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2018 年 1 月 24 日 

セールス・オンデマンド株式会社 

窓掃除ロボット ウインドウメイトの日本総代理店であるセールス・オンデマンド株式会社（本社:東京都千代
田区/代表取締役社⾧:室﨑 肇 以下、セールス・オンデマンド）は、一般家庭用の窓掃除ロボット ウインドウメ
イト RT シリーズ４機種を 2 月 22 日より一部の家電量販店及び百貨店、ウインドウメイト 公式オンラインスト
ア（https://windowmate.shop/）にて販売開始いたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

品名 窓掃除ロボット ウインドウメイト RT シリーズ 
品番 WM1000-RT10PW WM1000-RT16PW WM1000-RT22PW WM1000-RT28PW 

対応窓厚 5～10 ㎜ 11～16 ㎜ 17～22 ㎜ 23～28 ㎜ 
公式ストア価格 

（税抜） 
64,800 円 69,800 円 

発売日 2018 年 2 月 22 日（木） 

製造元 RF Co.,Ltd.(Korea) 

 
当社の調査によると※1、従来の窓掃除は「準備や後片づけが面倒」、「手が届かない窓がある」、「窓が多くて時

間がかかる」、「きれいにならない」、「高所の窓掃除は危険」など多くの課題があり、家事の中では敬遠されがちな
重労働でした。また、窓掃除の頻度が「半年に 1 回以下」である家庭が半数以上であることから、窓掃除は後回
しにされる家事となっていることもわかりました。この背景には、窓掃除が抱える多くの不満や課題を 1 つのソ
リューションで解決できていなかったことがあると考え、今回 窓掃除ロボットの販売を日本で開始することにな
りました。 

 
窓掃除ロボット ウインドウメイトは、窓掃除が抱える複数の課題を 1 台で解決することができるロボット家電

です。2 つのユニットで窓をはさみ込みボタンを押すだけで、窓のサイズを測定し、自動で窓掃除を行います。
「簡単」に、「大きな窓も背の高い窓」も、「時間も体力も気にせず自動」かつ「安全」に窓掃除をしてくれるため、
いつでも気軽に窓掃除ができるようになります。 

 
当社はウインドウメイトの日本での販売を通じて、面倒だった窓掃除もロボットに任せれば手軽にできること

を浸透させ、一般家庭における窓掃除の頻度を上げ、「窓掃除の習慣化」を目指します。 
 

※1「窓掃除に関する調査」セールス・オンデマンド調べ（2017 年 6 月） 

面倒で重労働な窓掃除も、これからはロボットに任せる時代に 

窓掃除ロボット ウインドウメイト RT シリーズ発売  
２つのユニットで窓ガラスをはさんで両面同時に自動で清掃 



●製品概要 
窓掃除ロボット ウインドウメイトは、永久磁石を内蔵した 2 つの

ユニットで窓ガラスをはさんで、独自技術によって自動で窓ガラス
を清掃するロボットです。使用する窓ガラスの厚さによって対応機
種が異なり、全４機種からお選びいただけます。 
 
 
●製品特徴 

■かしこく清掃 
窓に本体をセットしたらボタンひとつ押すだけ。面倒な操作をする 
ことなく自動で窓全体を清掃します。 

 
本体に搭載された各種センサーで、自動的に窓のサイズを測定し、
本体の位置も把握して効率よく清掃します。清掃が終了するか、バ
ッテリー残量が少なくなるとスタートした位置へ自動的に戻るた
め、手の届かない位置で停止してしまう心配もありません。  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

■しっかりキレイ 
窓を左右ジグザグに進みながら、同じところを重ね拭きし、ムラなくキレイにします。また、洗剤を吹き付け
たパッド面（クリーニングユニット）と から拭き面（ナビゲーションユニット）でガラス両面を同時に清掃す
るため、片面ずつ清掃するよりも清掃時間が短縮できます。 
 
汚れ除去能力の優れた 2 種類の専用パッドと速乾性の高い専用洗剤で、様々な窓の汚れをしっかりと取り除き
ます。汚れたパッドは、取り外して洗えば繰り返し使えます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      同じところを重ね拭き 

 



■かんたん安全 
永久磁石でしっかりと窓ガラスをはさみ込むため、充電が切れても本体が落下する心配がありません。    
また、バッテリー充電式でコードレスのため、家の中で持ち運びもでき、高さや幅のある窓や格子窓など、   
手が届かない窓でも、安心して清掃を任せることができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●掃除できる窓の汚れ 
 

