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Car Detailing Business
Smart Repair System

The All for Bright Future
私は、「カーディテイリング」が大好きです。
綺麗なクルマは愛着も湧き、幸せな気分になり、気持ちも穏やか
になり、事故も減ると本気で思っています。
一方で、カーディテイリングは「ゼロをプラスにする」ビジネス
だから、「必要がない」と言われてしまえば、消えてなくなって
しまう砂上の楼閣でもあります。
しかし、不思議なものでクルマは常に、時代と共に新しいビジネ
スを引き込んでくれました。
だからこそ、私は思うのです。これからクルマは、ただの移動手
段ではなく、人生を豊かにしてくれる「相棒」として私たちの傍
に居てくれる為にも、カーディテイリングがやらなければいけな
い事は、まだまだ沢山ある!と…
先の見えにくい不安な世の中ですが、どんな時代になろうとも
カーディテイリングは大丈夫だと言いたいのです。
これからも、大好きなクルマの事や多様化するオートアフター
マーケット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・・・
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輝く

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。

主成分は、完全無機高分子シリカ被膜を形
成するコーティングなので3ヵ月～半年程
度の撥水と撥油の効果が持続します。

容量:12g 塗り込みスポンジ付

1セット／@4,180円税込

5セット～／@3,344円税込

テイト for ファブリック

容量:300ml/4000ml
300mlでシート約20脚程度の施工できます。

オープンカーの幌にテイトforファブリックを施工する時は必ず
洗車でホコリなど吸い取ってマスキングをしてから遠めにスプ
レーで噴霧して下さい。

4000ml／11,990円税込

タイプS

撥水タイプ

圧倒的な輝きと弾き

濡れた状態で塗り込めます

5セット～／@6,776円税込
5本～
／＠5,808円税込

硬化型コーティング剤と特殊シラ
ン化合物を複合したハイブリッド
タイプのVOCフリー撥水コーティ
ング剤です。コストを低く抑える
ことができるため、豊富な施工メ
ニュー作りにも貢献します。

防錆コーティング

テイトガラスコーティングの定期メンテナン
スコートとして最適です。

1本 容量 30g ／ @5,500円税込

テイト ガラスコーティング

タイプE

優れた疎水性とPPバンパー等の樹脂パーツにも対応

無色＆無臭で刷毛塗りが可能です。硬化後は、弾力のある膜厚になります
製品コード

下回り防錆
作業を行って
いる動画を
ご覧頂けます。

300ml／@2,475円税込

優れた撥水性と低コストでコーティングのメンテナンスが可能

VOCフリーの無機系無溶剤で作業環境を選ばず手塗り（ガン吹きOK）が可能
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雨で濡れたりドリンクをこぼしても革の内部まで
染み込まず、革の内部の保湿は守られるので硬く
なりません

（シート約10脚の施工ができます。）

テイト ガラスコーティング

テイト施工セット
1セット／@8,470円税込
コーティング剤のみ 1本
／@7,260円税込

テイト PFR

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ができます。ガラス
コーティングだからと言って表皮が硬く
なったりはせず革の内部を保湿されるので
柔らかさが続きます。

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
油汚れからファブリックシートの繊維を
しっかりガードします。またオープン
カーの幌に施工すると雨天の走行時に雨
粒がキレイに流れるので保護にもなります。

それは実感できる輝きと膜厚感かつVOCフリー

施工証明書ステッカーなど施工に
必要な物はすべて用意されています。

ボディと同様に撥水・撥油効果でレザーシートを守ります

布シートはもちろんオープンカーの幌（ベロア）も施工できます

テイト ガラスコーティング

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

テイト for レザー
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内容 ／ 容量

施工可能台数

価格税込

普通乗用車 約1台分

18,150円

クリアーA液／B液 1000㏄

SUV・軽自動車約2台分以上

30,580円

テイトPFR-2000

クリアーA液／B液 2000㏄

トラックなど大型車

58,740円

テイトPFR-8000

クリアーA液／B液 8000㏄

複数台の施工

220,000円

テイトPFR-500

クリアーA液／B液

テイトPFR-1000

500㏄

5本～／＠4,400円税込

疎水タイプ

特許技術である光記録媒体表面の
回復剤をベースに開発。オルガノ
ポリシロキサンを主剤とした１液
常温硬化型のコート剤です。VOC
フリーで疎水効果と光沢感が⾧期
間持続します。

1本 容量 30g ／ @5,500円税込

テイトガラスコーティングのベースコートと
して最適です。

5本～／＠4,400円税込
4

ナノメタルラバーコーティングハイブリッド

2種類のレアメタルを配合したコーティング剤

追従性のあるレアメタルを配合したコーティング剤

コーティング光沢・防汚層(ガラス
被膜)の上にナノ化したレアメタル
の金属皮膜が結合し強靭な膜を作り、
コーティング撥水・滑水層によって
ウォータースポットやイオンディポ
ジットの付着を防ぎます。

