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表示価格は全て小売価格（税抜き）となっております



世の中では「働き方改革」を目指して、ITの活用や、雇用形態の見直しなど、ツールや

仕組みを変えるさまざまな試みが進んでいます。なぜなら、働く人のやる気や根性

だけでは、現場を変えることが難しいからです。これはきっと、洗車の現場にも同じ

ことが言えるはず。

「素早く仕上げろ！」「質を落とすな！」「もっとがんばれ！」と、檄を飛ばすことは簡単

ですが、これでは品質は上がらず、やる気も効率も急降下……改革どころではりませ

ん。  そこでHonjyoがご提案するのが、洗車の作業時間と疲労度を劇的に変える洗

車ツールです。科学的な運動テストでもその効果は実証済み。  しかも、作業経験が

少ない人でも同様の成果をあげています。  つまり、誰もが、素早く、楽に、質の高い

洗車ができるということ。

労働時間の短縮や疲労軽減できるだけでなく、これまで洗車の仕事は難しいと思わ

れてきた女性やシルバー人材も、頼もしい戦力になり得ます。現場の現在の課題を

解決し、未来の人材確保まで視野に入れた Honjyo の洗車ツールで、【洗い方】改革、

はじめてみませんか。
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ホイール グリル

タイヤハウス ドアミラー

● 繊細な毛先と豊富な泡立ちを実現。

● 円すい型コーンがボディ曲面にフィット。

● 作業時間短縮と労力軽減を実現。

楽なのにしっかり洗える天然羊毛の洗車モップ

The MOP

The WIPER

The SWEEPER The CLOTH

The STAND

軽くて丈夫なアルミ
製シャフトに 3箇所の
スポンジグリップを設
け、操作性を追求。

アルミシャフト

きめ細やかな泡立ちで汚れ
を落とす交換式コーン。最
高品質のニュージーランド産
の小羊の毛を使用。

天然ウールコーン

内容量：5,000ml 約167台洗車可能（コック付き）弱アルカリ性

エコシャンプー 5Lボックス

9972

内容量：480ml  約16台洗車可能　弱アルカリ性

エコシャンプー 480mlボトル

9962

内容量：5,000ml 約167台洗車可能（コック付き）中性

エコシャンプーマイルド 5Lボックス

9968

内容量：480ml  約16台洗車可能　中性

エコシャンプーマイルド 480mlボトル

9964

● 泡立ち + 泡切れ抜群

● 天然ヤシ油配合で環境に配慮

● 羊毛との相性抜群

羊毛にも、環境にも優しい。天然成分のカーシャンプー。

ECO Shampoo

シャンプーをコーンに
浸透させる300ml
タンク。

液剤タンク

● ヒダ状の吸水セームが水を吸いながら拭き取る。

● 洗車後の水滴の拭き取りが劇的に速くなる。

● 脚立などに登る回数を減らして安全性も向上。

柄付きワイパーでさらに身体の負担を大幅軽減

グリップ付きシャフト
長さ 100cm のシャフトには
スポンジ製のグリップを装
着。どこを握っても作業しや
すく設計しています。

内部には容積の90％が中空（気孔）で
できている吸水性・柔軟性に優れた
PVA スポンジを採用。

内面セーム生地

● 「マイクロファイバー」と「PVAスポンジ」の特性を融合

● 洗車後のボディ表面に残った水滴の拭き取りに最適

● ボディ形状にフィットするグローブ型構造

２枚の異なる布を合わせた
吸水性の高いグローブ型クロス

● 道具の手入れや保管管理が簡単に。

● モップなら最大 4 本を下げることが可能。

● ジョイントで高さ調節が可能。

シンプルな「見せる収納」が
現場を美しく効率的に変える。

容積の 90％が中空（気孔）で構成されて
いる PVA スポンジをヒダ状に縫製。
優れた吸水性・速乾性・親水性・柔軟性
を発揮します。

吸水セーム

寸　法：高さ400mm × 径90mm

（専用ケース：高さ530mm × 径130mm）

交換頻度：およそ6ヶ月～12ヶ月(1日 /10台洗車したと仮定※)

