
PRESS RELEASE 

2019 年 2 月 6 日 

報道関係各位                         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、ホテルや旅館、店舗などの商業施
設に向けた業務用の窓掃除ロボット ウインドウメイト WMシリーズ ２機種を2月25日より発売します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

品名 窓掃除ロボット ウインドウメイト WM シリーズ 
品番 RF-WM1001-S RF-WM1001-D 

対応窓厚 5~15 ㎜ 16~24 ㎜ 
販売価格（税別） 140,000 円 

発売日 2019 年 2 月 25 日より出荷開始 
製造元 RF Co.,Ltd.（Korea） 

 
窓の気密性や断熱性が向上したことにより、ホテル、旅館、ビル、飲食店、商店、スーパー、病院、クリニックなどの商業施

設や店舗建築の正面部分には大きな窓が多用されるようになりました。一方で窓は汚れが目立ちやすく、店舗や施設の窓
は一般家庭と比較して大きく背の高いものが多いので、定期的な清掃のために従業員の労力や外注コストをかけて窓掃除
を行っているのが現状です。そのため、従業員の人手が不足しており窓掃除まで手が回らない、外注するとコストがかかるので
頻繁に窓掃除できない、高いところにある窓の清掃は危険なので出来ないなどの悩みが生じています。 
 業務用の窓掃除ロボット ウインドウメイトなら、窓掃除の悩みを１台で解決することができます。２つのユニットで窓をはさ
み込みボタンを押すだけで、窓サイズの測定から窓掃除まで全て自動で行い、一度に両面を掃除することが可能です。 
 

さらに今回、セールス・オンデマンドがウインドウメイトの輸入から販売までを一貫して行うことで、日本オリジナルのサポートの
拡充やユーザビリティの向上を実現しています。ユーザー登録をすることで、商品の保証期間を１年延⾧し計２年にします。
また、バッテリー交換や本体メンテナンスを初回無料で実施、付属の専用洗剤の増量や窓への着脱時の落下防止のための
ストラップの追加など、ロボット掃除機や高機能空気清浄機 ブルーエアなどの海外製品を日本市場に展開してきたノウハウ
を活かした、より安心・安全な仕様に変更しています。 

昨年の 2018 年 2 月 22 日より販売を開始した一般家庭用の「ウインドウメイト RT シリーズ」も、窓掃除の苦労に悩ん
でいたユーザーから高い評価をいただいています。 
 
 
 
 

店舗・商業施設の大きい窓、高所の窓をロボットで楽に安全に清掃 

＜業務用＞窓掃除ロボット ウインドウメイト WM シリーズ 発売 
2 つのユニットで窓ガラスをはさんで同時に自動で清掃 

＜製品やメディア向けお貸出に関するお問い合わせ先＞  
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 ／ E-mail:press@salesondemand.co.jp 



●製品概要 
 窓掃除ロボット ウインドウメイトは、永久磁石が内蔵された２つのユニットで窓ガラスをはさみ、磁力でガラス面に貼り付き、
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、一般ガラス
用と複層ガラス用の 2 機種からお選びいただけます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●製品特徴 
 ◆かしこく清掃 

本体に搭載された各種センサーで、窓のサイズを自動的に測定するほか自身の位置も把握して微調整しながら清掃しま
す。清掃が完了するか、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 

クリーニングユニットから一定間隔で洗剤を自動噴射するので、パッド
が途中で乾いてしまう心配はありません。窓の汚れ具合によって、洗
剤の噴射量をリモコンで調節することも可能です。専用洗剤は速乾
性が高いため液垂れしにくく、拭き跡も残りにくいのでしっかりキレイに
仕上がります。 
 
 

 
４つのクリーニングパッドが、回転しながら洗浄と拭き取り作業を同時に行います。ナビゲーションパッドで同時に反対側の
面のから拭きも可能です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  掃除できる汚れの例 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆かんたん安全 

窓への本体の設置方法は永久磁石によるはさみ込み方式を採用。充電が切れても本体
同士が磁力でくっついたままのため、本体が落下する心配はありません。 
充電式でコードレスなので、窓の近くに電源がない、コードの⾧さが届かないなどの制限を受
けることなく、どこでも安全に使用できます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

また、ウインドウメイトを取り付け、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の本体落下を防止するため、
日本オリジナルの付属品「着脱落下防止ストラップ」を付属します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●⾧く安心して使える２つのユーザー登録特典 
 
