クリーニング[Cleaning]
ジュエリーや時計のメンテナンス・クリーニング
世界で使われているWMKシリーズ
WKM社は、1982年よりスペシャリストによって、
お客様が求める人体に害のない製品を作り続
けています。WKM製品は国内にとどまらず、
世界各地で使用されています。
政府機関からも認定を受けている、安全で
質の良い製品を日々開発しています。

SINCE 1982

プロが使っているジェエリークリーニング＆ケア製品
ジュエリークリーナーでのクリーニング方法

ジュエリーから時計まで５ステップで綺麗になります。
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STEP

追加

BEFORE
AFTER
スプレーは、直接に吹きかけ
ます。 液体の場合は、
30～60秒浸けます。

水洗いします。

柔らかい歯ブラシ等で軽く
ブラッシングします。

シルバークリーナーで銀製品のクリーニング
STEP

STEP

1

2

3

ジュエリークリーナー

表面の小傷がある場合
はWMKクロスで金属部
のみを磨きます。

液に浸けるだけで綺麗になります。

STEP

酸化で変色している銀製品
をクリーナー液へ浸けます。

水気をティッシュで取ります。 洗浄前より金属も石も輝き
この時点で綺麗になります。
が戻ります。

10～30秒製品を浸けてます

作業前

きれいになったら、水で洗浄し
ティッシュ等柔らか布でふき
取ってください。

作業後

Before

After

空気で酸化して、シルバーチェ
ーンが真っ黒に変色している
のがわかります。

液体に浸けて数秒で新品同様
の輝きを取り戻しました。手作
業の研磨では届かない場所も
クリーニングできています。

浸けるタイプのクリーナー。容器内にはカゴも入っているので、簡単に洗浄が出来ます。

ジSILVER
ュエリークリーニング液
銀製品のクリーニング

JEWELRY

SILVER CLEANSER

貴金属製品のクリーニング
JEWELRY CLEANSER

ジュエリー&宝石専用のクリーナー液です。
ゴールドやプラチナ、ダイヤモンド、その
他貴重な宝石をクリーニングすることが
できます。

銀専用のクリーナー液です。
浸漬用のカゴがあらかじめ付属して
いますので、とても便利です。

250ml

250ml

70ml

70ml
注文コード

商品名

注文コード

定 価 販売価格

851366 WKM シルバークリーナー 70ml \680 \610
851367 WKM シルバークリーナー 250ml \1,100 \990

ジュエリーケアスプレー

商品名

定 価 販売価格

851362 WKM ジュエリークリーナー70ml \680 \610
851363 WKM ジュエリークリーナー 250ml \1,100 \990

スプレータイプのジュエリークリーナーです。パールのネックレス等の大きな製品のクリーニングも簡単に行えます。
スプレー式の為、持ち運びもできその場でジュエリークリーニングが行えます。 ※デリケートな製品のブラッシングはお控えください。

スプレーで輝きをコーティング

スプレーでジュエリークリーニングケア

デリケートなパールをクリーニング

ANTITARNISH ＆ POLISHING

JEWELRY CLEANSER SPRAY

CLEANSING SPRAY

SILVER

JEWELRY

PEARL ＆ GEMS

容量/40ｍｌ

ダイヤ、クリスタル、ジルコ
ニアにも安心してご使用い
ただけます。また、デリケ
ートな宝石が施されている
商品や、時計等のクリー
ニングにもご使用いただけ
ます。製品にスプレーして
ブラシなどで汚れを落とし
ます。次に水で洗浄し、
ティッシュや柔らかい布で
水分をふきとってください。

銀専用変色防止スプレー
です。スプレーしてから
コーティング効果がでる
まで数分ほど置いた後
ティッシュや柔らかい布
で磨いて下さい。
コーティングケアをして
おくことで、変色を防ぎ、
製品の輝きを長持ちさ
せることができます。
注文コード

商品名

定 価 販売価格

851370 WKM シルバークリーナー&酸化防止スプレー \750

\670

注文コード

商品名

パールや、宝石などデリケートな製品
をクリーニングできる商品です。
製品にスプレーし、その後ティッシュ
や柔らかい乾いた布などでふき取っ
て乾燥させてください。

容量/40ｍｌ

容量/40ｍｌ, 100ｍｌ
定 価 販売価格

851360 WKM ジュエリーケアスプレー40ml \600
851361 WKM ジュエリーケアスプレー 100ml \800

\540
\720

注文コード

商品名

定 価 販売価格

851364 WKM パール&ジュエリーケアスプレー \900

\810

クリーニング[Cleaning]
ジュエリーポリッシュクロス ｢研磨成分｣と｢変⾊防⽌成分｣のW配合
クロスで輝きを取り戻し変色防止

選べる2種のクロス
綿100％のしっかりとしたクロス、またはセーム調の柔らかいクロス

SILVER ＆ GOLD

ANTITARNISH ＆ POLISHING CLOTH

セーム調の柔らかい素材でできているポリッシングクロスです。
手になじむような使いごごちで、細部まで研磨することができます
（変色防止効果付き）。

通常のポリッシングクロスは綿100％でできており、しっかりとした
使い心地です（変色防止効果付き）。
カードサイズのため、常にきれいな状態のクロスで作業すること
ができます。また、販促品としてもご使用いただけます。