ラバ ー成分を配 合す ることで 高撥
水・滑水・帯電防止、熱反射、UV
カット効果と自己修復性塗装やヘッ
ドライト等柔軟性の高い素材でも塗
装面に追従する事ができます。

サソリ

ザ・ネオ

施工性の向上とモース硬度レベル８の超硬質被膜が
生み出す光沢と撥水を進化させました

THE GLOW

ザ・グロウ

防汚性に優れ従来タイプを遥かにしのぐ深い艶を実
現させました

モース硬度レベル８の超硬度被膜が生
み出す超高光沢とG’ZOX史上最高の撥
水・耐久性能を誇る２層構造のガラス系
ボディコーティング。

容量 10g／ 14,520円税込

THE NEO+メンテナンスボックスセット

⾧期間持続する「新開発ガラス系トップコー
ト」を施工したG’ZOX最高峰の艶とモース硬
度レベル８の超高硬度を併せ持つ、2層構造
ガラス系ボディコーティング。

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／ 13,750円税込
478ml ／ 2,640円税込

180ml／ 9,680円税込

Ｇ ZOX リアルガラスコート

class R

グラニタイズ（GRANITIZE）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。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。

1セット／ 34,100円税込

ガラス系被膜に撥水基
を結合させることで、
高い艶・光沢と撥水性
能を両立しました。

class HS

R（撥水）/H（疎水）/M（光沢）

class H

高い光沢と撥水性能のガラス系
ボディコーティング

class RS

信頼のグラニタイズ（GRANITIZE）テフロン配合®コーティング剤

THE GLOWと 施 工セ ット とメ ン テナ ン ス
ボックスのセット

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。

小型車向け

GS-1 ペイントシーラント

THE GLOW+メンテナンスボックスセット

1セット／ 34,100円税込

メンテナンスや中古車仕上げとしてお勧めです

定期メンテナンスとして、ボディの
汚れを分解除去しながらコーティン
グ皮膜を形成。コーティング施工後
の犠牲皮膜としても使用可能。

1セット／ 24,200円税込

THE NEOと施工セットとお客様メンテナ
ンスボックスのセット

O-8 クリアコートグレイス

汚れを取りながら同時にコーティングが可能です

ハイモースコート【 ザ・ネオ／ザ・グロウ 】

1セット／ 24,200円税込

容量 10g／ 14,520円税込

蠍

Hi-MOHS COAT

THE NEO

輝く

輝く

ナノメタルコーティングハイブリッド

class M

高い水キレ性能の疎水性ガラス
系コーティング

数量単価
classR ／
classRS ／
classH ／
classHS ／
classM ／

特殊シリコーンに高硬度
ガラス系被膜を結合する
ことで、疎水性・防汚性
が⾧時間持続します。

＠1～
9,350円税込
6,380円税込
9,350円税込
6,380円税込
10,450円税込

「リアルガラスコート」シリー
ズ最上位モデル
強力な撥水性、 耐久
性を備えつつ、 深い
艶感を実現しました。

＠10～
82,500円税込
55,000円税込
82,500円税込
55,000円税込
93,500円税込

補修用（約３パネル）
3,190円税込）
3,190円税込

お客様用メンテナンスボックス
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。

1000ml／ 33,000円税込
100ml ／ 4,180円税込

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

ワックスとは明らかに違うシットリ
とした艶が出ます。

PWポリマーウェットコート
簡易コーティングや定期メンテ
ナンスとしてお勧めです

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
疎水効果で雨染みが付きにくく
なります

1セット
／@1,870円税込
10セット～ ／@1,540円税込

加工証明書A
ペイントシーラント等に使えます

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。
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19L／ 19,800円税込
4000ml／ 5,500円税込

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。色を問わず作業性
も良いです。

3785ml／ 56,100円税込
1000ml／ 13,200円税込

硬質な被膜を作る疎水性コーティ
ング剤です。外装全てに使用でき、
水垢やウォータースポットが付き
にくくなります。PPバンパー、
モール等にも効果的です。1本
（300ml）で乗用車15台以上の
コーティングができます。

