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The All for Bright Future
す べ て は 明 る い 未 来 の た め に ･･･
現在、世界の自動車業界は大きな節目に差し掛かっています。
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自動車のIT化、化石燃料から電気や水素などのエネルギーの分散化、
鉄から軽量な新素材の採用、衝突安全技術や自動運転技術の発達など、
すさまじいスピードで新しいクルマがどんどん発売されています。
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外装クリーナー

そして、それに伴い人々のクルマへの価値観も大きく変化してます。
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ガラス用研磨剤＆撥水コート

当然、カーアフターマーケット業界でも衰退するサービスもありますし、
新たなサービスも出現する事でしょう。
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内装クリーナー
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関連ツール

P10

養生カバー

人、クルマ、地球上に存在するすべての物が明るい未来に向かう為に、
私は大好きなクルマの事や多様化するカーアフターマーケットに本当に、
何が必要なのかを考え皆様に提案していきます。
すべては明るい未来のために・・・

P11~12 研磨用コンパウンド＆バフ類
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メンテナンス＆販促品

P17~18 スマートリペアシステム
P19~20 カーフィルム＆ラッピング

ブログ「アシタノアル」

P21

アスナルとは？

P22

ご注文について

http://earthnoal.blogspot.jp/

情報発信や大好きなクルマの事や旅行記など様々な事をつづっています。こちらも是非ご覧下さい。
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カーシャンプー
GTZ S-4 オートシャンプー 19L / 4000ml
抜群の泡立ちと泡切れで脱脂効果の高い洗車ができます。
◆泡立ちが非常によく、なおかつ泡切れが良いので非常に使いやすいです。
◆高い脱脂効果があるので残るワックス、油分を除去する事も可能です。
◆希釈率が非常に高いので（１００倍以上）経済的です。
◆中性で、人体や環境に優しい商品です。

クルマには、十車十色の汚れがあり、それらを見極めて、しっかり洗って汚れをとる事
からカーディテイリングサービスの全てが始まります。

成 分
用 途

： 界面活性（バイオディグレイダブル 環境仕様）
： 洗車（汚れ落とし、脱脂） 希釈率： 100倍以上

泡立ちの良いシャンプーの作り方

B-3 強アルカリ電解水 ph13.1

クリーナー

強アルカリ電解水の活性パワーが汚れを落とす！これからの洗浄剤です！
強アルカリ電解水は自然のきれいな飲み水を純粋にまで浄化して電解生成します。
界面活性剤や化学物質を含まないので人と環境にやさしく様々な場面で安心して使
用できます。
希釈しても十分洗浄力があります。
※取扱説明書をご用意しております。

参照の上、用途に合わせて希釈してご使用ください

除菌消臭効果あり！

優れた洗浄力！

無色 無臭 無刺激

すすぎが簡単！

酸化・錆び防止！

静電気防止効果あり！

Ph13.1
Ph12.5

4000ml／16000円（税別）
20L／16000円（税別）

B-1 多目的クリーナー 18L / 4000ml

クリーナー

洗浄力が強く、エンジンルーム・ホイールなどしつこい汚れに最適です！
2倍希釈ではエンジンルーム内のグリスの固着やしつこい油汚れに威力を発揮
します。 水で希釈する事によりホイールやタイヤ等にも使用できます。
20倍以上に希釈する事により内装クリーナーとして、ファブリックや本皮
シート等に安全に使用できます。またウレタンバンパーやエンブレム等に詰
まったワックスカス等を簡単に除去できます。
エンジン外装： 2～10倍希釈
内 装 等 ：10～50倍希釈
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超大型吸水クロス！

手洗い洗車の効率化に！

3500円（税別）

GTZ G-5 ウィンドニュー

ガラスクリーナー

ガラスクリーナー

ガラスだけでなくダッシュのヤニ汚れにも！

揮発性で、ガラスに拭き跡が残りません！
揮発性の高いガラスクリーナー
です。拭きムラが出難く簡単な
油膜を除去できます。用できま
す。2~5倍希釈でお使い下さい

ウィンドガラス清掃、内装清掃、シール
の剥がしにも使えます。２～20倍に希
釈してスプレーボトルで使用します。
拭き上げにPVAクリーンを
業務用コーティング剤としてオススメ年
使うと、さらに拭き後が残
りません。

18L／12000円（税別）
4000ml／3500円（税別）

MRCマルチラストクリーナー

サイズ：800㎜×800㎜

1枚／

1台／14000円（税別）
K-6 ガラスクリーナー

拭き上げクロス

使用後は干したままでOK! 濡らす
と柔らかく洗車キズが入りにくいで
す。 丈夫な生地で破れる事があり
ませんので永く使えます。

電源不要！ホースにつなぐだけで
OK! 手洗い作業の効率化が図れま
す。 S-4オートシャンプを20倍以
上に希釈してご使用ください

3785ml／6500円（税別）
クリーナー
B-6 鉄粉反応剤
業務用コーティング剤としてオススメ年
面倒なボディの鉄粉除去に！

クリーナー

手洗い洗車の効率化のパートナー！

トロミがありボディ全体にシッカリ残
るので鉄粉除去作業に最適です超高性
能鉄粉反応剤です。

クリーナー

配合されている主成分は化粧品や液体石鹸などを規定する日本化粧品配合
規定に合格している成分を配合しているため肌にも優しく塗装面でも布で
も金属でも洗浄物表面を傷めることなく内外装問わずあらゆる頑固な汚れ
分子をイオンの力で無力化して浮き上がらせて素早く汚れを落とします。

20L／18000円（税別）
4000ml／ 5000円（税別）

GTZウォータースプライト

カーシャンプー

濃度が高く噴霧面がたれが少ないのでしつこい鉄粉
や錆など確実に除去できます。またブレーキダスト
の固着した頑固なホイールにも非常に効果的です。

排水を汚さず、環境にも安全性にも配慮した洗剤です。

エンジン外装： 2～10倍希釈
内 装 等 ：10～50倍希釈

フォームガン

メッキOK! ホイールの頑固な汚れに効果抜
群！
超高濃度鉄粉反応剤です。

18L／12600円（税別）
4000ml／ 3500円（税別）

B-2 イオンクリーナー 20L / 4000ml

19L／ 13200円（税別）
4000ml／ 3900円（税別）

18L／18000円（税別）
4000ml／5000円（税別）

4000ml／12600円（税別）

B-7 酸性クリーナー

金属磨き
GTZメタルポリッシュ
業務用コーティング剤としてオススメ年
金属やメタルがピカピカになります。

クリーナー

ホイールの頑固な汚れに効果抜群！
ブレーキダストの固着した頑固な
ホイールにも非常に効果的です。
また100倍以上に希釈すればボディの
ウォータースポット除去にも使えます。

4000ml／13000円（税別）

アンモニアペースト状の金属研磨剤で
す。あらゆる金属部品に対応し宝石の
ような輝きを取り戻します。

260ml／7100円（税別）
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IPA イソプロピルアルコール