クロスサイズ/55x90㎜
入数/25枚入り

クロスサイズ/55x90㎜
入数/25枚入り
注文コード

商品名

注文コード

定価

851372 WMK ポリッシングクロス 110ｘ160 \200 \190
851373 WMK ポリッシングクロス 25枚入 \1,450 \1,300

クロスサイズ/110x160㎜
入数/1枚入り

商品名

定価

851375 WMK セミセームポリクロス 110ｘ160 \320 \280
851376 WMK セミセームポリクロス 25枚入 \1,950 \1,750

クロスサイズ/110x160㎜
入数/1枚入り

ポリッシュクリーム
磨きとコーティング

SILVER BRASS

POLISHING CREAM

Before

2

1

クリームタイプで、磨きとコーティングの
役割を果たします。大きな製品にも対応
できます。

作業前

STEP

STEP

空気で酸化して、真鍮製品が真っ黒
に変色しているのがわかります。

作業後
柔らかいきれいな布や
スポンジにクリームを
つけます。

内容量/35ｍｌ
注文コード

商品名

定 価 販売価格

851368 WKM シルバーポリッシュクリーム 35ml \500
851369 WKM 真鍮ポリッシュクリーム 35ml \500

After

対象物を磨き、その後
ティッシュや柔らかい布
でふき取ります。

※WKM製品は、人体に無害の成分を使用しており
ますが、食器などを研磨した 後は、通常通り洗剤
を使用し洗ってからご使用いただくことをお勧めい
たします。

\450
\450

クリームを柔らかい布につけて磨くと、
元の真鍮の輝きを取り戻します。

ダイヤモンドクリーナー
スタイリッシュにダイヤを磨く
DIAMOND Sparkling Brush

DIAMOND
このクリーニングペンは、デリケートな宝石にも対応できる
洗浄液が入っています。スティックタイプなので、持ち運べて
必要な時に使用することができます。ペン先の毛は柔らかい
ブラシとなっており、数分で宝石の曇りを取り除き、輝きを
よみがえらせることができます。すべてのジュエリーと比較的
デリケートな宝石まで使用できます。※柔らかいブラシでも傷
がつきそうな素材は直接ブラシが触れることをお勧めしません。
注文コード

内容量/2ｍｌ

商品名

851365 WKM ダイヤモンドクリーニングペン \700
クリーナー ポリッシング ポリッシング ポリッシング
液
スプレー
クロス
クリーム

シルバーケア商品

ペンをツイストして液がブラシに染み込んだら、
宝石をクリーニングしてください。その後水で
洗浄します。

定 価 販売価格

\630

シルバージュエリー

シルバー

ジュエリー

ダイヤモンド

シルバージュエリー

宝石付き※

シルバージュエリー

パール付き

ジュエリー
ジュエリー

パール付きダイヤモンド
デリケートな宝石

シルバージュエリー

石（デリケート）付き

ジュエリー

紐に通った宝石

シルバージュエリー
シルバージュエリー
シルバージュエリー

いぶしデザイン
金・ピンクゴールド付き
プレートデザイン

ジュエリー パールネックレス
ジュエリー 衣装ジュエリー
時計 ステンレス製時計

シルバー製品
変色防止剤配合
※安心して使用できる宝石は、ダイヤモンド、クリスタル、キュービックなどです。

時計
時計

セーム調
ポリッシング
クロス

クリーナー クリーニング
液
スプレー

ジュエリーケア商品

パール&
ジェムズ

ゴールド、ローズゴールド、プラチナ製
レザーバンドの付いた時計

⼩次郎セーム⾰
宝石から貴金属、めがね、時計、美術品などの汚れを除去します。拭き傷は残しません。
何度も洗って繰り返し使えます。多少の傷などは、研磨剤
などを付けて磨いて下さい。研磨仕上げをした後に、
並級 ⼀般的に使われているセーム⽪
最後にふき取る場合も使われます。本物の皮なので、
洗って何度でも使えます。天然の革為、品質により
２種類ラインナップ。
クリーニングクロス
クリーニングクロス

注文コード

商品名

定価

販売価格

\200
\360

\160
\290

\300
851349 小次郎 上級 セーム革 80x80mm
851351 小次郎 上級 セーム革 120x120mm \500

\240
\378

851348 小次郎 セーム革 80x80mm
851350 小次郎 セーム革 120x120mm

セーム
革
Chamois Leather

Chamois Leather
JAPAN

宝飾品や、
レンズやメガネなど、デリケート
な製品の汚れを傷をつけずに⼀拭きで
すっきりキレイにすることができます。 #851348
4 580185 951954

出来る限り良い材料を選定したセーム⾰
上級 クリーニングクロス

上級

セーム革

JAPAN

宝飾品や、レンズやメガネなど、
デリケートな製品の汚れを傷を
つけずに⼀拭きですっきりキレ
イにすることができます。

上級セーム⾰は、
きめが細かい滑ら
かな使い⼼地。

JAPAN

シーフォース
（株）
4 580185 951930

QUALITY

JAPAN

⽑⽻⽴ちが少なく
レンズの磨きに
最適です。

上級セーム⾰は、
きめ細かく、滑らかな
使い⼼地。

#851349

⽑⽻⽴ちが少なく
厚みが均⼀でレンズ
の磨きに最適。

宝飾品や、レンズやメガネなど、
デリケートな製品の汚れを傷を
つけずに⼀拭きですっきりキレ
イにすることができます。

QUALITY

シーフォース
（株）
www.seaforce.co.jp

セーム革

Chamois Leather

Chamois Leather

（洗浄⽅法）中性洗剤や⽯鹸を使⽤して⽔またはぬるま湯で洗い、
陰⼲しして乾きましたら軽くもんでからご使⽤ください。

www.seaforce.co.jp

上級

上級 クリーニングクロス

#851350

シーフォース
（株）
www.seaforce.co.jp

セーム
革

上級

（洗浄⽅法）中性洗剤や⽯鹸を使⽤して⽔またはぬるま湯で洗い、
陰⼲しして乾きましたら軽くもんでからご使⽤ください。 #851351

シーフォース
（株）
4 580185 951947

www.seaforce.co.jp

4 580 185 95 192 3