1本～／ ＠13,200円税込
6本～／ ＠10,560円税込

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

S-3シャンプーは100mlで普通
乗用車を約5回洗車ができます。

O-8クリーナーは残った水垢や虫
のこびり付きを簡単に落とせます。

加工証明書B

施工ステッカー

様々なコーティング施工に使えます

オリジナルステッカーの作成も承ります

TATE施工証明ステッカー

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）／ 4,400円税込

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

1冊（50台分）／ 2,200円税込

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） ／1,100円税込
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研磨用ウレタンバフ サイズ φ180・φ150・φ80
超微粒子ウレタンバフ（白）
黒・ソリッドカラーの最終仕
上げやコーティング剤の塗り
込みに最適です。

Φ180×厚み35t×穴径Φ30
◆超微粒子ウレタンバフ（白）

1枚／1,100円10枚セット／8,800円

◆極細目ウレタンバフ（グレー）

1枚／1,023円10枚セット／8,184円

◆中細目ウレタンバフ（イエロー）1枚／

979円10枚セット／7,832円

Φ150×厚み30t×穴径Φ20

磨く

極細目ウレタンバフ（グレー）
◆超微粒子ウレタンバフ（白）
1枚／803円 10枚セット／6,424円
通常の研磨作業で一番使う
ウレタンバフです。
◆極細目ウレタンバフ（グレー） 1枚／715円 10枚セット／5,720円
◆中細目ウレタンバフ（イエロー）1枚／616円

細目ウレタンバフ（イエロー）
Φ80×厚み20t×穴径Φ10
スポンジ目が粗いので、研磨力
1枚／539円 10枚セット／4,312円
も強くなり、しっかり研磨をし ◆超微粒子ウレタンバフ（白）
たい時に最適です。
◆極細目ウレタンバフ（グレー） 1枚／462円 10枚セット／3,696円
◆中細目ウレタンバフ（イエロー）1枚／385円

※表示価格はすべて税込です。

C-1 ハードコンパウンド

C-2 オールコンパウンド

細目コンパウンドでしっかり研磨に最適です

極細目コンパウンドでオールマイティに使えます

4000ml／ 19,800円税込
300ml ／ 2,750円税込

クリアベールフィニッシュ 360ml
黒・ソリッドや202系の塗装の最終仕上げに

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

4000ml／18,700円税込
750ml ／ 3,850円税込

Φ150ロングウールバフ

毛足22㎜研磨力が強くギアやWアク
ションポリッシャーと合わせて使わ
れます。

5枚セット／ 9,900円

Φ150×厚み20t×穴径Φ30毛足22㎜
◆150ロングウール

1枚／2,750円

5枚セット／12,375円

※表示価格はすべて税込です。

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。

中目

細目

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です。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。

C-1ハード

極細目

C-2オール

超微粒子

仕上げ

似我蜂（ジカバチ）

1本～ ／＠4,400円税込
6本以上／@3,960円税込
ハード1L

O-8 クリアコートグレーズ
中古車の一発仕上げやメンテナンス磨きに最適です

ディテイリングショップ
やBP業界で永く愛用され
ている定番コンパウンド
です。

Φ150ウールカットバフ
Φ150×厚み20t×穴径Φ25毛足6㎜
毛足6㎜ 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。 ◆150ウールカットバフ
1枚／2,200円

5枚セット／11,880円

4000ml／17,600円税込
300ml ／ 2,530円税込

強力なクリーナー効果を持つ新時代のコンパウンド

180g／ 5,390円税込
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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。コンパウンド粉が出
にくいのも特徴です。

似我蜂（ジガバチ）300g
ギアやダブルアクションと組み合わ
せて使用します。塗装表面の付着物
に反応し分解・除去します。塗装面
を軟化させ研ぎやすくする新しいタ
イプのコンパウンドです。

10枚セット／3,080円

研磨用ウールバフ φ180・φ150
Φ180ウールカットバフ
Φ185×厚み30t×穴径Φ30毛足8㎜
毛足8㎜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 ◆180ウールカットバフ
1枚／2,640円
⾧持ちします。

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
磨で威力を発揮します。C-2→超微粒子
コンパウンドと移行して仕上げていきま
す。コンパウンド粉が出にくいのも特徴
です。

10枚セット／4,928円

磨く

【
磨
く
】
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メンテナンスクリーナーや一発仕上げと
して最適!ノンコンパウンドで、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／ 13,750円税込
478ml ／ 2,640円税込

