
Wynn’s products in JAPAN 
KOYO SHOJI K.K.	



1998年 フォードがウインズ DU-ALL 
マシンを認定品とする。 

1992年 ウインズ X-Tend クーラント  
リサイクリング システムがGMより 
画期的な推奨を得る。 

1972年 NASAのアポロ計画に 
おいて宇宙空間での極度な低温や 
高温から機器類を保護するために 
ウインズ製品が使用される。 ジョニー・パーソンズがウインズ 

フリクション プルーフィングを 
使用してインディ500を制覇する。 

2011年 BMWがウインズ
AircomaticⅢ HVAC（暖気、換気 
および空調）クリーニング  
システム サービスを認定品とする。 

1939年 初代ウインズ  
フリクション プルーフィングを 
自動車市場に向けて開発し、 
紹介し始める。 
創業者チェスティン・ウインは、 
カリフォルニアから販売を開始 
し、ウインズはその歴史の一歩を
踏み出す。 
 

歩み続けるウインズ 
ウインズの製品やサービスプログラム 
は、１４の関連会社や世界各国の正規 
代理店や販売店を通じて、100カ国 
以上の国々で販売されています。 アメリカ、ベルギー、フランスに 

研究施設やテクニカルサービス拠点を 
構え、常にイノベーションに取り組ん 
でいます。 

世界に８つの製造・生産拠点を有しています。 

*ウインズのセールスマンが1940年代頃に使用していたオリジナルのスーツケースを使用しています。 



ウインズの製品や機器類は、数多くの
自動車メーカーから OEM 認定を取得
し、世界中で扱われています。	



これらは私たちが提供させていただく各サービスのポイントです。	
その他にもクライアントの皆様にお役に立てる様々な製品・サービスを用意しております。	

お気軽にお問合せください。	

	

HVAC Service 
  エアコンの冷却性能を高めます。	

  エアコン内のシールや金属パーツを保護し、　	

　　　 コンプレッサーオイルやガスの漏れを予防します。	

  エアコン使用時の燃費悪化を抑制します。	

  エアコンシステム内のカビやバクテリアを除去し、	

　　　 再発生を防ぎます。	

  カビ、バクテリア、たばこ等によって発生する嫌な臭い

を除去します。	

  換気システム、エアコン/ヒーターシステム、インテリア

の脱臭と抗菌をします。	

Power Steering Service 
  外気低温時にステアリングが重く	

　　　 なるのを防ぎます。	

  軽やかでスムーズなステアリングを	

　　　 取り戻します。	

  パワーステアリングシステム内の	

　　　 有害な堆積物や不純物を安全に	

　　　 除去します。	

  オイルのニジミや漏れを予防、	

　　　 または止めます。	

Differential Service 
  摩擦や摩耗を軽減し、部品を	

　　　 良いコンディションに保ちます。	

  ギアやベアリングのノイズを軽減	

　　　 します。	

  腐食を防止します。	

  ギアオイルの性能を引き上げます。	

Cooling Service 
  冷却システム内のサビや水垢などの	

　　　 堆積物を素早く、スッキリと除去します。	

  サビや腐食から冷却システムを保護	

　　　 します。	

  クーラントの流れと冷却性能を蘇らせ	

　　　 ます。	

Engine Oil Service 
  エンジン内部のワニスやスラッジなど

の有害な堆積物を安全に除去します。	

  オイルの滲みや漏れを予防、または	

　　　 止めます。	

  エンジン内部の摩擦や摩耗を低減し、	

　　　 エンジンが本来持つ性能を 大限に	

　　　 引き出します。	

  オイルの耐酸性や安定性を高め、	

　　　 エンジン内部の清浄性を向上し、	

　　　 燃費を改善します。	

  排気ガスを減少します。	

	

Brake Fluid Service 
  ブレーキシステム内の潤滑性	

　　　 を高め、ゴムやメタル部を保護	

　　　 します。	

  水分やエアを排除し、	

　　　 ヴェイパーロック現象に対して	

　　　 非常に優れた保護性能を	

　　　 発揮します。	

  ブレーキシステムの安全性と	

　　　 信頼性を高めます。	

Transmission Service 
  トランスミッション内部のワニスや	

 　　  スラッジなどの有害な堆積物を安全　　　	

　　　 に除去します。	

  シールやO-リングを復元し、オイルの	

　　　 ニジミや漏れを予防、または止めます。	

  変速ショックやジャダーなどのトラブル	

　　　 を軽減、または解消します。	

  スムーズなシフトを提供します。	

	

Fuel Service 
  燃料システム全体を完全に	

　　　 清浄にします。	

  パワーをアップします。	

  ノッキングを解消します。	

  始動を容易にし、アイドリングを	

　　　 スムーズにします。	

  燃費性能を 大限に高めます。	

  排気ガスを減少します。	

Diesel Fuel Service 
  ディーゼル燃料システムと	

　　　 インジェクタを清浄にします。	

  ドライバビリティ全般を向上します。	

  車両の持つ本来のパワーを	

　　　 取り戻します。	

  燃費を改善します。	

  有害な排気ガスを減少します。	

  DPFの詰まりを予防、解消します。	
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Fuel Service Collection / ガソリン燃料用製品	

