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平素よりお引立てを賜り、誠に有難うございます。
わが国の経済成長を目指す施策がさまざまな経済指標に影響を及ぼしつつあります。その行方はい
まだ予断を許しませんが、私ども自動車サービス関連業界の活性化にもつながる景気回復に期待し
たいものです。
さてこの7月5日から7日までの3日間、私ども整備機械工具業界における最大の展示会である
「第33回オートサービスショー」が開催されます。
ご高承のように自動車技術の進化、各種の制度改正にともなう変化、そしてカーオーナーのニーズ
の変化、多様化など自動車サービスの市場にもさまざまな変化が押し寄せています。サービスに
は正確、迅速などベーシックな要件に加えて、お客様へより高いご満足を提供する「高品質」が求め
られています。どのようなサービスショップで、どのような環境のなかでサービスが行われている
かといった、付加価値の部分がより重要になっております。的確な診断と提案サービスが行える
新しい診断機器、そして安全、快適にサービスを行える環境づくり、こうした「高効率」なサービス
ショップづくりを、バンザイは今回のオートサービスショーにおい
てご提案してまいります。
ご多忙の中とは存じますが、バンザイブースへご来臨を賜り、皆様の
ビジネスにご活用いただけるソリューションをお持帰りいただけま
すよう、社員一同お待ち申し上げております。
末筆ではございますが、皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。

ごあいさつ

株式会社バンザイ

代表取締役社長　藤 下　努

未来を創る　環境と技術への挑戦

～高品質・高効率サービスの実現～

「環境と技術」をテーマに

未来サービスを創造！

バンザイブースへ、ようこそ！
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B A N Z A I  E x h i b i t i o n  b o o t h

「高品質・高効率」を実現する、

未来サービスへのソリューション。

「高品質」を実現する「高効率」なサービス環境、
未来サービスへのソリューションを、

バンザイブースから…。

未来サービスへのキーワード、それは「高品質」。

高度な技術を駆使し、高精度な整備機器を活用

した的確な診断がサービスの基本です。

そして診断情報とお客様情報を一元的に管理

して、タイムリーな提案サービスを実現。

「高品質」なサービスで、カーライフの安心、安全

をサポートします。

●診断機器の有効活用でカーライフサポート

●トータル診断サービスで提案ビジネスを実現

新しい「効率」の発想、それはたんなる「省力化・

スピードアップ」ではありません。

「正確さ・迅速さ」を超える、より高い満足をお客

様に提供するサービスのあり方です。

安全性、快適性を一歩進めた環境整備、そこか

ら「高効率」なサービスが実現します。

●作業の見直し・標準化

●動線の考慮

●作業と用途の考慮

高品質なサービスで、
安心・安全をサポート！

屋　内　展示場

屋　外　展示場

安全、快適な環境整備で
高効率サービスを実現！

ボディリペア
＆

ペイント

リフト
ジャッキ

環境
効率化機器

環境
効率化機器

アライメント
テスター

商　談
コーナー

受　付 美　装

診断整備

大型整備 EV/HV整備

タイヤ整備

走行整備

洗車・洗浄機

近未来整備 車検整備 ヘッドライト
テスター



Eco-Scan診断Eco-Scan診断

上記の簡易診断を行い、不具合箇所については精密検査により
有料化を促進します。

①ＯＢＤコード（スキャンツール）
②５ガス成分（要素）＋ブローバイガス
③バッテリーチェック
④エンジンなどの各部状態（エコチェック）

※商品にはPCは含まれません

ＣＣＡタイプの
バッテリーテスター

排気ガステスター
（5ガス対応）

故障診断
データの

管理 提案 検索
管理 提案 検索 に！

接続可能スキャンツールが増えました！！

故障診断・修理事例データが
ますます充実しています！

こちらへアクセス！！
ポータルサイト http://eco-scan.net/

MST2000
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マルチサポートツール

■21メーカー標準対応
国産・輸入乗用車、国産トラック
■初の音声ガイダンス機能搭載
作業サポート、お客様への診断説明機能
■5年間アップデート、3年間本体保証
新車両データもインターネットでダウンロード
■ハンディタイプで高度な機能を搭載