エタノールMX

外装クリーナー

様々な場面で活用できる定番商品です。

外装クリーナー

IPAの代りになる次世代の定番品です。
エタノールMXはIPAと同じ用途で
使えて、原油価格に左右されにく
いので安定的に活用できます。

コーティング前の脱脂作業
や糊残りの除去など様々な
場面で活用できます。

4000ml／3500円（税別）
16L
／7000円（税別）

4000ml／2400円（税別）
14kg ／4500円（税別）

シリコンオフ 速乾性

シリコンオフ 帯電防止

外装クリーナー

外装クリーナー

研磨後の脱脂作業用です。

研磨後の脱脂作業用です。

研磨後の脱脂作業、帯電防
止なのでコンパウンドの再
付着を防止できます。

研磨後の脱脂作業や糊残り
の除去など様々な場面で活
用できます。

4000ml／2600円（税別）
16L
／6900円（税別）

4000ml／2650円（税別）
16L
／7200円（税別）

ラベル＆ステッカーはがし

ピッチタールリムーバー

外装クリーナー

ラベルやステッカーの糊残り
の除去などに活用できます。

ボディ下回りに付着したピッ
チタールの除去はもちろんグ
リスの固着にも活用できます。

4000ml／3700円（税別）
16L
／9000円（税別）

1000ml／1400円（税別）
4000ml／4000円（税別）

フロンガラスの油膜・ウォータースポットやワイパー傷の除去は正しいケミカル
を使えば決して難しい作業ではありません。
ガラススケールオフ

ガラス研磨剤

主成分である酸化セリウムの分子構造が丸いのでガラスに深
い傷を残す事無く高い透明性を復元でき、油膜・水垢はもち
ろん従来の研磨剤では落ちなかった微細な傷が取れます。

10ml ／ 400円（税別）
100ml ／ 3000円（税別）
400ml ／ 9000円（税別）
1000ml／20000円（税別）

手磨きでもランダムサンダーでもどちらでもOK！
スクラブパッドよりも固めのスポンジであまり水分
が無い状態でごしごし擦る方が研磨効果が高いです。

K-6ガラスクリーナー

油膜取り剤

1個／2300円（税別）

ナノシルバープラス

ガラス研磨剤

／3800円（税別）
◆超速クリーナー360ml／1700円（税別）

作業はランダムサンダーでもどち
らでもOKです

拭き上げクロス

バクテリアの発生・繁殖を抑える銀抗菌仕
様！ からぶきでも水拭きでもクリアな仕
上がり！ 水滴やふき跡が残りにくく何度も
繰り返す拭き手間が省けます

ガラス撥水やフィルム施工前に
使う定番商品 油膜がシッカリ
取れます。

ウェットレスミラーコート

ガラス撥水コート
ジーゾックスワイパー（欧州車）
欧州車のガラス撥水加工のビビリ防止に効果
的！

ウェットレスミラーコートはナノレベ
ルの超撥水成分を隙間無く均一に配置
する事で水滴を一切寄せ付けない超々
撥水力を発揮し、しかも高い透明感も
実現しました！

新開発のグラファイトコー
ティングによって、高耐久
のガラス撥水加工を施工し
た時の不快なビビリ・鳴き
を大幅に低減します。

※欧州車専用です。
ワイパーのサイズ・アダプ
ターの適合については、担当
者に連絡するか別紙適合表を
ご覧下さい

ミラー超々撥水コート

サイドミラー用の超々撥水コート剤

適合のない車種について
はワイパーに塗布できる
ワイパービビリ止め20ｍ
ｌもあります。

容量：500ml
スプレーボトル付

ガラス撥水コート
ロイヤル クリーンXG
ガラス撥水コートのベストセラー

内窓の仕上げがとても楽です！

ガラス撥水加工やフィルム施工前の油膜除去に！

施工キット／20000円（税別）
本液5本入 ／12000円（税別）

◆HRコート 360ml

ガラス研磨剤

オレンジから抽出された酸性エキスで
硬いウロコ状固化汚れを柔らかくして
天然ケイ素研磨剤で磨く事で除去でき
ます。 ガラスにもメッキパーツにも
使えます。

１年以上～２年の長期間
にわたり撥水効果を強力
に持続さます。1キット
で（F3面）で10台分の
施工ができます。

施工キット／5500円（税別）

ウォータースポット除去に最適です。

ガラスの細かなキズ・ウロコを徹底除去！

ガラス撥水コート
GZOXハイパービュー
高価格帯のコーティング剤としてオススメ

半年～１年の撥水効果が
持続するガラスコート剤
です。
１キットで
（F3面）約40台以上の
施工ができるリーズナブ
ルな施工セットです。

外装クリーナー

業務用コーティング剤としてオススメ年

容量：100g

ガラス撥水コート
GZOXプロコートⅡ 180
作業も簡単でサービスとしてオススメです。

研磨後の脱脂作業用です。

研磨後の脱脂作業用です。

ガラス専用研磨剤ガラセリウム

雨の視界確保の為の撥水加工は定番になってきましたが、昨今のゲリラ豪雨など
にますます必要なアイテムになってきてます。

特に降雪やゲリラ豪雨に効果を発揮
します！

1本／6000円（税別）

ガラス撥水コート
ロイヤル クリーンXG-Ⅱ
ガラス撥水コートのベストセラー

特殊フッ素配合のコート
剤です。 透過性・撥水
性・耐久性に優れていま
す。撥水持続力6ヶ月以
上の持続効果があります。
フロントガラスで88枚
の施工が可能です。

特殊フッ素配合のコート
剤と油膜取り剤を一体化
し、作業性を大幅に高め
たガラスコート剤です。
フロントガラスで22枚
の施工が可能です。

サイズ：W350×D380mm

300ml／2500円（税別）
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5枚入 ：3600円（税別）

施工キット／17000円（税別）

施工キット／7500円（税別）
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A-1内装用多目的クリーナー

A-2内装用リンスクリーナー

内装クリーナー

カーペット・天井全てに対応できます。

ルームクリーニング作業は、時間もかかり非常に手間の掛かる作業でした…
しかし、クルマの保有年数の増加、1台を複数人でシェアする時代により、今まで以上に
クリーニングが重要なビジネスアイテムになっていきます。
専用の洗剤や機材を適切に使えば収益アイテムの一つになります。

A-3 次亜塩素酸水

除菌消臭剤
新製法次亜塩素酸水が、消臭・除菌の常識を変えます！

除菌・消臭剤

柔軟剤配合でレザーやウールに最適です。

内装全てに対応する多目的ク
リーナーです。

柔軟剤を配合する事で、生地が硬
くならず、レザー・ウール・ファ
ブリックの風合いを守ります。
内装全般：5倍希釈

内装全般：5倍希釈

18L／9000円（税別）
4000ml／ 3000円（税別）
アルコール製剤 75度
除菌・消臭 とにかく万能です！

車内の除菌・消臭の定番品！
ハンドルやスイッチのベタベタの
除去や希釈する事で窓ガラスの氷
結の解凍や静電除去など、1本ある
と便利なアイテムです。

※使用方法、個別も効果については仕様説明書をご用意しております。

H-2 水性シリコンワックス

10倍以上の稀釈率でも十分な効果を発揮し、
リンス効果(柔軟剤）があり、生地の風合い
を復元し、作業後に微かにレモンの香りが
漂い納車時に非常に気持ちの良い状態にな
るので内装クリーニングに最適です！

3785ml／ 8650円（税別）

GTZ VPC16レザープロテクター

水性保護艶出し剤

内装にも外装にも使える水性の艶出し剤です。

スプレーボトルで噴霧します。

NCS-102 バクテリア分解滅臭剤 2000ml

安全！安心して使えます。

分解滅臭剤

灯油、し尿や嘔吐など強烈な臭いを一撃で除去します！
バイオ技術により生まれた臭いの元を分解根絶するバクテリア
（良性微生物）を成分として、通常では除去できない強烈な臭い
（灯油・嘔吐物・ペットのし尿・釣りエサなど）をバクテリアが
水と二酸化炭素に分解し完全に無臭化します。