Diesel Service Collection / ディーゼル燃料用製品	

Transmission Service Collection  / トランスミッション用製品	

Differential Service Collection / ディファレンシャル用製品	

Power Steering Service Collection / パワーステアリング用製品	

Cooling Service Collection / 冷却系統用製品	

Brake Service Collection / ブレーキ用製品	

HVAC Service Collection / 冷暖房空調用製品	

Maintenance Collection  / メンテナンス用製品	

Engine Oil Service Collection / エンジンオイル用製品	

57	KOYO Private brand  / プライベートブランド	





	  	  	  50108 
	  	   500mL	  

	    12	  

	  	  	  50109 
	  	   500mL	  

	    12	  

TURBO CLEANER 
ターボ クリーナ 【ターボチャージャ洗浄スプレー】	

•  汚れたターボチャージャを分解せずに洗浄し、詰まりを解消します。	

•  泡状に噴射されるので、垂れずに強力な洗浄を可能にします。	

•  ガム、ラッカー、タール、カーボン、ワニスなどの付着物を溶解します。	

•  ターボが本来持つパワーに回復します。	

•  洗浄により 適な空燃比を取り戻します。	

•  排出ガス後処理装置を傷めません。	

使用方法	
技術資料を参照ください。	

	  	  	  50112 
	  	   200mL	  

	    12	  

ペトロール パワー 3 【ガソリン車用燃料添加剤】	

•  排気ガスの中の一酸化炭素と炭化水素を減少します。	

•  燃焼性能、エンジンパフォーマンス、トルク及び加速性能を回復します。	

•  エンジンパーツ（シリンダーヘッド）の内部摩擦を減少することにより、　　

燃料消費量の減少をもたらし、燃費を向上します。	

•  E10バイオ燃料使用時に、エンジン内部を保護します。	

•  インジェクタ、インレットバルブ、EGRを清浄にし、保護します。	

•  燃焼室内の付着物の形成を減少します。	

•  触媒コンバータを傷めません。	

使用方法	
燃料50ℓに1本使用。10,000km毎の使用を推奨。	

PETROL POWER 3 

ペトロール クリーン 3 【ガソリン車用燃料添加剤】	

•  燃料タンク満タン時に注入することで、燃料システムを隅々まで清浄にします。	

•  インジェクタを即座に清浄にし、保護します。	

•  EGRシステムを清浄に保ちます。	

•  ターボのアウトレット側でも清浄効果が持続します。	

•  燃焼室内の付着物の形成を減少します。	

•  燃焼性能、エンジンパフォーマンスを回復し、正常なアイドリングにします。	

•  エンジン始動時の諸問題を解決します。	

•  排気ガス中の一酸化炭素と炭化水素を減少します。	

•  触媒コンバータを傷めません。	

使用方法	
燃料50ℓに1本使用。10,000km毎の使用を推奨。	

PETROL CLEAN 3



POWER CHARGE ®

使用方法	
燃料75ℓに1本使用。5,000km毎の使用を推奨。	

•  燃料システムの汚れを除去し、馬力・燃費・運転性能を向上します。	

•  先端のポリエーテル アミン デポジット コントロール技術を有しています。	

•  燃費を改善し、排気ガスの排出量を減少します。	

•  インジェクタ、インテークバルブ、燃焼室のカーボン、ワニスを除去します。	

•  不快な排気臭を除去します。	

•  EPA（米国環境保護局）の登録製品です。	  
•  ディーゼル車のすすの排出量を減少します。	

パワー チャージ 【燃料システム清浄及び燃焼促進剤】	

•  インジェクタ、インテークバルブ、燃焼室を清浄にします。	

•  エンジンパワーを蘇らせ、燃費を改善します。	

•  燃料システムの潤滑性とコンディションを正常に保ちます。	

•  EPA（米国環境保護局）の登録製品です。	  

ビック 【吸気及び燃焼室内部洗浄剤】	

使用方法	
エンバイロパージ及びFSTツール、TBCツールで使用。	

V.I.C. TM

	  	  	  20257 
	  	   473mL	  

	    12 

	  	  	  20566 
	  	   473mL	  

	    12 

	  	  	  20413 
	  	   473mL	  

	    12	  

エア インテーク クリーナ 【吸気系統洗浄剤】	

•  エア スロットル プレート及びスロットル プレート シャフトから、安全にガム、　　

ワニスなどを取り除きます。	

•  適正な空気の流れを蘇らせることで、アイドリングが安定します。	

•  燃費を改善します。	

•  エア インテーク スロットル プレートに潤滑性を与えます。	  

使用方法	
エンバイロパージ及びFSTツール、TBCツールで使用。	

AIR-INTAKE CLEANER



インジェクタ クリーナ ＆ コンディショナ	
【ガソリン・ディーゼル車用燃料添加剤】	

•  適な燃費を維持します。	

•  アイドリング不調や息つき、エンジンストールを改善します。	

•  燃料システムから水分を除去します。	

•  燃料システムをサビや腐食から保護します。	

•  キャブレータやインジェクタを清浄に保ちます。	

•  EPA（米国環境保護局）の登録製品です。	  

使用方法	
燃料60ℓに1本使用。5,000km毎の使用を推奨。	

INJECTOR CLEANER & CONDITIONER 

レッド サブスティテュート 【ガソリン車用燃料潤滑・調整剤】	

•  無鉛ガソリン使用時に、バルブとバルブシートを保護、潤滑します。	

•  軟質のバルブシートを保護し、早期の摩耗を防ぎます。（マイクロ溶接の防止）	

•  ガソリンが劣化するのを防ぎます。	  
•  燃料を酸化から保護します。	  
•  酸化した燃料によってタンク、フィルタ内に付着物、堆積物が	  
	  	  	  	  	  	  	  形成されるのを抑制します。	  
•  長期間始動していないエンジンの始動を容易にします。	  
•  触媒コンバータを傷めません。	  
•  オクタン価に影響を与えません。	  

使用方法	
1本で燃料250ℓまで使用可能。(1/1000の割合で添加）給油毎の使用を推奨。	

LEAD SUBSTITUTE

	  	  	  50111 
	  	   250mL	  

	    12	  

	  	  	  20155 
	  	   325mL	  

	    24	  



エンバイロパージ	
•  吸気バルブ、インジェクタ、燃焼室内の付着物を除去します。	

•  エンジンパワーを蘇らせ、燃費を改善します。	  
•  燃料ラインに直接接続することも可能。	  
•  TBC（スロットルボディ クリーニング）ツールと一緒に使用する	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  ことにより、吸気系統の洗浄も可能。	  
•  ショップや工場のエアコンプレッサを利用して使用できます。	  

※ 上記アダプターは別売りとなります。	

	  	  	  20367 
	  	   -	  

	    -	  



ISC	  ツール	  
•  サービス車両の負圧を利用し、V.I.C.	  を燃焼室内だけでなく、吸気系統、	  
	  	  	  	  	  	  	  	  吸気バルブ全体に微粒子状の霧にして噴霧して清浄にします。	  
•  短時間で効果的に、燃焼室だけでなく吸気系統、吸気バルブを清浄にします。	  

	  	  	  20386 
	  	   -	  

	    -	  



TBCツール	  
•  スロットルボディを簡単に清浄にすることができるように設計されています。	  
•  ほぼ全てのエアインテーク ブーツに安全に接続できます。	  
•  エンバイロパージと一緒に使用します。	  
•  デュアル スロットルボディにも対応しています。	  

	  	  	  20779 
	  	   -	  

	    -	  





DIESEL POWER 3　
ディーゼル パワー 3 【ディーゼル車用燃料添加剤】	

•  排気ガス、黒煙、すすを即座に低減します。	

•  セリウムにより触媒の効果を向上させ、すすの排出量を低減します。	

•  燃焼を促進し、エンジンパフォーマンスと燃費を向上します。	

•  燃料システムとインジェクタを清浄にして保護します。	  
•  低硫黄燃料による潤滑不足を補い、燃料ポンプを保護します。	  
•  燃料システムと燃料フィルタを水分から保護します。	

