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WHEELS
ホイールを洗浄し、手入れし、そして保護しよう

僕たちの優しいながらも効果的なホイールクリーナーやドレッシング、
ホイールワックス、そしてブラシのシリーズで。
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IMPERIAL

500ML - ¥3680 / 5L - ¥18400

(インペリアル)

ホイールクリーナー

厚くこびり付いたブレーキダストで
汚れたアロイホイールは、カー

シャンプーだけでは太刀打ちできない
状況のひとつだ。だから僕たちは、

クリーニング剤とデグリーサーの強力なブ
レンドのインペリアルを作り出した。

インペリアルの非酸性のホイールレシピ
が、スプレーしただけでホイールから
ブレーキダストと道路からの汚れを

分離し始める。その高い発泡性の
ソリューションは、つらい仕事を簡単な

作業にし、リムを恥ずべきものから
輝かしいものに格上げする。
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GLOSSSATIN

500ML - ¥4310500ML - ¥3680

REVOLUTION

500ML - ¥3980 / 5L - ¥19900

(レボリューション)

進化したディープクリーニングホイールウォッシュソリューションは、
デリケートに塗装され磨かれアルマイト加工された特殊仕上げには優しい

一方で、ブレーキの埃や道路からの汚れは分解する。レボリューションはまた、
ホイールシーラントの寿命を維持するのにも役立つ。

ホイールソープ

(サテン)

タイヤクリーム

サテンは、クリーンで自然なサテンの
パール仕上げから、スーパーウェットで
ハイグラスな輝きまで、あなたが望む

どんな光沢レベルも作りあげる
ことが出来る。

(グロス)

タイヤドレッシング

ずぶ濡れのタイヤは、
どんな車の外観も確かに引立てる。

単純なスプレーと光沢テクノロジーで、
グロスはこれを簡単に

作り上げるのだ。
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WASH
車に優しいながらも効果的なソリューション

洗い跡が残らない仕上げを維持すること専用の、高性能のシャンプーや
スノーフォームと洗車用品のシリーズ。
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AQUA COAT

1L - ¥5900 / 5L - ¥20650

(アクアコート)

撥水性リンスエイド

スプレーして水洗いすればいいだけの
ソリューションであるアクアコートを使って

洗車することで、エクステリア全面に
Si02コーティングの保護層を追加すれば、

あなたの洗車方法は永遠に
変わるだろう。
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LATHER

CITRUS POWER

500ML -  ¥3980  
5 L -  ¥19900

1 L -  ¥3980
5 L -  ¥13900

シトラスパワー バグ＆グリム リムーバーで、車の前面に
固着した虫跡を簡単に取り除き、ワックスを剥がすことなく、
汚れた部分から道路汚れも処理してくれる。

IRON OUT

500ML - ¥3980
1L - ¥6400 / 5L - ¥19900   

(アイアンアウト)

鉄粉除去剤

反応性 鉄粉除去剤は、
近年業界に打撃を与えた

最もクールな製品のひとつだ。

アイアンアウトは、酸化鉄粉除去作業の
段階のために追加された製品だ。
鉄粉が近年のドライバーにとって
ますます問題になってきていて、

細かい鉄の破片がそれこそ
すべての表面に付着し、

もし確認されないまま放置すれば
腐食が始まる。 

アイアンアウトは、これらの粒子を
大きなダメージが発生する前に

浮き上がらせて溶解を行うのだ。

使いやすい
サイズを

選んで欲しい
僕たちは、250MLサイズから、シャンプーや

スノーフォーム、そしてホイールクリーナーなど
最も人気がある商品の5L大容量サイズまで、

いくつかのサイズを揃えている。

PHニュートラルのカーシャンプー

ラザーは本格的な「ディテイラー達」のためのシャンプーだ。 
優しくてPHバランスのとれた界面活性剤、高度に濃縮され
た潤滑剤、まがい物は何も入っていないタンジェリンの香り
のブレンドだ。

(ラザー)

バグ & グリム リムーバー
(シトラスパワー)
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500ML - ¥3980

(ラザーフルーツフュージョン)

PHニュートラルのカーシャンプー

僕たちのラザー 
”フルーツフュージョン エディション”で、

洗車をもっと気持ちのいい作業にしよう。

あなたのお気に入りのワックスと
シーラントに優しい、泡立ちの良い
カーシャンプーは、フルーツパンチ、

グレープ、サマーフルーツを含む3つの
素敵なフルーツの香りが揃っている。

LATHER FRUITS
 FUSION
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NEW FLAVOURS
SNOW FOAM

1 LITRE - £12.95 / 5 LITRE - £29.95

This Citrus Power infused 

foaming pre-wash solution, is 

the perfect product to assist 

you in those winter months, to 

loosen and remove road grime 

prior to contact washing, doing 

most of the work for you.

