
平素よりご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

このたび弊社の自動車整備機器総合カタログ「バンザイマスターカタログ

No.110A」を発刊する運びとなりました。

弊社は1920（大正9）年に萬歳貿易商会として創業以来、2015年には95周

年を迎えることとなります。この総合カタログは1929（昭和4）年に最初の

「自動車用品型録」として刊行して以来、版を重ねてまいりました。この間、

自動車は高度な技術進化を遂げ、自動車サービス機器もこれに対応して飛

躍的な革新を続けてまいりました。

このたびマスターカタログの最新版110Aを皆様のお手元にお届けするに

あたりましては、自動車サービスに携わる皆様の機器のご選定、ご注文に

ご活用いただけるよう、最新の診断整備機器からハンドツールまでを網羅し、

しかも見やすく、分かりやすい内容に編集することを心がけております。

カーオーナーのニーズに対応する高品質なサービスを、効率よくスピー

ディに、より快適な作業環境のなかで実現できますよう、バンザイは皆様

のサービスビジネスに最適なソリューションをご提案しております。本カ

タログもその一環として皆様にお役立ていただければ幸いに存じます。

今後とも一層のご支援、ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

発 刊 に あたって

2015.4.27
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札幌支店
〒063-0801　札幌市西区24軒1条7-3-10
TEL ： 011-621-4171　FAX ： 011-641-3751