•  DPFや触媒装置を傷めません。	

使用方法	
燃料50ℓに1本使用。10,000km毎の使用を推奨。	

DIESEL PARTICULATE FILTER REGENERATOR 
DPF リジェネレータ 【ディーゼル車用燃料添加剤】	

使用方法	
少40ℓの燃料に対して1本を使用。3,000km毎の使用を推奨。	

•  詰まったDPFを取り外すことなく簡単に清浄にし、再生します。	

•  適な燃焼のために触媒に作用し、すすの形成を減少します。	

•  すすの燃焼温度を低下させ、すすの粒子を低い温度で素早く燃やします。	

•  エンジンパワーを復活します。	

•  特に市街地での走行の多い車両への使用に 適です。	  
•  DPF内のすすの堆積を減少します。	

•  DPF再生装置を内蔵した車両にも使用できます。	

•  即効性で、使用後すぐに効果が現れます。	

•  ターボの出口側でも清浄効果を発揮します。	

•  DPFを装着した全てのディーゼル車に使用できます。	

•  ディーゼル燃料とB30までのバイオディーゼルに使用できます。	

	  	  	  50108 
	  	   500mL	  

	    12	  

DIESEL CLEAN 3
ディーゼル クリーン 3 【ディーゼル車用燃料添加剤】	

•  タンクに注入するだけで、燃料システムを隅々まで清浄にします。	

•  インジェクタを即座に清浄にし、保護します。	

•  EGRバルブとターボチャージャを清浄に保ちます。	

•  燃焼性能やエンジンパフォーマンスを回復します。	

•  インジェクタやポンプを保護し、潤滑性を与えます。	

•  低硫黄燃料による潤滑不足を補い、燃料ポンプを保護します。	

•  エンジン始動時の諸問題を解決します。	

•  燃料フィルタ内の水の分離を助け、燃料システムを保護します。	

•  燃料供給ラインの詰まりと燃料フィルタの汚損を防止します。	

使用方法	
良の結果を得るためには、燃料20ℓに1本使用を推奨。10,000km毎の使用を推奨。	

	  	  	  50101 
	  	   500mL	  

	    12	  

	  	  	  50105 
	  	   500mL	  

	    12	  



•  噴射ポンプとインジェクタを清浄にします。	

•  燃焼性改善し、インジェクタの噴射パターンを回復します。	

•  インジェクションシステムを清浄にし、黒煙（すす粒子）を減少します。	

•  低硫黄燃料による潤滑不足を補います。	

•  燃料フィルタの汚れを防ぎます。	  
•  燃料システムをサビや腐食から保護します。	

•  ディーゼルのノッキングを減らします。	

•  触媒コンバータとすす用フィルタを傷めません。	

ディーゼル システム クリーナ	
【ディーゼル車用燃料システム清浄及び潤滑性能向上剤】	

DIESEL SYSTEM CLEANER 

使用方法	
7,500km～10,000km、または保守点検毎の使用を推奨。	

DIESEL CLEAN-UP　
ディーゼル クリーン アップ 【ディーゼル車用燃料システム清浄剤】	

•  黒煙、すす、排気ガスを減少します。	

•  インジェクタの噴射パターンを正常な状態へと回復します。	

•  燃焼室内のカーボンを取り除きます。	

•  圧縮比、燃焼性能を改善します。	

•  インジェクションポンプと燃料ラインを清浄にします。	

•  燃料ポンプの潤滑性を高めます。	

使用方法	
燃料フィルタに直接注入。※決して燃料タンクに添加しないでください 1年毎の使用を推奨。	

	  	  	  50103 
	  	   325mL	  

	    24	  

	  	  	  50106 
	  	   325mL	  

	    24	  

ディーゼル EGR 3 【ディーゼル車用EGRシステム洗浄スプレー】	

•  エアインテークシステム、エアフローセンサ、インレットバルブ、ターボ、	

　　 EGRシステムを素早く、しっかりと洗浄します。	

•  強力なパワージェットスプレーが洗浄効果を高めます。	

•  ガム、ラッカー、タール、カーボンなどの付着物を溶解します。	

•  必要 小限の分解で済み、5～10分で洗浄が行えます。	

•  燃焼室への空気の流れを完全に回復します。	

•  黒煙を減らします。	

•  触媒コンバータ、DPFを傷めません。	

使用方法	
15,000～20,000km毎の使用を推奨。	

	  	  	  50102 
	  	   200mL	  

	    12	  

DIESEL EGR 3　



ディーゼル クリーン マシン	  
•  ディーゼル車の燃料システムを簡単、完全に清浄にします。	  
•  コンパクトで軽量、タイヤも付いているため、移動が容易です。	  
•  トラック、乗用車を含む全てのディーゼル車に対応しています。	  
•  フルードを入れるリザーブタンクが内蔵されているので利便性が高いです。	  
•  ろ過フィルターも内蔵されています。	  
•  作業が容易です。	  
•  多くのディーゼル車に対応するためのアダプターが付属しています。	  
•  12V	  DC電源で使用可能です。	  

	  	  	  - 
	  	   -	  

	    -	  



	  	  	  - 
	  	   -	  

	    -	  

ディーゼルEGRシステム クリーニング サービス	  
•  フォードの新型6.0Lのディーゼルエンジン、ダッジ及びカミンズの　　　　　　

新型7.2LディーゼルエンジンのEGRに形成された付着物を効率よく、　　　

素早く除去します。	  
　　 －Ford	  Power	  Stroke®	  6.0L	  Diesel	  Engines	  
	  　　－Dodge/Cummins	  Diesel	  Engines	  
•  EGRクーラー、吸入システムに堆積したカーボンを除去します。	  
•  EGRクーラーの気流の流れを回復します。	  
•  EGRクーラーとインテーク マニホールドの付着物を除去します。	  
•  エンジンの故障、部品交換が発生しないように設計されています。	  
•  特許取得のWynn’s	  Aerator	  Nozzle	  Technology を用いたツールです。	  
　　 以下の3製品を用いて使用します。	  
　　 －Wynn’s	  Diesel	  EGR	  System	  Cleaner	  
	  　　－Wynn’s	  Diesel	  InducRon	  System	  Cleaner	  
	  　　－Wynn’s	  Diesel	  Charge	  
•  Diesel	  EGR	  System	  と Diesel	  InducRon	  System	  はカーボンと燃焼室内の　

汚れを効果的に除去し、清浄にします。	  
•  Diesel	  Charge	  は排気系統の付着物の形成を遅らせるために、	  
　　 インジェクタを清浄にします。	  