小型車・大型車診断にこの1台！
次世代型スキャンツール

EV/HV・診断整備

●国産乗用車、輸入車、国産トラックまで幅広く対応
●自己診断機能、データ表示機能、アクティブテスト機能
●エア抜き、学習値の初期化が行えます。

オシロスコープがついて、
さらに詳細な診断が可能！

G-ScanⅡ
G-ScanⅡ

MST2000

TA500J

WCJS7000

KLIN-27-SELB

KLK-27-102 WHEV-SETA/B/C

ミドトロニクス

プローブインⅡ

●エンジン始動テスト
●チャージングテスト

●ダブルディファレンシャルパルス方式で劣化診断がよ
り正確に

●最新のJIS規格CCA値・型式データを内蔵
●テスト結果を99件メモリーに保存、PCへの移動も可能
●クランプ部に温度センサーを搭載、診断の信頼性が向上

●見えにくい場所をリアルなビデオ映像で表示
●エンジン回り、ミッション周りなど
●LEDライト付きで暗い場所もOK

●12V、24Vバッテリーに対応
●車載のまま充電可能
●コンピュータ内蔵、多彩な充電モード
●逆接続、短絡、スパーク、過充電を防止する安全設計

MDX-P300B

PRO-IN2

プリンター  一体型
バッテリーテスター

バッテリーに負荷をかけずに
測定できるコンダクタンス方式

業界初！充電制御車／アイドリング
ストップ車に対応！

1台で、乗用・大型車まで充電できる
高性能チャージャー

見えにくい場所も映像で表示！
録画機能付きビデオスコープ

●密閉式バッテリーにも対応
●フルオート充電
●バッテリー交換時のバックアップ電源として
　　（WCJS3300を除く）

WCJS3300

バッテリーチャージャー＆メンテナー

MJS25AL
G26000

よく見えるビデオスコープ

●セット内容
T型ハンドル、ソケット　8、10、12mm
ロングソケット　10mm
エクステンションバー　50、100mm
ドライバー　(－)75、(＋)No.2
ピックアップツール
絶縁手袋、ボルテージテスター、トルクレンチ
絶縁カバー（1000mmx600mm）

※工具は含まれません
・2段引き出し付き
・天板は作業台に、収納時はスッキリ
・便利なTレンチハンガー
・収納時は鍵が掛けられます（鍵付）

トラスターD 絶縁防護具スターターセット

●不良セル検知
●温度補正機能

●バッテリー単体テスト
●始動能力テスト
●充電能力テスト

測定値をオールインワン表示
・二次電圧（kV）
・エンジン回転数（rpm）

AA1000RPB
1分で診断レポートを
プリントアウト！

コイルの上部にかざすだけで
ダイレクトイグニッションコイルの良否を判定！

アーガス
バッテリーシステム
アナライザー

ダイレクトイグニッションコイルの
上部にかざすだけ！

オールインワン表示！
二次電圧（KV）
エンジン回転数（rpm）
スパークタイム（mS）

各項目の最大値/最小値も表示

①低圧ゴム手袋

⑦検電チェッカー

　　型　式 セット内容
WHEV-SETA ①～⑦＋⑧
WHEV-SETB ①～⑦＋⑨
WHEV-SETC ①～⑦＋⑩

②低圧ゴム手袋用カバー
（写真は装着例です）

⑧耐電用ゴムマット3mm厚
　　（長さ3ｍ×幅1ｍ　2枚）
⑨耐電用ゴムマット10mm厚
　　（長さ3ｍ×幅1ｍ　2枚）

③低圧手袋ケース

⑩耐電用ゴムマット6mm厚筋入
　　（長さ3ｍ×幅1ｍ　2枚）

④保護具収納袋 ⑤低圧用ゴム長靴

⑥低圧透明シート
（1,000×600mm）

HV・EV整備に安全性の高い、
樹脂製ツールキャビネット

HV・EVの整備に必須の絶縁保護具がワンセットに！

HVのバッテリーBOX
脱着作業や簡易サービスに

・スパークタイム（ｍS）
※各項目の最大／最小値も表示

バッテリーチェッカー
HCK-601 PLUS

イグニッションアナライザー

絶縁工具ハンディセット2

業界初！！

世界初！！

5年間アップデート
本体保証3年間付
5年間アップデート
本体保証3年間付

音声ガイダンス機能音声ガイダンス機能

21メーカー標準対応
しゃべるスキャンツール

国産車 欧州車 国産トラック

大画面！！ 4.3インチカラー液晶の大画面
4.3インチ
カラー液晶の大画面

8メーカー 9メーカー 4メーカー

故障コードの読取・消去
作業サポート

J-OBDⅡの対応

MST2000 標準搭載

データモニタ
フリーズフレームデータ読取
アクティブテスト
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データモニタ
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価格と機能が
ベストバランス

ロング
保証！

使い易い！

最大25A

最大7A最大3.3A

最大26A

エコスキャンシステム 「診る技術」を「見せる技術」で、
診断ビジネスの有料化に！

ESS100
●顧客・車両情報と診断データの一元管理！
●車両の診断レポートを簡単プリント！
●故障コードを含めた車両整備情報をデータベース化！

カーオーナーに提案する「愛車の健康診断」に加えて、

ＨＶユーザーへの提案モードを追加！

NEW オプション

NEW
近日発売

NEW

●Wi-Fi接続
iPadやノートPCでMST2000の遠隔操作が可能！

●MST2000専用保護フィルム
指紋や汚れからMST2000をガード！



ゲオダイナ フォーミュラー
大型車用バランサーGEO-980L

V1500B

●大型車タイヤ14～23インチに対応
●チューブレス、リング式、スーパーシングル対応
●アルミホイールアタッチメント標準付属

●ホイールリフターを標準装備
●適用ホイール径：8～30インチ
●適用ホイールリム幅：3～20インチ

●ホイールリフターを標準装備
●ガイドアダプターでホイールの芯出しも簡単
●トラック：15～23インチ
●乗用車：13～18インチ

ボクサーキング
KING-23
伝統に培われた実力！
効率・作業性を重視！

ホフマンの大型車用
ホイールバランサー 乗用車からトラックまで

幅広く対応
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大型整備
キャタピラ
ツインⅡ（4柱）
QSL-PSCT642SFK

●確実な作動の電動油圧式
●安心の安全装置

※ビーム台＆フラットキットは
オプションです。

●昇降：電動油圧
●走行：電動
●能力12t
●揚程700mm

●能力10t
●揚程520mm

非常停止
ボタン

電源投入時
ボタン長押し

フラットキット
付

オートパワー
オフ

定期点検
お知らせタイマー

プラト ン
エコマスター

ピットジャッキバリーテンⅡ

TL-P100AS

TL-PS150AS

HEM-1000H

VALY-10A

大型車のクイック整備、
点検に10tパワーの信頼性!