ファーストポリッシュ

ハード2L

セカンドポリッシュ

クリベールフィニッシュ

クリアコートグレーズ

ファイナルポリッシュ

ウレタン（グレー）
ロングウールバフ

ウレタン（イエロー）

ウールカットバフ

ウレタン（白）
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S-4

【
洗
う
】

B-6 鉄粉反応剤

K-6 ガラスクリーナー

面倒なボディの鉄粉除去に

揮発性でガラスに拭き跡が残りません

4000ml／5,500円税込
18L／19,800円税込

シリコンオフ

シリコンオフ

速乾性

研磨後の脱脂作業用です

エタノールMX
IPAの代りになる次世代のアルコール定番品です

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。

イソプロピルアルコール

19L／ 17,160円税込
4000ml／ 5,060円税込

ラベル＆ステッカーはがし
ステッカーの糊残りに使用します

4000ml／2,640円税込
14kg ／4,950円税込

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
トラップネンド
粗目（赤）

ゼウスパッド
細目（青）

全く新しい鉄粉除去用マルチ
パッド

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。

4000ml／3,850円税込
16L
／7,700円税込

ネンドクロス
鉄粉除去用のクロスです

18L／13,860円税込
4000ml／ 3,850円税込

MRCマルチラストクリーナー

メッキも可能なホイールの頑固汚れに効果抜群です
超高濃度鉄粉反応剤です。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。

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。

200g×5個入り／ 8,250円税込
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1000ml／1,540円税込
4000ml／4,400円税込

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。

多目的クリーナー

MRCを噴霧して少し時間をおいてからしっかり洗い流して下さい。
メッキホイールにも使用できます。

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。

4000ml／4,070円税込
16L
／9,900円税込

IPA

内装等:20～50倍希釈

4000ml／2,915円税込
16L
／7,920円税込

研磨後の脱脂作業用です

様々な場面で活用できる定番商品です

エンジン外装:2～10倍希釈

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。

ピッチタールリムーバー

◆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。
◆Ph8の弱アルカリ性で汚れや油分をしっかり洗い流せます。

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。

帯電防止

研磨後の脱脂作業用です

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。

グラニタイズ（GRANITIZE）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

B-1

4000ml／ 3,850円税込
18L／13,200円税込

4000ml／2,915円税込
16L
／7,920円税込

オートシャンプー

シャンプーを空のバケツに少量（10～15㏄）を垂らして
高圧の水で攪拌し泡立てます。

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。2~5倍希釈
でお使い下さい。

トロミがありボディ全体に
シッカリ残るので鉄粉除去
作業に最適な超高性能鉄粉
反応剤です。

洗う

洗う
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4000ml／13,860円税込

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。
濃色車用
／8,800円税込
淡色車用
／8,800円税込
ホイール用
／6,930円税込
グローブパッド／9,900円税込

車に付いた鉄粉や虫などの汚
れに力を入れる事無く除去で
きます。
黒い面のラバークロスは鉄粉
除去用、青い面のマイクロ
ファイバーは仕上げ用です。
1枚／ 3,800円税込
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Z-ONE

ゼットワン

【
掃
く
】

B-3 強アルカリ電解水

ph13.1

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

Ph13.1
Ph12.5

A-3 次亜塩素酸水

4000ml／17,600円税込
20L／17,600円税込

新製法次亜塩素酸水が消臭・除菌の常識を変えます
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。
※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。

除菌洗剤

掃く

㏗11.5 アルカリ性です。除菌・消臭を同時に行い、カビなどの繁殖を防ぐメディクリーン ® の効
果にウイルス対策作用を加えられたアルカリ洗剤です。ファブリック・レザー・プラスチックなど
素材を選ばず使用できます。洗剤なので汚れも同時に落とせますが、ルームクリーニング後に
使用して頂くと一層効果的です。また、浸透後はゼットワンが残っているかぎり、その効果は
半永久的に作用します。

4000ml／ 3,300円税込
20L
／ 8,250円税込

Z-ONE 使用方法 ※事前にルームクリーニングを行い必ず手袋の着用をお願いします。

NCS-102

③八つ折りのタオル裏表計16面を使用して面を変えながら一定方向に素材に十分
湿らす様に拭いて行きます。※作業中のタオルを再度希釈したゼットワンに漬けな
い様にして下さい。

バクテリア分解滅臭剤

灯油、嘔吐などの強烈な臭いを一撃で除去します

2000ml

スプレーボトルで噴霧します。

安心して使えます。

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

カーペット・天井全てに対応できます

柔軟剤配合でレザーやウールのクリーニングに最適
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

内装全てに対応する多目的
クリーナーです。
内装全般:5倍希釈

3785ml ／ 9,900円税込
1000ml ／ 3,300円税込
100ml ／
550円税込

②キレイなタオルをバケツに漬け
て適度に絞り八つ折にします。

安心して使えます。

除菌消臭剤

次亜塩素酸水とは全く違う、除菌・消臭技術を持つウイルス対策用アルカリ洗剤です

①約2Lの水にゼットワンをキャ
ップ3杯（30㏄）で溶きます。

スプレーボトルで噴霧します。

掃く
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18L／ 9,900円税込
4000ml／ 3,300円税込

