INTERIOR
ENGINE
DRIVE TRAIN
SUSPENSION
ELECTRIC

￥2,800

￥2,800

20W-60 SM/CF。走行距離の多いミニや
ハードな走行するミニに最適。

15W-40 SM/CF。エンジンだけでなく、
ミッション構造を考え開発された専用オイ
ル。

EPL がミニのために開発した専用オイル。
10W-40、20W-50 を用意。

完全合成油。レーシングカーに最適。F1
やル・マンカーでも使用されている。フラ
ンス製。

完全合成油。レーシングカーに最適。デル
タみどりがめも使用。F1 やル・マンでも
使用されている。フランス製。

東洋システム
TEL.0561-63-7727

東洋システム
TEL.0561-63-7727

キングスロード本店
TEL.072-338-3232

ミニデルタ
TEL.06-6333-7400

ミニデルタ
TEL.06-6333-7400

TR タフツーリング TR40（20W-40）

オリジナル・エンジンオイル 15W-40MT用 5L

オリジナル・エンジンオイル 15W-50MT用 5L

ヒロコ 15W-50 クラシックオイル

レスポミニ AT

￥6,800

￥6,800

￥1,995

￥9,450

￥2,310（1L）

AT 用

MT 用

クラシックカーなど各部のクリアランスの
広いエンジンに適したオイル。熱ダレに強
く、一般道からサーキットまで高い性能を
発揮。

ミネラルオイルをベースに AT に合った添
加剤を入れた専用オイル。シフトショック
を減らしエンジン音も静かになります。

ミネラルオイルをベースに MT に合った添
加剤を入れた専用オイル。ギアの入りをス
ムーズにしトルク感も増しエンジン音も静
かです。

スムーズさとトルクアップを体感できるオ
イル。特に MT 車のシフトのスムーズさは
特筆モノ。

15W-45 SM/CF。エンジン・オートマの
潤滑性能を高次元で両立さえたミニ AT 専
用オイル。

和光ケミカル
TEL.0465-48-2211

セブンカーズ
TEL.0568-73-7160

セブンカーズ
TEL.0568-73-7160

DAVID
TEL.03-3306-2343

東洋システム
TEL.0561-63-7727

カストロール クラシックオイル 20W-50 1L

カストロール モータースポーツオイル
EDGE 10W-60 4L

TR トリプルアール TR50（15W-50）

TR トリプルアール TR40（10W-40）

TR タフツーリング TR50（25W-50）

￥1,680

￥12,600

￥2,730（1L）

￥2,730（1L）

￥2,310（1L）

優れたレスポンス性能を維持しながら高い
耐熱ダレ性能を実現。一般道からサーキッ
トまですべてのフィールドで高性能を発
揮。

優れたレスポンス性能を維持しながら高い
耐熱ダレ性能を実現。一般道からサーキッ
トまですべてのフィールドで高性能を発
揮。

クラシックカーなど各部のクリアランスの
広いエンジンに適したオイル。熱ダレに強
く、一般道からサーキットまで高い性能を
発揮。

タートルトレーディング
TEL.04-2946-5611

タートルトレーディング
TEL.04-2946-5611

和光ケミカル
TEL.0465-48-2211

和光ケミカル
TEL.0465-48-2211

和光ケミカル
TEL.0465-48-2211

SU ダンパーオイル

カストロール R40レーシングオイル 4リットル

カストロールクラシック オイル XXL40

カストロールクラシック オイル XL30

カストロールクラシック オイル5L 20W/50

￥14,700

￥7,875

￥7,875

￥7,875

￥1,995

オイル漏れが気になるエンジンや、ピスト
ンクリアランスが大きめのエンジンにオス
スメのオイル。

ピストンクリアランスの大きなエンジンや
オイル漏れが気になるエンジンに最適なオ
イル。

旧車に最適なエンジンオイル。マルチグ
レード 20W-50。

タートルトレーディング
TEL.04-2946-5611

タートルトレーディング
TEL.04-2946-5611

タートルトレーディング
TEL.04-2946-5611

タートルトレーディング
TEL.04-2946-5611

タートルトレーディング
TEL.04-2946-5611

リキモリ セラテック

リキモリ MOS2 ANTI-FRICTION

リキモリ ビスコプラス

リキモリ オイルスモークストップ

SUキャブ ダンパーオイル

￥6,720

￥1,785

￥1,575

￥1,575

￥840

SU キャブレター用

ハイテクセラミックのエンジン摩耗保護
剤。出力向上や燃費向上の効果が期待でき
る。

MOS2 によりエンジンオイルの性能を向上
させローフリクション、摩擦保護性が向上
する。

オイルの粘度を安定した状態に保ち、オイ
ルの消費量を削減する。

オイルの粘度を安定した状態に保ち、オイ
ルの消費量を大幅に軽減させる。

SU キャブのメンテナンス時に必要なダン
パーオイル。劣化が進むとアイドリング時
や雨天時のエンジン不調の原因になる。

B.M.C SERVICE
TEL.087-885-4451

B.M.C SERVICE
TEL.087-885-4451

B.M.C SERVICE
TEL.087-885-4451

B.M.C SERVICE
TEL.087-885-4451

ミニデルタ
TEL.06-6333-7400

商品の金額は参考価格です。為替などの影響により価格は変動しますので、ご購入の際の目安とお考えください。
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高回転域のレース用エンジンに開発された
高性能オイル。