エアエレメント清掃時の
ホコリの飛散を防止。

2本のシリンダーで
安定したリフトアップ

機動性の高さでクイック
整備に活躍

能力

64 ton
能力

11 ton

能力揚程

30 ton1,500 mm
揚程

1,600 mm
揚程

1,500 mm

能力 揚程

10 ton 1,100 mm 能力 揚程

15 ton 1,000 mm

キャタピラ
ツインⅡミニ（2柱）
WSL-PSCT112SFK

キャタピラ
ツインエース（2柱）
WSL-PSCT302SFK

●揚程600mm
　（最低高300mm）
●エア作動で簡単操作
●安全装置付

ムービングラック

ガレージジャッキの機動性と、
リジッドラックの安定性をプラス

※能力、リフト間距離はご要望に応じた対応が可能です。

安全装備をさらに強化！　作業効率をさらにアップ！

PJA-1200M MRM-100L

お客様のご使用に応じた、
オーダーメイド（特注設計）も
お受け致します。

フラット
キット

●全高を低くして低床トラックにも対応
●軽量化でさらに使い易く！
●リフトアームは床面まで下降

●塗装率を向上したエアレス塗装
システム。
●塗料に圧力を加えて微粒化し、
効率よく付着させます。

ホイールドーリー クラッチリフター プロペラシャフト
リフター

マーキュリーES
大型車ホイールの
脱着・移動も効率的

クラッチの脱着を
らくらくサポート。 プロペラシャフトの脱着が

らくらくスピーディ。

●専用コントロールユニットがPCになり、さらに使いやすくなりました
●これまでの測定機能はそのまま、測定結果や顧客管理機能を強化
●ユーザーの基準値設定による合否判定の機能を追加

トラックアライナーⅡPC
JT3000BJ

大型車用
ホイールアライメントテスターの決定版！

＜大型車用＞

AW-3800TX/AW-2500TX

※レギュレーターセットはオプションです。

●設定したトルクにきちっと締付け
●締めすぎ、締付け不足を解消
●新・ISOホイールに対応
　（オプションの10穴用反力アームを使用）

●大型車ホイールナット
の締付けに
●締めすぎ、締付け不足
を解消

デジタルプリセット型
エアートルクレンチ

締めすぎ、締め付け不足の
ばらつきを防止！

パワートルクセッタートーションインパクト
PTS-1000E/PTS-800E BS-2

●乾式エアエレメント専用。
●エアーブロー簡易型集塵機。

エアアシスト・エアレス
塗装システム

BSリベットル
ライニングチェンジャー

●ライニングのリベット抜取りとカシメ作業が1台で可能。
●重いブレーキシューを持ち上げる必要がありません。
●6mm、8mmリベットに対応。（8mm用アタッチメントはオプション）
●使用場所を選ばないAC100V電源の油圧ユニットを採用。

