
#67-JBQ　・・・・
(即効タイプ)

#67-JBW　・・・・
(通常タイプ)

※

※

用途：

《参考》

#67-ASL-01
(１ｏｚ/２８ｇチューブ)

#67-ASL-08
(８ｏｚ/２２７ｇボトル)

#67-ASL-12
(１２ｏｚ/３４０ｇスプレー缶)

※

※

#08-24832 ・・・・・・ (1Ft/30cm)

※

(１回使い切り) ・・・・
(８オンス) ・・・・・・・・
(１２オンス)・・・・・・・・ #67-05087（専用器具） ・・・・　\1,750
(１ガロン) ・・・・・・・・ #67-05088（ケーブル潤滑油） ・・・・　\2,390

#67-05089（器具及び潤滑油セット） ・・・・　\3,980

※

(１２オンス)・・・・・・・・
(３２オンス)・・・・・・・・
(１ガロン) ・・・・・・・・

#67-05490   14oz Tube ・・・・　\3,060
#67-12236   6.6Lb Can ・・・・　\18,900

※
※

#67-42435　・・・ (８ｏｚ/227mlスプレー)

※

※

¥18,580
¥123,980

型番
707P
707G

商品番号商品番号

☆AERO PLEXWAX AIRCRAFT WINDOW CLEANER

価格
¥3,650
¥5,380

67-01236 5Ｇallon(19ℓ)
67-01606 55Ｇallon(20ℓ)

容量 価格
67-02517 16ｏｚ(0.47ℓ) ¥2,690
67-02519 1Gallon(3.8ℓ) ¥6,270

☆EXTREME SIMPLE GREEN CLEANER

容量
67-00809 32ｏｚ(0.95ℓ)
67-00810 1Gallon(3.8ℓ)

67-05770
67-27900

固着強度(強）#271
#518 クランクケースの合わせ

ガスケットに使用
¥1,810

ロックタイトはネジ関係の弛み止に使用される商品です。
固着強度は弱・中・強と３種類ありますので、使用箇所及び目的によ
り使い分けてください。
＃５１８・＃５１５の商品は２サイクルエンジンのクランクケース等の合
わせに使用するガスケットです。

67-5159 50mℓ #515 ¥7,650
67-5158 6mℓ

67-00770

☆X-IT CARBON REMOVER & CLEANER

¥2,330

32ｏｚ(0.95ℓ) ¥2,770

¥2,010

商品番号
67-222-06 ¥1,070

#09-06511

☆ＬＯＣＫＴＩＴＥ(ロックタイト)ネジ弛み防止剤

¥2,460

67-271-06

¥1,070
#222
#242
#290

¥1,070

#09-01944

67-292-06 6mℓ
67-242-06

6mℓ

¥580

容量

6mℓ
6mℓ

¥3,930

固着強度(中)
Ｒｏｔａｘ Ｎｏ＃８９９－７８６

固着強度(弱)
備考価格ＴＹＰＥ

¥1,070

1,680¥    

#09-05454 9,290¥    

◎ＡＩＲ ＦＩＬＴＥＲ 洗浄剤

#09-05451 ¥9,010

67<メンテナンス関係商品>

☆３０３ ＰＲＯＴＥＣＴＡＮＴ(紫外線避けコーティング剤)

☆ＮＯＶＵＳ ＰＬＡＳＴＩＣ ＰＯＬＩＳＨ(汚れ落としワックス)

67-04986 １６ｏｚ(473mℓ) ¥3,630

紫外線を始めとする汚れ、変色防止、撥水等様々な素材に使用出来
る保護剤です。
使用方法は、スプレー又はスポンジ等にしみ込ませて表面を拭くよう
にして使用します。半年に１度の割合程度で使用すれば、耐久強度を
長期間維持する事が出来ます。
３０３エアロスペースプロテクタントです。

U.L.P等のダクロンファブリックは4年または4000時間毎の交換が必要とされております。

ダクロンセールのほかに、プラスチック、アクリル、ポリカーボネード、Lexan、ウィンドシール
ド、タイヤ、ビニールさらに海上遊具（ボート、浮き輪）等

67-04988 １Ｇ(3.8ℓ) ¥16,340

商品番号 容量 価格
67-04987 ８ｏｚ(237mℓ) ¥2,790

５Ｇ(19ℓ) ¥17,400

容量 価格

航空機内部(ビニールや皮部分)を紫外線から保護
します。

商品番号 容量 価格 備考

67-0264 ６４ｏｚ(1.9ℓ)