［ケミカル］

GOODS

SU キャブレター専用のダンパーオイル。
125Cc。

CHEMICAL

CHEMICAL

カストロール モータースポーツオイル
100％化学合成 10W-60。

WHEEL

カストロール クラシック 1L ボトル。

ELECTRIC

WHEEL

￥9,450

モービル1オイル 5W-50

SUSPENSION

CHEMICAL

￥8,600

モービルSオイル 5W-40

DRIVE TRAIN

GOODS

￥8,600

EPL ハイクオリティーオイル

ENGINE

Special
Shop Guide

レスポミニ 15W-40

INTERIOR

149

レスポミニ 20W-60

EXTERIOR

EXTERIOR

CHEMICAL

classic minimagazine parts catalog & Special Shop Guide

148

￥2,100

レプトンスピード レーシングKIT

レプトン グラビトン C-1

リキモリ バルブクリーン

リキモリ フューエルプロテクト

リキモリ インジェクションクリーナー

リキモリ レッドサブスチュート

リキモリ ガソリンスタビライザー

￥99,750

￥49,350

￥1,470

￥1,995

￥1,680

￥2,520

￥2,415

グラビトンの超強力タイプ。即効性を発揮、
レースから大排気量車まで使用できる。

燃費向上、トルク UP、排ガスの減少等、
また、車体や足廻りにも効果を発揮。

インテークバルブをクリーンに保つことで
エンジン性能の向上などの効果が期待でき
る。

水及び水質汚染からガソリン燃焼系統を保
護しサビ、
摩耗等を防止する。キャブレター
の氷結防止。

インジェクションシステム全体をクリーニ
ング。アイドリングがスムーズになる。

有鉛ガソリンを必要としていた時のガソリ
ン用添加剤。硬化処理されていないバルブ
シートの保護。

クラシックカーなど特に長期間にわたり使
用してない車両の有効。燃料の酸化や経年
劣化を防ぐ。

ミニデルタ
TEL.06-6333-7400

ミニデルタ
TEL.06-6333-7400

ミニデルタ
TEL.06-6333-7400

スズキスピード
TEL.042-951-7200

スズキスピード
TEL.042-951-7200

B.M.C SERVICE
TEL.087-885-4451

B.M.C SERVICE
TEL.087-885-4451

B.M.C SERVICE
TEL.087-885-4451

B.M.C SERVICE
TEL.087-885-4451

B.M.C SERVICE
TEL.087-885-4451

ブレーキ&クラッチフルード DOT4 1L

ブレーキ&クラッチフルード DOT4 500ml

ルーカスブレーキオイル DOT4-20L

ブレーキオイル

ハイパフォーマンスブレーキフルード

レスポ マシンスプレー 430ATI

レスポ パワーコンプレッサーオイル HFC-134a

レスポ ブレーキフルード ルマン DOT5

レスポ VINTAGE

レスポ EMD

￥2,625

￥1,575

￥27,300

￥1,890

￥2,100

￥3,150

￥2,800

￥3,990

￥3,990

市街地走行から競技まで、ごく一般的なブ
レーキ＆クラッチオイル。500ml サイズ。

工場用ブレーキオイル DOT4。40 リット
ル入りでお買い得品。

あると便利なブレーキオイル補充液。持ち
運びにちょうど良い 500ml サイズ。

IDI 製で DOT 規格に拘らない設計から、
サーキットでの使用に的を絞っている。

粘弾性強力油膜形成剤「レスポ」とナノ球
状チタン「レスポチタン」を使用した高性