OIL SYSTEM CLEANER & CONDITIONER 
オイル システム クリーナ ＆ コンディショナ	
【ガソリン・ディーゼル車用エンジン洗浄剤】	

•  エンジンオイルシステム内の付着物を溶かし、除去します。	

•  使用済みエンジンオイルのより完全な排出を促進します。	

•  エンジン内部を素早く洗浄し、新しいエンジンオイルの汚染を防ぎます。	

•  配合されているメタルコンディショナー(EP添加剤）の働きによって、油膜を保

持しながら洗浄するため、エンジンを傷める心配がありません。	

使用方法	

1本でエンジンオイル3～6ℓに対応。	

スーパー フリクション プルーフィング	
【ガソリン・ディーゼル車用エンジンオイル性能強化剤】	

•  新の技術により、化学合成オイルに対して完全に適合します。	

•  金属表面に作用し、摩擦と摩耗を軽減します。	

•  エンジンオイルの酸化を防ぎ、オイル性能を維持します。	

•  スラッジの堆積を防ぎ、エンジン内部を清浄に保ちます。	

•  オイルフィルタの汚れを抑制します。	

•  燃費を向上します。	

•  触媒コンバータを傷めません。	

•  半化学合成オイル、鉱物オイル、低粘度オイルへの使用も効果的です。	

•  Low SAPSオイルに対応しています。	

使用方法	
1缶でエンジンオイル3～6ℓに対応。オイル交換毎の添加を推奨。	

SUPER FRICTION PROOFING® 

ハイドロリック バルブ リフタ　コンセントレート	
【ガソリン・ディーゼル車用エンジンオイル洗浄及び調整剤】	

•  バルブシステムとハイドロリックバルブリフタの固着を予防、解消します。	

•  バルブシステムや油圧タペットのノイズを静かにします。	

•  蓄積されたガム、ワニスなどの汚れをゆっくり、しっかりとオイルに溶か込み、　　　　

除去します。	

•  メタルコンディショナー(EP添加剤）の配合により、エンジン内部を保護します。	

•  触媒装置に悪影響を与えることはありません。	

•  全てのエンジンオイルに使用可能です。Low SAPSオイルに対応しています。	

使用方法	
1缶でエンジンオイル3～6ℓに対応。次回のオイル交換まで入れたままで使用できます。 	

HYDRAULIC VALVE LIFTER CONCENTRATE 

	  	  50114 
	  	   325mL	  

	    24	  

	  	  	  50120 
	  	   325mL	  

	    24	  

	  	  	  20131 
	  	   325mL	  

	    24	  



シンセティック プラス	
【ガソリン・ディーゼル車用エンジンオイル性能向上剤】	

•  エンジンオイルの性能を 大限に高めます。	

•  低温、高温、高速でのオイルの流動性及び潤滑性能を高めます。	

•  エンジンの摩擦、摩耗を減少させ、エンジン内部を保護します。	

•  エンジンオイルの酸化、劣化を抑制し、安定したオイル粘度を維持します。	

•  エンジン内部のスラッジや付着物の発生を抑制します。	

使用方法	
1本でエンジンオイル3～6ℓに対応。オイル交換毎の使用を推奨。	

SYNTHETIC +PLUS+ 

フィフティ プラス オイル トリートメント	
【エンジンオイルトリートメント及びエンジン性能回復剤】	

•  走行距離が80,000kmを超える多走行車に特に効果的に設計された添加剤です。	

•  過度のオイル消費、排煙、エンジンノイズを減少します。	

•  エンジンの圧縮比を回復させ、古いエンジンの性能を高めます。	

•  耐摩擦・摩耗効果、耐腐食・酸化効果により、エンジンの寿命を延ばします。	

•  硬化したオイルシールを復元し、オイルの漏れやニジミを徐々に止めます。	  

使用方法	
エンジンオイル5ℓに対して１本使用。添加率は10％以内で使用してください。	

FIFTY +PLUS+ OIL TREATMENT 

スープリーム プラス オイル サプリメント	
【ガソリン・ディーゼル車用エンジンオイル性能強化剤】	

•  良質なペンシルバニア産の原油をベースにしています。	

•  エンジン内部の摩擦・摩耗を劇的に減少し、エンジン性能をフルに引き出します。	

•  オイルの寿命を延ばし、エンジン内部を清浄に保ちます。	

•  エンジン内部のスラッジやワニスの発生を抑制します。	

•  エンジン内部をサビや腐食から保護します。	

使用方法	
1本でエンジンオイル3～6ℓに対応。オイル交換毎の添加を推奨。	

SUPREME +PLUS+ OIL SUPPLEMENT 

	  	  	  20132 
	  	   325mL	  

	    24	  

	  	  	  20252 
	  	   325mL	  

	    24	  

	  	  	  20152 
	  	   399mL	  

	    24	  



ENGINE STOP-LEAK
エンジン ストップ リーク	
【ガソリン・ディーゼル車用エンジンオイル漏れ止め・防止及び調整剤】	

•  エンジンオイルの漏れ・ニジミを止めます。また、予防にも効果的です。	

•  高温時のエンジンオイルの粘度を安定・維持します。	

•  エンジン内部のオイル消費を減らします。	

•  ゴム性シール、ガスケット、“O”リングを再生することにより、オイルの

漏れやニジミを徐々に止めます。	

•  ターボ車には使用できません。	

使用方法	
1本でエンジンオイル3～6ℓに対応。添加率は10％以内で使用してください。	

ENGINE OIL STOP LEAK 
エンジン オイル ストップ リーク	
【ガソリン・ディーゼル車用エンジンオイル漏れ止め・防止及び調整剤】	

•  エンジンオイルの漏れ・ニジミを止めます。また、予防にも効果的です。	

•  ゴム性シール、ガスケット、“O”リングを再生することにより、オイルの

漏れやニジミを徐々に止めます。	

•  ネオプレン シールにも対応しています。	

•  エンジンオイルの品質や粘度に影響を与えません。	

•  ターボ車にも使用できます。	

使用方法	
1本でエンジンオイル3～6ℓに対応。Low SAPSオイルにも対応しています。	

OIL TREATMENT CONCENTRATE  

使用方法	
1本でエンジンオイル3～6ℓに対応。添加率は10％以内で使用してください。	

オイル トリートメント コンセントレート	
【ガソリン・ディーゼル車用エンジンオイル消耗防止及び性能安定剤】	

•  オイル上がり、排煙を減少します。	

•  リングを硬化、固着させるスラッジを抑制します。	

•  エンジンノイズを静かにします。	

•  摩擦を減少し、エンジン寿命を延ばします。	

•  圧縮比を回復し、古いエンジンの性能を高めます。	

•  ターボ車には使用しないでください。	

	  	  	  20181 
	  	   325mL	  

	    24	  

	  	  	  50121 
	  	   325mL	  

	    24	  

	  	  	  20116 
	  	   325mL	  

	    24	  



FIFTY +PLUS+  OIL CHANGE KIT
フィフティ プラス オイル チェンジ キット	

•  エンジン内部のワニスやスラッジなどの汚れを安全に除去します。	

•  エンジンオイルの酸化・劣化を抑制します。	

•  ブローバイによって引き起こされる有害な酸を中和します。	

•  有害な酸によるサビの発生を防ぎます。	

•  キットとして併せて使用することにより、エンジン内部を清浄に保ち、　　　　

エンジンの性能を安定させ、寿命を延ばします。	

スープリーム プラス オイル チェンジ キット	

•  エンジン内部のワニスやスラッジなどの汚れを安全に除去します。	

•  エンジンオイルの酸化・劣化を抑制します。	

•  ブローバイによって引き起こされる有害な酸を中和します。	

•  有害な酸によるサビの発生を防ぎます。	

•  キットとして併せて使用することにより、エンジン内部を清浄に保ち、　　　

本来のエンジン性能を発揮させ、燃費を改善します。	

SUPREME +PLUS+  OIL CHANGE KIT

	  	  	  20570 
	  	   325mL	  

	    12 kit 

	  	  	  20906 
	  	   325mL ・ 399mL	  

	    12 kit	  



スープリーム エンジン クリーニング システム キット	
【SECマシン用エンジン内部洗浄剤、5ミクロンフィルタ、添加剤セット】	

•  通常のオイル交換では完全には抜き切れずにクランクケース内に残って

しまう古いオイルを抜き取り、新しいオイルへの汚染を防ぎます。	

•  スラッジやワニスを安全に溶解し、除去します。	

•  エンジンの圧縮性能を回復し、オイルの過度な消費を抑制します。	

•  古いオイルによる汚染を避けることにより、新しいオイルを長く良い状態に

保つことができます。	

•  本サービスにより、エンジンを過度な摩耗から保護します。	

•  オイルラインやオイルストレーナを詰まらせたり、適正なエンジンの潤滑性

能を制限したりする可能性のある堆積物（デポジット）の形成を抑制します。	

•  通常のオイルフィルターが取り残してしまうような汚れの微粒子や細かな

破片を、5ミクロンのフィルタによって、安全、完全に除去します。	

SUPREME™ ENGINE CLEANING SYSTEM KIT 

シンセティック プラス オイル チェンジ キット	

•  エンジン内部のワニスやスラッジなどの汚れを安全に除去します。	

•  エンジンオイルの酸化・劣化を抑制します。	

•  ブローバイによって引き起こされる有害な酸を中和します。	

•  有害な酸によるサビの発生を防ぎます。	

•  キットとして併せて使用することにより、エンジン内部を清浄に保ち、　　　

オイルの性能を 大限に引き出し、エンジン性能・燃費を改善します。	

SYNTHETIC +PLUS+ OIL CHANGE KIT 

	  	  	  20905 
	  	   325mL	  

	    12 kit	  

	  	  	  20393 
	  	  	  946mL・325mL 

	    6 kit	  



	  	  	  20394 
	  	   -	  

	    -	  

スープリーム エンジン クリーニング システム マシン（SECマシン）	  
•  通常のオイル交換と比較して、 大20%多くの使用済みオイルを抜き    

取れるため、新しいオイルを長く、良い状態に保つことができます。	  
•  オイルシステム全体の有害なオイルスラッジや堆積物を安全に除去する

ようにデザインされているため、エンジンを作動させながら施工します。	  
•  シンプルに、素早く、簡単に使用できます。	  
　　 （エンジンのオイルフィルタ マウントに接続するだけです）	  
•  ガソリンエンジンなら10分以内、ディーゼルエンジンなら20分以内で　　　

