
FOR BIKE GREASE

プロに認められた品質
信頼のブランド ワコーズ

本カタログの商品の仕様、規格、内容、価格、廃番など予告なしに変更する場合がありますので御了承ください。
商品カタログ　CNT-22　品番８８００

A 0465-48-2211 D 0465-48-3351
http://www.wako-chemical.co.jp

本社　神奈川県小田原市南鴨宮1‐1‐1

●お問合せ先
本社：ISO14001認証取得

EMS 512366/ISO 14001:2004

S-FV スーパーフォアビークル QR クイックリフレッシュ

CLB クーラントブースター

F-1 フューエルワン PMP プレミアムパワー

PAC-R パワーエアコンレボリューションA/C

振らないでください

混合用フォークオイル
FK-01：ソフト、FK-10：ミディアム、FK-20：ハード
●シンセティックオイル配合ベース。せん断安定性・
　酸化安定性・耐摩耗性・消泡性に優れる
●混合して好みの硬さに調整できる

FK　フォークオイル

2CT/V2R　ツーシーティー／ブイツーアール
2CT【Full Synthetic　JASO:FC】
●排気煙が少なく、優れた清浄性で燃焼室・排気バルブの
　汚れを防止
V2R【Full Synthetic　分離混合兼用2サイクルオイル】
●モータースポーツで使用のミニバイク、
　スノーモービル等に最適

HMG-U　ハイマルチグリース

MPG　マルチパーパスグリース

CHL　チェーンルブ
浸透性チェーン用防錆潤滑剤
●強い付着性で薄い被膜が密着。低フリクションと高い
　耐久性・飛散防止性能を実現
●油溶解性に優れ、残った油汚れを除去し潤滑被膜を形成
●水置換性能を有し、洗車後の濡れた状態でも使用可能

容量/荷姿
販売価格 1,680円（本体価格1,600円）/本

180mℓ/12入りA310CHL

容量/荷姿 販売価格 1,995円（本体価格1,900円）/本500㎖/12入りT500FK-01
容量/荷姿 販売価格 3,255円（本体価格3,100円）/本1ℓ/10入りT530FK-10
容量/荷姿 販売価格 1,890円（本体価格1,800円）/本500㎖/12入りT520FK-20

容量/荷姿 販売価格 2,520円（本体価格2,400円）/本1ℓ/20入りE5012CT
容量/荷姿 販売価格 1,575円（本体価格1,500円）/本500㎖/12入りE5022CT
容量/荷姿 販売価格 1,890円（本体価格1,800円）/本500㎖/12入りE551V2R

容量/荷姿
販売価格

400g/50入り

容量/荷姿
販売価格

16kg

容量/荷姿
販売価格

400g/50入り

容量/荷姿
販売価格

16kg

ウレア系高温・高荷重用多目的グリース

リチウムコンプレックス耐熱・極圧多目的グリース

■SMG　スーパーマルチグリース
容量/荷姿 販売価格370g/20入り 2,625円 2,500円）（本体価格 /370g

■BLG-U　ブルーグリース
容量/荷姿 販売価格400g/50入り 1,260円 /400g（本体価格 1,200円）

■BMG-U　ブームグリース
容量/荷姿 販売価格400g/20入り
容量/荷姿 販売価格16kg

1,260円
45,150円

/400g
/16kg

（本体価格
（本体価格 43,000円）

1,200円）

■LCG-MO　ルブコールグリースMO
容量/荷姿 販売価格400g/20入り
容量/荷姿 販売価格16kg

1,365円
37,800円

/400g
/16kg（本体価格

（本体価格
36,000円）

1,300円）

■LCG-EP　ルブコールグリースEP
容量/荷姿 販売価格400g/20入り
容量/荷姿 販売価格16kg

840円
21,000円 /16kg

/400g
（本体価格
（本体価格

20,000円）
800円）

■LCG　ルブコールグリース
容量/荷姿 販売価格16kg 18,900円 /16kg（本体価格 18,000円）

■MOG-L　モリブデングリースL
容量/荷姿 販売価格400g/30入り
容量/荷姿 販売価格16kg

735円
17,850円

/400g
/16kg（本体価格

（本体価格
17,000円）

700円）

75,600円 72,000円）（本体価格 /16kg

2,100円 2,000円）（本体価格 /400g

1,890円 1,800円）（本体価格 /400g

68,250円 65,000円）（本体価格 /16kg

ラジエーター

よく振ってください 逆さでの噴射ができます

燃料系 トータルメンテナンスブレーキ潤滑系エアゾール ステアリング

ハンドクリーナー エアコンボディケア

エンジンＡＴＦ ギヤーオイル洗浄系エアゾール

リキッド・セラミックス・テクノロジー採用エンジン性能向上剤
●強力な清浄分散性能でエンジン内部をクリーンに保つ
●耐熱性・潤滑性に優れ、部品の摩耗や異音を減少させる
●エンジンオイルの寿命を延長する
●ガソリン・ディーゼル兼用
※添加量：オイル量3～6ℓに1本使用