AVALANCHE

1L - ¥5100 / 5L - ¥17850

(アヴァランチ)

スノーフォーム

このシトラスパワーが注入された、
発泡性プレウォッシュソリューションは、
接触洗浄の前に道路の汚れをほぐして

取り除くためにほとんどの仕事を
やってくれるし、冬の季節の助っ人

としては完璧な製品なのだ。
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CLAY BAR

OBLITARATE

GLIDE

200G - ¥4600

500ML - ¥3350
5L - ¥16750

VERSO

1L - ¥3680 / 5L - ¥12880

(ヴァーソ)

万能クリーナー

とても良心的な価格でありながら、
インテリアとエクステリアの両方の洗浄に
幅広い働きを待つ濃縮万能クレンザーと

デグリーサー。必要な作業に応じて３倍から
５倍の水で薄めて使うことが可能な

この多用途製品は、究極に万能なのだ。

(オブリタレート)

塗っただけで素早く汚れを分解
し、下地の仕上げを台無しにす
ることなしに、もっとも頑固なタ
ールや接着剤の残留物を除去し
てくれる。

500ML -  ¥3680

(グライド)

その特殊なブレンドの添加剤は、
クレイバーによるクレンジング
ステップ中に放出される破片を
カプセル化するのに役立って、
ディテーリングクレイバーを車の
表面全体に楽々と滑らせる。

(クレイバー)

上等で柔らかいクレイの板は
使いやすくて塗装を傷つけない。
出来すぎた話のようだけど、それ
は僕たちが提供しなければなら
ないそのものなのだ。

タール ＆ 
グルーリムーバー

クレイバー潤滑 
スプレー

ディテーリング
クレイバー

20 21



WAXES & SEALANTS
天然 カルナバ ワックス

天然カルナバワックスから合成塗料シーラントまで、僕たちはあなたの車
そのままの仕上がりと色に特化したワックスを豊富に揃えている。
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FUSION DESIRE

150G - ¥22800 150G - ¥45000

ハイブリッドワックス

オートフィネス フュージョンは、
自然なカルナバ ワックスの仕上げを

望む人々のための、塗料シーラントだけが
提供できる耐久性を備えている
究極のハイブリッドワックスだ。

(フュージョン)

持続性最高のカーワックス

オートフィネス デザイアは、
僕たちの最高級のハードワックスだ。

 この超耐久性のあるハードワックスブレンドは、
容積ではなんと54％がT1グレードの

ブラジル製カルナバワックスで、
残りはすべて天然のビーワックスと油なのだ。

この超高ワックス固形分は デザイアの耐久性を
日常走行車の場合６ヶ月以上にする。

それはあなたの愛車にとって、一年を通した
全シーズンの保護を意味する。

(デザイア)
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TEMPTATION

150G - ¥9800

ILLUSION

PASSION ESSENCE

SPIRIT

SOUL

150G - ¥15400

白と淡色の塗装の仕上げに
輝きと光沢をもたらすように
開発された、この天然ワックスと
オイルのブレンドは、最高３ヶ月
の保護を約束する。

(ソウル)

(パッション)

パッションは、ソリッドと
クラッシックな塗装タイプや
暖色のグロス、そして油性の
湿り具合に深みと暖かさを
増すために広範囲に開発され、
輝きの深さは最大3ヶ月間
持続し保護する。

(スピリット)

メタリックとパール仕上げを
生き返らせるようにデザイン
されたスピリットは、最高で
５ヶ月間持続する、最も視覚的
に完璧なワックスだ。

(テンプテーション)