18L／ 9,900円税込
4000ml／ 3,300円税込

毛取りブラシ

ルークリブラシセット

車内のペットの毛を捕ります

この6本があればルームクリーニングは大丈夫です
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本／ 3,300円税込

1セット／ 3,300円税込

ケルヒャー業務用クリーナーシリーズ
本格的なルームクリーニング作業には、ケルヒャーの機器がオススメです
デモ依頼・価格についてはお問い合わせ下さい。

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。
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2000ml／ 9,900円税込

クリーニング後に臭いの
根源直接に噴霧します。

最後にリンサーですすぎ
仕上げが効果的です。

リンスクリーナー
Puzzi8/1C

スチームクリーナー
SG 4/4

乾湿両用クリーナー
Nt35/1Ap

高圧洗浄機
HD5/8C
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【
拭
く
】

プレミアム

ロングファータオル

サイズ:400㎜×400㎜

高級感のある風合いと手触りを体感してください
470g/㎡という大ボリュームのマイクロファイバーを使用
しており、両面 8㎜の⾧い毛足で、1枚で600mlの抜群の吸
水力!こだわりのエッジレス＆タグレスなので、キズも付
きにくくコーティング施工の最終仕上げに最適です。

マルーン

ショート

ファイバータオル

ミルキィ

12枚入 / 3,960円税込

エッジレス

サイズ:400㎜×400㎜

ストレスフリーの使用感でクルマ以外でも様々な場面で使用できます
表 3㎜裏 2㎜の毛足でしかもエッジレス!軽い使用感を目指して作業がはかどる
様に軽量＆速乾タイプで作られたマイクロファイバータオルです。1枚で350ml
の吸水性で様々な場面で活躍します。

ラベンダー

アイボリー

ピンク

ダーク
オレンジ

カーキ

36枚入 / 3,960円税込

選べる7色

マイクロファイバータオル

ビッグ ファイバータオル

サイズ:400㎜×400㎜

表 6㎜裏 2㎜の毛足のダブルフェイスとこだわりのタグレスで、厳しい検品に
より煩わしい糸くずが出ません。ハイルーフの拭き上げはもちろん、2人がか
りで拭きあげれば一撃で終わります。

拭く

表 6㎜裏 2㎜の毛足のダブルフェイス立体構造により細かな汚れも
しっかりキャッチします。
こだわりのタグレスで、厳しい検品により煩わしい糸くずが出ません。
磨き・コーティング施工での使い分けやお客様への贈答品としても
喜ばれます。抜群の使い勝手を誇り1枚で500mlの吸水性で様々な
場面で活躍します。

オレンジ

ダーク
オレンジ

ネイビー

アイス
グリーン

レッド

ライト
パープル

36枚入 / 3,960円税込 ＠1枚/110円税込

プレミアム

ミックスファータオル

サイズ:1800㎜×690㎜

本当にデカい ハイルーフの洗車後の拭き上げなど威力を発揮します

品質とコストを高い次元で両立しました

イエロー

＠1枚/110円税込

エッジレス

ダーク
オレンジ

1枚 / 1,650円税込
5枚～ / 6,600円税込

ウォータースプライト for GRANITIZE

拭く

レギュラー

＠1枚/330円税込

サイズ:800㎜×600㎜

グラニタイズ（GRANITIZE）が誇る超大型の吸水セームで丈夫かつ⾧持ちします
吸水性が非常に高く、何年使用しても破れず吸水性が持続します。使用後は外干
しでOKです。乾いて生地が硬くなっても使用時に濡らせば柔らかくなります。
新聞紙を広げたくらいの大きさなので、半分にカットして使用する方も多いです。

サイズ:400㎜×400㎜

ディテイリングショップの皆さんの声を製品にフィードバックしました
360g/㎡のマイクロファイバーを使用して使い心地に重点をおき
ました。表 6㎜裏 2㎜の毛足で、1枚で500mlの抜群の吸水力を
もちます。エッジレス＆タグレスなので、キズも付きにくくコー
ティング施工の最終仕上げに最適です。

