 
75%濃度のレジオネラ・ニューモ

フィラ菌液に対し5分で除菌効果が

見られました。

エッセン大学にて T GE V（コロナウ

イルス科に属する豚伝染性胃腸炎

ウイルス）に対する除菌試験を行

い、５分間の曝露で 99.9% 以上の除

菌効果が確認されました。

JIS Z 2801（ISO 22196）の
抗菌性試験において、黄色ブドウ

球菌・大腸菌の2種に対し強い抗

菌効果が確認されました。

KENA® バイオニクステクノロ

ジーによる銀イオン成分含有の超

薄膜を形成し、長期間抗菌します。

※何度でも
　ご利用いただけます。

クーポン
コード WUERTHBOX
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品番：0962219200

NEW

ログイン後に表示

キャンペーン価格 

ログイン後に表示

キャンペーン価格 

https://eshop.wuerth.co.jp/-/089025.sku/ja/JP/JPY/
https://eshop.wuerth.co.jp/-/089025.sku/ja/JP/JPY/
https://eshop.wuerth.co.jp/-/0893033.sku/ja/JP/JPY/
https://eshop.wuerth.co.jp/-/0893033.sku/ja/JP/JPY/
https://eshop.wuerth.co.jp/-/0890150100.sku/ja/JP/JPY/
https://eshop.wuerth.co.jp/-/0890150100.sku/ja/JP/JPY/
https://eshop.wuerth.co.jp/-/0893012902.sku/ja/JP/JPY/
https://eshop.wuerth.co.jp/-/0893012902.sku/ja/JP/JPY/
https://eshop.wuerth.co.jp/-/0893474200.sku/ja/JP/JPY/
https://eshop.wuerth.co.jp/-/0893474200.sku/ja/JP/JPY/
https://eshop.wuerth.co.jp/-/089376405.sku/ja/JP/JPY/
https://eshop.wuerth.co.jp/-/089376405.sku/ja/JP/JPY/
https://eshop.wuerth.co.jp/-/0893764650.sku/ja/JP/JPY/
https://eshop.wuerth.co.jp/-/0893764650.sku/ja/JP/JPY/
https://eshop.wuerth.co.jp/-/0962219200.sku/ja/JP/JPY/


8

German Premium Quality
German Premium Quality ウルトジャパン株式会社

〒221- 0862 神奈川県横浜市神奈川区三枚町 33 MT ビル　www.wuerth.co.jp
※在庫がなくなり次第終了させていただきますので、ご了承ください。

B2W4_L_202008

1 ウルト汎用スプレーボトル 500ML

   品番：0891502002　
多目的に使用できる汎用スプレーボトル。壊れにくく白色半透明の容器。

液体の残量を視認できます。

2 ウルト汎用スプレーボトル 1000ML
 品番：0891502003　

100ml、 200mlのスケール目盛付き、液剤の混合や希釈などに便利です。

3 360度スプレーボトル 500ML
 品番：0891502360　

360度噴霧可能な耐溶剤性スプレーボトル。

4 ペーパーウエス ダブル 38×36CM 青 1000枚入リ

  品番：0899800773　
環境負荷が低い再生紙を使用し、経済性と性能を両立させたペーパーウエス。

5 ペーパーウエス 3枚重ネ ブルー 500枚入リ

品番：0899800850　
再生紙でありながら頑丈で破れにくく、強力に汚れを拭きとります。

6 ペーパーウエス1+1スターターセット

品番：0988007144　
ペーパーウエス1個と専用スタンドのセットです。

7 ペーパークロスTEX-REIN 27×38CM×150枚

 品番：0899810　
ほこりや糸くずを避けたい箇所の施工に適した、極細クリーニングクロス。
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インテリアクリーニング関連品

ログイン後に表示

キャンペーン価格 

https://eshop.wuerth.co.jp/-/0891502002.sku/ja/JP/JPY/
https://eshop.wuerth.co.jp/-/0891502002.sku/ja/JP/JPY/
https://eshop.wuerth.co.jp/-/0891502003.sku/ja/JP/JPY/
https://eshop.wuerth.co.jp/-/0891502003.sku/ja/JP/JPY/
https://eshop.wuerth.co.jp/-/0891502360.sku/ja/JP/JPY/
https://eshop.wuerth.co.jp/-/0891502360.sku/ja/JP/JPY/
https://eshop.wuerth.co.jp/-/0899800773.sku/ja/JP/JPY/
https://eshop.wuerth.co.jp/-/0899800850.sku/ja/JP/JPY/
https://eshop.wuerth.co.jp/-/0899800773.sku/ja/JP/JPY/
https://eshop.wuerth.co.jp/-/0899800850.sku/ja/JP/JPY/
https://eshop.wuerth.co.jp/-/0988007144.sku/ja/JP/JPY/
https://eshop.wuerth.co.jp/-/0988007144.sku/ja/JP/JPY/
https://eshop.wuerth.co.jp/-/0899810.sku/ja/JP/JPY/
https://eshop.wuerth.co.jp/-/0899810.sku/ja/JP/JPY/