能潤滑スプレー。

エアコン作動時のパワーダウンと燃費悪化
を軽減する。HFC-134a 用。

DOT5.1。DOT5 以上の性能と DOT4 以上
の耐吸湿性を実現。レースからストリート
まで使用できる。

走行距離の多い車に最適な粘弾性のオイル
性能向上剤。古いエンジンが蘇る。

エンジンおよびギアオイルに適量ブレンド
するだけで、かんたんに粘弾性オイルに改
質する。

タートルトレーディング
TEL.04-2946-5611

タートルトレーディング
TEL.04-2946-5611

タートルトレーディング
TEL.04-2946-5611

キングスロード名古屋北店
TEL.0568-71-5905

B.M.C SERVICE
TEL.087-885-4451

東洋システム
TEL.0561-63-7727

東洋システム
TEL.0561-63-7727

東洋システム
TEL.0561-63-7727

東洋システム
TEL.0561-63-7727

東洋システム
TEL.0561-63-7727

Copper Paste

クーラント補充液

パワーアップクーラント 4L

AP ブレーキフルード 1L DOT5.1

ブレーキ&クラッチフルード DOT5 250ml

LS（SP）

LS（500）

EPL PL-220S

EPL PL-500

エンジンオイル添加剤 MOLY1

￥2,310

￥1,680

￥8,800

￥3,360

￥945

￥2,310

￥15,750

￥1,890

ABS ブレーキシステムに対応。鉱物油使用
と指定以外の全車両に適する。
250mlサイズ。

LS500 の性能をさらに高め、旧車、多走
行車、レーシングなどにオススメ。夏の高
温時にも威力を発揮。

エンジン、キャブ、スロットル、煙料ポン
プなどの長寿命化を目的とした燃料添加
剤。ガソリンタンクのサビ防止効果もあり。

インジェクターに吹き付けることで、ミッ
ション、エンジン内の金属表面の凸凹をな
だらかにする効果があり、加速や燃費が向
上する効果が期待できる。

オイルに添加することで、ミッション、エ
ンジン内の金属表面の凸凹をなだらかにす
る効果があり、加速や燃費が向上する効果
が期待できる。

モリスピードをより微粒子にした有機モリ
ブデン化合物配合。ミッションの磨耗を防
ぐ。チューニングミニに最適。

B.M.C SERVICE
TEL.087-885-4451

キングスロード名古屋北店
TEL.0568-71-5905

セブンカーズ
TEL.0568-73-7160

タートルトレーディング
TEL.04-2946-5611

タートルトレーディング
TEL.04-2946-5611

ピカデリーハウス
TEL.0586-51-1181

ピカデリーハウス
TEL.0586-51-1181

キングスロード本店
TEL.072-338-3232

キングスロード本店
TEL.072-338-3232

ミニデルタ
TEL.06-6333-7400

レスポ タンクインクリーナー

リキモリ スピードテック ガソリン

ウルト ロフト オフ プラス

ウルト ロフト オフ アイス

グリスチューブ

マイクロロン メタルトリートメントリキッド

ミニビタン EX

オイル強化剤 ハイパールブ 1L

スーパー ATF 強化添加剤

Pro-Tec XEP-17 PLUS 250cc

￥1,890

￥2,415

￥1,260

￥2,940

￥525

￥10,500

￥2,415

￥4,800

￥3,150
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燃焼効果を上げることで初期加速、アクセル
レスポンスを向上させることを可能にする。