※日々洗車するお車の汚れの状態や、使用環境によって異なります。

ウォッシュマン・ザ・ワイパー

9992

①抜いて

②絞って

③挿す

剥がして 脱水 着ける

全 長：長さ1,135mm　横幅:320mm　ヘッド厚み:69mm

重 量：990g 

吸水セームの交換頻度：およそ6ヶ月～12ヶ月(1日/10台洗車したと仮

定※)※日々洗車するお車の汚れの状態や、使用環境によって異なります。

ウォッシュマン・ザ・スイーパー

9500

The GLOVE
● 手先の感覚を活かした洗いができる。

● 掴んだり、擦ったりが自由自在。

● 細部の洗浄スピードを劇的にアップ。

つかむ、擦るが自由自在。
３本指の天然羊毛グローブ。

全 長：縦幅215mm × 横幅215mm × 厚み4mm

重 量：145g（使用時）

ウォッシュマン・ザ・クロス 青

9550

全 長：縦幅215mm × 横幅215mm × 厚み4mm

重 量：145g（使用時）

ウォッシュマン・ザ・クロス 緑

9560

● 車高に合わせて使える二段階構造。

● 広い面で体重を支えるので安定性抜群。

● 高所作業時の転倒・転落を防止する。

ルーフ作業をしっかり支える。
ウレタン製の安全足場台。

寸 法：高さ500mm ×幅1,000mm × 奥行き600mm 

重 量：約5.8kg

ウォッシュマン・ザ・ステップ

9950

● 素早い動きで水を吸いながら切る。

● 水を吸ったら芯棒を抜いて絞るだけ。

● コーティング施工車など撥水ボディに最適。

水を吸いながら切る。
新発想のハンドワイパー

The WAX
● コーティングの補修剤としても最適

● ツヤ、光沢の向上、半球状の撥水性

● 乾燥不要、作業性抜群の簡易ワックス

濡れたボディの上から塗って拭くだけ
フッ素ポリマー配合高級カーワックス。

寸法：全高1600×幅600×奥行き610mm（標準時）

重量：3.6kg (時計重量含む)