エンジンを清浄にします。	  
•  エンジン寿命の向上や、エンジンの圧縮や馬力の回復効果をもたらす　

ように設計されています。	  
•  数多くのOEMキャニスタ フィルタに対応するオプションのアダプタ セットも

用意しています。	  





	  	  	  20231 
	  	   325mL	  

	    24	  

	  	  	  20133 
	  	   325mL	  

	    24	  

オートマチック トランスミッション フラッシュ	
【オートマチックトランスミッション用内部洗浄剤】	

•  トランスミッション内部に付着したワニスや堆積物を安全に除去します。	

•  汚れを溶解して排出することで、新しいフルードへの汚染を防ぎます。	

•  本製品を使用の際には、循環圧送でフルード交換してください。	

使用方法	
1台の車両に対して1本使用。	

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUSH

•  ゴム性シールや“O”リングを再生することにより、オイルの漏れやニジミを

徐々に止めます。また、予防にも効果的です。	

•  シフトチェンジとステアリングをスムーズにします。	

•  トランスミッションやパワーステアリングシステムの寿命を延ばします。	

使用方法	
オートマチックトランスミッションでは、ATFに対して5%の割合で添加。	

パワーステアリングシステムでは、キャップ2〜3杯をユニットに注入。	

AUTOMATIC TRANSMISSION TREATMENT 
オートマチック トランスミッション トリートメント	
【オートマチック・パワーステアリング用トリートメント剤】	

•  トランスミッション内部の有害なスラッジやワニスなどの堆積物を安全

に除去します。	

•  ATフルードの漏れ・ニジミを止めます。また、予防にも効果的です。	

•  シフトチェンジをスムーズにします。	

•  キットとして併せて使用することにより、オートマチックトランスミッショ

ン内部を清浄に保ち、本来の性能へと回復し、維持します。　	

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUSH KIT 
オートマチック トランスミッション フラッシュ キット	

	  	  	  20571 
	  	   325mL	  

	    12 kit	  



	  	  	  20656 
	  	   325mL	  

	    12 kit 

	  	  	  20567 
	  	   325mL	  

	    24	  

	  	  	  20657 
	  	   4gallon ( 15.1ℓ ) 

	    PAIL 

•  100%化学合成。	

•  低温時でも流動性と安定性を維持します。	

•  優れた酸化安定性を有しています。	

•  油膜切れに対して、非常に優れた耐久性を有しています。	

•  高温時においても非常に優れたパフォーマンスを発揮します。	

•  も要求の厳しい条件においてさえ、スムーズなシフトチェンジを提供し、

振動を抑えます。	

ウインズ 100％ シンセティック マルチ ビークル ATF	

使用方法	
適合表を参照ください。	

Wynn’s® 100% SYNTHETIC MULTI-VEHICLE 
AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID 

シャダーガード オートマチック トランスミッション フラッシュ キット	

•  トランスミッション内部の有害なスラッジやワニスなどの堆積物を安全に

除去します。	

•  トランスミッションの振動を抑えます。	

•  スムーズなシフトチェンジをもたらします。	

•  全てのATFとトランスミッションに対応しています。	

•  キットとして併せて使用することにより、トランスミッション内部を清浄に

保ち、本来の性能へと回復し、維持します。　	

SHUDDERGUARDTM FLUSH KIT 

•  新の添加剤技術により開発されています。	

•  トランスミッションの振動を抑えます。	

•  スムーズなシフトチェンジをもたらします。	

•  全てのATFとトランスミッションに対応しています。	

使用方法	
トランスミッションフルードに対して、5％の割合で添加。	

SHUDDERGUARDTM　

シャダーガード	
【トランスミッション用振動防止及び調整剤】	



	  	  	  20316 
	  	   -	  

	    -	  

トランサーブⅢ	  
•  新しいATフルードに交換する約10分程度の間に、トランスミッション、	  
　　 トルクコンバータ、オイルクーラー内のスラッジ、不純物、廃油を除去し、	  
　　 清浄にします。	  
•  トランスミッションに一切のダメージを与えないように、自動安全循環               

で作動するように設計されています。	  
•  12V	  DC電源（車載バッテリー）で作動するので、サービス車両へ持ち運ん	  
	  	  	  	  	  	  	  で使用することができます。	  
•  接続後、10分程度で作業は完了します。	  
•  オートマチック フロー レクチファイヤが自動的にATFの流れを感知します。	  
•  オイルを安全に抜き取るために、オイルパンのレベルを下げることも可能です。	  
•  メンテナンスや修理を容易にするために、天板やモジュラーデッキが開閉する

ように設計されています。	  
•  余分なフルードを使うことなく、ATフルードの全量交換ができます。	  





•  100%化学合成です。	

•  非常に優れた低温時のパフォーマンス、高温時の酸化安定性を            

有しています。	

•  優れた耐摩耗性と極圧特性を有しています。	

•  ギアやデフの寿命を 大限に延ばします。	

•  過酷な条件下でも、非常に優れた保護性能を発揮します。	

•  摩擦や摩耗を軽減します。	

•  腐食を防止します。	

•  API GL-5、MT-1、SAE J2360に適合します。	

•  GL-5グレード推奨のディファレンシャルとマニュアルミッションに 適です。	

	  	  	  20391 
	  	   125mL	  

	    24	  

100％化学合成　ギアオイル	

Wynn’s® SYNTHETIC GEAR OILS  
SAE 75W-90 & 75W-140 

ウインズ シンセティック ギアオイル SAE 75W-90 & 75W-140】	

   20556 (75w-90)    20557 (75w-140) 

   1.89ℓ    1.89ℓ 

   6    6 

HIGH PERFORMANCE LUBE SUPPLEMENT
ハイパフォーマンス ルブリカント サプリメント 
【ディファレンシャル・MT用オイル性能強化剤】	

•  ギアボックス、ディファレンシャル、ベアリングの摩擦や摩耗を軽減します。	

•  ギアやベアリングのノイズを静めます。	

•  ギアオイルの耐久性を引き上げます。	

•  腐食を防止します。	

•  ギアオイルを使用しているマニュアル トランスミッション、デファレンシャル、

LSDに対応します。	

•  従来のギアオイル、化学合成ギアオイル 双方に対応します。	

使用方法	
1台の車両に対して1本使用。	

フリクション モディファイヤ 【LSD及びCVTオイル性能強化剤】	

•  リアアクスルのリミテッドスリップ ディファレンシャル性能（チャタリング防止）を

強化します。	

•  ほぼ全ての鉱物オイルや化学合成オイルに対応します。	

•  LSD搭載 後輪駆動の乗用車、トラック、SUVに推奨します。	

•  摩擦調整剤が含まれているので、CVTにお勧めです。	

•  各種ギアオイルに対応するため、様々なオイルを在庫する必要がなくなります。	

FRICTION MODIFIER  

使用方法	
1台の車両に対して1本使用。	

	  	  	  20113 
	  	   125mL	  

	    24	  



	  	  	  - 
	  	   -	  

	    -	  

デフサーブ	  
•  ディファレンシャル フィル プラグを経由してフルードを抜き取り、　　　　　　　　

再充填します。	  
•  新油と廃油のポンプの作動をスイッチで切り替えることができます。	  
•  新油注入ノズルを操作するために便利なトリガーを装備しています。	  
•  コンパクトで軽量、タイヤも付いているため、移動が容易です。	  
•  作業をするためにデフカバーを外す必要がありません。	  
•  12V	  DC電源（車載バッテリー）で作動します。	  
•  内蔵ポンプを経由して、抜き取ったオイルをデフサーブ内のタンクに　　　