革用保護艶出し剤

レザー・ダッシュボードの保護・艶出しに最適！
レザーシートやダッシュボードに効果
的です。UVカット成分配合で保湿効
果やヒビ割れ劣化防止に良いです。

水性の保護艶出し剤です。シッ
トリとした艶がありベタベタし
ませんタイヤワックスとしても
使えます。

18L／12000円（税別）
4000ml／ 3500円（税別）

4000ml／ 3000円（税別）
20L
／ 7500円 (税別)

18L／9000円（税別）
4000ml／ 3000円（税別）
内装クリーナー
GTZ I-2アフロストリーシャンプー
グラニタイズが誇る内装クリーナーです！

洗浄用アルコール

1000ml／ 900円（税別）

強力な除菌力によりノロウィルスにも効果があり、次亜塩素酸の酸化力に
より悪臭分子と結合して臭いの元を分解しながら消臭するので物質の酸化
を促進させるので強い消臭と即効性が期待できます。新製法により欠点と
されていた長期保存も可能になりました。

内装クリーナー

油性保護艶出し剤
GTZ T-9 バンパーシャイン
無塗装のPPバンパーやタイヤワックスに効果的！

478ml／ 2200円（税別）
GTZ T-7スーパータイヤワックス 油性保護艶出し剤
グラニタイズプロフェッショナルシリーズ
シリコン油性の保護艶出し剤
タイヤ・PPバンパーに塗り伸ばし
ます。伸びが良いので少量で可能
です。また、テカテカしない新品
のタイヤのような艶が出ます。

PPウレタンバンパーの劣化蘇生
に効果を発揮するポリマー配合
の濃縮性保護艶出し剤です。
長期間の光沢効果があります。

3785ml／ 13000円（税別）

478ml／ 8200円（税別）

ケルヒャー業務用クリーナーシリーズ

クリーニング機材

業務用のクリーニング機材はケルヒャーがオススメです！

2000ml／ 9000円（税別）
T-43グレーンヘイズ

クリーニング後に臭いの
根源直接に噴霧します。

エレナックス 防電剤

除菌消臭剤

最後にリンサーですすぎ
仕上げが効果的です。

ルームクリーニング作業は、専用機材を使う事で、作業時間も大幅に短縮でき、仕上がりも均一化されます。
シンプルな操作で使い勝手が良く、故障の際のスムーズなパーツ供給・修理対応などからクリーニング機材は、
ケルヒャー業務用をオススメしております。 実演デモも行っておりますのでお問い合わせ下さい。

静電気防止剤

静電気をカット！汚れ付着を大幅にカット！

森林効果で車内をリフレッシュ！
フィトンチットが主成分の消臭剤
です。 悪臭を中和群解してニオ
イを元から取り除きます。樹木の
自然な香りが広がります。

特殊カチオンポリマー配合で、
色々な場所の静電気を防止す
る事でホコリを寄せ付けず防
汚効果を発揮します。

対象物
タバコ臭・エアコンのカビ臭・有機溶剤
臭・油類臭（灯油など）・芳香剤など

対象物：カーペットなど布製品

300ml／ 2500円（税別）
2000ml／10000円（税別）
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5kg／ 12600円（税別）
500ml／ 2500円（税別）

リンスクリーナー
Puzzi8/1C

スチームクリーナー 乾湿両用クリーナー
SG 4/4
Nt35/1Ap

高圧洗浄機
HD5/8C

デモ依頼・価格についてはお問い合わせ下さい。
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トラップネンド
荒目（赤）

ゼウスパッド

鉄粉除去

鉄粉除去

全く新しいマルチパッド！

細目（青）

合成ゴムの鉄粉除去パッドです。地面
に落としても洗って何度でも使えて気
温にも左右されず作業ができます。

ボディに根付いた鉄粉や塗装ミ
ストを除去するトラップネンド
です。 荒め（赤）細目（青）
があり研磨前の鉄粉除去作業の
安心の定番商品です

濃色車用
／8000円（税別）
淡色車用
／8000円（税別）
ホイール用
／6300円（税別）
グローブパッド／9000円（税込）

200g×5個入り／ 7500円（税別）

ルークリブラシセット

クリーニング
毛取りブラシ
業務用コーティング剤としてオススメ年
車内のペットの毛を捕ります！

クリーニング

この6本があれば大丈夫！
ルームクリーニングや外装のモー
ル・エンブレムのクリーニングで
必要なブラシを6本のセットにし
ました。

特殊構造のラバー
の刷毛で布地をい
ためずに掻き集め
ます。

1セット／ 3000円（税別）

1本／ 3000円（税別）

スウェードブロック

ファイバータオル

クリーニング

クリーニング

外装・内装どこでも必要！

レザーシートのシボの汚れに最適！

レザーシートやダッシュボード、ウレ
タンバンパーに詰まったワックスの詰
まり、ウィンドの油膜取りなど様々な
用途で使えます。

レザーシートやダッシュボード、ウレ
タンバンパーに詰まったワックスの詰
まり、ウィンドの油膜取りなど様々な
用途で使えます。

ナノシルバー

クリーニング

洗車後の拭き上げや内装にも最適！

大型ボディーカバークロス

セクシーカバー

クリーニング

拭きムラが消えます！内窓の拭き上げに最適！

マイクロファイバーを立体的に編み上
げ、 PVAでコーティングした全く新し
いタイプの吸水クロスです！

バクテリアの発生・繁殖を抑える銀抗菌仕
様！ からぶきでも水拭きでもクリアな仕
上がり！ 水滴やふき跡が残りにくく何度も
繰り返す拭き手間が省けます

サイズ：W350×D380mm

車体カバー

帯電防止加工で、コンパウンド・埃の付着から守ります。ショーカーの展示車輌の保護にも有効です！
日本で丁寧に縫製しました。 質感も高く傷が付きにくく帯電防止加工を施したので磨き作業後の預かりなどで埃
などの再付着がほとんどありません！赤以外の色も選べて10枚程度の小ロット製作も可能です。

業務用コーティング剤としてオススメ年
セクシーカバー

高級車の室内保管にも

10枚セット／ 1200円（税別）

2個セット／ 3800円（税別）

PVAクリーン

多様化するカーデイテイリングサービス 大事なクルマをお預かりする
時や作業風景を見られた時のイメージアップに効果的です。

素材：ポリエステル帯電防止加工

レザータイヤカバー

車体カバー

コンパウンドの飛び散りから守ります

20インチホイール対応の合成レザー製タイヤカバーです。 水にも
強く毛羽立たないのでプロテクションフィルムやラッピング施工に
も最適です。
サイズ

レギュラーサイズ／ 22000円（税別）
ハーフサイズ
／ 13000円（税別）

タイヤハウスカバー

車体カバー

素材に重さがあり静電気や風で舞いません

サイズ：W350×D380mm

色：赤

ハーフサイズも十分使えます！

従来のタイヤカバーとは違いタイヤハウス中まで全体をワンタッチ
で養生できます。 フェンダー廻りの磨きや水研ぎ作業に大変便利
なアイテムです。

裏地：メリヤス

5枚入 ：3600円（税別）

5枚セット／ 2800円（税別）

730

GTZスプレーボトル

GTZポリッシュボトル

クリーニング

定番商品です。

mm

クリーニング

定番商品です。

730mm

1回の吐出量が多く、キメ細か
い噴霧ができます。 耐油性な
ので耐久性も高いです。

コンパウンド・ポリマーコー
ティングなどを小分けするのに
最適です。

容量：978ml

容量：478ml

使い方は簡単ワンタッチ！
素材：合成レザー

色：赤／グレー

1枚／

シートカバーC／P

2800円（税別）

5本セット／ 1650円（税別）

サイズ：

850mm×990ｍｍ

色

：

キズ防止だけでなく、ゴム紐入りで座っても滑りませんので
問題なく運転できます。

素材：ポリプロピレン

汚れの干渉を防ぎます。

色：赤／青

1個／ 4500円（税別）
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目盛りとホースホルダー付です。