テンプテーションは 僕たちの
エントリーワックスだ。
 天然ハードワックスの世界への
イントロダクションとして
デザインされていて、
すべての色と仕上げに
適している。

(エッセンス)

シルバーとホワイトに鮮明な
明るい反射をもたらすと同時に、
濃い色のメタリックとソリッド
塗装に暖かさと深みを与える 
究極の”オールラウンド”な
ワックスだ。

(スピリット)

受賞歴を持つショーワックスで
あるこの進化したワックスと
オイルのブレンドは、どんな塗装
にも一番湿って深みのある
仕上がりを与えてくれる。

白と淡色用
ワックス

万能ワックス

150G - ¥17250

万能ワックス

150G - ¥28400

ショーワックス

150G - ¥22800

ソリッド用ワックス

150G - ¥33900

メタリック・
パール用ワックス
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カルナバ 
クリームワックス

ラディアンスは、ハードワックス コレクションが
与えることで知られている深みのあるウェット
な輝きを、使いやすいクリーム状で提供してい
る。T1グレードのカルナバワックスが詰め込ま
れたラディアンスは、最大3ヶ月間、塗装に耐久
性のある保護層を提供する。淡い色から暗い
色、メタリックとソリッドまでの全ての色と仕上
げに適している。

RADIANCE (ラディアンス)

POWER SEAL

MINT RIMS

500ML - ¥8580

500ML - ¥8580

100ML - ¥7540

(パワーシール)

(ミントリム)

ペイント
シーラント

パワーシールは、マシンポリッシャーによるその
アプリケーションによって熱から結合し、 最高
9ヶ月まで持続するガラスのような仕上げを作
り出す熱反応性ポリマー。未来のペイントシー
ラントだ。

ホイールワックス
＆シーラント

ミントリムを使って、ホイールを保護して最高の
状態に保ってほしい。 滑らかかつ光沢のある仕
上げは、有害なブレーキダストを撃退し、先々の
ホイールクリーニングをとても簡単にする。 
一度塗ると、専用のホイールクリーナーの必要
性が激減し、ホイールを輝く新鮮な仕上がりに
戻すためには、PH ニュートラルカーシャンプー
だけでいい。
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POLISHES
ディープクリーン＆レストア

成功を導く組み合わせには、僕たちのポリッシュ剤とコンパウンド、
そしてグレーズのシリーズを使ってほしい。新旧の塗装に適し、あらゆる事態に

対処する商品を僕たちは揃えている。
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TRIPPLE

250ML - ¥3980
500ML - ¥5900

オール イン ワン

念入りな洗浄・研磨・保護が、ひとつの簡単な工程となった。
使いやすく、素晴らしい効果を素早くもたらすという理由から、

トリプルは僕らの一番人気のポリッシュ剤なのだ。
微粉砕ポリッシュ剤とグレージングオイル、そして僕らの

ハードワックスに含まれているのと同じT1グレードの
ブラジル製カルナバワックスが詰め込まれている。

(トリプル)

REVITALISE

500ML - ¥5900

コンパウンド リヴァイタライズの３段階の
コンパウンドシステムは、古びた塗装を
新品のようにすることを可能にする。
荒い修復用のコンパウンドから
細かいペースト状までを選べる。

(リヴァイタライズ)

PAD PRIME (パッドプライム)

500ML - ¥3350

パッド潤滑液 パッドプライムは、あなたのマシーン
ポリッシングパッドを使用前に整える
のに最高の製品だ。僕らのREVITALISE 
塗装再生システムと一緒に使用するよ
うにデザインされているパッドプライム
は、自動車仕上げにおいて、新しいフォ
ームパッドでゴシゴシこする必要を無く
すのだ。

ULTRA GLAZE (ウルトラグレーズ)

500ML - ¥5900

ペイントグレーズ ハードワックスを塗布する前に驚くほ
どの光沢と透明感をもたらすようにデ
ザインされた、ウルトラグレーズには細
かい傷を埋めるのに役立つポリマーが
詰め込まれている。
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VISION

500ML - ¥4310

TOUGH PREP

REJUVENATE

500ML - ¥8580

500ML - ¥8580

ガラスポリッシュ剤

ガラスから頑固な汚れを取り除くために
進化したポリッシュ剤。軽いポリッシュ剤が、
古びたスクリーンに透明さを復元するのに

十分な刺激をビジョンに与える。
色付きガラスとクロムガラスへの

使用にも安全だ。

(ビジョン)