キャメル
この大きさは他にはありません

PVAクリーン
パープル

ミント

ダークグレイ

サイズ:W350×D380mm

洗車後の拭き上げや内装にも最適
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。

ライム
イエロー
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ウォーム
ホワイト

24枚入 / 3,564円税込 ＠1枚/148円税込

5枚セット／ 3,080円税込

ナノシルバー

使い込むほど馴染んでいきます。

1枚 / 4,620円税込
サイズ:W350×D380mm

拭きムラが消えます 内窓の拭き上げに最適
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。

5枚入 :3,960円税込
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インナー仕切りバケツ

サイズ:300㎜×250㎜

作業着を汚す事もなくハイルーフ車の磨き作業やフィルム施工で使えます
磨き作業の時にコンパウンドやスプレーボトルを挿せるワークエプロン
です。素材は柔らかい合皮レザーで金具の付いていないシンプルさを追
求しました。作業着を汚す事もなくハイルーフ車の磨き作業、フィルム
施工で効率も上がるはずです。
500㏄ボトル・300㏄ボトル・ヘラやスプレーボトルなど何でも挿せる
ので作業者のお好きな様に使えます。
腰紐を付けていますが5㎝の作業ベルトを通せる様にしました。

1枚 / 2,640円税込

素材:ポリプロピレン

色 : 赤／青

洗車と道具の整理が一度にできる、とても便利なバケツです
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!

汚れの干渉を防ぎます。

目盛りとホースホルダー付です。

1個 / 4,950円税込

GTZ スプレーボトル

GTZ ポリッシュボトル

キメの細かい噴霧ができます

キャップの開閉がワンタッチ

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

1本／ 836円税込

プロテクトマスカー

ワーク エプロンA

容量:14L

Hシリーズ

1本／ 396円税込

Sシリーズ

様々な場面で活躍する高品質の日本製養生マスカーです
Sシリーズ
ブルー S100幅
ブルー S150幅
ブルー S200幅
ブルー S250幅
ブルー S300幅
ブルー S500幅
ブルー S1000幅

幅は100mm～1000mm
で、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。
※すべて100m巻きです。

大型ボディーカバークロス

価格
1,815円
2,618円
3,223円
4,400円
5,170円
8,393円
16,940円

Hシリーズ
クリアー S100幅
クリアー S150幅
クリアー S200幅
クリアー S250幅
クリアー S300幅
クリアー S500幅
クリアー S1000幅

価格
2,200円
3,300円
4,290円
5,368円
6,380円
10,593円
21,450円

※表示価格はすべて税込です。

セクシーカバー

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 ※10枚程度のロットでお好きな色で製作も可能です。

ワーク エプロンB

魅せる

コーティングの塗布作業に使えます
ガラス系コーティングを塗布する時に瓶とスポンジを手に持って移動す
るは大変だと思い専用のワークエプロンを作りました。
素材は柔らかい合皮レザーで金具の付いていないシンプルさを追求しま
した。これなら瓶やスポンジを落とす心配も置く場所を探したりする事
もなくなり効率も上がるはずです。
ワークエプロンAと同様に作業者のお好きな様に使えます。腰紐を付け
ていますが5㎝の作業ベルトを通せる様にしました。

1枚 / 1,760円税込

高級車の室内保管にも

素材:ポリエステル帯電防止加工
色 :赤

ハーフサイズも十分使えます!

魅せる

サイズ:160㎜×200㎜

レギュラーサイズ／ 24,200円税込
ハーフサイズ
／ 14,300円税込

レザータイヤカバー
素材に重さがあり静電気や風で舞いません
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

シートカバーC／P

お店のイメージアップにも役立ちます
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。

裏地:メリヤス

730
mm

5㎝幅の作業ベルトを通せます ワークエプロンAとBを一緒に
通せます
（別売）
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作業着を汚す事も無くなります

ペットボトルを挿して水分補給に

730mm

230mm

ラッピングやフィルム施工に

素材:合成レザー

色:赤／グレー

1枚／

3,080円税込

シートカバーC
サイズ1450mm×850mm

1枚／

3,080円税込

シートカバーP
サイズ1450mm×850mm

1枚／

2,200円税込
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G'ZOXプロコートⅡ180

作業も簡単で＋サービスとしてオススメです

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

ガラスの細かなキズ・ウロコを徹底除去
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。

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せます。
１キットで（F3面）で10台分の施
工ができます。

施工キット／22,000円税込

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。

H-2 水性シリコンワックス

GTZ T-7スーパータイヤワックス

内装にも外装にも使える水性の艶出し剤です

グラニタイズプロフェッショナルシリーズ

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。

拓ける

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。

施工キット／ 8,250円税込
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ロイヤル

GTZ T-9 バンパーシャイン

レザー・ダッシュボードの保護・艶出しに最適

無塗装のPPバンパーやタイヤワックスに効果的

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。

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。

478ml／ 9,020円税込

478ml／ 2,860円税込

パーツ用コーティング剤
ホイール&メッキモール コート
優れた防汚性・耐候性・耐
久性・光沢性を発揮し、⾧
期間美しい仕上りが持続し
ます。水洗いだけで汚れが
落とせるので日頃のメンテ
ナンスも簡単です。