2980円（税別）
車体カバー

ゴム紐入りで被せた状態でも工場内の移動程度なら問題なく
運転できます。（綿100％）

洗車と道具の整理が一度にできます！

容量：14L

1枚／

お店のイメージアップにも役立ちます。

クリーニング

最大6室まで付替え可能な仕切り板で角型なのでクルマの中
での収納も便利！ 工場内だけでなく出張施工に最適です。
二重底でスポンジに付着した砂が底にたまり常にきれいな水
で洗車ができる便利な仕切りバケツです！

赤／グレー

ステアリングカバーC

車体カバー

お店のイメージアップにも役立ちます。

1本／ 760円（税別）

インナー付仕切りバケツ

230mm

赤

からし

灰

黄

黒

紺

水
シートカバーC
サイズ1450mm×850mm

1枚／

2800円（税別）

シートカバーCとステアリングカ
バーは、1枚からでも7色からお
選び頂けます。

シートカバーP
サイズ1450mm×850mm

1枚／

サイズ：Φ600mm

1980円（税別）
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1枚／

1800円（税別）

ウレタンバフ80・150・180

研磨用バフ

Φ180ウレタンバフ

高品質の日本製です！

◆超微粒子（白）ウレタンバフ

サイズ：Φ185×35t×Φ30
1枚／920円 10枚セット／7900円

◆極細目（グレー）ウレタンバフ 1枚／830円

10枚セット／7200円

高品質の素材で日本で作り上げたシンプルなウレタンバフを
◆中細目（イエロー）ウレタンバフ1枚／800円 10枚セット／6800円
是非！使ってみて下さい！

やればやるほどキレイになる研磨作業は、ディテイリングサービスの中
でも一番歴史が古くて奥の深い作業です。

Φ150ウレタンバフ
超微粒子ウレタンバフ（白）
黒・ソリッドカラーの最終仕上げやコー ◆超微粒子（白）ウレタンバフ
ティング剤の塗り込みに最適です。

サイズ：Φ150×30t×Φ20
1枚／650円 10枚セット／5500円
◆極細目（グレー）ウレタンバフ 1枚／580円 10枚セット／4900円

◆中細目（イエロー）ウレタンバフ1枚／500円
極細目ウレタンバフ（グレー）
通常の研磨作業で一番使うウレタンバフ
です。
Φ80ウレタンバフ

10枚セット／4300円

サイズ：Φ80×20t×Φ10

◆超微粒子（白）ウレタンバフ
1枚／440円 10枚セット／3800円
細目ウレタンバフ（イエロー）
スポンジ目が粗いので、研磨力も強くな ◆極細目（グレー）ウレタンバフ 1枚／370円 10枚セット／3200円
り、しっかりを研磨したい時に最適です。

C-1 ハードコンパウンド

C-2 オールコンパウンド

コンパウンド

極細目コンパウンドでオールマイティに使えます。

細目コンパウンドでしっかり研磨に最適です！

ウォータースポットやヘアース
クラッチの多いボディに対して
しっかりとした研磨が必要な時、
C-2の前段階で使用します。
その後C-2→O-5orクリアベー
ルフィニッシュと移行して仕上
げていきます。
4000ml／ 18000円（税別）
300ml ／ 2500円（税別）

O-8 クリアコートグレーズ

4000ml／ 16000円（税別）
300ml ／ 2300円（税別）
コンパウンド

洗車と道具の整理が一度にできます！
超微粒子コンパウンドで最終仕
上げに最適！ 高回転型のダブ
ルアクションポリッシャーと併
用する事でバフ目を消す効果が
あります。ソリッドカラーの色
ムラの除去にも効果的です。

メンテナンスクリーナーや一発
仕上げとして最適！ ノンコン
パウンドの為、あらゆるコー
ティングを除去する事なく付着
した水垢、虫の死骸、鳥糞など
を除去できます。細部の手磨き
での研磨にも効果的です。

3785ml／ 10400円（税別）
478ml ／ 2000円（税別）

黒やソリッドカラーの最終仕上
げコンパウンドとして最適！粉
が出にくく脱脂作業が必要ない
のでコーティング剤をそのまま
塗り込む事ができます。塗装弾
きが起きにくいので板金塗装の
仕上げにも効果的です。
1本～ ／@4000円（税別）
6本以上／@3600円（税別）
11

ウールバフ

研磨用バフ

コンパウンド

ディテイリングショップ
や板金業界で永く愛用さ
れている定番コンパウン
ドです。

4000ml／13800円（税別）
750ml ／ 3000円（税別）

Φ180ウールカットバフ

スタートはこれから研磨作業の定番商品です！

◆180ウールカットバフ

10枚セット／2600円

サイズ：Φ185×30t×Φ50

毛足8mm

1枚／2200円 5枚セット／9500円

シングル用Φ180はもちろんギアアクションやダブルアク
ションポリシャーにもつかえるロングウールバフもあります。
Φ150ウールカットバフ
Φ180ウールカットバフ 毛足8mm
シングルポリッシャーで一番使われてい
ます。毛が抜けにくく長持ちします。
◆150ウールカットバフ
Φ150ウールカットバフ 毛足6mm
国産ギアアクションポリッシャーなどと
相性が良いです。

住友３Mマスキングテープ
研磨作業の必需品！

Φ150ロングウールバフ

◆150ロングウール

Φ150ロングウールバフ 毛足22mm
研磨力が強くギアやダブルアクションポ
リッシャーと合わせて使われます。

243J 6mm～100mm

研磨作業や塗装には必ず必要になる養生用テープです。
6mm～100mmまで小箱での販売価格になります。

3785ml／ 10400円（税別）

住友3Mハード１L ハード２L
3Mシリーズ
コンパウンドのベストセラー！

コンパウンド

黒・ソリッドや202系の塗装の最終仕上げに！

容量:360ml

ほとんどのボディの状態からス
タートできる幅広いコンパウン
ドです。絡みにくく粒子が砕け
ていくので非常に優れた切削性
を発揮すると同時にシルバーや
ホワイトのクルマは、ほぼ最終
の状態まで磨く事が可能です。

O-5 コンディショニング

コンパウンド

中古車の一発仕上げやメンテナンス磨きに最適！

クリアベールフィニッシュ

コンパウンド

◆中細目（イエロー）ウレタンバフ1枚／310円

電動ポリッシャー各種

◆ 6ｍｍ×18m
◆ 9ｍｍ×18m
◆12ｍｍ×18m
◆15ｍｍ×18m
◆18ｍｍ×18m
◆20ｍｍ×18m
◆24ｍｍ×18m
◆30ｍｍ×18m
◆40ｍｍ×18m
◆50ｍｍ×18m