プレワックス クレンザー

リジュビネイトは、僕らの最高級のワックスの美しさと
性能を高めるために特別に作られた、グレーズをベースにした

研磨塗装クレンザーだ。ワックスとシーラントの両方が、
塗装の保護と美化という共通の目的を共有しているが、

それぞれはやや異なる方法で使用される。

(トリプル)

プリシーラント クレンザー

タフプレップは、ペイントシーラントの接着を
補助するために特別にデザインされたクレンザーだ。

シーラントは完全にきれいな塗装面に接着する必要があり、
タフプレップがまさにその状態を準備してくれるのだ。

(タフ プレップ)
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FINISHING
更に素晴らしいもの

仕上げは更に素晴らしいもの。タイヤドレッシングから
ディテーリングスプレーとガラスクリーナーなどが、あなたの車両の

あらゆる部分を完璧に仕上げるのだ。
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500ML - ¥4310 / 5L - ¥21550

500ML - ¥3980 / 5L - ¥19900500ML - ¥5100 / 5L - ¥25500

DRESSLE

FINALEGLISTEN
スプレーワックス

オートフィネス グリステンは、高度な

スプレーワックスであり、時間のない時や

手の届きにくい場所へのトリートメントに

最適である。スプレーしてから拭く簡単な方法は、

全ての塗装面の仕上げに適している。

艶消し塗装やラッピングにもOKだ。

(グリステン)

クイック ディテーラー

フィナーレは終わりではなく、新しい輝きの始まりだ。

ペイントとトリム、さらにはガラスにも使用できる

ハイグレードなカルナバワックスが配合された、

水性のクイック ディテーリングスプレーだ。 時間に

余裕がない時やイベントの前の水を使わない洗車と

してもフィナーレは便利なのだ。

(フィナーレ)

万能ドレッシング

この液体のドライタッチの水性プラスチックドレッシ

ングは、作業中の車両の部分に応じて、表面に直接

スプレーするか、アプリケーターまたはマイクロファ

イバー クロスで塗布することができる。 インテリア

からエンジンベイまで、ドレッスルは様々な部分に

使用できる。

(ドレッスル)
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100ML - ¥3980
250ML - ¥3350
500ML - ¥3980

500ML - ¥3980
500ML - ¥5100

250ML - ¥5100
500ML - ¥7540

MERCURYCRYSTAL

RAG TOPREVIVE
トリムドレッシング

リバイブは、触ってもドライな落ち着いた

サテン仕上げを残すことによって、エクステリアの

プラスチックのトリムの色に深みを与えて復元し、

雨で流れることもない。

(リバイブ)

ガラスクリーナー

一般的な洗剤ベースのガラスクリーナーからの

大きな進歩を表す、高濃度でマイルドに蒸留された

溶剤の素晴らしくバランスの取れたブレンド。

拭き跡の残らない仕上げにするには、

ただスプレーして拭くだけだ。

(クリスタル)

クリーナー/プロテクター

フード用のディープクリーニングシャンプー。 

地面の汚れ、カビや苔を除去し、

コンバーチブルカバーを生き返らせる。

あなたの布製フードを封じて保護するために、

ラグトッププロテクターを続けて使って欲しい。

(ラグ トップ)

(マーキュリー)

メタル ポリッシュ

水銀性メタルポリッシュは、車両のあらゆる

タイプの金属と排気管チップ、リムディッシュや

クロムバンパーに使用するのに適している。

それらが新しいか古いかに関わらず、水銀は

ほぼ確実にあなたのトリムにその輝きを

取り戻させてくれるだろう。
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INTERIOR
清潔に保とう

はっきり言おう。外から自分の車を称賛していない時、あなたが時間を過ごす場所
はここだ。だから綺麗に、清潔に、細部にもこだわる事すべてが同じように大切だ。

僕たちのインテリアシリーズは、それを達成する事を手伝ってくれる。
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HIDE