収納できます。	  
•  ウインズ シンセティック ギアオイルと共に使用しやすいように設計　　　　

されています。	  
•  マニュアルギアボックスやトランスファケースのオイル交換にも対応　　　

します。	  





パワーステアリング フラッシュ キット	
【パワーステアリングシステム洗浄剤と高品質フルードのセット】	

•  エンジン始動（コールドスタート）時にステアリングが重くなるのを防ぎます。	

•  有害な堆積物や不純物をパワー ステアリング システム内から除去します。	

•  硬化したシールを活性化し、フルードの漏れやニジミを防止します。	

•  キットとして併せて使用することにより、パワーステアリングシステム内部を

清浄に保ち、スムーズで滑らかなステアリングを取り戻します。	

POWER STEERING FLUSH KIT 

使用方法	
使用説明書、適応表を参照ください。	

パワー ステアリング フラッシュ キット	
【パワーステアリングシステム洗浄剤と高品質フルードのセット】	

•  エンジン始動（コールドスタート）時にステアリングが重くなるのを防ぎます。	

•  有害な堆積物や不純物をパワー ステアリング システム内から除去します。	

•  硬化したシールを活性化し、フルードの漏れやニジミを防止します。	

•  キットとして併せて使用することにより、パワーステアリングシステム内部を  

清浄に保ち、スムーズで滑らかなステアリングを取り戻します。	

POWER STEERING FLUSH KIT

使用方法	
使用説明書、適応表を参照ください。	

ホンダ/アキュラ用 パワーステアリング フラッシュ キット	
【ホンダ用 パワーステアリングシステム洗浄剤と高品質フルードのセット】	

•  エンジン始動（コールドスタート）時にステアリングが重くなるのを防ぎます。	

•  有害な堆積物や不純物をパワー ステアリング システム内から除去します。	

•  硬化したシールを活性化し、フルードの漏れやニジミを防止します。	

•  キットとして併せて使用することにより、パワーステアリングシステム内部を

清浄に保ち、スムーズで滑らかなステアリングを取り戻します。	

•  HONDA/ACURAのパワーステアリングシステム専用セットです。	

TYPE H/A POWER STEERING FLUSH KIT

使用方法	
使用説明書、適応表を参照ください。	

	  	  	  20277 
	  	  	  1.89ℓ 

	  	   3 kit 

	  	  	  20276 
	  	   1.89ℓ	  

	    3 kit 

	  	   20579 
	  	   1.89ℓ 

	  	  	  3 kit 



	  	  	  20586 
	  	   125mL	  

	    24	  

	  	  	  20672 
	  	  	  325mL・1.89ℓ 	  

	    4 kit	  

ユニヴァーサル シンセティック パワー ステアリング フラッシュ キット	
【パワーステアリングシステム洗浄剤と100％化学合成フルードのセット】	

•  エンジン始動（コールドスタート）時にステアリングが重くなるのを防ぎます。	

•  有害な堆積物や不純物をパワー ステアリング システム内から除去します。	

•  高温、低温耐久性、せん断安定性に優れています。	

•  特にVW、Audiのパワーステアリングシステム#G002000 or G002012に適合

するように配合されています。	

•  メルセデス・ベンツが指定する#009898803にも適合します。	

•  BMW、VolvoやPentosin CHF11Sが指定されている車両にも適しています。	

•  ユニヴァーサルタイプの化学合成フルードですので、ほとんどのパワー　　　　

ステアリングフルードと互換性があります。	

•  パワーステアリングシステムの摩耗やノイズを低減します。	

•  キットとして併せて使用することにより、パワーステアリングシステム内部を

清浄に保ち、スムーズで滑らかなステアリングを取り戻します。	

UNIVERSAL SYNTHETIC  
POWER STEERING FLUSH KIT

•  パワーステアリングポンプのノイズを静めます。	

•  ゴム性シール、ガスケット、“O”リングを再生することにより、オイルの

漏れやニジミを徐々に止めます。	

•  パワーステアリングフルードの寿命を延長します。	

•  ほぼ全てのパワーステアリングシステムに対応します。	

パワー ステアリング サプリメント	
【パワーステアリング用漏れ止め・防止及びフルード性能強化剤】	

POWER STEERING SUPPLEMENT

使用方法	
1台の車両に対して1本使用。	

使用方法	
使用説明書、適応表を参照ください。	



	  	  	  20260 
	  	   -	  

	    -	  

パワーステアリング フラッシュ マシン	  
•  リザーブタンクを介して、パワーステアリングフルードの排出と再充填の

両方を行うことができます。	  
•  古いパワーステアリングフルードを約95%交換します。	  
•  パワーステアリングフルード交換サービスに伴う、作業効率と収益性の　

問題を解決します。	  
•  12V	  DC電源（車載バッテリー）で作動します。	  
•  接続後10分で作業が完了します。	  
•  パワーステアリングのラインへ接続する必要がありません。	  
•  携帯用マシン（P/N	  22000）は、軽量の高耐久プラスチックキャリーケース

に入っており、携帯性に優れています。	  





HEAVY DUTY UNIVERSAL COOLING SYSYTEM FLUSH　#20675 
クーリング  システム  フラッシュ【冷冷却系統洗浄剤】

•  冷却システム内のサビや堆積した水あかなどを、素早くしっかりと除去　　

する強力なアルカリ性洗浄剤です。	

•  クーラントの流れと冷却効率を回復します。	

UNIVERSAL RADIATOR TREATMENT　#20676 
ラジエータ  トリートメント【冷冷却系統潤滑滑保護及びLLC強化剤】

•  ほぼ全てのクーラントに適合します。	

•  様々な色のクーラントに対応できるように本剤は黄色です。	

•  アルミ製、および全ての金属製冷却システムパーツをサビや腐食から　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

保護します。	

•  クーラントの腐食防止性能を高め、冷却システム内の有害な電解作用を

防ぎます。	

•  ウォータポンプシールの潤滑性を高めます。	

•  消泡効果により、安定した冷却性能を維持します。	

HD UNIVERSAL COOLING SYSTEM SERVICE KIT

ラジエータ ストップ リーク 	
【冷却システムの漏れ止め・防止及び潤滑性能強化剤】	

•  ラジエータ、ヒーターコアからの冷却水の漏れを止めます。	

•  エンジンブロックコア エキスパンションプラグ（グロメット）からの冷却水の

漏れを止めます。	

•  クーラント減りを抑え、冷却効率を維持します。	

•  シリンダーヘッドガスケットからの冷却水のニジミを防ぎます。	

•  ウォータポンプシールの潤滑性を高めます。	

使用方法	
6〜9ℓの冷却水に対して、1本使用。	

RADIATOR STOP-LEAK

•  空気に触れることでガラス硬質層を形成します。	

•  鋳鉄、スチール、アルミ製のシリンダ ブロック内の亀裂を分解することなく

修復します。	

•  シリンダーヘッドガスケットの冷却水の漏れを止めます。	

•  30分の作業時間で、半永久的な修復を保証します。	

•  高圧、水圧、強い振動の影響を受けません。	

•  ウォータホースを詰まらせません。	  
•  ガスケットを修復する製品ではありません。	

CYLINDER BLOCK SEAL
シリンダ ブロック シール 【シリンダブロック用ヒビ修復剤】	

使用方法	
8ℓの水に対して、1本（325ml）を使用。詳しくは使用説明書を参照ください。	

	  	  	  20677 
	  	   354mL	  

	    12 kit	  

	  	  	  50124 
	  	   325mL	  

	    24	  

	  	  	  20101 
	  	   325mL	  

	    24	  



パワーフラッシュ	  
•  クーラント交換のサービスが20分以内で行えます。	  
•  エアーを混入させることなく、約95%のクーラントを交換できます。	  
•  12V	  DC電源（車載バッテリー）で作動するので、サービス車両へ　　　　　