ライニングの
貼替え作業が
これ一台で
確実・スピーディ

NEW
近日発売

NEW
近日発売

NEW
近日発売

NEW

NEW



ML-EASY3D
ML-EASY3D-AC

TCSI-22

9 10

●従来測定不可能といわれたキン
グピンオフセット等も測定可能

●切れ角の途中経過を分析する
「プロアッカーマン機能」を搭載
●正確でスピーディな、アライメ
ントのトータル診断を実現

●ＡＣ400・ホイールクランプ採用
※写真のクランプはオプションです

●14～26in（8～30inch）※

●5方向レーザー計測システムを
搭載
●超高精度・ユニフォーミティ測定
●タッチパネル採用
・写真は実際と異ります
※：適用ホイール径（　）内は手動入力時

※：適用ホイール径（　）内は手動入力時 ※：適用ホイール径（　）内は手動入力時

●12～24inch
●ホイールサイズ：手動入力

●12～24inch
●ホイールサイズ：自動入力
●自動入力・モード切替
●ウエイトカッター装置

●10～20inch
●タイヤサポートアーム
　（オプション設定）
●ジェットビードシーター
　（オプション設定）

●10～20inch
●マストチルト式
●ジェットビードシーター
●タイヤサポートアーム
　（オプション設定）

●10～24inch
●タイヤサポートアーム
●ジェットビードシーター

●12～26inch
●タイヤサポートアーム
●ジェットビードシーター

●バルブ位置が合わせやすいローラー内蔵
●扉がなく、出し入れが容易

●8～23inch
●ホイールサイズ：手動入力

●～25inch
●全自動入力モデル
●ホイールサイズ全自動入力
●19インチ
　カラーモニター搭載

●～20inch
●手動入力モデル
●精度と基本機能に絞り
　込んだベーシックモデル
●ホイールガードも標準装備

●～25inch
●全自動入力モデル
●ホイールサイズ全自動入力
●基本機能プラス作業性を
　追求したハイグレードモデル

●8～24in（8～30inch）※
●電動パワークランプ搭載！
●ディスタンス、リム径、リム幅、
全自動入力

●8～24in（8～30inch）※
●電動パワークランプ搭載！
●6800Pの機能を持った
	 C/Pモデル

●8センサー方式でアクスルオフ
セット、ホイールベース左右差な
ど、ボディを含めたトータル診断が可
能です

●高解像度のモニターと見やすい
グラフィック表示を採用

●測定結果をユーザーにも分かり
やすく説明できます

ジオライナー
マイクロライン

GL-680-2

GEO-OPTIMA2 

V9601/9602

V9901/9902

R-2100 R-2300AMON-3300RAC-2 MON-3550

V9700B

WBSI-646

WBSI-616

TCSI-41ALTCSI-1100

WBSI-626

GEO-6800-2P GEO-6300-2P

ML8TECH
ML8RTECH（ワイヤレス仕様）メガピクセルCCDカメラを採用、

先進の3D方式！

信頼のHOFMANNブランドに、先進機能の数々を搭載！

「使いよさ」がホフマン伝統のテクノロジー。

レバーレスで高難度タイヤもらくらく

安全なエア充填作業に
必須の設備です。

作業性で定評のフォーミュラー。

定評ある機能と使い易さで、足廻りサービスをサポート！

ユーザーに分かりやすい
グラフィックを採用！

測定
3D

測定
3D

●自動位相検出：ウエイトを付ける位置がワンタッチで最上点へ。（V99、V96シリーズ）
●スポークプログラム：スポークホイールの外観を損なわずウエイト取り付け
●ウエイトクリップ：ウエイトを修正位置に確実に貼り付け

●12～22inch
●タイヤサポートアーム
　（オプション設定）
●ジェットビードシーター
　（オプション設定）

基本機能重視のタイヤチェンジャー。
セカンドインパクトseries

●12～22inch
●タイヤサポートアーム
　（オプション設定）
●ジェットビードシーター
　（オプション設定）

●省スペース
カメラユニットはリフトまたは床面に設置、省スペースです！
●高精度測定
ターゲット1つに対して2つのカメラで測定、高精度です！
●ランナウト補正が簡単！
タイヤを前後に30度ずつ傾けるだけでランナウト補正が完了！
●アルミ専用クランプが不要
アルミホイールにはユニバーサルクランプにタイヤクランプと
プラスチックアダプターを追加して対応！（ACのみ標準）

マイクロライン EASY3D

ターゲットを2つのカメラで捉える、
高精度3Dマシン登場！

モンティseries

レバーレスタイプ

フォーミュラーseries

WSX-N130AZG-SL

●能力3,000kg
●メインリフト揚程1,650mm
●フリーホイールリフト揚程350mm
●アライメント測定に対応

アライメント仕様・ワークステージX

能力 揚程

3,000 kg 1,650 mm

タイヤケージ窒素ガス発生装置
DSG-800KNP-60

足回りサービスの仕上げに
窒素ガス充填を！

●膜分離方式で空気から窒素を生成
●安全走行＆エコロジー、タイヤの寿命延長にも
※コンプレッサー出力3.7kW以上

●サポートアームとホイール
リフトが標準装備！

●センターロック式を採用し
クランプが容易

●12～30inch

ゲオダイナseries

フォーミュラーベクトルseries セカンドインパクトseries

アライメントテスター・タイヤ整備

NEW

NEW

NEW



Net work

ProPro
Net work

EasyEasy
Net work

LightLight
Net work

MasterMaster
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車検整備

フロントマスターV3   ・顧客・車両管理
・売掛請求管理
・各種帳票発行管理
・自賠責発行管理 検査から売掛管理まで、経営戦略に不可欠の機能を満載！

バンザイオリジナル、マルチタスク整備業システム。
「拡張性」と「使い勝手」の良さをご体験下さい！
エコスキャンシステムとも連携可能！

BFS-V3S

NW9000

DCM-V2

MAHA MSR500

高品質から感動品質へ、
サービスの要求基準が進化する！

モバイルネットワーク

●ネットワーク9000のモバイル端末
●点検結果入力
●ライン制御用ワイヤレスリモコン
●ライン検査結果表示画面
●ネットワークシリーズ専用端末

●データの共有化
●点検・検査から見積もり請求書作成までをサポート
●拡張性の良さで社内乗務システムを連携可能

※写真はイメージです

ワイヤレス車検マルチツール

点検から検査までどこでも持ち運びOK

ネットワーク9000として！
検査ライン結果表示器として！
ワイヤレスリモコンとして！

コンプライアンス機能を強化！
インターネットサポートでつねに最新のシステ
ムが利用できます。車検データをQRコード、
スキャナーで読み込めます。（オプション）

点検結果を音声入力でリアル
タイムに入力

結果をリアルタイム
に表示

＜メンテナンス解説＞
３分以内の動画で分かり易く紹介

簡易的な作業工程管理が可能！
車検以外にも、一般整備・板金に対応

ネットワークシリーズ

デジタルコミュニケーター２

4輪同時計測・シングルローラー式シャシーダイナモメーター

■各振興会帳票類対応
■カスタマイズ対応可能

走行診断
●EV・HV車の回生性能の測定も可能。
●計測馬力1000ｋW以上。高出力車の長時間連続テストも
問題なく運転可能。
●惰行運転用モーターを付属し回生に対応。
●300km/ｈまで計測可能

●負荷シミュレーション
	 ドライビングシミュレーション、定速度、定トルク、定E/G回転

●エンジン出力測定
	 連続測定、個別測定、加速測定

●スピードメーターテスト、走行距離
●エンジン回転計測
	 センサー、OBD、ドライビングトライアル	(ローラー回転より設定)