クリーンXG

施工キット／ 18,700円税込

3785ml／ 16,830円税込

GTZ VPC16レザープロテクター

50ml／ 5,400円税込

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。

シリコン油性の保護艶出し剤です。
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、テカリの無い新品
のような艶が出ます。

18L／13,200円税込
4000ml／ 3,850円税込

300ml／2,750円税込

ロイヤル

100ml ／ 3,300円税込
400ml ／ 9,900円税込
1000ml ／22,000円税込

艶出し剤

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20mlもあります。

油膜取り剤

手磨きでもランダムサンダーで
もどちらでもOKです。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。

100g／2,640円税込

ワイパービビリ防止剤

20ml／1,980円税込

ウォータースポット除去に最適です
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。

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。

G'ZOXプライムビュー

施工キット／6,050円税込

欧州車のガラス撥水加工のビビリ防止に効果的

ガラススケールオフ

高価格帯の撥水コーティング剤としてオススメです

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。

G'ZOXワイパー（欧州車）

ガラセリウム

未塗装樹脂コート

ナノハード
白化、色褪せした未塗装の樹
脂パーツに塗るだけで新品時
の光沢感を復活させるガラス
系高硬度コーティング剤です。
耐久性・耐候性:6ヶ月～1年
耐熱性:300℃

75ml／ 3,300円税込

ライト用クリーナー&コート
新車時の未塗装樹脂パーツに
塗ることで、白化・色褪せを
⾧期化防止し、濃色効果を付
与することができるガラス系
高硬度コーティング剤です。

6ml／ 3,300円税込

拓ける

【
拓
け
る
】

テけク
ムでリ
になア
なくな
っ安ガ
て全ラ
いなス
まドは
すラ、
。イク
ブル
のマ
為を
に引
必き
要立
なて
アる
イだ

白化・色褪せ・黄ばんだ
パーツを復活させ、強靭な
ガラス系コーティング効果
でパーツの再劣化を防止し、
⾧期間にわたって保護します。

50ml／ 6,600円税込
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諦めていたルーフライニング剥がれの補修ができます
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
好きな色のクロスを4ｍでお選び頂け
ます。垂れ・剥がれの修復はもちろ
んの事、色変えなどのカスタマイズ
も可能なのでレザーやクロスなどの
インテリアリペアを施工されている
方も追加アイテムとして最適です。

プロが辿り着くウィンドシールドリペアキット 仕上がりの良さが違います
ZOOM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特別なウィンド
シールドリペアキットで、このセット内容だけで50ヶ所以上のウィンドリペアが
施工可能です。

様々な素材（レザー・合皮・プラスティック）に対応でき、導入して直ぐに始め
られるフルキットです。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
たキットです。

キット内容

◆ZOOMインジェクター
◆ZOOMインジェクタースタンド
◆2020クリアーレジン15㎖
◆ピットフィラー 15㎖
◆プローブ4
◆プローブ6
◆刷毛ブラシ
◆ピットポリッシュ
◆サクションカップシーラント
◆インジェクターシールリューブ

マニュアル書・施工動画付キット／@418,000円税込
施工のクオリティを向上させるアイテムを同梱しています。
シボ模様型押しパッド10枚セット

より自然な仕上がり…より緻密なクオリティ…可能にします。

パテで埋めた後をより自然な仕上がりにできます
合皮のシボ目については、10 種類のシボ目の
型パッドが入っていますので、近似のシボ目で型
を押した後に塗装する事で目立たなくする事が
できます。

シボ目の粗さは3種類から選べて、材質
はステンレスの電鋳造で、耐久性があり
何度も使用できます。

立体感のある自然な風合い
を再現する事ができます。

クロスリペアキット

MF02CR

51色

クロスリペアmonoキット

※キット内容については事情により変更になる場合がございます。

アメリカで20年以上、シェアNo,1を誇る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
た豊富な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なのです。

マニュアル書付

1キット／275,000円税込

インテリアリペア講習会

9色

3種類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。

蘇る
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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!

技術講習会のご案内

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です。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。

シートや天井の
タバコのコゲ跡、
カーペットも
大丈夫です!

◆インジェクター各種予備パッキン1個
◆レザーブレード10枚
◆ピットフィルム 10枚
◆12000番手ペーパー 5枚
◆ダストパン
◆USB充電式ドリルチャージャー
◆ドリルビットFG2 2本
◆電池式UVランプ（単4×3本）
◆作業ミラー
◆クリーニングブラシ
◆作業マニュアル書

パテで埋めた後にヒートガンなどで熱を加えてシボ模様型押しパッドの加圧して転写させます。

布シートやカーペット等のコゲ痕の補修ができます

クロスリペアFullキット

1キット／198,000円税込

ウィンドシールドリペアキット

MF01LR

3枚セット

クロス生地は１m単位で発注できま
す。また、16種類のサンプル以外の
色や材質なども取り寄せ可能です。

剥がれ落ちた天井や弛んだクロスも張り替え可能です。

マニュアル書・施工動画付

レザーシートはもちろん、インテリアの様々な補修ができます

テクスチャーシート

MF03RL

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!