旭川営業所
〒070-0027　旭川市東七条5-2-3
TEL ： 0166-29-6050　FAX ： 0166-29-6051

函館出張所
〒041-0812　函館市昭和3-7-24
TEL ： 0138-41-8433　FAX ： 0138-41-8439

帯広出張所
 〒080-0047　帯広市西17条北1-54-13
TEL ： 0155-35-5111　FAX ： 0155-35-5112

釧路駐在
〒084-0907　釧路市鳥取北4-18-24
（ご連絡はFAXでお願い致します）　FAX ： 0154-55-2311

北見駐在
〒090-0833　北見市とん田東町634-8
（ご連絡はFAXでお願い致します）　FAX ： 0157-23-5029

仙台支店
〒983-0005　仙台市宮城野区福室2-8-21
TEL ： 022-258-0221　FAX ： 022-258-0263

青森営業所
〒030-0845　青森市緑1-19-8
TEL ： 017-734-3501　FAX ： 017-734-3504

秋田営業所
〒010-0941　秋田市川尻町大川反170-20
TEL ： 018-862-4371　FAX ： 018-862-4394

盛岡営業所
〒020-0846　盛岡市流通センター北1-3-9
TEL ： 019-638-5321　FAX ： 019-638-5323

山形営業所
〒990-0071　山形市流通センター3-11-1
TEL ： 023-633-3100　FAX ： 023-633-3102

郡山営業所
〒963-0105　郡山市安積町長久保3-2-11
TEL ： 024-946-6370　FAX ： 024-946-6377

本　社
〒105-8580　東京都港区芝2-31-19
TEL ： 03-3769-6880　FAX ： 03-3456-4691

関東支店
〒364-0011　北本市朝日4-553
TEL ： 048-590-3700　FAX ： 048-590-3701

埼玉営業所
〒364-0011　北本市朝日4-553
TEL ： 048-590-3600　FAX ： 048-590-3601

千葉営業所
〒261-0002　千葉市美浜区新港212
TEL ： 043-241-5828　FAX ： 043-241-5894

前橋営業所
〒371-0846　前橋市元総社町2-6-7
TEL ： 027-251-2168　FAX ： 027-253-6393

水戸営業所
〒310-0852　水戸市笠原町1374-4
TEL ： 029-241-1478　FAX ： 029-241-1560

宇都宮営業所
〒321-0934　宇都宮市簗瀬3-29-12
TEL ： 028-638-8811　FAX ： 028-638-8855

長野営業所
〒381-0031　長野市大字西尾張部1118-8
TEL ： 026-263-1433　FAX ： 026-263-1401

新潟営業所
〒950-0992　新潟市中央区上所上3-1-22
TEL ： 025-285-6231　FAX ： 025-285-6234

東京支店
〒105-8580　東京都港区芝2-31-16
TEL ： 03-3769-6840　FAX ： 03-3453-0737

多摩営業所
〒186-0001　国立市北3-29-8
TEL ： 042-525-9101　FAX ： 042-525-9103

横浜営業所
〒231-0012　横浜市中区相生町6-111
TEL ： 045-633-3701　FAX ： 045-633-3706

静岡営業所
〒422-8009　静岡市駿河区弥生町2-40
TEL ： 054-261-3351　FAX ： 054-261-2158

甲府駐在
〒400-0854　甲府市中小河原町203-101
TEL ： 055-241-0891　FAX ： 055-241-1091

〒243-0807　厚木市金田1000
TEL ： 046-224-7811　FAX ： 046-224-7816

〒364-0011　北本市朝日4-553
TEL ： 048-591-6907
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名古屋支店
〒464-0852　名古屋市千種区青柳町6-26
TEL ： 052-732-2600　FAX ： 052-732-2618

北陸営業所
〒920-0364　金沢市松島2-13
TEL ： 076-240-6661　FAX ： 076-240-6361

三重営業所
〒514-0004　津市栄町1-852
TEL ： 059-225-7811　FAX ： 059-225-7812

富山出張所
〒939-8216　富山市黒瀬北町1-11-12
TEL ： 076-493-2516　FAX ： 076-493-2570

広島支店
〒733-0035　広島市西区南観音2-7-10
TEL ： 082-233-3201　FAX ： 082-292-7028

山口出張所
〒747-0836　防府市大字植松474-1
TEL ： 0835-23-2963　FAX ： 0835-23-2928

岡山出張所
〒700-0941　岡山市北区青江1-2-40
TEL ： 086-234-1300　FAX ： 086-234-1305

山陰駐在
〒690-0064　松江市天神町37　302号室
TEL ： 0852-24-0856　FAX ： 0852-24-0861

福岡支店
〒812-0893　福岡市博多区那珂5-3-15
TEL ： 092-411-1261　FAX ： 092-473-5992

大分出張所
〒870-0952　大分市下郡北3-14-6 2-1
TEL ： 097-574-6377　FAX ： 097-574-6378

長崎出張所
〒852-8153　長崎市花丘町22-12
TEL ： 095-849-2161　FAX ： 095-849-2160

熊本出張所
〒862-0941　熊本市中央区出水7-29-6
TEL ： 096-378-2821　FAX ： 096-378-2822

大阪支店
〒577-0012　東大阪市長田東3-3-11
TEL ： 06-6744-1041　FAX ： 06-6744-8965

神戸営業所
〒652-0822　神戸市兵庫区西出町1-2-11
TEL ： 078-652-2155　FAX ： 078-652-2157

京都営業所
〒612-8457　京都市伏見区中島宮ノ前町4-2
TEL ： 075-621-8213　FAX ： 075-621-8242

高松営業所
〒761-0303　高松市六条町1133-1
TEL ： 087-866-5777　FAX ： 087-866-4177

松山出張所
〒790-0054　松山市空港通2-14-21
TEL ： 089-972-3121　FAX ： 089-972-3123

和歌山駐在
〒640-8341　和歌山市黒田169-1-101
（ご連絡はFAXでお願い致します）　FAX ： 073-473-3854

徳島駐在
〒770-0006　徳島市北矢三町1-2-11-302
TEL ： 088-633-5611　FAX ： 088-633-5617

〒578-0965　東大阪市本庄西1-8-23
TEL ： 06-6745-0811　FAX ： 06-6745-1494

バンザイ南九州販売株式会社
〒890-0073　鹿児島市宇宿2-23-13
TEL ： 099-257-7730　FAX ： 099-257-7716

バンザイ南九州販売株式会社　宮崎事業部
〒880-0805　宮崎市橘通東5-7-19
TEL ： 0985-25-3511　FAX ： 0985-28-8521

バンザイ沖縄販売株式会社
〒901-2131　浦添市牧港2-51-8
TEL ： 098-878-9355　FAX ： 098-879-1255
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バンザイ指定サービスステーション