●単位選択

仕様
Windows	OS　日本語表示
マウス・キーボード・リモコンで操作可能
測定データの保存、検証、プリントアウト
車輌データの保存、再使用
オプションにてドライビングサイクル（モード運転）が可能

モータリング装置により、２輪駆動車でも
4輪を回すことが可能です。
リターダ（抵抗）により実走行に近い負荷
をかけることが可能です。

カーオーナーへ点検・整備内容を
お知らせする販促システム
点検結果は音声入力でシステムに
反映する画期的商品！

・タイヤの変形が少ない 
・運転中のタイヤの温度が高くならない
・最適なトラクションが得られる

●シングルローラーのメリット
　タイヤとローラー間の接触が一箇所だから…

NEW
近日発売

NEW
近日発売

＜メカニック＞

＜サーバー＞

＜フロント＞

＜カーオーナー＞

モバイルサイネージ

点検
OK!



静音型エンボスローラー
スピード測定時の騒音を

大幅に減少

ハイブリッドエンボスローラー
エンボスローラーと溝型ローラーの

特長を融合させたローラー

溝 型 ロ ー ラ ー
耐久性に富んでおり、
特に降雪地域に有効

車検整備

静音型エンボスローラー
スピード測定時の騒音を

大幅に減少

ハイブリッドエンボスローラー
エンボスローラーと溝型ローラーの

特長を融合させたローラー

溝 型 ロ ー ラ ー
耐久性に富んでおり、
特に降雪地域に有効

分離型
サイドスリップテスター
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フォグランプ
対応

フォグランプ
対応

フォグランプ
対応

フォグランプ
対応

フォグランプ
対応

フォグランプ
対応

フォグランプ
対応

フォグランプ
対応

●左右分離型の踏板を採用、中央に点検ピットの設置も可能です
●埋設ピットも小さく、設置が容易です
●大型前2軸車のECO整備用軸スリップ計測機能付きです

左右の踏板を分離、設置の容易な
コンパクト設計

●ピークホールド機能搭載！

軽～大型車とワイドに対応の
ブレーキ・速度計試験機

大型車用コンビネーションテスター

許容軸重

10,000 kg
許容軸重

10,000 kg

フォグランプの検査時、取付け高さ25cmに対応！

手動式
画像目視方式

手動式
画像処理方式

手動式
画像処理方式

手動式
画像処理方式

手動式
スクリーン方式

手動式
スクリーン方式

全自動式
画像処理方式

全自動式
画像処理方式

音量計

普通騒音計 音量計

●超小型軽量のポケットサイズ
●重量約105g
●電源ON、即使用可

バッテリー式 バッテリー式
もあります

バッテリー式
もあります

●測定値の信頼生は高級機と同じです
●画面を見ながらカーソルボタン操作
●測定したデータを保存し、PCでの管理

●カウントダウン＆自動トリガー機能搭載
●直線性チェック機能による自動校正（PAT）
●プリンター標準装備

●測定開始から判定まで無線リモコンで簡単操作。
●黒煙規制値は番号で選択（8種）
●アクセル操作はカウントダウンと「ふむ」
	「はなす」ランプで指示

●測定精度、再現性に優れ、
　低濃度スモークまで正確に測定
●内蔵プリンターで測定結果を印字
●カウントダウンタイマー方式

MEXA-600SW

MEXA-324M

NL-27M

NL-27M029

HT-317
series

HT-322
series

HT-517
series

HT-309
series

HT-318
series

HT-522
series

HT-522B
series

HT-528
series

MEXA-584L

SV-6230

AVL4800-P GSM-200R

超小型・軽量の検査用テスター

最小・最薄・最軽量、
簡単操作ポケットに
入る高性能

許容軸重

3,600 kg

業界最薄

240 mm

オパシメータ

排ガステスター

ヘッドライトテスター

トリプルテスターサイドスリップテスター

スーパーマルチテスター

コンビネーションテスター

●サイドスリップ・ブレーキ・速度計複合機
●許容軸重3.6トンで対応車種拡大！
●本体サイズ業界最薄240mm！

●前後二台のコンビネーションテスターを装備
●車両を移動せずブレーキ・スピード検査ができます
●ホイールベース制御装置によりホイールベースを自動設定

●余裕の3.6トン仕様

3つのテスター機能のコンパクト複合機
コンビネーションテスターと組み合わせて、
工場に合わせたレイアウトが可能です。

軸重3,600kgに能力アップ！
2WD、4WD車の検査の効率化を実現。

BST-500
WGT-1000

ABST-180A-2

WGK-180

BSMTM-180ADW

BST-180

●測定キーを押すだけの簡単測定
●CO/HCを簡単かつ高精度に測定
●大きく見やすい表示画面

●標準測定項目：CO、HC、CO2、AFR、λ
●オプション：O2、NO、エンジン回転、
　オイル温度

選べるローラー3種類！!
指示メーターはデジタル表示
設置は吊り下げ式です

※写真はハイブリッドエンボス
ローラーのBSTM-180

●ブレーキ・速度計複合試験機
●3.6トン仕様で対象車種が大幅に拡大

選べるローラー

選べるローラー
※写真はエンボスローラー
のABSTE-180A-2 NEW

NEW
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●各種のジグであらゆる車種に対応
●フランジレスフレーム車もOK