500ML - ¥3980 / 250ML - ¥3350

500ML - ¥3680 
5L - ¥18400

500ML - ¥3680 
5L - ¥18400

クレンザー＆コンディショナー

あなたの上質な革の内装のセンシュアルな
仕上げを復元する事は、オートフィネス ハイドクレンザー

で革の汚れを取り除くことから始まる。
ハイドコンディショナーがその次に保護クリームとして

働き、将来的に革を潤わせて保護するのだ。

(ハイド)

SPRITZ (スプリッツ)

スプリッツは、あなたが買ったばかりの
新車の新鮮な仕上がりを維持したい時に
最適なインテリアドレッシングだ。

インテリア 
ディテーラー

TOTAL (トータル)

インテリア 
クリーナー

まさにインテリア専門の万能クリーナー。 
オートフィネス トータルは、敏感な
インテリアの表面のユニークな要求に
対応するように作られている。
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CLOTHS
マイクロファイバー

THE RANGEの各製品と使うために、完璧に揃った
マイクロファイバープロダクトの一連。ドライタオルからバフ用のクロスまでが

全ての違いを生みだすのだから。
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AQUA DELUXE PRIMO PLUSH

¥3210 ¥2520

ドライタオル

車を傷つける事なく、その上 拭き跡なしで
安心して乾かすために開発された、

とても厚いパイル生地の究極のドライタオル。
アクアデラックスは、

幅500MM、長さ700MMなので、半分、
又は四分の一に折り畳んでも車を拭ける。
その1200G/M²のディープなパイル生地は、

全ての表面の水分をすばやく吸収する。

マイクロファイバー クロス

このプリモクロスは、
見事な400MM X 600MMのサイズの、
両面が深いふかふかのパイル生地で、

傷付けないディテーリングのために
黒いマイクロスエードの縁取りが付いている。

素早いディテーリング作業、ホコリ取り、
さらには水分を拭くのにも最適である。

このプリモクロスは、
あなたのお車のディテーリングを

仕上げるたの最終バフにも完璧だ。

(プリモプラッシュ)(アクアデラックス)
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DELUXE MITT

ULTRA PLUSH

¥2600

¥2520

¥1830

¥1830

¥2520

¥500

マイクロファイバー クロス

ウルトラ プラッシュ マイクロファイバークロスは
800 GSMで、僕たちのディテーリングスプレーや

スプレーワックスと一緒に使用するのに完璧である。
深いパイル生地は車の表面が完全にバフ仕上げ

されていることを、滑らかなエッジは不要な拭き跡
や傷が残らない事を確かにしてくれる。

ウォッシュミット

より多くの洗浄液と泡を保持するための吸収性内部膜を
備えた深いパイル布の マイクロファイバーミット。

自由にすすぐことができる一方で、汚れの粒子と道路の
汚れを持ち上げて安全に拭き取ることを可能にする。

(デラックスミット)

(ウルトラ プラッシュ)

500ML - £8.95

DUO EDGELESS
(デュオ エッジレス)

ディテーリング 
タオル

このデュオタオルは片側が緻密な短い
パイル生地、もう片方が深いふわふわ
のパイル生地だから、一枚で両方の長
所が手に入る。

MICRO TWEED
(マイクロツイード)

ツイード織
クロス

ポリッシュ後の残留物やシーラント
を除去するのに最適だ。ツイード製織
が詰まりを防ぐ。

GLASS WAFFLE
(グラス ワッフル)

ワッフル織 
ガラス用タオル

このタオルのワッフル織は、拭き跡
のない仕上げにし、ガラスの洗浄を
援助するために開発されたものだ。

WORK CLOTH
(ワーククロス)

マイクロファイバー
クロス

この柔らかな白のマイクロファイバー
は、外装から車内まで、あなたの車の
あらゆる洗浄作業に適している。
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ACCESSORIES
すべて揃えてみた

ブラシやアプリケーターからボトルとバッグ、そしてバケツまで、
あらゆる種類の商品を最大限に活用するために特別に開発された

アクセサリーの一連。
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BUCKET
(デュオ エッジレス)

オートフィネス のスタイリッシュな
ロゴが表面に印刷された、
グロスブラック仕上げのこの新しい
ディテーリングバケツで、
カッコよく洗車しよう。

¥5720

15L

DETAILERS BAG
(ディテイラーズバッグ)