容量/荷姿
販売価格 2,835円（本体価格2,700円）/本

350㎖/24入りE131S-FV

EP エコカープラス

低粘度油指定車専用エンジン保護剤
●オーガニックFM剤の摩擦低減効果により低温から高温まで
　幅広い温度域でエンジン内部を保護
●成分が金属表面に吸着し、油膜が不足しがちな始動時に
　エンジン各部の摩耗を低減
●ガソリン・ディーゼル兼用
※添加量：オイル量2～4ℓに1本使用

容量/荷姿
販売価格 1,890円（本体価格1,800円）/本

100mℓ/12入りE160EP

エンジン機能回復剤
●非ニュートン性能と耐熱性・潤滑性の両立
●摩耗部分に作用し、コンプレッションや潤滑性を回復させる
●各部シールからのオイルのにじみを防止する
●メカニカルノイズを抑制する
※添加量：オイル量3～6ℓに1本使用

容量/荷姿
販売価格 5,250円（本体価格5,000円）/本

300㎖/12入りQR E140

SKW シェイクワックス

二相式リキッドワックス
（全塗装色用）
●最高級天然カルバナロウとデュポン社製ZONYL配合で、
　深みのある光沢を実現
●塗りやすく拭き取りやすいので作業が簡単

容量/荷姿
販売価格 2,100円（本体価格2,000円）/本

380㎖/12入りW303SKW

QW クイックワックス

水アカ取りワックス
●水垢・塗装ミスト・タール・酸化被膜を素早く除去する
●垂れにくくて拭き取りやすく、拭き取り時の粉が少なく作業性が良い
●強いポリマー被膜が優れた傷消し・撥水効果を発揮
●飛び散りにくくポリッシャー（スポンジバフ）作業に最適

容量/荷姿
販売価格 2,520円（本体価格2,400円）/本

680㎖/12入りW202QW

VAC バリアスコート

プラスチック・塗装・金属の洗浄・保護・コーティング剤
●ハイブリッドポリマーで樹脂・塗装・金属全般の洗浄・
　保護艶出し
●中性でコンパウンド未使用なので樹脂にも安心
●洗車後の濡れた状態でも使用できる
●耐熱性・耐久性・撥水性に優れる

A141VAC 300㎖/12入り（クロス入りパッケージ）
3,150円（本体価格3,000円）/箱

容量/荷姿
販売価格

SH-R スーパーハード

未塗装樹脂用耐久コーティング剤
●あらゆる未塗装樹脂にガラス状硬質被膜を形成し、
　蘇らせる
●耐久性・耐候性に優れ、6～12ヶ月間光沢が持続する
●耐熱性に優れ、エンジンヘッドカバー・サイレンサー等に
　使用できる
※天気の悪い日の使用は避けること　　
※塗布後24時間以内に雨や水がかからないように注意

W150SH-R
6,300円（本体価格6,000円）/箱
150㎖/6入り（スポンジ入りパッケージ）容量/荷姿

販売価格

LLC性能復活剤
●冷却水の防錆・防食・消泡性能を復活させる
●ラジエーター・エンジンの材質に係らず使用できる
●長寿命クーラントの補充に最適
●エア抜き等時間がかかる困難な作業を短縮する

容量/荷姿
販売価格 1,680円（本体価格1,600円）/本

300㎖/24入りR140CLB 

EPS エンジンパワーシールド

容量/荷姿
販売価格 2,940円（本体価格2,800円）/本

280㎖/12入りEPS E171

オイル上がり・オイル下がり・オイル漏れ防止剤
●硬化したシールを膨潤させ、オイルの漏れ・にじみを防止
●ダイラタント流体ポリマーを採用し、摺動部に強力な油膜を形成
●油膜を厚くしてオイル上がり・オイル下がりを防止
●リキッドセラミックステクノロジーを採用し、
　オイル性能を総合的に向上