●損傷度合いを0.1mm単位で高精度計測
●入庫検査（見積り）、中間検査（修正計測）、
　完成検査（品質管理）に、活用できる診断機

NEXT フロアージグ

セレット 
ナジャエボリューション
NA-3000J-C

空間を有効に使えるフロアータイプ
より高品質な車体修正を実現！

●超高張力鋼板に適した大電流と加圧力！

アルザス プロ
SW-VZ120

カーメーカーの
溶接条件に適合！
修復後の安全強度を確保

●溶接個所をピンポイ
ントに照射するLED
ライト付トーチ

●炭酸ガス、混合ガス、
アルゴンガス、3種類
のモードプログラム
を搭載

●ガスに応じてボタン
一つで波形が選択で
きます

●瞬時にスポットで加熱することで
的確な修正が可能

●フレームからアクスルまで多彩な
修正に対応

●高精度修正で大型車BPを
サポート！

●新型軽量アルミ製でセッティ
ングがスピーディ！

半自動
ユニオート200

インダクション
ヒーター

ヨサム大型車フレーム修正機

UPS-200LSW-CZ200

SR-SSL-20-BN-A

JH1300

高張力鋼板用溶接ワイヤに
対応のMIG・MAG溶接機

損傷パネルの修復に、
スタッド溶植専用機。

少量危険物貯蔵庫として
消防法適用可能。

大型車用加熱修正装置

大型車修正機のグローバルスタンダード

●エコ運転を考慮した熱循環方式
●開口部3mで車両の入出が容易
●車体下部も十分な照度を確保

●テストピース塗装時のミストを
　クリーンに排出
●作業環境改善に必須の1台

●圧倒的な風量でフラッシュオフ時の
　乾燥時間を短縮
●吹き出しノズルの手元でON/OFFが可能
●高性能給気フィルターでクリーンな温風

アイリス レボリューション

スプレーキャビン水性塗料用乾燥装置

塗料保管庫

確かな性能でご満足いただける
本格塗装ブース。

アイリス・オープン

3灯式乾燥装置
バンク

●作業スペースが有効に使えるオープンタイプ
●傾斜スタイルでバランスの良い風量コントロール
●網入りカーテンで耐久性も向上

●３相200V5.4kW（カーボンヒーター）
1200ｘ800mm

IOB-37

NEX-1200-3B3H 

GB-REV-G(O)-16(20)

SK-40SUBWS-03-H

オープンタイプ、軽作業向け
塗装ブース。

カーボンヒーターを使用した
軽量型高効率乾燥装置

既設の塗装ブースに後付け可能！

●ドライブオン式で乗り込み＆セッティングが簡単！
●ジグを活用することで高精度修正が可能

セレット グリフォン2800エボリューション

世界のカーメーカーが認める、ベンチ式フレーム修正機
GR04F-3802-6

SKE-AQ3-SH

●最大出力12,500Aの強力パワー！
●強制水冷で連続使用時も能率アップ！

●高張力鋼板、鉄鋼板、アルミパネルに対応。
●コンデンサースタッドとしぼり機能の1台2役。
●電源はAC200V単相

●床上げ式でピット工事が不要で設置が簡単。
●油脂庫としてオイル等の保管も可能。
・安全増防爆型照明32W×2
・耐圧防爆型ルーフファン

アルファⅢ SH

衝突安全ボディ・超高張力
鋼板に対応！

DRESTER-1000M

アクアガンクリーナー

●スプレーガンに付着した水性塗料を
　素早く簡単に除去
●スラッジを分離除去して、洗浄水を
　再利用できます

ヨーロッパ環境基準に適合！

ボディーリペア＆ペイント機器

●大型車の塗装作業の改善と、環境対応に
●優れた換気性能で、塗装の高品質化を実現大型車塗装ブース

デュアルCD
スタッドマスター

NEW
近日発売



能力

揚程

2,700 kg

1,700 mm

ダブルパスカルリフト
DDL-PS430NMSZF

ラプラスリフト
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フラット・ワークステージ

●左右2本のシリンダーで抜群の安定感
●エアシリンダーでアームが自動上昇
●上昇、下降時も床面がフラット

タンデムリフト

DPL-TP30AZMF-Y DPL-TP30FMF

クルマに学んだ安全性能！
2系統油圧システム

1台でドライブオン作業と
フリーホイール作業に対応

●車両を乗り入れるだけのドライブオン
●ランウエイを降下してフリーホイール
　作業に！

●急速降下防止、過負荷防止、安全爪など
　各種安全装置
●傾斜角警報装置付（3500K）

ワークステージF

WSX-F130ZG-SL

ZLY-32ARS2

DPL-L35AZF

EGY-25LNEGY-32AZX

WSF-3500/3500K

WSF-302/302K

4柱リフトならではの安定感、快適サービス空間！

●プレート最低高さ100mm（床上式）
●左右段差補正機能、落下防止機能を装備

●フリーホイールリフト揚程350mm
●ドライブオン、フリーホイール作業に対応

●主リフトのシリンダーに子リフトを内蔵
●乗り入れるだけ、ドライブオン／フリーホイール作業に
●オプションのピットジャッキでRV、小型トラックもOK

●軽～小型トラックまで幅広い対象車種
●降下止め、油圧安全弁、下降速度制御弁など
　各種安全装置
●下降時は床面とフラット（受金部除く）

●余裕の3.2ton能力でRV、小型トラックにも対応
●安全爪と急速降下防止弁他、複数の安全装置を採用
●ご使用中のイーグルリフトのピットを有効利用して設置が可能
・プレート・アーム兼用受台
・安全装置は床上約300mmの低位置から作動
・プレート受台は1320～2000mmまでワイドにスライド可能
・アームフラットキットで作業性・安全性向上