¥8980

キットバッグ 僕たちのディテイラーキット バッグで、
あなたのディテーリング用品を
スマートに保管しよう。2つの外装
ポケットにはタオルやアクセサリーが
入り、9つのオートフィネスボトルを
中に収納することができる。
車のトランクに置いておくのに最適だ。

CREW BAG
(クルーバッグ)

¥14200

キットバッグ 移動するディテーラーのためのバッグ。
ドライタオルや濡れたクロスを
入れるのに、2つの外側ポケットが
フロントに、1つのメッシュポケットが
背面に付いていて、最大14本までの
ボトルを収納できる。

AROMA CAR FRESHNER
(アロマ カーフレッシュナー)

あなたのお気に入りのアロマスプレーを
ちょっぴり使って、あなたの意識を
目覚めさせ、車のコックピットを今まで
よりもずっといい香りにしよう。

MICRO WASH
(マイクロウォッシュ)

あなたが愛車の塗装をケアするのと
同じように、この強力な洗剤を使って、
あなたが持っているマイクロファイバー
製品をケアして欲しい。マイクロウォッシュは、
マイクロファイバータオルの下ろし立ての
フワフワ感を取り戻すために、手洗い、
又は洗濯機の両方で使用することが出来る。

BARREL BRUSH
(バレルブラシ)

¥7800

ホイールブラシ バレルブラシは一番進化したブラシだ。
他のブラシが役に立たない時、
バレルブラシは、ソフトで傷をつけること
がない毛を活用して、念入りな洗浄が
必要な部分に入り込んでくれる。

¥3980

マイクロ
ファイバー用洗剤

¥3360

エアフレッシュナー
スプレー
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PRO MIXING BOTTLE

¥1520

¥3300

¥6400

¥3300

¥1250

BRUSH UPHOLSTERY

ULTRA SOFT MITT TYRE & TRIM

プロ ミキシング
ボトル

僕らのリットル用 プロレンジ ボトルは、
VERSO APCからインペリアル ホイール
クリーナーまで、クリーニング用品と
ソリューションを混ぜたり薄めたり
するのに最適な商品だ。

(インテリア用)

グリルや通気孔、そして凝った内装
など、手の届きにくい部分に使うた
めの柔らかい豚毛のブラシ。

インテリアブラシ。イギリスで手作り
されたこれらの純粋な豚毛のブラシ
は樹脂に埋め込まれ、柔らかい木製
のハンドル付き。

柔らかい純正ラムウールの洗車ミット
は、プロのディテーラーや週末愛好家
にとって不可欠なものだ。

スポンジのアプリケーターは、トリム
やタイヤのジェルを使いやすくするよ
うにデザインされている。
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WOOLLY TRIO

HOG HAIR BRUSH

¥11800

¥6170

ホイールブラシ セット

オートフィネス ウーリートリオ ブラシセットは、
ホイールから汚れを掻いて除去するようにデザイン

されている。 この3つのブラシは、異なるサイズと
持ち手で、ホイールの裏側や複雑な

ホイールスポークの洗浄が簡単な作業に
なるようにデザインされている。

(ウーリートリオ)