 

 

 

 

 

                            ＊汚れの種類や程度、ご使用環境などにより異なります 

 

●基本操作 

①バッテリーを充電して本体に装着する 
 ↓ 
②それぞれのユニットにパッドを装着する 
 ↓ 
③クリーニングパッドに洗剤を吹き付ける 
 ↓ 
④着脱落下防止ストラップ、取付補助パッドを本体に取り付ける 
 ↓ 
⑤本体を窓ガラスにセットして、着脱落下防止ストラップと 

取付補助パッドを取り外す 
 ↓ 
⑥主電源をオンにし、スタートボタンを押す 
 
 
●窓ガラスの厚さを測る 「ウインドウメイト 窓厚メジャー」 

  ウインドウメイトは使用する窓の厚さによって対象機種が異なりますが、ほとんどの方がご自宅の窓ガラスの 
厚さをご存知ありません。セールス・オンデマンドは、窓ガラスの厚さを計測する「窓厚メジャー」をメーカーと
共同で開発し、取扱店舗やウインドウメイト 公式ホームページの資料請求にて無料で配布いたします。 

 
 
 
 
 

 
                   窓ガラスの厚さを計測          ガラス面から窓枠までの高さを計測 



●安心と安全をご提供するメーカー共同開発の付属品/ユーザー登録特典 
ウインドウメイトは、「強力な磁石を内蔵した２つのユニットで窓ガラスをはさんで設置し窓掃除する」という、
今までに無い使い方の家電製品です。セールス・オンデマンドは、今までに無い家電製品だからこそ、お客様の不
安を解消し安心して製品を使っていただけるように、メーカーと共同開発した付属品や特典をご提供いたします。 
 

① 着脱落下防止ストラップ（付属品） 
  ウインドウメイトは、窓に取り付けてしまえば落下する心配はありませんが、取り

付けや取り外しの際に、うっかり手を滑らせるなど人為的なミスで落下してしまう
可能性はあります。付属品の着脱落下防止ストラップを使えば、このような人為的
ミスによるウインドウメイトの落下を防止できるため、取り付け時や取り外し時の
落下の心配がなくなります。 

 
② 取付補助パッド（付属品） 

  ウインドウメイトは、強力な永久磁石の力で窓ガラスをはさみ込んで取り付けます。
取付補助パッドは、ウインドウメイトを窓ガラスに取り付ける際の衝撃をクッショ
ン材で和らげます。また、本体を持ち運ぶとき、本体同士がくっついてしまった場
合の磁力を緩和したり、本体の間に指をはさんでケガをすることを防止します。 

 
③ 個人賠償責任保険 1 年間無料（ユーザー登録特典） 

  ウインドウメイトは、窓に取り付けてしまえば落下する心配はありませんが、初めてご使用される方は、万
一、落としてしまって他人にケガをさせてしまったり、他人の財産を壊したり傷つけてしまわないか心配に
なることもあるかと思います。ウインドウメイトをご購入いただき、ユーザー登録をしていただければ、1 年
間は無料で、個人賠償責任保険をお付けしますので、このような事故の時の補償の心配もなくなります（条
件及び事故の内容によっては、必ずしも補償を受けることができるわけではありません）。 

 
●製品仕様 

品名 窓掃除ロボット ウインドウメイト RT シリーズ 

品番 WM1000-RT10PW WM1000-RT16PW WM1000-RT22PW WM1000-RT28PW 

JAN 4589774360078 4589774360085 4589774360092 4589774360108 

対応窓厚 5～10 ㎜ 11～16 ㎜ 17～22 ㎜ 23～28 ㎜ 

電源方式 充電式リチウムイオンバッテリー 

充電時間※2 最大 7 時間 

連続使用時間※2 約 90 分間 

消費電力(充電時) 5W 

充電器 
(AC アダプター) 

入力:AC100-240V 50/60Hz  出力:DC ５V １A 

本体サイズ 

ナビゲーションユニット 
幅 263 ㎜ × 奥行 250 ㎜ × 高さ 56 ㎜ 

本体サイズ 

クリーニングユニット 
幅 250 ㎜ × 奥行 250 ㎜ × 高さ 50 ㎜ 

本体重量 

ナビゲーションユニット

/クリーニングユニット 

1.6 ㎏/0.9 ㎏ 1.7 ㎏/1.0 ㎏ 1.8 ㎏/1.1 ㎏ 1.9 ㎏/1.2 ㎏ 

稼働音 60dBA 以下 
製造元 RF Co.,Ltd.(Korea) 