これらのワックスは汚れ落としや、つや出し及びコンパウンドとして
使用する航空機のウィンドシールド(カウリング・キャノピー)用の
ワックスです。
ＦＲＰやアルミ・スチール等にも使用出来る万能商品です。通常の
汚れ落としやコーティングに使用する場合はＮｏ.２をご使用下さい。

◎ＡＩＲ ＦＩＬＴＥＲ オイル

2,180¥    
2,670¥    

67-0308 ８ｏｚ(237mℓ) ¥2,210
６４ｏｚ(1.9ℓ) ¥8,990

Ｎｏ.３ 仕上げ・つや出し
67-0364

#09-05453
#09-01089

☆POLITE VINYL AND LEATHER CLEANER
(サンプロテクター)

商品番号
67-00768
67-00769

¥2,820
¥3,910

67-0164 ６４ｏｚ(1.9ℓ) ¥3,990
Ｎｏ.１ コンパウンド

67-0108 ８ｏｚ(237mℓ) ¥1,440

¥7,470
Ｎｏ.２ 汚れ落としワックス

67-0208 ８ｏｚ(237mℓ)

#09-08139

レッド

67-04367

１Ｇ(3.8ℓ) ¥5,290

☆Ｋ＆Ｎ エアーフィルター用オイル及び洗浄剤

¥3,950

超高温耐熱性のシリコンガスケットです。マフラースプリングのセー
フティ固定、固着性が強いのでバッテリーターミナル及び配線ライ
ン等の固定等にもご使用下さい。

耐熱温度-65゜Ｆ～+650゜Ｆ

レッド 耐熱温度-90゜Ｆ～+300゜Ｆ
732.・736Heat Resistant

Sealane

¥2,850

エギゾーストコーン・フレックスジョイント・スパークプラグ等
の高温部分の固着・ひび割れ・クラック防止用のグリース
です。－６０°Ｆ～１６００°Ｆまでの超高温に耐えられま

クリアー
色 価格 備考

耐熱温度-65゜Ｆ～+500゜Ｆ ¥2,040
容量

3ｏｚ
85ｇ

チューブ
ブラック
クリアー
ホワイト

¥2,260
¥2,85067-27800

67-27810

商品番号
67-05133

☆耐熱性シリコンガスケット

☆Ｊ／Ｂ ＷＥＬＤ(接着剤)

☆超高温対応グリース

☆ＰＲＯＰ ＴＡＰＥ(プロペラテープ)

☆ＣＡＢＬＥ ＬＩＦＥ (ワイヤー用潤滑油)

☆AeroShell Grease 22(航空用グリース)

二液混合タイプの接着剤で耐油性ですのでガソリンやオイ
ル等で溶解されることなく、加工性も良いのでパテがわり
に使用することも出来ます。耐熱は３００℃程度までＯＫで
す。ＪＢＷは通常タイプ(１５時間程度)、ＪＢＱは１５～２０分
タイプの即効タイプですので、用途及び目的により使い分

けて下さい。

これらはプロペラのＬ．Ｅ．(前縁)に貼
る保護テープです。強化ビニール製
で幅は２”(５０．８ｍｍ)です。

マイクロゲル(増ちょう剤）と合成炭化水素基油を
ベースとする次世代万能合成グリース
高速・高荷重、広温度範囲、長期間での使用など
の過酷な条件下にて使用可能
使用温度範囲：-65ºC～+204ºC

ケーブルの滑りを良くし、耐久性を保つ為
の潤滑油です。(６オンス/170ｇ)専用の器
具（ラバーブロック）を使用する事により、
ケーブルを取り外すことなく、ケーブルハ
ウジングの間の潤滑を容易にします。-
50℃以上の温度でも部品の潤滑と防錆を
行います。

¥4,170

¥1,090

¥1,480

¥1,270

67-0577067-05133

p36


