
クオーツ（ガラス膜）スプレー 600ml
独自製法採用で光沢と色つやを引き出し

雨ジミや黄砂などからボディを保護

カーボディ保護のためヨーロッパのプロショップで
使用されているオールカラー（全車色）対応のクォー
ツ（ガラス膜）スプレーです。
最新のナノテクノロジーを採用し、液体クオーツ粒
子を配合した独自製法で保護層を飛躍的に長持ちさ
せ、塗装に光沢を与え色つやを引き出します。
耐候性・耐紫外線性に優れ、ボディに超疎水コーティ
ングを施すため、黄砂汚れ、雨ジミも防ぎます。

1. 汚れやすじが固まってしまうことがあるため、
   使用前に十分洗車し、水で洗い流してください。
2. 製品を吹き付け円を描くように布で広げて
 　ください。
3. 同じ布で表面を磨き上げてください。
4. 他の部分も、同じ手順を繰り返してください。

エンジンルームクリーナー 600ml
オイルなどの頑固な汚れを強力分解

金属に無害な安心配合

エンジンの洗浄と研磨に効果的な洗浄スプレーで、
オイルや蓄積した頑固な汚れを効果的に分解・洗浄
し、エンジンルームに光沢を与えます。
エンジンのガスケットや金属に無害な配合なので、
車両の他の金属部分にも安心して使用できます。
※高温のエンジンで使用したり、洗い流さないで乾
燥させないでください。

◆使い方◆
1. 汚れている箇所にスプレーして 30～ 60秒
　 待ってください。
2. 頑固な汚れの場合はブラシを使用してください。
3. 水（温水が好ましい）で洗い流してください。

車内マルチクリーナ 600ml
シート布地・天井・マットなどの

汚れを強力分解し、車内をリフレッシュ

ヨーロッパのプロショップで使用されている室内マ
ルチクリーナーです。
シート布地・天井・マットなどの繊維の頑固なシミ
を強力分解し、素材をリフレッシュします。
あらゆる種類の布地や室内清掃に使え、人にやさし
い無害で安心できる製品です。

1. 汚れた箇所に製品を塗布し、
　 30 ～ 60秒待ってください。
2. 必要に応じて汚れた箇所を擦ってください。
3. 濡れタオルで表面を拭いてください。

車内レザークリーナー 600ml
独自製法を採用。革の本来の色ツヤを

引き出し、しなやかさを維持

無塗装、天然皮革、合成皮革のあらゆる汚れをきれ
いにします。独自製法のクリーニング、保湿、保護
効果によって、天然皮革・人工皮革の本来の色ツヤ
を引き出し、しなやかさを保ちます。無害で安心な
製品で、表面に静電気防止効果を施すことで美しさ
を長期間維持します。
【重要】使用前に見えない部分で製品をテストし、製
品が革を変色させないかどうかを確認してください。

1. 使用前に車室内を掃除してください。
2. 製品をこぼしたり表面に直接塗布しないよう十分
に注意し、スポンジ・ブラシなどに塗布してください。
3. スポンジまたはブラシで表面をこすってください。
4. 濡れた布で汚れを取ってください。
5. 表面が乾くまで拭いてください。

コクピットクリーナー マット600ml
ギラつかず上質な仕上がり

静電気防止、反射防止効果で美しさを維持

ヨーロッパのプロショップも使用しているダッシュ
ボードクリーナーです。
ギラつかず新車のようなマットで自然な美しさを引
き出します。
車内のあらゆるプラスチックやハンドルなどのお手
入れができ、静電気防止効果でホコリがつきにくく
し、反射防止の保護層を残します。

1. 使用前の室内清掃をおすすめします。
2. 布に本製品を噴きかけてください。
3. 表面をよくブラッシングし、乾くまで拭いて
　 ください。

ボディ虫取りクリーナー 600ml
虫・フンなどを強力除去

塗装やクロム元素には無害な安心配合

虫・フンなどの頑固な有機性の汚れを車体から強力
に取り除きます。
自動車の塗装やクロム元素には無害なように設計さ
れており、車体だけでなく窓などにもご利用いいた
だけます。

1. 汚れた箇所にスプレーし、30～ 60秒ほど
　 待ってください。
2. 水（または高圧水）で表面を洗い流してください。
3. 必要に応じてこの手順を繰り返してください。

ガラスクリーナー 600ml
拭き筋を残さず驚きの透明感

汚れ・油膜の除去、反射・曇り防止

スプレーをガラスにかけてふき取るだけの簡単作業
で、汚れと油膜の強力除去、反射防止、曇り防止の
3つの効果があります。白いスジや吹き跡を残さず、
艶のある仕上がりになります。
ガラスはもちろん、バックミラー、ヘッドライト、
サンルーフにも使用可能で、建物の窓などでも使用
できます。
また、夜での走行時での乱反射を起こさないので、
安心して使用できます。

1. きれいにするところにスプレーで吹き付けます。
2. 表面が乾くまで（できればマイクロファイバー
 　クロスで）ふき取ります。

タイヤ・ラバーコーティング（クリームタイプ）一式 300ml
革新的製法でツヤと濃い黒みを

引き出すプロセット

デイリー ホイールクリーナー 600ml
油汚れ・ブレーキダストを

手軽に除去

汚れ・鉄粉を手軽に洗浄し、ホイールを美しく保つ、
デイリー・ホイールクリーナーです。
素材に優しく車の塗装やタイヤにも無害なので、あ
らゆる種類のホイール・タイヤに使用でき、ホイー
ルの汚れに噴きかけで洗い流すだけで、ブレーキダ
ストや油汚れを除去し、驚きの輝きを取り戻します。
有害な化学物質を含んでいないので、安心して日々
のお手入れにご利用ください。