高い浸透性、有機モリブデンを配合するこ
とで潤滑性能と錆溶解性が向上し錆び付い
たネジを強力に外す

強力冷却効果により、錆びついたネジをゆ
るませる。旧車のメンテナンスに必需品。

指定のグリスガンを使用し、手を汚すこと
なくかんたんにグリスの交換が可能。

最高級のエンジン・ミッションの保護剤で
す。ベストコンディションを維持し、寿命
を延ばします。

エンジンオイルの潤滑パワーアップは勿
論、マニュアルミッションのギヤやベアリ
ングにも保護効果大。全ての自動車の延命
に最適。

ミニを元気にするオイル強化剤！金属に油
膜を作りシフトチェンジもスムーズに、シ
フトショックも少なくなる。MT・AT 使用
可能。

AT 車専用のミッション添加剤。変速ショッ
クの低減、加速性能向上、メカノイズ減少、
スベリはじめの回復など。

摩擦熱を利用し、エンジン内部の金属表面
を平滑にすることで、アクセルレスポンス
やトルク感を向上。

東洋システム
0561-63-7727

B.M.C SERVICE
TEL.087-885-4451

スズキスピード
TEL.042-951-7200

スズキスピード
TEL.042-951-7200

タートルトレーディング
TEL.04-2946-5611

協和興材
TEL.03-3929-8581

ディンキー・インコーポレーション
TEL.053-461-6132

セブンカーズ
TEL.0568-73-7160

ケントガレージ
TEL.0559-24-3298

オートリファイン
TEL.045-920-1223

ポリラック クロス

ポリラック

ウルト ウインドスクリーン クリーナー

BWA 輸入車専用ウインドウォッシャー

レスポ オールマイティ洗浄スプレー

スーパーゾイル

オリジナル クーラント添加剤

オリジナル ガソリン添加剤

マイクロロン エアコンディショナー フィックス

マイクロロン XA

￥1,890

￥6,300

￥735

￥1,575

￥10,290

￥3,000

￥3,150

￥8,400（工賃別）エアコン装着車

￥19,950

￥2,499

ポリラックとの組み合わせで相乗効果を発
揮。このクロスで水洗いするだけで、虫の
死骸や鳥糞、排ガス等の汚れも落とす。

汚れ落しからボディーコーティングまでこ
れ一本で OK ！塗って拭き取るのかんたん
施行。輝きと保護効果は抜群の優れもの。

強力ウインドウウォッシャー液。希釈タイプ。

ボディに液染跡が残りにくい液色と環境に
良いエタノールを主成分にしたウォッ
シャー液。マイナス 30℃まで使用可能。

ゴムや樹脂、シール類、塗装面を侵さず、
油やグリスなどの汚れを強力に溶解、洗浄
する。

金属表面改質剤。滑らかで摩擦の少ない壁
面を再形成する。テフロンなどの固形質を
含まないため、AT にも OK。

分子細分化と磁気処理により、冬の暖気時
間の短縮、夏季の水温低下、エンジンノイ
ズの低減に効果を発揮。防錆効果もアップ。

燃料混合専用オイル。ピストンのカーボン
除去・排ガスクリーン・コンプレッション
向上によるパワーアップ・燃料ポンプの潤
滑保護。

エアコン作動時のエンジンに対する負担を
軽減。又、冷房能力もアップ。

エンジン・ミッションの保護剤です。レギュ
ラータイプより速効性・防錆・耐熱性がさ
らに強化されている。

キングスロード名古屋北店
TEL.0568-71-5905

キングスロード名古屋北店
TEL.0568-71-5905

スズキスピード
TEL.042-951-7200

オートリファイン
TEL.045-920-1223

東洋システム
TEL.0561-63-7727

テイコクパワーズ
TEL.0774-68-1384

キングスロード名古屋北店
TEL.0568-71-5905

キングスロード名古屋北店
TEL.0568-71-5905