福岡支店管内／25カ所
●バンザイサービス南福岡
●バンザイサービス東福岡
●バンザイサービス博多
●バンザイサービス九州
●バンザイサービス北九州
●バンザイサービス筑後
●バンザイサービス筑紫
●バンザイサービス八幡
●バンザイサービス大分
●バンザイサービス東九州
●バンザイサービス佐賀
●バンザイサービス肥前
●バンザイサービス佐世保
●バンザイサービス大村
●バンザイサービス長崎南
●バンザイサービス東長崎
●バンザイサービス熊本
●バンザイサービス肥後
●バンザイサービス中九州
●バンザイサービスさつま
●バンザイサービス南鹿児島
●バンザイサービス宮崎
●バンザイサービス都城
●バンザイサービス沖縄
●バンザイサービス沖北

札幌支店管内／11カ所
●バンザイサービス道都
●バンザイサービス西札幌
●バンザイサービス東札幌
●バンザイサービス南札幌
●バンザイサービス札幌
●バンザイサービス道北

●バンザイサービス帯広
●バンザイサービス道東
●バンザイサービス北見
●バンザイサービス函館
●バンザイサービス道南

関東支店管内／36カ所
●バンザイサービス長岡
●バンザイサービス上越
●バンザイサービス新潟中央
●バンザイサービス新潟東
●バンザイサービス上田
●バンザイサービス長野
●バンザイサービス佐久
●バンザイサービス松本
●バンザイサービス高崎
●バンザイサービス東毛
●バンザイサービス前橋
●バンザイサービス群馬東
●バンザイサービス群馬西
●バンザイサービス宇都宮
●バンザイサービス佐野
●バンザイサービス宇都宮南
●バンザイサービス土浦
●バンザイサービス鹿島

●バンザイサービス茨城西
●バンザイサービス日立
●バンザイサービス那珂
●バンザイサービス埼玉南
●バンザイサービス熊谷
●バンザイサービス上尾
●バンザイサービス埼玉中
●バンザイサービス埼玉西
●バンザイサービス埼玉東
●バンザイサービス埼京
●バンザイサービス習志野
●バンザイサービス千葉
●バンザイサービス千葉南
●バンザイサービス千葉中
●バンザイサービス東千葉
●バンザイサービス北千葉
●バンザイサービス西千葉
●バンザイサービス東葛

●バンザイサービス甲府
●バンザイサービス川崎
●バンザイサービス横浜南
●バンザイサービス横浜北
●バンザイサービス湘南
●バンザイサービス横浜東
●バンザイサービス駿遠
●バンザイサービス浜松
●バンザイサービス静岡
●バンザイサービス静南
●バンザイサービス静清
●バンザイサービス駿河
●バンザイサービス清水

東京支店管内／27カ所
●バンザイサービス城西
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世界へ、BANZAIブランドの
信頼が広がっています。

安全で快適なカーライフ、そして人と環境を守るサービスの役割は世界

共通です。BANZAIは日本から世界へとビジネスの輪を広げ、信頼のブ

ランドとして高い評価を頂いています。

世界の先進メーカーから最新のサービス機器、検査機器を輸入し、より

高度なソリューションとともに各国の環境とニーズに合わせて供給する

こと、そこにBANZAIブランドのオリジナリティがあります。BANZAIブラ

ンドは世界の市場へ、これからも信頼を広げていきます。

上海を拠点に中国におけるビジネスを展開上海を拠点に中国におけるビジネスを展開

海外の整備機器展示会で
バンザイの新商品を紹介

カーメーカーの生産ラインで活躍する検査機器

各国の検査基準に対応する
検査ライン

PDI工場で洗車の効率化、高品質化を実現

バンザイタイランド



海外販売部
住所 ： 〒105-8580　東京都港区芝2-31-16
TEL ： 03-3769-6894　FAX ： 03-3451-5200

（株）バンザイタイランド
住所 ： 10 Ramkhamhaeng Road,Kwang Minburi, Khet Minburi,
　　　Bangkok 10510, THAILAND
TEL ： +66-2917-4941　FAX ： +66-2917-4950
URL ： http://banzai.co.th/

万岁汽车设备商贸(上海)有限公司
住所 ： Jiahua Business Center, Unit A8-501B Honqiao 
　　　Road,Shanghai 200030, P.R. china
TEL ： +86-21-5489-0707　FAX ： +86-21-5489-2660
URL ： http://www.banzai-sh.com.cn/