1. ホイールの汚れに噴きかけてください。
2. 30 ～ 60秒ほど待ってください。
3. 水（あるいは高圧水）で洗い流してください。

セラミックワックス（クォーツ・カルナバ蝋配合）一式 300ml
最新ナノテクノロジー採用で、ボディの色ツヤを引き出し

光沢を長期間維持。オールカラー（全車色）対応

タイヤドレッシングには欠かせない、ヨーロッパのプロショップが使用している本格派タイヤ・ラバー
コーティングです。
最先端のクオーツ製法によって溶剤がゴム表面に浸透することでタイヤを亀裂に強くし、新品のような
艶・光沢と濃い黒みを引き出します。
また、革新的なナノミルクによりタイヤとプラスチックパーツを強力に保護するため、ツヤ持ちが抜群で、
タイヤの色あせ、ひび割れ、劣化を抑えます。
プラスチックパーツ部分には、汚れや紫外線をはじく耐久性のある保護層を形成することで変色部分を
再生します。

※本製品には、専用アプリケーター（スポンジ）1個とプロ用マイクロファイバータオル 1枚が含まれ
ています。

1. 付属のスポンジ（アプリケーター）や布でタイヤやプラスチックパーツに塗り伸ばしてください。
2. 自然乾燥させてください。

ホイールを傷めず、ブレーキダスト・
頑固な汚れを強力分解

強力 ホイールクリーナー 600ml

頑丈な金属の汚れ、錆、ブレーキダストなどを強力
分解するために設計され、ヨーロッパのプロショッ
プでも使用されいる革新的な中性洗浄剤です。
汚れの分解時に赤くなるため、ホイールの汚れ度合
いが一目で分かります。
ジェル状でホイールリムの表面全体に浸透しやすく
なっており、塗装、アルミニウム、クロム、エナメ
ルのホイールリムの洗浄に使用できます。

1. ホイールリム・トリムの汚れにスプレーして
 　ください。
2. 製品が完全に動作するまで 2～ 3分待って
　 ください。しばらくすると、赤い色の最初の
 　兆候が見てきます。
3. ホイールリムを高圧水で洗浄してください。

タイヤ艶出し仕上げスプレー 600ml
拭き取り不要のクイック仕上げ

長期間タイヤを保護し黒ツヤを維持

ヨーロッパのプロショップが使用しているタイヤの
黒ツヤ仕上げスプレーです。
タイヤとプラスチックパーツを保存するための製品
で、濡れたような黒ツヤを引き出し、タイヤを水や
汚れから守ります。
タイヤを紫外線から保護し、色ツヤを長持ちさせま
す。

1. タイヤを清潔で乾燥した状態にしてから
　 噴きかけてください。
2. 必要に応じて、スポンジまたはブラシを
 　使用してください。
3. 乾燥するまで待ってください。

クォーツコーティング・カーシャンプー 600ml
【黄砂・雨ジミ対策】シャンプーする

だけでガラス膜コーティング

洗車することで、洗浄面に劣化のない
無機質のクォーツ（石英 / SiO2）のガ
ラス膜を施しボディを保護します。
特徴は黄砂や雨ジミ対策に高い効果を
発揮する疎水性。シャンプーのたびに
コーティング効果を持続させます。

1. 事前に汚れを洗い流してください。
2. 5L の水で 50~100ml を希釈し、ス
ポンジを洗うためのバケツも用意して
ください。（希釈率 50～ 100倍）
3. 洗車後、水で洗い流してください。
4. 乾いた状態になるまで拭いて
　 ください。

カーシャンプー（オールカラー対応）600ml
欧米のプロショップが使用

全車色対応で汚れ落ちも抜群

ヨーロッパのプロショップで使用されているオール
カラー（全車色）対応のカーシャンプーです。
非常にきめ細かい泡立ちで泡切れも良く、ボディに
キズをつけることなく優しく洗い上げることができ
ます。
車の内装以外は幅広く使えるのもポイント。虫取り
効果など汚れ落ちも抜群で、クルマのボディーに輝
きを取り戻します。

1.  砂などの不純物を車体から洗い流してください。
2.   0.5 ～ 1%溶液を作ってください。
　  ( 希釈率 50～ 100倍 )
3.  スポンジで車体を洗浄してくださぃ。
4.   水（あるいは高圧水）で車体を洗い流して
 　 ください。

www.finepiece.jp/tenzi/

ヨーロッパのプロショップで使用されている「P14Si-Quartz」をベースとしたオールカラー（全車色）
対応のセラミックワックスです。
最新のナノテクノロジーを採用し、独自のクォーツセラミック（石英）、カルナバ蝋ワックス、PTFE 配
合で、保護層を飛躍的に長持ちさせ（最長 12カ月）、塗装に光沢を与え色つやを引き出します。
また、耐候性・耐紫外線性に優れ、ボディに超疎水コーティングを施すため、黄砂、雨ジミを防ぐこと
もできます。

※コーティング専用のワックス用スポンジ（アプリケーター）1個とマイクロファイバークロス 1枚が
付属。

1. しっかりと洗車し、乾燥させた車体（20~25°C）に塗布してください。
2. ワックス用スポンジ（アプリケーター）を使って、少量のワックスを塗り広げてください。
3. マイクロファイバークロスで円を描くように表面を磨いてください。
4. 他の箇所にも、同じ手順を繰り返してください。