協和興材
TEL.03-3929-8581

協和興材
TEL.03-3929-8581

商品の金額は参考価格です。為替などの影響により価格は変動しますので、ご購入の際の目安とお考えください。

classic minimagazine parts catalog & Special Shop Guide

Special
Shop Guide

151

￥6,090（1本）

含酸素化合物と P.E.A. の働きでエンジンの
内部の汚れを除去。エンジン本来の性能を
回復。

GOODS

GOODS

ロッキード製のブレーキフルードで 1 リ L
のボトル入り。DOT 5.1 でレースにも安心
して使用できる。

CHEMICAL

冷却効果に優れエンジン音も静かになる元
気水！分子構造を可能な限り細分化し、冷
却系への負担を軽減した驚きのクーラン
ト。

WHEEL

あるととっても便利なクーラント補充液。
点検して減っていたら、うすめずに補充し
て下さい。持ち運びに便利な 500ml 入り。

WHEEL

￥1,050

カッパーペースト・ブレーキ鳴き止めグリ
ス。温度に左右されることなく効力を発揮
する。

CHEMICAL

￥1,365

ELECTRIC

ELECTRIC

￥2,520

一般的なブレーキ＆クラッチオイル。オイ
ル抜き替えや車検時にちょうど良い 1L サ
イズ。

SUSPENSION

SUSPENSION

名門 AP レーシングのハードブレーキング
でも音をあげない耐熱性能を持つフルー
ド。 ド ラ イ 沸 点 269 ℃ ウ ェ ッ ト 沸 点
151℃ DOT4 相当。

DRIVE TRAIN

F1 のカーボンブレーキ用の高性能フルー
ド。一般用と同等のライフがありオールラ
ウンドに使用できる。ドライ沸点 312℃
ウェット沸点 204℃。

ENGINE

AP600 を越える性能を持ち、現在市販で
最高性能のレーシングフルード。ドライ沸
点 325℃ ウェット沸点 204℃。

ENGINE

￥4,410

APレーシング ブレーキフルード 551RACING

DRIVE TRAIN

￥6,930

APレーシング ブレーキフルード 600RACING

INTERIOR

INTERIOR

APレーシング ブレーキフルード PRF660

CHEMICAL
EXTERIOR

EXTERIOR

CHEMICAL
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CHEMICAL

￥2,940

WURTH キャビティーワックススプレー

￥2,625

ウルト キャビティワックス

レスポ 防錆スプレー

オープン価格

￥2,520

刷毛タイプのペイント。

スプレー式のペイント。

錆びやすいドア内部やサイドシルの防錆に
最適。スプレー式なので作業もかんたん。

防錆、腐食保護ワックス。ドア内部、内側
やボディの下側から吹きつけで防錆効果を
向上。

樹脂、ゴム、塗装を痛めなず、卓越した防
錆能力と潤滑性を合わせ持つ防錆スプ
レー。

ウエスレイク
TEL.043-496-3298

ウエスレイク
TEL.043-496-3298

ウエスレイク
TEL.043-496-3298

スズキスピード
TEL.042-951-7200

東洋システム
TEL.0561-63-7727

純正カラーがそろったタッチアップ塗料。

DRIVE TRAIN

￥1,365

ENGINE

BMCタッチ缶

INTERIOR

￥1,890

B-WORX ボデーペイント

EXTERIOR

B-WORX タッチアップペン

ガレージ J&B
TEL.0566-83-5232
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