サイズ：Φ150×20t×Φ25

毛足6mm

1枚／1800円 5枚セット／8000円

サイズ：Φ150×20t×穴なし毛足22mm
1枚／2200円 5枚セット／9500円

マスキングテープ

1小箱（20巻×10パック）／3500円
1小箱（12巻×10パック）／3150円
1小箱（10巻×10パック）／3500円
1小箱（ 8巻×10パック）／3500円
1小箱（ 8巻×10パック）／3630円
1小箱（ 6巻×10パック）／3500円
1小箱（ 5巻×10パック）／3500円
1小箱（ 4巻×10パック）／3500円
1小箱（ 3巻×10パック）／3500円
1小箱（ 2巻×10パック）／2900円

アスナルでは各メーカーの電動ポリッシャーを取り扱って
いますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

電動ポリッシャー

電子ギアアクションポリッシャーPEG-130
クラス最高パワー910W 回転
調整ダイヤル付、電子制御で
負荷をかけても回転数の落ち
込みがありません。リョービ
独自のギア軌道で磨き傷が出
にくくバフ目をシッカリと研
磨で消す事ができます。

1台／29800円
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GS-1L ペイントシーラント
信頼性抜群！ シットリとした艶と持続効果！
業務用コーティング剤としてオススメ年

ボディ用フッ素コーティング剤

グラニタイズが誇るベストセラーのテフロン配合の最高級コーティング剤です。
ワックスとは明らかに違う美しいシットリとした艶を発揮し、半年～1年のコーティング効果が
持続します。 作業性も非常に良いので黒やソリッドカラーもムラにならずに塗りこむ事がで
きます。 1000mlで乗用車50台以上のコーティングができるので非常に経済的です！

ガラスシールド「テイト」とは…完全無機高分子シリカ被膜を形成するガラス系コー
ティング！ まさにこれからの時代のコーティング剤なのです！
レザー用とファブリック用も新たにラインナップ！

1000ml／ 26000円（税別）
100ml ／ 3250円（税別）

テイト ガラスシールド TATE
地球にやさしい！

ボディ用ガラス系コーティング剤

VOCフリーの完全無機コーティングの決定版！

マキシムプロテクション Ver2
業務用コーティング剤としてオススメ年
疎水効果で雨染みが付きにくくなります。

他にはない圧倒的な輝き！

濡れた状態で塗り込めます。

テイト施工セット 1セット／@7000円（税別） 5セット～／@5600円（税別）
コーティン剤のみ 1本
／@6000円（税別） 5本～
／＠4800円（税別）

テイト for レザー TATE-IL

皮革用ガラス系コーティング剤

強力な撥水・撥油効果で様々な汚れ、擦れからレザーを守ります！

容量：200ml

セット内容
１、本剤12ml×１缶
２、塗込みスポンジ×１個
３、ファイバークロス×１枚
４、TATE施工ステッカー

テイト施工セット 1セット／@3500円（税別） 5セット～／@2800円（税別）
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300mlで約20脚のシートが
施工できます。
（コスト1脚/約60円）

シートはもちろんオープン
カーの帆（ベロア）にも保護
効果を発揮します。

ノンコンパウンドですが、ダブ
ルアクションで磨くと汚れも取
りながら光沢も出せるのでメン
テナンス仕上げや中古車の展示
車仕上げに最適です。

3785ml／ 10400円（税別）
478ml ／ 2000円（税別）
液体コート剤
PW-1 ポリマーウォーター
撥水コートで洗車サービスの一環にお勧めです！
業務用コーティング剤としてオスス

メ年

光沢感、水はじきに特化した
コーティング剤です。 素早く
塗りこめて拭きムラが出ないの
で作業性の良いです。

特徴
◆人にも環境にも優しい水性タイプ
◆防汚効果は約3ヶ月持続します。
◆生地が硬くなりません
◆抗菌効果もあります。

容量：150ml

塗り込んで最後に水で流し
て完成です。

一発仕上げコート剤
O-8 クリアコートグレーズ
メンテナンスや中古車仕上げとしてお勧め！

コンパウンド
レインドロップシールド
雨水がコロコロ転がる超撥水コーティング剤

特殊水性フッ素系ポリマーが水分を弾かせるだけでなくシミやニオイの原因となるコー
ヒーこぼし汚れやケチャップなど油汚れからシートの繊維をガードします。

4000ml／ 9800円（税別）
300ml ／ 2000円（税別）

疎水効果と光沢感が長期間
持続します。

3785ml／ 43500円（税別）
1000ml／ 13500円（税別）

1セットでシート４～6脚の施行が出来ます。

ファブリックシートの撥水コーティング剤！オープンカーの幌（ベロア）にも最適です！

1本～／ ＠8000円（税別）
6本～／ ＠5600円（税別）

100%プレミアムカルナバと特
殊樹脂を高純度に配合したポリ
マーコーティング剤。深みのあ
る艶を出し約半年以上の光沢と
保護効果を発揮します。作業性
も非常に良いです。

効果が持続しレザーシートを様々な汚れから守ります！

布用フッ素コーティング剤

ボディ用親水コーティング剤

ポリマーコート剤
PW ポリマーウェットコート
業務用コーティングとしてお勧めです！

ディティーリングショップから高い評価を頂いている[テイト]コーティングの性能をそのままにレザーにもコーティングで
きる様になりました。 ガラスコーティングだからと言って表皮が硬くなったりはしません！むしろ柔らかくなります。
[テイト]コーティングはもともと完全無機高分子シリカ被膜を形成するガラス系コーティングなので長期間の撥水と撥油の

テイト for ファブリック TATE-FL

塗り込みは、ダブルアクショ
ンポリッシャーが最適です。

マキシムプロテクションは、ガラス繊維素とセルロース繊維素の重合網目状繊維網が、フレキ
シブルで硬質なコーティング被膜を形成し外敵からボディを守ります。 また、疎水性なので
水あかやウォータースポットが付きにくくなり外装全てに使用でき樹脂バンパー、モール等に
も効果的です。 1本（200ml）で乗用車10台以上のコーティングができます。

完全無機高分子シリカ被膜を形成するガラス系コーティングなので、長期間耐久が可能
になりました。 シロキサン結合（-Si-O-Si-)に無溶剤フッ素樹脂をバインダーに用い
ていますので、高硬度で緻密な完全無機高分子シリカ被膜を形成します。
施工セット内容※2台施工可能
１、本剤12ｍｌ×１本
２、塗込みスポンジ×２個
３、ファイバークロス×１枚
４、施工証明ステッカー×２枚
５、施工後注意用紙 ×2枚
６、施工証明書×２枚
７、販促リーフレット×５枚

ワックスとは明らかに違う
シットリとした艶が出ます。

1本～／ ＠2000円（税別）
6本～／ ＠1800円（税別）
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洗車後そのままボディ全体
に噴霧して水で流して完成
です。 撥水効果は2ヶ月
程度、コーティングの保護
膜としても有効です。
夏は20倍希釈 冬は10倍
希釈で使用して下さい。
19L／ 18000円（税別）
4000ml／ 5000円（税別）