付属品：時計、S字フック、バケツ、計量容器、ステッカー

ウォッシュマン・ザ・スタンド 【スペシャル】
（時計・バケツ・計量容器付属）

10030

スポンジ部分の芯となる着脱可

能なパーツ。抜群の取り回しを

実現。

スティック

容積の90％が中空（気孔）で構成
されているPVAスポンジをヒダ状
に縫製。優れた吸水性・速乾性・親
水性・柔軟性を発揮します。

吸水セーム

表面には、拭き取りやすく耐久性にも優
れ、ボディにキズをつけにくいマイクロ
ファイバー繊維を採用。

外面マイクロファイバー繊維

車の凹凸から手を守りながら拭き取りが
できる他、グリル回りやミラーなどの細部
も掴みながら拭き取りが可能に。

グローブ型構造

ドアミラー グリル内側ドア

NEW NEW

★ザ・スタンドは屋内に設置すること

★画像のザ・モップ、グローブ、ワイパーは付属しておりません。

電池式（電池は別売）湿度計、気温計機能付き

時計本体は脱着が可能

みんなの時計

10002

寸法：直径32cm、容量20L

ザ・モップを浸け置きできるサイズ

ウォッシュマンバケツ 計量カップ付き

10001

「みんなの時計」は高温環境下に長時間

放置すると故障するおそれがあります。

また、羊毛類も天日等で乾燥したまま

放置すると、縮んだり、変色したりする

恐れがあります。

①コイン程度

②拭取り
　ながら塗布

③同時に乾拭き

作業中に視認しなくても、

「ここが台の端であること」

を感覚的に伝え、安全性を

高めます。

角を落とした形状

軽量でやわらか、十分な

強度を備えたウレタン

素材を使用。

ウレタン素材

全：長さ430mm　横幅:455mm　クロス厚み:20mm

重 量：480g（使用時） 

吸水セームの交換頻度：およそ6ヶ月～12ヶ月(1日/10台洗

車したと仮定※)※日々洗車するお車の汚れの状態や、使用

環境によって異なります。

ザ・スイーパー専用セーム

9520

『ウォッシュマン・ザ・スイーパー』『ウォッシュマン・ザ・クロス』は、

トヨタ自動車・安全自動車・本荘興産の三社で共同開発した製品です。

The STEP

★表示価格は全て希望小売価格（税抜き）となっております

細部の掴み洗いに適した
三つ指構造を採用。

三つ指構造

手を守りながらタイヤハウスなど
を手の甲で洗うことも可能。

両面構造

強力な洗浄力を発揮するスタンダードな
カーシャンプー。コーティング施工前や、
汚れたクルマにご使用ください。

エコシャンプー（弱アルカリ性）

軽度な洗浄に適したやさしいカーシャン
プー。コーティング施工車や汚れが軽いク
ルマに最適です。

エコシャンプー マイルド（中性）

内容量：260ml  約16台施工可能　

ウォッシュマン・ザ・ワックス

1本

4300

2,760 円希望小売価格

内容量：260ml×6本  約60～90台施工可能　

ウォッシュマン・ザ・ワックス 6本セット

6本セット

4310

14,400 円希望小売価格

全 長：1100mm　重 量：850g タンク容量：300ml 

コーン外径：280mm

コーンの交換頻度：およそ6ヶ月～12ヶ月(1日/10台洗車したと仮定※)

※日々洗車するお車の汚れの状態や、使用環境によって異なります。

ウォッシュマン・ザ・モップ（ウールコーン装着）

99600

1本 25,800円希望小売価格

1本 960円希望小売価格 1本 960円希望小売価格

1本 8,280円希望小売価格 1本 8,280円希望小売価格

コーン外径：280mm 

コーンの交換頻度：およそ6ヶ月～12ヶ月(1日 /10台洗車したと仮定※)

※日々洗車するお車の汚れの状態や、使用環境によって異なります。

ザ・モップ専用ウールコーン

99604

1個 10,600円希望小売価格

1本 5,800円希望小売価格 1台 20,400円希望小売価格

寸 法：幅230mm × 高さ210mm 

重 量：約100g（乾燥重量時）

交換頻度：およそ6ヶ月～12ヶ月(1日 /10台洗車したと仮定※)

※日々洗車するお車の汚れの状態や、使用環境によって異なります。

ウォッシュマン・ザ・グローブ

9978

1枚 5,800円希望小売価格
1本 28,000円希望小売価格 1枚 8,900円希望小売価格

1枚 2,980円希望小売価格

1セット 23,800円希望小売価格

1個 2,400円希望小売価格

1枚 2,980円希望小売価格

1個 2,880円希望小売価格



〒711-0934 岡山県倉敷市児島塩生 2764

TEL: 086-475-0950 FAX: 086-475-0952

URL: http://www.honjyo-k.com/
E-mail: info@honjyo-k.jp

目指せ！ 
クルマの美容師

小川優衣の

PRO DETAILER

オリジナル動画配信中！

プロディティラー

作業時間約40%短縮 ＋ 身体不可65%軽減

シャワー 粗拭きシャワー シャンプー

タイヤ洗浄シャワー シャワー 粗拭き 仕上げ拭きシャンプー

 天然羊毛+たっぷりの泡で洗う

高級車・濃色ボディに最適

タイヤ・ホイール・グリルなどは
  門型洗車機では洗えない

 細部も丁寧に洗う = 付加価値

 ルーフや大きなボディ面の水滴を
   大まかに素早く切る

ハイトワゴン系の車に最適

外面 =マイクロファイバーで傷防止
内面 =PVAスポンジで吸水

仕上げ拭き技術の標準化

水をかけると瞬時に泡が消える
「消泡機能」で、シャワーも時短

・面で支えるので安定感抜群
・ぶつけてキズつける不安がない
・軽量なので持ち運びしやすい

・ツールの保管・管理の標準化
・時計付きなので、時間管理もできる

ウォッシュマン
手洗い洗車

通常
手洗い洗車 仕上げ拭き

手洗い洗車の大幅なコスト削減を実現可能！

www.youtube.com/user/Honjyo086

レバレート

（１時間あたりの工賃）

1日20台メカニックが手洗い洗車
している工場が…

ウォッシュマン導入で
手洗い洗車時間が

40%短縮できたら…

ウォシュマン導入で
730万円のコスト削減

8,000円

レバレート

4,000円

レバレート

80,000円

手洗い洗車が
25日×12ヶ月
（6,000台）

手洗い洗車が
1日20台

手洗い洗車が
約30分

手洗い洗車が
25日×12ヶ月
（6,000台）

年間の
ツール費用

洗剤費用
50円×6,000台

手洗い洗車が
1日20台

手洗い洗車が
約20分

レバレート

2,400万円

レバレート

1,620万円

1,670万円

レバレート

2,700円

レバレート

54,000円

約20万円

約30万円

費用合計