持ち運んで使用することができます。	  
•  ラジエータ、エンジンブロック、ヒーターコア、ホースなど	  
　　 冷却システム全体を洗浄します。	  
•  ラジエータのアッパーホースを介して、冷却システムに素早く、	  
	  	  	  	  	  	  	  簡単に接続できます。	  
•  圧力測定機能が付いています。	  

	  	  	  20125 
	  	   -	  

	    -	  





	  	  	  20221 
	  	   30mL	  

	    12	  

スーパー ヘビー デューティ  ブレーキ フルード DOT 4	
【高性能ブレーキフルードDOT4】	

•  連邦自動車安全基準（FMVSS）No.116 & SAE J1703 に適合、または	

      それ以上の性能を有しています。	

•  DOT4規格の要求を上回る品質であり、ほとんどの乗用車、トラック、バス、　　　

大型車の油圧ブレーキシステムに使用できます。	

•  全てのDOT4 ブレーキフルードと互換性があります。	

•  ブレーキシステムのゴムや金属パーツを潤滑にし、保護します。	

•  高沸点を維持することにより、ベーパーロック現象に対して非常に優れた　　　　

耐性を発揮します。	

SUPER HEAVY DUTY BRAKE FLUID DOT 4

•  ブレーキパッドに直接塗布します。	

•  うるさく不快なブレーキ音を静め、ブレーキパッドの鳴きも止めます。	

•  グラファイトを形成し、ブレーキパッドの隙間やくぼみを埋めます。	

•  ブレーキパッドの鳴きによる顧客からのクレームを無くします。	

STOP SQUEAK 
ストップ スクイーク　【ブレーキの鳴き止め・防止及び調整剤】	

使用方法	
パッド表面全体に2度塗布。	

   20380  
   946mL 

   12 



ブレーキテックⅡ	  
•  ブレーキシステム全体を清浄にします。	  
•  マスタシリンダへの圧力とホイールシリンダからの真空引きの	  
	  	  	  	  	  	  	  	  コンビネーションで作動するように設計されています。	  
•  個別の色に対応するスイッチの切り替えによって、４つのホイール　　　　

シリンダからのオイルの抜き取りを個別に行うか、同時に行うか　　　　

選択できます。	  
•  接続後10分で作業は完了します。	  
•  従来型のブレーキシステム、ABSブレーキシステム双方に対応します。	  
•  多様な車種へ対応する、利便性の高いアダプタが付属しています。	  
•  マスタシリンダのリザーブタンクが 空になるのを防ぐためのフロート　

スイッチを内蔵しています。	  
•  12V	  DC電源（車載バッテリー）で作動します。	  
•  ウインズ スーパー ヘビー デューティ ブレーキ フルード と共に　　　　　

使用しやすいように設計されています。	  

	  	  	  - 
	  	   -	  

	    -	  





	  	  	  50127 
	  	   100mL	  

	    12	  

	  	  	  20678 
	  	   75mL	  

	    12	  

•  車両のエアコン/ヒーターシステムのキャビンフィルタやシステム内部の	

　 　悪臭を除去します。	

•  エアコマチックⅢより発生させたオゾンを、素早く中和します。	

•  すぐにオゾンを中和し、心地よい香りを残します。	

•  非アレルギー性で水性です。	

•  オゾンの自然消滅を促進します。	

•  特殊な分子テクノロジーでカプセル化することにより、	  
	  　　臭気除去をサポートします。	  
•  エアコマチックⅢで使用してください。	

AIR PURIFIER™
エア ピュリファイヤ 【エアコマチック専用 脱臭及びオゾン中和剤】	

使用方法	
エアコマチックⅢの使用説明書を参照ください。	

•  カビ・たばこ・雑菌などによって発生する臭いやバクテリアを除去します。	

•  換気やエアコン/ヒーターシステム及びインテリアの殺菌と脱臭をします。	

•  エバポレータへのバクテリアやカビの再発生を防ぎます。	

•  エアコマチックⅢで使用してください。	

AIRCO CLEAN™
エアコ クリーン 【エアコマチック専用 脱臭及び除菌剤】	

使用方法	
エアコマチックⅢの使用説明書を参照ください。	



AIR CONDITIONING SYSTEM TREATMENT

•  コンプレッサの潤滑性を高め、エアコン使用時の燃費悪化を抑制します。	

•  エアコンの冷却性能を高めます。	

•  R134aの潤滑不足を補い、コンプレッサの負荷を軽減します。	

•  コンプレッサ内部のゴム性シールや金属パーツを保護します。	

•  シールの保護により、コンプレッサ オイル及びガスの漏れを予防します。	

•  蛍光剤入りなので、オイル、ガス漏れを素早く発見できます。	

•  R12、R134aどちらにも使用できます。	

エア コンディショニング システム トリートメント	
【蛍光剤入りエアコンプレッサ用オイル兼トリートメント剤】	

	  	  	  20711 
	  	   156g	  

	    12	  

	  	  	  20403 
	  	   59mL	  

	    12	  

•  臭いの原因となるバクテリアの増殖を抑えます。	

•  菌類やカビなどによって引き起こされる、不快な臭いを元から除去します。	

•  エアゾールスプレーのため、他の機器を必要とせずに簡単に使用できます。	

AIR CONDITIONER TREATMENT
エア コンディショナ トリートメント	
【エアコン用除菌及び消臭スプレー】	



	  	  	  20436 
	  	   -	  

	    -	  

エアコマチックⅢ	  	  
•  高水準の超音波テクノロジーを利用しています。	  
•  エアコンシステム内から発生する不快な悪臭を除去するように設計　　　

されています。	  
•  暖房、換気、エアコンシステム及び車内の内装全体を清浄にします。	  
•  車内のカーペット、シート、装飾品に染みついたタバコ臭やこぼした飲

み物や食べ物の臭いを除去します。	  
•  小さく、携帯性に優れているうえ、12Vシガーソケット電源で作動します。	  
•  中古車を販売する前に、中古車特有の臭いを除去します。	  
•  ウインズ エアコクリーン、ウインズ エアピュリファイヤと共に使用　　　　　

してください。	  



エアコンオイル インジェクション ツール	  
•  真空引きをすることなく、エアコンシステムに低圧側から簡単に　　　　

コンプレッサオイルを注入することができます。	  
•  R-‐12	  及び R-‐134A	  の冷却システム両方に対応しています。	  
•  使用方法は取扱説明書を参照ください。	  
	  