※スクロール式スクリーン（オプション）

イーグルリフトⅡイーグルNXリフトZイーグルリフト

M-300M M-500M

MA-1500VLMA-300LS

薄型プレート採用により、
床上設置が可能！

能力・安全性がさらに
アップ！

作業時も下降時も
床面はフラット！

据付ピット490mm、
設置が容易です

余裕の能力3.5ton・力持ちリフト

能力

揚程

3,000 kg

1,800 mm

能力

3,200 kg

能力

3,200 kg

能力

3,500 kg

揚程

1,800 mm

揚程

1,800 mm

揚程

1,800 mm

能力

揚程

4,000 kg

1,750 mm

能力

揚程

3,200 kg

1,800 mm

能力 揚程

3,500 kg 1,700 mm

能力 揚程

3,000 kg 1,700 mm

能力 揚程

3,000 kg 1,650 mm

能力 揚程

4,000 kg 1,700 mm

能力

2,500 kg
揚程

1,800 mm

●余裕の4t、重量級RVにも対応

ゲートリフト・スリムⅡ
GLY-40/GLY-40S

基本性能と信頼性で選ばれるプロ仕様！

スリムタイプの2柱リフト、
ひろびろ作業空間！

手動式

エアー式

GPY-32NA/GPY-32NAWGPY-27NA

ガレージジャッキ

●能力15,000kg
●受金高155～630mm
●受金垂直上昇式

●能力3,000kg
●受金高95～600mm

（洗車仕様） （幅短仕様）

足もとスッキリ、
作業スペースの広い2柱リフト

狭いストール幅にもOK!
設置場所を選ばない幅短タイプ

ゲートリフトⅢゲートリフトⅢ

●アライメント仕様もあります	
　（WSF-302A2）
●傾斜角警報装置付き（302K）

（プレート、アーム兼用受台）
（アーム式）

※写真はアライメント仕様
　（WSX-F130AZG-SL）

リフト・ジャッキ

省力化のエース！軽快操作のエア駆動

●能力3,000kg
●受金高130～610mm

●能力5,000kg
●受金高150～560mm

●オイル量が少ない高圧シリンダー採用
●プレート・アーム兼用受台
●安全装置は床上約300mmの低位置から作動

・プレート受台はホイールベース1,300～1,900mmまで対応
・ケーシング構造の採用で埋設時のトラブルを防止
・フラットキットで作業性・安全性向上

NEW
近日発売

NEW
近日発売



気化式冷風機

● 消 費 電 力175W ／
245W（50Hz/60Hz)
●スポットエアコン2口タ
イプと比べて85％節電
●風速約30％アップ
　（当社比）
●3Dオートスイング機
能搭載
●ボタン操作で上下、左右
にルーバーがスイング

RKF405
少ない 電 気で
大きな涼感
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OKクリマ
エコクリマ