省燃費系燃料添加剤
●燃焼を最適化し、燃焼効率を向上。排出ガスをクリーン化
●加速性・アクセルレスポンス（パワー＆トルク）を向上させる
●燃費を改善し、CO2を削減
●ディーゼル黒煙を大幅に低減
添加量：燃料30～60ℓに1本を使用。
燃料が30ℓ未満の場合は、1%を超えないように添加してください。

容量/荷姿
販売価格 1,680円（本体価格1,600円）/本

250㎖/24入りF160PMP 

カーエアコン用潤滑添加剤
●パワーロスを低減し燃費を改善
●静粛性・シール性・耐久性向上とガス漏れ等のトラブルを予防
●清浄分散性に優れ、目詰まりの予防と冷房効率をアップ
※絶縁性オイル指定のハイブリッド車には使用不可

容量/荷姿
販売価格 オープン価格

28㎖/24入りA051PAC-R

容量/荷姿
販売価格 1,680円（本体価格1,600円）/本

300㎖/24入りF112F-1

清浄系燃料添加剤
●燃焼室・吸排気系バルブ・インジェクター等の汚れを除去
●燃料の酸化劣化を抑制
●燃料タンク内の錆・腐食を抑制
●ガソリン・ディーゼル兼用
添加量：燃料30～60ℓに1本を使用。
燃料が30ℓ未満の場合は、1%を超えないように添加してください。

ECP eクリーンプラス

容量/荷姿
販売価格 1,890円（本体価格1,800円）/本

100㎖/24入りE170ECP

遅効性エンジン内部洗浄剤
●エンジンオイルに添加するだけで、走行しながらエンジン内部を洗浄する　
●分散性能に特化しており、時間をかけて安全に洗浄ができる　
●ワコーズエンジンオイル添加剤との併用が可能
●ガソリン・ディーゼル兼用
※当社エンジンオイル添加剤以外との併用は
　お控えください。

S-FD スーパーフォアディーゼル

ディーゼルエンジン機能回復剤
●コンプレッションを高め、エンジン出力を回復
●過走行車のオイル上がりを防止し、オイル消費を抑制
●燃料希釈による粘度低下を抑制
●燃焼効率を改善し、排出ガスをクリーン化
※ディーゼル専用

容量/荷姿
販売価格 2,310円（本体価格2,200円）/本

300㎖/24入りE123S-FD

AT-P ATプラス

容量/荷姿
販売価格 4,200円（本体価格4,000円）/本

150㎖/12入りG162AT-P

変速フィーリング向上剤
●ATのトルク伝達力を向上
●ATF劣化による摩擦係数の低下を補う
●優れた消泡性能で油温上昇を抑制
●AT内部を走りながらクリーニング

QS クイックシャンプー

業務用撥水コーティング兼用カーシャンプー（PRTR法非該当）
●ボディの洗浄と同時に撥水コーティングができる
●泡の力で塗装面に付いた汚れやホコリを包み込むので
　ボディを傷つけにくい
●撥水被膜が塗装面にツヤを与え汚れの付着を防ぐ
●10倍～20倍に希釈でき経済的

容 量
販売価格 オープン価格

10ℓW400QS

HC-K ハードコート復元キット

ヘッドライト用下地処理＆コート剤
●ベース処理剤がヘッドライトの黄ばみやくすみを素早く除去
●コート剤がヘッドライトカバー表面にガラス状の硬質被膜を
　形成し表面を長期的に保護
●短時間で簡単に作業できる

荷 姿
販売価格

セット内容：ベース処理剤、コート剤、
研磨用パッド、塗布用スポンジ、施工手順書

オープン価格
12入りV340HC-K

CHA-C　チェーンクリーナー
非乾燥系洗浄剤
●チェーン・パーツ類の頑固な油・グリース汚れを素早く洗浄する
●シールチェーンのゴムを痛めない
●防錆剤配合で、洗浄後の錆を抑制する
●乾燥しないため、少量で洗浄できる

容量/荷姿
販売価格 1,575円（本体価格1,500円）/本

330㎖/12入りA179CHA-C

ガス抜きキャップ付 360℃噴射OK環境配慮
PATS パワステ＆ATシールコート

パワステフルード・ATF用添加剤
●Ｏリングを膨潤させ、フルードのにじみや漏れを防止する
●AT内部のシールを復元し、内部リークを止める
●キャビテーションやオイル酸化を防止する
※添加量：オイル量の5%

容量/荷姿
販売価格 3,150円（本体価格3,000円）/本

350㎖/24入りG132PATS