ジーゾックスシリーズ
業務用コーティング剤としてオススメ年
販促品など多数各種取り扱いしております。

ソフト99コーポレーションが展開するジーゾックスシリーズ＆ハイモースコートなど
GZOXジーゾックスシリーズを各種取り扱いをしています。

ジーゾックスシリーズ

BGホイールコート
ヘッドライトの色あせ・黄ばみをコン
パウンドで除去してその上にガラス
コートを塗布します。

BGライト用クリーナー＆コート
ヘッドライトの色あせ・黄ばみをコン
パウンドで除去してその上にガラス
コートを塗布します。

セット内容：本液50ml／スポンジ6個l

セット内容：本液50mlスポンジ30個
コンパウンド300ml

1セット／ 5000円（税別）

1セット／ 6000円（税別）

BGナノハード
白化、色汗した未塗装の樹脂パーツに
塗るだけで光沢感が戻ります。

塗布用スポンジ
各コート剤の塗布に使える表面にガー
ゼの付いたスポンジです。
サイズ：30×30×40（mm）

セット内容：本液75ml／スポンジ6個

ハイモースコート
業務用コーティング剤としてオススメ年
究極の硬度がやがて伝説になる…

ジーゾックスシリーズ

ハイモース コートは超撥水トップコートが純度の高いフッ素成分が緻密で平滑な被膜を
形成し、従来品とは比較にならない撥水・撥油性能を実現しています。水系・油系両面
の汚れを寄せ付けず、長期間にわたって美しいボディを維持します。 施工価格の設定
が高いのも魅力です。

お客様用メンテナンスボックス
顧客満足度アップ！

施工セット1台／@17000円（税別） 1セット／8000円（税別）

補修用プライマー
1セット／8000円（税別）

NEWリアルガラスコート

専用メンテナンスボックス
1セット／8000円（税別）

ジーゾックスシリーズ

未体験の撥水力、透き通る輝き…

艶プラス

NEWリアルガラスコートの最大の特徴は、ガラス系コー
ティングでありながら強力な 撥水性能を併せ持ちます。
長年の研究と独自の技術により、基本的に親水状態であ
るガラス系コーティングに高い撥水性を持たせる事に成
功しました。

セット内容
１、S-3シャンプー100ml×1本
２、O-8クリーナー100ml×1本
３、洗車用スポンジ ×１個
４、吸水クロス ×1枚
５、塗り込みスポンジ ×1個
６、ファイバータオル ×1枚
７、お手入れ用説明書

O-8メンテナンスクリーナー
ノンコンパウンドで使いやすい！

Sタイプ（小型車向）

リアルガラス補修用

ハイドロフィニッシュ

専用メンテナンスボックス
セット ／4500円（税別）
DX
／2800円（税別）
ジーゾックスシリーズ

親水を超えた“疎水性“ガラスコーティング！

Sタイプ（小型車向）
1台セット ／＠5200円（税別）
10台セット／＠4200円（税別）

施工セット1台分／@7500円（税別）
補修用
10台セット
／@6500円（税別）1セット／2800円（税別）
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ハイドロフィニッシュは、疎水タイプのコーティング剤
です。 親水性皮膜に微撥水性を持たせる事で、素早い
水引き性能を実現しました。 従来の親水コーティング
とは全く違います。あまり距離を走らない、週末しか乗
らないユーザーなどに適しています。

仕上げキット 1L/100ml
60台分 ／＠10000円（税別）
6台分 ／＠1500円（税別）

S-3メンテナンスシャンプー
泡切れが良く使いやすい！

クリーナー

30本入／ 10500円（税別）

カーシャンプー

販売促進ツール
施工証明書A 50台分
ペイントシーラント・マキシム等に使えます。

販売促進ツール
施工証明書B 50台分
様々なコーティング施工に使えます。

2枚綴りなので顧客管理もでき、施工
名の部分を空欄にしているので、様々
な作業アイテムに応じた使い方ができ
ます。
サイズ：148mm×210mm

三つ折の表紙つきで、名刺を貼るス
ペースもあり、2枚綴りなので顧客管
理もできます。
サイズ：A4三つ折

1冊（50台分）／ 4000円（税別）
販売促進用リーフレット
販売促進の大事なツールです！

30本入／ 10500円（税別）

容量：100ml

1冊（50台分）／ 2000円（税別）
販売促進ツール
施工ステッカー各種
オリジナルステッカーの作成も承ります。

販売促進ツール

TATE施工証明ステッカー
専用メンテナンスボックス
1セット／4500円（税別）

O-8クリーナーは残った水垢
や虫のこびり付きに最適です。

ノンコンパウンドなのであらゆるコー
中性タイプで洗浄力が弱いのでコーティ
ティングを削り落とす事なく表面に付い
ング後のメンテナンス洗車に最適です。
た鳥糞や虫のこびり付き、水垢を軽く拭
泡立ち、泡切れが良いのでボディにキズ
き取るだけで除去できるので、一般ユー
を付ける事なく洗車ができます。一般
ザーにも安心してお使い頂けます。メンテナンスや中古車仕上げとしてお勧め！
ユーザーにも安心してお使い頂けます。
容量：100ml

1台セット ／＠5500円（税別） 1セット／3200円（税別）
10台セット／＠4500円（税別）

S-3シャンプーは100mlで5～
６回は洗車ができます。

1セット
／@1600円（税別）
10セット～／@1400円（税別）

1台セット ／＠9000円（税別）
10台セット／＠8000円（税別）

施工セット1台分／@8000円（税別）
10台セット
／@7000円（税別）

販促促進ツール

コーティングされたお客様に日頃のお手入れに使用していただく為のシャン
プー、クリーナー、クロスがセットになったお客様用メンテナンスボックス
です。 様々なコーティングを施工されたクルマにも問題なく使えます。

ハイモース コートの購入については、その性能を十分に発揮して頂くためにソフト99で定期的に開催されて
いる施工説明会（有料）を受講が必須になります。詳細日程など詳しくはアスナルまでお問い合わせ下さい。

補修用トップコート

30個入／ 1800円（税別）

1セット／ 3000円（税別）

50枚／ 3000円（税別）
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ペイントシーラント
施工証明ステッカー

1シート（10台分） ／1000円（税別）

ウィンド リペアシステム
業務用コーティング剤としてオススメ年
作業の早さと仕上がりの良さが違います。

アスナルの考える「スマートリペア」は、修理の必要な部分を必要な分だけ
修復する事でお金と時間の節約、そして「物を大事に使う」を一番に考えた
リペアシステムの事です。

グラスウェルドリペアシステムは、カラーガラスに対応したレジンと強力な真空力で衝撃点の空気を吸い上げレジンを奥ま
で注入できる唯一のリペアシステムです。日本でも多くの技術者に認められた実績No,1のウィンドリペアシステムです。
ウィンドリペアエコノミーキット

Eco-Vacミニプラスコンプリートキット

MF-01 レザー＆プラスティック リペアシステム
業務用コーティング剤としてオススメ年
レザーシートの擦れやダッシュボードのひび割れなどの補修ができます。

本皮だけでなく合皮・プラスティックに対応でき、技術講習付のフルキットや塗装技術をお持ちの方向けの塗料だけのシン
プルなキットもご用意しております。
レザー＆プラスティックリペアキット

SEMシェアコート

マスターキット

様々な素材（レザー・合皮・プラスティック）に対応でき
素材に合わせた3種類のパテと11種類のレザーカラーや低
圧ガンなどインテリアリペアのあらゆる作業に必要なツー
ルが全て組み込まれたフルキットです。
※1日技術講習費も含まれております。