海外販売部
住所 ： 〒105-8580　東京都港区芝2-31-16
TEL ： 03-3769-6894　FAX ： 03-3451-5200

（株）バンザイタイランド
住所 ： 10 Ramkhamhaeng Road,Kwang Minburi, Khet Minburi,
　　　Bangkok 10510, THAILAND
TEL ： +66-2917-4941　FAX ： +66-2917-4950
URL ： http://banzai.co.th/

万岁汽车设备商贸(上海)有限公司
住所 ： Jiahua Business Center, Unit A8-501B Honqiao 
　　　Road,Shanghai 200030, P.R. china
TEL ： +86-21-5489-0707　FAX ： +86-21-5489-2660
URL ： http://www.banzai-sh.com.cn/

BANZAI Master Catalog

BANZAI Master Catalog

世界へ、BANZAIブランドの
信頼が広がっています。

安全で快適なカーライフ、そして人と環境を守るサービスの役割は世界

共通です。BANZAIは日本から世界へとビジネスの輪を広げ、信頼のブ

ランドとして高い評価を頂いています。

世界の先進メーカーから最新のサービス機器、検査機器を輸入し、より

高度なソリューションとともに各国の環境とニーズに合わせて供給する

こと、そこにBANZAIブランドのオリジナリティがあります。BANZAIブラ

ンドは世界の市場へ、これからも信頼を広げていきます。

上海を拠点に中国におけるビジネスを展開上海を拠点に中国におけるビジネスを展開

海外の整備機器展示会で
バンザイの新商品を紹介

カーメーカーの生産ラインで活躍する検査機器

各国の検査基準に対応する
検査ライン

PDI工場で洗車の効率化、高品質化を実現

バンザイタイランド



A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R

総合診断装置
DIAGNOSIS  EQUIPMENT

車体整備（板金・溶接・塗装）用機器
BODY-FRAME REPAIR WELDING AND PAINTING EQUIPMENT

洗車・洗浄・美装機器
WASHING EQUIPMENT

エアー・電動工具
AIR AND ELECTRIC TOOLS

環境整備・公害防止機器
ANTI-POLLUTION EQUIPMENT

エンジン用整備機器
ENGINE RECONDITIONING EQUIPMENT

タイヤ（ホイール）およびブレーキ用機器
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一般計測器
MEASURING INSTRUMENTS

付　録
APPENDIX

車検整備システム・車検機器
VEHICLE INSPECTION EQUIPMENT

エンジンチュンナップ機器
ENGINE TUNE-UP EQUIPMENT

注油機器
LUBRICATING EQUIPMENT

ハンドツール＆作業用機器
HAND TOOLS AND MISCELLANEOUS

リフト・ガレージ機器
LIFT AND GARAGE EQUIPMENT

ディーゼルエンジン用機器
DIESEL ENGINE SERVICE EQUIPMENT

エアーコンプレッサーおよび関連機器
AIR COMPRESSOR  AND AIR LINE EQUIPMENT

特殊仕様機器
CUSTOM-MADE SPECIAL EQUIPMENT
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●エンジン回転計
●タイミングタコテスター