	  	  	  20777 
	  	   -	  

	    -	  





•  グリス、オイル、トランスミッションフルード・ブレーキフルードなどを	

　　 強力に素早く洗浄します。	

•  ディスクブレーキの鳴き抑制の効果があります。	

•  速乾性で残留物を残しません。	

•  非塩素系なので金属を傷めません。	

ブレーキ ＆ パーツ クリーナ 【速乾性、強力脱脂洗浄スプレー】	

 BRAKE & PARTS CLEANER 

•  非常に優れた耐摩耗、耐水性があります。	

•  噴霧後、液剤が留まり垂れません。	

•  腐食防止作用があります。	

ビスコティン 【高耐久及び高耐水潤滑スプレー】	

VISCOTENE®　

•  ドライタイプの潤滑剤です。	

•  静電気を減らします。	

•  防錆、防食の効果があります。	

•  成分が酸化することはありません。	

•  ラバー・金属・木材など、様々な素材の潤滑に使用できます。	

•  イグニッションの保護及び電子システムの防水加工に使用できます。	

•  ダッシュボードの軋み、ノイズ及びガラガラ音などを止めるのにも使用できます。	

•  滑りの悪いシートベルトに使用することで、滑りが復活します。	

シリコン ルブリカント 【多目的シリコン潤滑スプレー】	

SILICONE  LUBRICANT

	  	  	  20647 
	  	   556mL	  

	    12	  

	  	  	  10401 
	  	   330mL	  

	    24	  

	  	  	  50125 
	  	   500mL 

	    12	  



HI-TEMP RED RTV SILICONE
ハイ テンプ レッド RTV シリコン 【液状シリコンガスケット】	

•  -62℃～315℃の幅広い温度に対応します。	

•  耐油、耐熱、耐水が非常に優れています。	

•  排気系などの高温箇所の接合部にも使用できます。（燃料系を除く）	

•  自動チューブ式で、均一に塗布できます。	

•  GMスペックに適合します。	

BLACK GASKET MAKER
ブラック ガスケット メーカー 【液状シリコンガスケット】	

•  -40℃～232℃の幅広い温度に対応します。	

•  短時間であれば260℃まで対応します。	

•  耐油、耐熱、耐水が非常に優れています。	

•  排気系などの高温箇所の接合部にも使用できます。（燃料系を除く）	

•  圧力カートリッジ式で、均一に塗布できます。	

•  コルク、フェルト、紙、ラバーガスケットの代替になります。	

•  触媒コンバータ、電子センサーを傷めません。	

•  ヘッドガスケットの代替としては使用できません。	

CHAIN LUBE
チェーン ルブ 【粘着性潤滑スプレー】	

•  粘着力があり、高回転でも飛び散りません。	

•  耐水性に優れています。	

•  チェーン、ワイヤ、ユニヴァーサルジョイントなどに 適です。	

•  金属を摩擦、摩耗、腐食から保護します。	

	  	  	  20107 
	  	   220mL	  

	    24	  

	  	  	  50137 
	  	   200mL	  

	    12	  

	  	  	  20653 
	  	   205mL	  

	    12	  



	  	  	  50130 
	  	   250g 

	    12 

EXHAUST REPAIR PUTTY
エキゾースト リペア パテ 【高品質接着剤及びシーラント】	

•  ペースト状なので、すぐに使用できます。	

•  1000℃まで耐えられます。	

•  様々な素材に使用可能です。	

•  接合性は劣化しません。	

•  アスベストを含みません。	

•  素早く固まります。（特に加熱時）	

NUMBER FIVE SPRAY
ナンバー 5 スプレー 【超強力防錆、潤滑及び浸透スプレー】	

MULTI-PURPOSE GREASE 
マルチ パーパス グリース 【多目的極圧グリース】	

•  ジャバラ、カートリッジ、ペール缶があります。	

•  -26 ～165℃の温度範囲に対応します。	

•  極圧剤、酸化防止剤など各種添加剤が配合されています。	

•  耐熱、耐水性に優れています。	

	  	  	  20481 
	  	   312g	  

	    12	  

•  優れた浸透力により、潤滑性を与えます。	

•  固着したボルト、ナットなどを回しやすくします。	

•  金属表面をきれいにし、サビや腐食から保護します。	

•  湿気や水分を弾きます。	

•  遅乾性です。	

   10909    10917 

   396g    396g 

   10    10 
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BRAKE & PARTS CLEANER
ブレーキ ＆ パーツ クリーナ【ブレーキ及びパーツ洗浄スプレー】	

•  速乾性で、ニオイが少ないタイプです。	

•  ブレーキ装置の洗浄、各種部品の脱脂洗浄に優れた効果を発揮します。	

•  塗装面にかけないでください。	

BRAKE & PARTS CLEANER
ブレーキ ＆ パーツ クリーナ 【大容量ブレーキ及びパーツ洗浄スプレー】	

•  速乾性で、臭いが少ないタイプです。	

•  ブレーキ装置の洗浄、各種部品の脱脂洗浄に優れた効果を発揮します。	

•  塗装面にかけないでください。	

	  	  	  20600 
	  	   840mL	  

	    24	  

CARBURETOR CLEANER
キャブレータ クリーナ 【超強力キャブレータ及びパーツ洗浄スプレー】	

•  キャブレータ、スロットルボディ、パーツのカーボン、油汚れを	

　　 強力に落とします。	

•  塗装面にかけないでください。	

	  	  	  20171 
	  	   480mL	  

	    24	  

	  	  	  20164 
	  	   500mL	  

	    24	  

KOYO	  	  Private	  brand	  	



KOYO	  	  Private	  brand	  	

HEAVY DUTY CONCENTRATE FOR INDUSTRY 
ヘビー デューティ コンセントレート フォー インダストリ	
【極圧耐摩耗特殊潤滑スプレー】	

•  高品質な極圧潤滑成分を含みます。	

•  摩擦、摩耗を防ぎます。	

•  工具、機械の寿命を延ばします。	

RUST PENETRANT
ラスト ペネトラント 【防錆、潤滑及び浸透スプレー】	

•  優れた浸透力により、潤滑性を与えます。	

•  固着したボルト、ナットなどを回しやすくします。	

•  2wayノズルで作業性に優れています。	

BRAKE GREASE
ブレーキ・グリース 【耐ゴム性　自動車用多目的ブレーキグリース】	

•  ドラムブレーキ、ディスクブレーキの両方に使用できます。	

•  高温及び低温時において、非常に優れた潤滑性を維持します。	

•  耐ゴム性に優れているので、ピストンシール、ガイドピンブーツ等を傷めません。	

•  優れた耐プラスチック性能を有しています。	

•  防錆、シール性、防水性に優れています。	

•  引火点が高いので、ブレーキが異常発熱したとしても引火する恐れがありません。	

•  粘着性が高いので、垂直面でも流れ落ちません。	

	  	  	  20192 
	  	   300mL	  

	    24	  

	  	  	  10280 
	  	   380mL	  

	    24	  

	  	  	  20661 
	  	   380mL	  

	    24	  



KOYO	  	  Private	  brand	  	

GRAC
グラック 【超耐熱性潤滑防錆ペースト及びスプレー】	

•  金属粉と黒煙を含む特殊潤滑剤です。	

•  金属接合部を保護、潤滑します。	

•  高負荷、高温下においても、数種の特殊金属粒子が優れた潤滑性と	

　　 密着性を与えます。	

•  1,000℃を超える超高温下でも、安定して性能を発揮します。	

•  ネジ、ナットの溶着を防止します。	

•  ドライタイプなので、汚れが付着しません。	

HI-TECH LUB
ハイ テック ルブ 【高性能潤滑スプレー】	

•  新技術を集約して開発された高性能潤滑スプレーです。	

•  炭化水素、塩素系溶剤で変質しません。	

•  他の潤滑剤では発錆してしまう環境でも、強力な防錆効果を発揮します。	

•  非可燃性です。	

•  空気中において一切、酸化や劣化をしません。	

•  ベルト鳴き、アブソーバのメンテナンスにもお勧めします。	

•  航空機にも使用できます。	

フェロネット 265U 【冷却系統用脱脂及び洗浄剤】	

•  アルカリ脱脂剤、炭酸塩を含んだ冷却系統調整濃縮剤です。	

•  冷却系統内の洗浄及び油性沈殿物、付着物を除去します。	

•  ゆっくりと炭化物を遊離させるので、冷却系統を傷めません。	

•  アルカリ性が高いので、塩基性石炭化防止剤の作用があります。	

•  鉄、鋳鉄、スチール鋼に防錆効果を施します。	

•  アルミニウム合金、鋼を傷めません。	

FERRONET 265U

使用方法	
使用説明書を参照ください。	

	  	  	  10260 
	  	   4ℓ	  

	    4	  

	  	  	  10228 
	  	   250mL	  

	    6 

   10217    10954 

   500mL    900g 

   12    12 
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