【特典 1】 商品保証 1 年延⾧（合計 2 年保証） 

ユーザー登録をしていただくと、通常 1 年の商品保証期間をさらに 1 年延⾧し、合計 2 年の保証期間とさせていただき
ます。商品の不具合による修理の部品料金や修理費、運送費も含めて無料対応となるため、ご購入後の維持費が削
減できます。 

 
【特典 2】内蔵バッテリー交換＋本体メンテナンスサービス初回無料（メンテナンスパック通常価格 40,000 円相当） 

お持ちの商品の内蔵バッテリーが消耗し、交換が必要となった場合、初回は無料でバッテリーを交換させていただきます。
さらに、商品不具合の有無にかかわらず保守点検を実施し、部品の劣化や不具合が確認された場合は、無料で修理し
部品交換を行いますので、ウインドウメイトをより⾧く安心してご使用いただけます。 

 
※公式ホームページでは、製品概要や使い方の動画を掲載しています。＜https://windowmate.jp/pro/＞ 
 

複数枚あって清掃に時間がかかる窓 掃除が危険なガラス面 背が高くて、届かない窓 



●製品仕様 

品名 窓掃除ロボット ウインドウメイト WM シリーズ 

品番 RF-WM1001-S RF-WM1001-D 

JAN 4589774360030 4589774360047 

タイプ 一般ガラス用 複層ガラス用 

対応窓厚 5~15 ㎜ 16~24 ㎜ 

電源方式 本体内蔵 充電式リチウムイオンポリマーバッテリー 

充電時間 約 120 分 

連続使用時間 約 90 分 

消費電力（充電時） 25W 

電源（AC アダプター） AC100V 50/60Hz 

本体サイズ 
ナビゲーションユニット:奥行 218 ㎜ × 幅 211 ㎜ × 高さ 57 ㎜ 
クリーニングユニット:奥行 210 ㎜ × 幅 208 ㎜ × 高さ 50 ㎜ 

本体重量 2.9 ㎏ 3.2 ㎏ 

製造元 RF Co.,Ltd.（Korea） 

 
 
 
●業務用 WM シリーズ 導入業界例と導入事例 

導入業界例:ホテル、旅館、ビル、商業施設、飲食店、商店、スーパー、病院、クリニック、保育園など 
 
導入事例① ホテル 
富士レイクホテル様 「悩ましい窓掃除から解放され、お客様に素晴らしい眺望をご提供」 
当ホテルのラウンジは河口湖畔の眺望を売りにしており、お客様に
はこの眺望を大変喜んでいただいております。しかし、窓が大きく高
い位置にあるためキレイな状態を保つのが難しく、清掃業者への外
部委託や、社内ではペアを組み危険を伴いながらの清掃など試行
錯誤を繰り返し、窓清掃は⾧年の悩みの種でした。しかし、ウインド
ウメイトの導入によって品質・コスト・安全性の課題をクリアすること
ができ、キレイな窓でお客様に眺望をお楽しみいただけております。 
窓清掃にかかっていた時間も削減でき働き方の改善にもつながって
います。とても感謝しています。 
 

 導入事例② パン屋 
 Sorka Norka（ソルカ ノルカ）様 「積極的な設備投資により美味しいパン作りに専念」 

弊社ではパン屋が本来一番力を注ぐべきパンの製造業務に集中
できるよう、ロボットが得意としている清掃作業や、機器を導入する
ことによって自動化のメリットを得られる部分に対しては、積極的に
設備投資を行なっています。 
ナチュラルで美味しいパン作りを貫く傍ら、窓掃除はウインドウメイト
に任せて手軽に窓のキレイさもキープでき、満足しています。 

 
 
 
 



●国際ホテル・レストランショーに、ウインドウメイトが出展します。 
展示会名:第 47 回 国際ホテル・レストランショー （公式 HP:https://www.jma.or.jp/hcj/） 
開催期間:2019 年 2 月 19 日~22 日  場所:東京ビックサイト 

  セールス・オンデマンド出展ブース番号:「2-G01」  出展ゾーン:【HCJ】衛生・クリンリネス・食中毒対策 
 ※展示会の入場に登録が必要です。展示会の公式 HP をご確認ください。 
 
 
◆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。 
＜ホームページ＞https://www.salesondemand.co.jp/ 

 
メディア向け貸出製品もご用意しております。お気軽にお問い合わせください。 

 
 

＜製品やメディア向けお貸出に関するお問い合わせ先＞  
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 ／ E-mail:press@salesondemand.co.jp 