エコマックスW

●操作は全自動・セミオート・マニュアルの3方式
●回収と同時にフロンガスをクリーニング
●古いフロンオイルを回収、分離して新油を補充

●回収・リサイクル・充てんまで1台で可能。
●冷媒ガス、コンプレッサーオイルを
正確に計量、充てん。

●エバポレータのカビの除菌、エアコ
ンシステムの漏れ点検が可能。

●オプションでエアコンシステム内の
フラッシング機能も追加が可能。

●2系統分離でPOE／PAGオイル
の混入を防止。

●全自動で回収・再生・真空引き・
充てんが可能。

●完全燃焼できれいな空気で暖かく！

廃油暖房で省資源、
コスト削減。

フロンガス全自動交換機 2系統分離方式全自動
フロンガスクリーニング装置

フロンガスの回収、
クリーニング、
再充てんがこの1台で！

1台でカーエアコンを
トータルメンテナンス！セレクトスイッチで

一般車両、HV・EVに
対応！

トリプル9

ホカットe

●AT、CVTフルードの診断機能付き
●チェックセンサーにより3段階で判定
●交換時期を光と音声でお知らせ、
　プリントアウトも可能

●クリーンエアーを供給できるオイルフリータイプ
●静音・低振動のスクロール圧縮方式
●能力に応じて選べる幅広いラインナップ

オイルフリー・スクロール
圧縮の環境対応型！

AT＆CVTフルードチェンジャー

遠赤外線電気ヒーター

増加するAT&CVT車の
フルード交換が全自動！

ハイクーラント
チェンジャー

●劣化したLLCを新液に近い性能に！
●LLC再生からエア抜き充填まで、全自動！
●3つのフィルターで酸化物質や金属
イオンを除去

LLCを再生して交換、
環境サービスを実現します！

オイルフリー ・スクロール
コンプレッサー

クリーンバーン
ヒーター

ハイブリーダー

バーライト

●ABS、ECB、ハイブリッド車に対応！
●国産～欧州車まで対応する
　車種別専用アダプターが付属
●操作はスイッチ1つ、簡単です！

ブレーキ液交換・エア抜きが
ワンマン作業で完了！

照度を変えず、
消費電力は1/2！

1本で蛍光灯2本と
同等の照度。

コードレスで持ち運びらくらく。
ハイパワーLED　1W×6灯で強力発光

消費電力 寿命

1/2 カット 4 倍

HCR-2300X OKC-134PT
ECK2500UP

CS-WEMZ-PX

BB-910R

VBL-01B/VBL-01C

スーパーリライト

リライトオメガ テンダーライト　ハイブリッド

卓上型充電式LEDライト

●消費電力は従来型の50％！
（水銀灯400Wに対して）
●寿命は水銀灯に比べ約4倍！

●1回の充電で8時間連続使用可能（10W、5Wタイプ）
●100V、シガーライターからも充電可能 ●エンジンルームの作業に便利なフック付き

●VBL-01B：充電タイプ400～500lux
						（2～2.5時間充電、3～4時間使用可能）
●VBL-01C：コードタイプ600～700lux

水銀灯

4灯タイプ 2灯タイプ 1灯タイプ

スーパーリライトHC

KT54401W5T(P)(I) PZ54201/5 PZ54101/5

KZ101/20-R TLH-01A

KE1020LI-3H（20W・3時間）
KE1010LI-8H（10W・8時間）
KE1005LI-8H（5W・8時間）

省エネ型蛍光灯

LED照明 充電式LEDハンドライト

明るい作業環境で、電力コストを削減！

照度は同等、
電力大幅ダウン！

CB-3500

AMC-999P

WPS-30/30S

SLP Series

導入前 導入後

環境・効率化機器

●LEDと反射率94％の高性能反射板を一体化。
●光がより効率よく広がる配光設計。

●リールに取付け・取外して使用できる充電式。
●照度2段切替え。
●チップ型LED18個で作業効率アップ。

●空調の効きにくい
場所でも効果的な
スポット暖房。

●クリーンで省エネ、
快適な温かさに。

NEW

NEW



エコロジー
エコロジーウォッシュ
ウォッシュ

●有機物（汚れ）の生分解を促進させ自然界の
バクテリアの働きかけにより自然界に戻すメ
カニズムを有しています。

●動植物系・鉱物系の油汚れを取り除きます。
●鉄・銅・アルミの腐食性がほとんどありません。
●防錆効果があるため、金属類洗浄後のサビ
を防ぎます。

●経口毒性は食塩・アルコールよりも低く安全
です。

洗浄前 洗浄後
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●画期的なガラスコーティング
●あらゆる汚れ、錆からボディを強力
にガード カーオーナーへ提案する

タブレットを活用した
販促ツールをご用意！

BSQ-HC-21
汚れ、錆からボディを守る、
タフなガラスコーティング。

クリスタークオーツ

マットクリーナー

ポートワッシャーU

●3つの水圧回転ノズルで車両下部
全体を強力に洗浄

●洗浄ユニットには電気装置がない
ため、漏電の危険がありません

●省スペース設計、8ｍレールを採用
●水の使用量を34％カット（当社比）
●省電力乾燥用モーター搭載

※写真は一部実際の商品とは異なります。

●電気用品安全法（PSE）に適合。
●3段分割ノズルによりゴミ詰まりを防止。

PWU-750KR

普通車用下部自動洗浄装置

エコロジーに徹した革新の洗車機

クリスタービュー オキシクリア

エコホット
ウォッシャー

●従来のフッ素系をはるかに超え
る定着率
●クリアな状態を約2年間キープ

●ニオイの原因物質を分解・無臭化
●中型車１台あたり約４００円～で施工可能
●パルストルネーダーガンで液剤を吹き付ける
だけの簡単作業

BCV-06H SBS-13C4
水滴が吹き飛ぶ
撥水コーティング！

瞬間消臭＆強力除菌、
中古車の商品化にも最適

RO-11L

NEWT-3

ランドリー

●従来機より使いやすく、さらに効率アップ！
●本体上縁が30mm低く、洗浄物の出し入れが容易に！
●片手で蓋をロックでき、操作性が向上
●安全装備、空焚き防止用フロートスイッチを採用

自動部品洗浄機

●厚物ジュータンもドライ洗浄が可能
●外板、接水部はプラスチック、メッキ鋼板、ステ
ンレスを採用。サビの心配がありません。
●AC100V	単相　250Ｗ

●ツインボイラーで経済運転！
●吐出量約2,000L/ｈ
●給湯機能標準装備

●高効率ボイラー搭載の
　コンパクトタイプ！
●吐出量約1,000L/ｈ
●燃料タンク外付け型

●コンパクトタイプの温水洗浄機
●吐出量：最大900L/ｈ
●吐出圧：9.1Mpa

●CO2大幅削減のエコ洗浄機
●クリーン運転の提供
●吐出量約1,500L/ｈ

MC-6001D-S

E-SF

NHW-2000GS

KHW-1100B

EHW-1000

KHW-1600B

ドライ・ウエットの2モードで
フロアマットをクリーニング！

エミネント γⅡ

NewT ニュート　

手軽に洗車を！
効率良い洗車を提供！

吐出量

2,000 L/ｈ

CO2

削減
約 18 %

吐出量

1,000 L/ｈ

CO2

削減
約 22 %

CO2

削減
約 31 %

吐出量

1,500 L/ｈ

L-800B
ECOスーパー
ファイン

油脂分解洗浄剤

ナイスホット

ナイスホット ナイスホット

美装・洗車洗浄機器

アシストⅡ
バキュームクリーナー

VC-700-1S

NEW
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