シュアコートPINTマスターキットは塗料と関連資材、塗
装データだけのシンプルなインテリアリペアキットです。
すでに塗装技術があり、塗装ガンや計量器などお持ちの方
に最適なキットです。

レザーシートのコゲ痕・
擦れ、破れはもちろん・
経年劣化にも対応できま
す！

ダッシュボードのひび割
れ、ナビの台座痕などの
ダメージにも対応できま
す！

スマートリペアシステム

51色のファイバーが入ったフルキットと9色のエコノミーキット どこでも作業ができ30分程度でほぼ目立たなく補修できま
す。取扱説明DVDが用意されていますので、購入後すぐに作業する事ができます。
クロスリペアmonoキット

9色

ベージュ・グレー・
ブラックのよく使わ
れる色が9本入った
エコノミーキット

51色のファイバーが
入った本格クロスリペ
アキット

51色のファイバーであらゆる車種・車齢のファ
ブリックシート、カーペット、天井部に対応で
きます。 約700ヶ所以上の施工が可能です。

スマートリペアシステム
ペイントレス デントリペアシステム
業務用コーティング剤としてオススメ年
ボディの凹み！ デントリペアを本格的にやるなら絶対これ！ 日本デントショップネットワーク

ハイテン（超高張力鋼板）やアルミパネルの増加などにより塗装をせずに凹みを直すペイントレスデントリペアが注目され
ています。 また板金塗装の粗だし作業や絞り作業などにも活用できる新しい技術として注目を集めています。

プロフェッショナルコース

デントリペアの内製化や基礎をしっかり学びたい方向けです。 主要な凹
みの修復ノウハウやツールの選定思考方法、プーリング技法プレスライン
の修復ノウハウまでレクチャーします。

布シートのタバコのコゲ痕などの補修ができます。

51色

キットには作業マニュアル書もあり導入後すぐ
使えます。導入後の技術フォローも万全です！

ベーシックコース12日間

MF-02 クロス リペアシステム

クロスリペアFullキット

様々な割れに対応できる豊富なツールを組み込ん
だウィンドリペアレギュラーキット 新たな事業
として本格的な修理技術者を目指す方に最適です。

本気の職人を目指す！独立開業ならこのコースです。 受講期間は平均5
～8週間ですが受講延長もOKです。卒業時の開業レベルを均一にするため
に一人ひとりにあったカリキュラムの進め方をしています。

塗装データ付で塗装
技術をお持ち方はコ
レでOK！

初めての方も安心の
フルキット！
1日技術講習も含まれ
ています！

トラックや大型車で
も様々な割れに対応
できる導入効果が高
いキットです！

新たな事業拡大や
ウィンドリペアキッ
ト増設などに最適の
キットです！
エコバックインジェクターをメインに必要最低
限のツールを組み込んだアスナルオリジナルの
エコノミーキットです。

スマートリペアシステム

スマートリペアシステム

3日間集中コースセミナー

日本デントショップネットワークのスクールでは毎日現役プロの講師陣が
徹底指導！ スクール内に宿泊設備もあり、24時間デントリペア技術取得
に集中できる環境が整っています。

すでにプロとして活躍されておりスキルアップをしたい方向けです。出身
校や経歴などは問いません ◆基礎セミナー ◆プレスライン／苦手克服
◆プーリング・ブレンディングなど課題に合わせて学ぶ事ができます。

Pewer PDR（パワーPDR）

T-ホットボックス

スマートリペアシステム

スマートリペアシステム

電気の力で素材を絞り上げるデントリペアマシン！

ハイテン・アルミの粗出しや絞り作業ができます。

電気の力を利用して凹み修復ができるデントリペアマシン
鉄板やアルミにも対応でき、素材の収縮を利用して凹みを
上げるので、小さな凹みはもちろん延びきってしまったパ
ネルのビックデントやディープデントにも活用できます。

IHの強力加熱で鋼板を膨張させて凹み
補修する画期的なデントリペアシステ
ムです。 非常にコンパクトで100V
電源を繋ぐだけなので、どこでも作業
ができます。
アルミ対応

T-HotBox

鉄板対応

業務用コーティング剤としてオススメです！深い艶！半年

ベージュ3色グレー3色ブラック3色の入ったエコノミー
シートや天井のタバコ
キットですが、必要なツールはもちろん取扱説明DVDが用 のコゲ跡、カーペット
意されていますので、購入後すぐに作業する事ができます。

も大丈夫です！

MF-03 ルーフライニング リペアシステム

ファイバーは1本から購
入可能で混ぜ合わせる
事で調色も可能です！

スマートリペアシステム

欧州車によくある剥がれ落ちたルーフライニングの張替えができます。
ルーフライニングの剥がれや弛みは、欧州車によくあり車種によっては10年を待たずに天井クロスが落ちてきます。クルマ
を大事に乗られる方もちろん、車両販売や買取においても価値が上げる事ができます。
ルーフライニング張替えキット

T-HotBox

この様なビックデントやディープ
デントに威力を発揮します。

アルミモール光沢復元キット

ヘッドライトリペアキット

スマートリペアシステム

スマートリペアシステム

くすんだモールの光沢が復活できます！

ヘッドライトの黄ばみを完全に復活できます！

アルミモール光沢復元専用に開発され
たGPR-01では 従来諦めるより他ない
とされていた光沢をお手軽に取り戻し
ていただけるキットです。

Gclearは今までとは違い表面を#2000
程度に研磨して膜厚のUVコートを専用
広角ライトで硬化させるので新車の様
にクリアーに仕上げる事ができます。

キット導入に際して
は施工マニュアル
DVDと説明書が付属
されています。
導入キットにはガン、ブラシ、施工マニュアル
DVDと練習用クロス、お好きな色のクロス4ｍをお
選び頂けます。

剥がれ落ちた天井も弛んだクロスも張り替え
可能です。
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クロス生地は１m単位
で発注できます。

1日技術講習も行ってお
ります。

GPR-01は、専用コンパウンド、
研磨スポンジ、コーティング
剤などが付属されています。
キットは約2台施工可能です。

18

専用36wのUVライト、コーティ
ング剤2本(20台分）電動ポリッ
シャー等がセットされています。

VERTEX ヴェルテックス スーパークリーンシャンプー&ナノメタル
業務用コーティング剤としてオススメ年
本当に黄ばみ革命！！ 未来はクリアに！！

ヘッドライトクリーナー

ラッピングシート
業務用コーティング剤としてオススメ年
オラカル・ヘキシスなどをご用意しており、切り売りも対応しております。

ラッピングフィルム

ボディを塗装ではなくカラーフィルムを貼る事で、色替えやカスタムを楽しむユーザー
が増えつつあります。 大ヒットした立体感のあるカーボン柄から様々な多層キャスト
フィルムの登場が、新たな収益アイテムへと発展しています。
切り売り対応はもちろんカラーサンプルや詳しい内容や相談にも対応します。

セット内容（台分）
シャンプー100ml ×１
コーティング10ml×１
ファイバータオル ×１
施工も簡単で（１）ヘッドライトの砂・ホコリなどを事前に除去し乾燥（２）シャン
プーを吹きかけ20秒程度放置後、拭き取るか水をかける（３）よく振ったコーティング
剤を均等に塗り広げ、マイクロファイバータオルで拭き上げるという簡単3ステップ。