※2 バッテリーの残量やご使用の環境などにより異なります。 



＜本件に関するお問い合わせ＞ セールス・オンデマンド株式会社 広報担当 二木（フタツギ） 

TEL:03-5577-7271 ／ MAIL:press@salesondemand.co.jp 

◆RF Co.,Ltd（RF 社）について 
  ウインドウメイトを開発した RF 社は、2014 年 7 月に設立された韓国の技術専門企業です。 

テグ市に本社を置き、窓掃除ロボットを中心に、ロボット技術の研究・開発をしています。 
窓を掃除するための機械構造や動作など独自の特許技術を有し、信頼性の高いアナログ技術と最先端技術を融合
させ、ウインドウメイトを開発しました。 ウインドウメイトは、2017 年にラスベガスで行われた CES 2017
で「イノベーションアワード」を受賞している他、韓国 WORLD IT SHOW 2017 では「Best5」に選出され、
革新的な製品として注目されています。 

 
◆セールス・オンデマンド株式会社について 

セールス・オンデマンド株式会社は、2004 年設立以来、米国アイロボット社の日本総代理店として「ロボッ
ト掃除機 ルンバ」の輸入・販売・サポートを行い、ルンバはロボット掃除機のベストセラー商品になりました
（2017 年 3 月末でアイロボットジャパン合同会社にアイロボット事業を譲渡済み）。現在は、2010 年よりス
ウェーデンのブルーエア社「ブルーエア空気清浄機」の輸入販売事業と、2017 年より韓国の RF 社「窓掃除ロ
ボット ウインドウメイト」の輸入販売事業にも事業を拡大。「発見・発創・発動で新たな価値を創造し、人や社
会に『これ、いい!』を提供する」をビジョンに掲げ事業に取り組んでおります。  

 
 
 
 
 
 
 



＜参考資料＞ 

●窓ガラスは、種類も厚さもいろいろあります。 
窓ガラスは、一見、同じように見えますが、ガラスの厚さや加工方法など、様々な種類のガラスがあります。ウイ
ンドウメイトは使用する窓ガラスの厚さによって４機種に分かれており、ガラスが厚くなるほど、強い磁力が必
要になるため、窓ガラスの種類や厚さを把握して、最適な機種をお選びください。また、窓の種類によってはウイ
ンドウメイトが使用できない窓もあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●ウインドウメイト RT シリーズが使用できない窓 
・対応している厚さではない窓ガラス 
・窓枠とガラス面との段差が 3 ㎜未満の窓 
・⾧方形、正方形以外の形（円形、三角形、台形など）の窓 
・ステンドグラスや凹凸が多い窓ガラス 
・カッティングシートや日よけシートなどを貼り付けた窓ガ

ラス 
・天窓など床に対して垂直ではない窓 

・一辺が 70 ㎝未満の窓ガラス 
・濡れていたり、油で汚れている窓ガラス 
・割れていたり、ヒビのある窓ガラス 
・窓枠のない窓ガラス 
・曲面のある窓ガラス 
・ガラスと窓枠のすき間を埋めているシール材が柔らかい

材質の窓 
 

 

●ウインドウメイト RT シリーズ 「製品カタログ＆窓厚メジャー」 を無料で配布 

1 月 24 日より、ウインドウメイト 公式ホームページ（https://windowmate.jp/）でウインドウメイト RT シ

リーズの資料請求を受け付けいたします。資料請求をして頂くと、「製品カタログと窓厚メジャー」を無料でお送

りいたします。製品に興味がある方、窓ガラスの厚さを測って該当機種を調べたい方は、是非、資料請求をしてく

ださい。 

 

●ウインドウメイト RT シリーズ 新製品発売 PR イベント 

新製品ウインドウメイト RT シリーズのタッチ＆トライイベントを下記日程で開催いたします。新製品を実際に 

「見て」、「触って」、「説明が聞ける」体験イベントです。 

・2 月 10 日（土）‣11 日（日） イオンモール幕張新都心（千葉） グランモール１F ホビーコート 

・2 月 17 日（土）‣18 日（日） イオンモール名古屋ドーム前（名古屋） １F サウスコート 

・2 月 24 日（土）‣25 日（日） 阪急梅田駅（大阪） ビックマン前広場  

・3 月 10 日（土）‣11 日（日） 札幌駅前地下歩行空間（札幌） 北大通交差点広場（西） 