ベージュ3色グレー3色ブラック3色の入ったエ
コノミーキットですが、必要なツールはもちろ
ん取扱説明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。

マニュアル書・施工動画付
Fullキット／ @99,000円税込
monoキット／ @66,000円税込

インテリアリペアキット購入者コース（1～2日）
MF01LRレザー＆プラスティックリペアキット、MF02CRクロスリペア
キット MF03ルーフライニングキットを購入された方を対象にした
コースです。出張での講習も可能です。

受講費:1日／66000円税込

1社につき～2名

カーディテイリング技術講習会
磨き＆コーティング ／ ルームクリーニング ／ カーフィルム
カーディテイリングビジネスをお考えの方（事業者・新規開業など）磨き・コーティング施工にかかわる技術と知識を実践
に即した内容で講習します。また、施工技術だけなく施工価格の設定などの座学も用意されており、講習後のフォローも万
全です。希望の講習内容・日程・購入部材等の打ち合わせを行いお見積りを提示します。

受講費:別途お見積り

講習内容・日程:お打ち合わせ

蘇る

レザーリペアキット

【
蘇
る
】

ルーフライニング張替えキット

カーディテイリングビジネスは、
これからが本番です!
これまでのオートアフターマーケットは、
「マイナスをゼロに戻す」故障や損傷したクルマを新
車に近い状態に戻すビジネスが中心でした。
しかし、コロナ禍を経て人々のクルマに対する価値観
は大きく変化しました。これからの時代は「ゼロをプ
ラスにする」つまり、人に感動や共感を得る事ができ
るカーディテイリングビジネスをいかに提案できるか
が鍵になっていくと思われます。

ご注文について
平日（月-金）
TEL

9:00-18:00

044-431-0390

Profile: 宮﨑 慎也

URL

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全国から100名を超える業
界関係者の方々が参加されていました。10回目となる2020年は、新型コロナウィルス感染拡大により開催中
止も考えましたが「コロナ禍だからこそ新しい試みができるはず」と思いなおし、新しい試みとしてSNSライ
ブ配信（無観客セミナー）に挑戦し何とか開催を継続する事ができました。
おかげで全国から多くの反響を頂き、大きな収穫を得る事ができました。これからコロナ過を経て、またリア
ル開催を目指していますのでその時は、更に面白い企画を用意して皆さまのお越しをお待ちしております。

http://www.earthnoal.com
公式サイト

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330円税込を頂きます。

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。

送料負担について
福山通運（通常配送）

ヤマト運輸

北海道

エリア

990円

1,320円

北東北（青森・秋田・岩手）

770円

1,100円

南東北（宮城・山形・福島）
関東・甲信越・中部・北陸

webミーティングを活用し業界の重鎮
にもゲスト参加して頂きました。

044-431-0393

当社に在庫がある場合15時までにご連絡頂ければ当日発送できます。

コロナ禍でも開催し続けた「カーディテイ
リングセミナー＆ガレージセール」とは?

業界の先駆者を招いての討論会も企画
し大きな注目を集めました。

FAX

出展メーカーも新しい拡販ツールと
して理解を示してくれました。

660円

990円
880円

関西

770円

990円

中国・四国

880円

1,100円

九州

990円

1,320円

沖縄

別途お見積り

別途お見積り
※全て税込価格です。

◆重量が15㎏以上や荷箱の3辺の⾧さが140㎝以上については1個につき送料とは別にプラス550円税込
※例えば…
青森県のお客様にS-4オートシャンプー19L×3本とテイトコーティング施工キット×1セットのご注文の場合
S-4オートシャンプー19L×3本 （770円＋550円）×3式＝ 3,960円税込
テイトガラスコーティング施工キット×1式 （770円）×1式 ＝
770円税込
送料合計＝ 4,730円税込になります。
◆カーフィルムやメーカー直送品については、実費になります。

今では、SNS配信を定期的に行い様々
なゲストとカーディテイリングビジネ
スについて語り合います。
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当セミナーは、多くの人たちの交流の
場としても活用されていたので是非リ
アル開催を復活させたいです。

SNS配信で唯一残念だったのは毎年行
われる商材争奪ジャンケン大会ができ
ない事でした。

返品・交換方法について
返品・交換については商品到着後7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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