VERTEX SUPER CLEAN
LIGHTING CLEAR SET
1セット／2700円（税別）

スーパークリーンシャンプー スーパークリーンシャンプー
100ml／1750円（税別）
2000ml／28000円（税別）
4000ml／45000円（税別）

グラデーション・サンシールドフィルム
業務用コーティング剤としてオススメ年
ガラス形状に合わせたナチュラルなカーブ形状のフィルムです。

ナノメタルライティング
クリアー10ml
1本 ／3500円（税別）

カーボン調フィルム施工例

高い柔軟性により、複雑な形状の車輌にも施工する事ができます。

原反・切り売りなど
様々なメーカーの
フィルムについても
お気軽にお問い合わ
せ下さい。

サンシールドフィルム

フロントガラスのカーブ形状に合わせた染色方式で純正ガラス
のような仕上がりになります。 カーブ形状は4種類から選べて
国産外車問わず、あらゆる車種に対応する事ができます。
オラカル・ヘキシス・3Mなどをご用意しており、切り売りも対応しております。

ブーストオン
スモークブルー

フィルム施工用

ダークスモーク

◆4種類のナチュラルなカーブ形状から選べます。

貼りこみ用施工液

◆車種、年式・型式で合ったカーブ形状の物をご用意します。
◆道路運送車両法保安基準に基づいた車検対応品です。

◆プロ用フィルム採用で1年間の品質保証付です。

1本 ／ 4040円（税別）
2～5本 ／ 3490円（税別）
6本以上 ／ 2670円（税別）

カーフィルム
業務用コーティング剤としてオススメ年
様々なメーカーのカーフィルムをご用意しており,切売りも対応しております。

カーフィルム

容量:800ml

アスナルでは、国産メーカーはもちろん、アメリカ製
ソーラーガードフィルムなど、高機能フィルムなど幅
広いバリエーションで皆さまのご要望に合わせたカー
フィルムをご用意しております。
また、サンプル帳や、切り売り、フィルムの選定や性
能など詳しい内容や相談にも対応致します。

ソーラーガード

シルフィード

ウィンコス（旧サンマイルド）

クールランニング
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フィルムツール

温度50～530℃ 風量0.15～0.25㎥/min 消費電力1000w
無段階ダイヤル調整でカーフィルム施工やラッピングなど様々な作
業に合わせた細やかな設定ができます。 ヒーター部が自前で交換
可能なので永く使えます！

温度・風量を手元のダイヤ カートリッジ式ヒーター採
ルで無段階調整ができます。用（4000円）でドライ
バー1本で交換できます。

1本／2400円（税別）
6本以上／2000円（税別）

重量：
600g

1台／9500円（税別）

プロテクトマスカー Hシリーズ Sシリーズ
業務用コーティング剤としてオススメ年
様々な場面で活躍する養生マスカー 高品質の日本製です！

養生マスカー

アスナルのプロテクトマスカーは、幅100mm～1000mmまで幅広く、糊残りの心配のないSシリーズ、
高品質の強粘着タイプのHシリーズの2種類でのラインナップがあります。

ルミクール

原反・切り売り価格については、
お問い合わせ下さい。

Cool Running Car Film

ヒートガン

風量・温度を別々に調整できます。

中性タイプの貼りこみ用の
施工液です。 糊面に悪影
響がなくフィルムの貼りこ
みの収まりが良いので、施
工時間を大幅に短縮できま
す。

※画像は貼った時のイメージです。

※新型車や古い車種については無い場合がありますので、その場合は現調して頂く事になります。

ハッコー社製

フィルムツール

※すべて100m巻きです。

Sシリーズ

粘着強度

ブルー S100幅

微弱

ブルー S150幅

微弱

ブルー S200幅

微弱

ブルー S250幅

微弱

ブルー S300幅

微弱

ブルー S500幅

微弱

ブルー 1000幅

微弱
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価格（税別）

1300
1900
2340
3200
3750
6100
12300

Hシリーズ

粘着強度

クリアー 100幅

強

クリアー 150幅

強

クリアー 200幅

強

クリアー 250幅

強

クリアー 300幅

強

クリアー 500幅

強

クリアー1000幅

強

価格（税別）

1600
2400
3100
3900
4600
7700
15600

ご注文について

カーディテイリングビジネスは、
これからが本番です！

受付時間

月～金

これまでのカーアフターマーケット市場は、
「マイナスをゼロに戻す」つまり劣化、損傷した車を
新車に近い状態するビジネスが中心でした。
しかし、安全装置の標準化や自動運転など人々のクル
マに対する価値観の変化により、これからの時代は、
「ゼロをプラスにする」つまり、人に感動を与える事
ができるカーディテイリングビジネスをいかに提案で
きるかが大事になっていくと思っています。

お電話は･･･

TEL

Profile: 宮﨑

044-431-0390

FAXは･･･

FAX

044-431-0393

http://www.earthnoal.com

慎也

有限会社アスナル代表取締役
子供の頃からクルマや飛行機など乗り物が大好
きで今でもミニカー収集も止められていない。
交通博物館やクラシックカーイベント、レース
観戦などクルマのイベントに行くのが大好き

アスナルは、毎年、カーディテイリングセミナー＆ガレージセールを開催しており今では、全国から
100名を超える人たちに集まって頂いております。
毎年、様々な新商品や最新情報はもちろん、実際に手に取れたりできる様にしています。 また、ガ
レージセールでは、様々なサプライヤーや施工店が出店してPRの場や商品の売買が自由に行える様にし
ています。 ここで一番大事にしているのは「交流」です。なぜなら業界の中にいる人達が元気でなけ
れば業界自体が元気にならないし発展しないと考えているからです。
おかげ様で、参加された皆さんは必ず「何か」を持って帰ってくれます。
ご興味のある方は是非ご参加下さい。 お待ちしております！

実演は、常に真近で食い入る様に見
られるので講師も真剣勝負なのです。

15時までにご連絡頂ければ当日発送します。

ホームページから･･･

アスナルが主催する「カーディテイリング
セミナー＆ガレージセール」とは？

クルマ業界の動向だけでなく人材や
雇用問題、はたまたお金の話など毎
年多岐に及びます。

9:00～18:00

お支払い方法

代金引換サービス
月末締め振込

別途、代引き手数料300円（税別）を頂きます。
定期購入されている方が対象で登録および契約が必要になります。

お届けについて

送料負担について

お買い上げ金額が20000円（税別）を越えた場合は当社負担になります。
運送会社指定の場合は、購入金額に問わず実費を請求させて頂きます。
1回の発送個数が4個以上の場合や重量が20kg以上、３辺の合計が、
１４０cmを越えた場合、また、沖縄、一部離島、海外発送については購入
金額に問わず別途お見積りとなります。

デモで使う機材は見るだけでなく、
自由に試す事ができます。

返品・交換方法について

返品/交換
実は、セミナーで一番力を入れてい
るのは「お昼ご飯」です。毎年何に
するか考えるのも楽しみの一つです。

ガレージセールは、毎年お得な商品
や機材の販売などがあり、交流の場
としても人気の企画です。
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最後に行われる商材争奪ジャンケン
大会は多くの協賛品は、実際に仕事
に使える物ばかりで皆さん本気です。

返品・交換については商品横着後１4日以内にご連絡下さい。
商品の破損や汚損がございましたら、直ちに交換します。
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