●パッケージコンプレッサー
●エアーコンプレッサー
●補助タンク

●カーメーカー完成検査ライン設備
●ビークルシミュレーションテスター
●車検場設備機器

●商品索引　_________ 名称から検索できます。
●型式索引　_________主な型式を掲載しています。

●ネットワークライト
●ネットワークイージー
●ネットワークネオ

●フレーム修正機
●ナジャ車両計測器
●ポートパワー

●水用ホースリール
●ランドリー
●ECOスーパーファイン

●エアーラチェットレンチ
●サンダー／ポリッシャー
●エアードリル

●廃油回収ウォーカー
●廃油ヒーター
●バルシックス

●バキュームゲージ
●ラジェーターキャップテスター
●燃料消費計

●アライメント用リフト
●ホイールバランサー
●タイヤチェンジャー

●直定規
●スコヤー
●温度計

●車体整備特殊認定工場の認定
●電気装置整備特殊認定工場の認定
●車両法以外の関係法令

●コンビネーションテスター
●サイドスリップテスター
●ヘッドライトテスター

●充電器
●エンジンスターター
●比重計

●オイルドレーン
●オイルバケットポンプ
●グリースガン

●絶縁工具セット
●ピットイン
●トルクレンチ

●イーグルリフト
●ワークステージ
●ツインエース

●噴射ポンプスタンド
●シリンダーライナープーラー
●コンプレッションゲージ

●エアードライヤー
●ドレン自動排水器
●エアートランスホーマー

●タイヤ組立設備機器
●洗車設備機器
●シャシダイナモメーター

●フロントマスター
●カスタネット
●アウダセブン

●スポットカッター
●ボディプーラー
●フエンダー工具

●エアーガン
●マットクリーナー
●バキュームクリーナー

●エアーソー
●オートチゼル
●電気ドリル

●ホットガン
●涼風扇／冷扇機
●ピアヒーター

●異音検知テスター
●クーラントチェンジャー
●LLCチェッカー

●ホイールドーリー
●エアータワー
●タイヤゲージ

●スクリューピッチゲージ
●シックネスゲージ
●ダイヤルゲージ

●減価償却の処理
●リース・各融資制度について
●単位換算表・その他

●排気ガステスター
●音量計／騒音計
●ターニングラジアスゲージ

●サーキットテスター
●O2センサーテスター
●VAテスター

●オイルサービスセット
●ガソリン携行缶
●ドラムポンプ

●プーラー
●エアーホースリール
●ハンドランプ

●ガレージジャッキ
●オイルジャッキ
●ムービングラック

●燃料消費計

●エアーホースジョイント
●エアーコック
●コンプレッサーオイル

●タイヤ転がり抵抗試験機
●タイヤ接地面挙動測定装置

●デジコミⅡ
●モバイルサイネージNEX
●シャシダイナモメーター

●溶接機
●赤外線乾燥機
●スプレーガン

●クリスタークォーツ
●クリスタービューシステム
●セラバリア

●卓上ボール盤
●卓上グラインダー
●高速切断機

●排気ガス排出システム
●バキュームリール

●プローブイン
●フロンガス交換機
●オイル潤滑クリーニングシステム

●窒素ガス発生器
●ブレーキディスクレース
●ハイブリーダー

●トースカン
●ヤゲン台
●定盤

●車両重量計
●荷重試験装置
●作業時間管理ボード

●チェーンナップテスター
●タイミングライト
●プラグクリーナーテスター

●オイルチェンジャー
●ATフルードチェンジャー
●オイルフィルターレンチ

●フェンダーカバー
●スーパーリライト
●チェーンブロック

●油圧プレス
●ハイトレッカー
●ガレージミラー

●カプラ
●エアーホース
●クィックホースコネクター



このカタログは皆様より信頼を頂くBANZAIの自動車用整備

機械、工具、試験機及びメンテナンス用機器を収録していま

す。BANZAIブランドはお客様の立場に立って企画、開発した

高品質の商品をラインナップ、納品からアフターサービスま

で安心してお使いいただけます。本カタログを皆様の機器選

定のマニュアルとしてお役立てください。

●本カタログは商品をセクション別に掲載し、目次と商品索

引、型式索引により必要な商品を探せるようになっています。

■ご注文、お問合せは下記にご注意ください

＜ご注文・お問合せ＞
型式、品名を正しくご指定ください。商品の配送はとくにご指
定のない限り弊社でもっとも妥当な方法で出荷いたします。
荷造り費、運賃はご注文主の負担にてお願いいたします。

＜ご返品＞
梱包を解いた際、数量違い、品違い、破損などの場合、あるいは
価格、品種などにご不審の点がある場合は、必ず 7日以内にご
照会をお願いいたします。また、1カ月以上を経過した場合は、
原則としてお引き取りはお断り申し上げます。

＜お願い＞
本カタログに掲載してあります商品の型式、仕様は製品改良
などにより予告なく変更する場合がありますので、予めご了
承ください。仕様については一部の車種で適用できない場合
がありますので、最寄の事業所までお問合せください。

カタログご利用にあたって

BANZAI は安心のブランドです



カタログご利用にあたって