ホッグヘアー ディテーリング ブラシ

この贅沢なホッグヘアー ディテーリング ブラシは
２本のセット。イギリス製手作り、完璧にバランスの取れた

木製のハンドル、エポキシ樹脂に埋め込まれた短い豚の毛は
業界標準よりも75％長く、最も複雑なデザインの

ホイールスポークも手抜かりなく洗浄することができる。

(ホグ ヘアーブラシ)
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POLISH PADS

¥1950

マイクロファイバー スポンジ

このマイクロファイバー製
ポリッシュ用スポンジは、僕らのポリッシュや

ボディークレンザーを使うのに理想的なチョイス。
作業を完全にコントロールしながら、

傷つけることなく磨くことを可能にする、
柔らかで使い心地がいいスポンジだ。

サイズ 140MM X 90MM X 50MM。 
１パック２つ入り。

(ポリッシュ パッド)
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¥1000

¥3280

¥2310 ¥1000

MICROFIBERアプリケーター

DUAL FOAMアプリケーター

WAXMATE XL FOAMアプリケーター

ワックスメイト XL。僕たちの新しい
150G入りワックス缶の直径にぴっ
たり合うように設計されている。

マイクロファイバー パッド。TRIPPLE
やREJUVENATE、そしてTOUGH 
PREPを使うのに完璧なパートナー。

デュアルフォームは、コーティング剤
や保護剤の塗り込みに、柔らかい面
と硬い面との両面があるスポンジ。
１パック２つ入り。

この黄色いフォームパッドは、僕らの
MINT RIMSホイールワックスやドレ
ッシングだけでなく、他の沢山のデ
ィテーリング溶液を塗り込むのにも
最適だ。

¥2640

HANDI-PUCK
このマジックテープ付きのドーム状
の高密度フォームのハンディパック
は、あなたのお気に入りのスポットパ
ッドが(6５ページ参照)、 エルゴノミ
ックなアプリケーターになるように
デザインされている。

¥8460

HANDI PUCK KIT 
研磨からインテリア洗浄、そしてタイヤ
ドレッシングの塗布までの、ハンドアプ
リケーターシステムのキット。

＊各パッドは、説明文に記載がない場合は
単品売りです。
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¥3280

¥3280

REVITALISE 3

REVITALISE 1

この硬いパッドは、AUTO FINESSE 
REVITALIZE NO.1 ―復元コンパウンド
(150MM) と一緒に使用するようにデザ
インされた。

(リヴァイタライズ 1) (リヴァイタライズ スポットパッド)

(ハンディパック スポットパッド)¥3280

REVITALISE 2
(リヴァイタライズ 2)

この黄色の中硬度研磨パッドは、 
AUTO FINESSE REVITALIZE NO.2 ―
ポリッシングコンパウンド(150MM) と
一緒に使用するようにデザインされた。

(リヴァイタライズ 3)

REVITALISE NO.3 ―リファイニング
ポリッシュ (150MM)に使う赤い柔ら
かいスポンジパッド。

マイクロファイバー パッド

スクラブ パッド

ワックス パッド

タイヤ パッド

REVITALISE SPOT PADS

¥1600 (各)それぞれの85MMのリヴァイタライズ用
スポットパッドは、あなたのリヴァイタラ
イズコンパウンドをより手が届きにくい塗
装面に塗り込むのに役立つ。

¥2160 (各)

HANDI PUCK SPOT PADS

ハンディパックに付けて使う80MM
サイズのスポットパッドのシリーズ。

＊各パッドは、説明文に記載がない場合は単品売りです。
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APPAREL & GOODS
AUTO FINESSE のスタイルを完成させよう

あなたの車は完璧になっても、あなたは？ 
僕たちのアパレルとアクセサリー^ を手に入れれば完成だ。 

Tシャツからパーカ、キーホルダー、ステッカーまで、すべてがここで見つかる。
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RANGE OF HOODIES

RANGE OF T-SHIRTS

RANGE OF CREWNECKS

ソフトタッチ 
Tシャツ

僕たちのコレクションの新デザイン。
どんなディテーリングイベントにも
ぴったり合うこと間違いなし。 高品質
でソフトな肌触りのTシャツ。 ダブルス
テッチの裾と袖。耐久性のあるシルク
スクリーンプリントのデザイン。

厚手 スウェット
プルパーカ

このプルオーバーパーカは、僕たち
のクルーが着用するように作られた
ものだ。

ソフトタッチ 
クルーネック

高品質でソフトな肌触りのクルーネ
ック。 耐久性のあるシルクスクリー
ンプリントのデザイン。

* 僕たちのアパレルに関する詳細は、 
www.autofinesse-japan.com を見て欲しい。
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¥1300 ¥2500

¥1300 ¥1200

LOGO STICKER

SQUARE STICKER

BUMPER STICKER

AIR FRESHENER

(ロゴステッカー)

このホイルで裏打ちされたマット
ブラックの丸いロゴのバンパース
テッカーで、あなたのサポートを
示して欲しい！

ホイルで裏打ちされたマットブラック
の四角いバンパーステッカー！

(スクエアステッカー)

(バンパーステッカー)

ディテーラーのスローガンのバンパー
ステッカーパックであなたのサポート
を示して欲しい。

(エアフレッシュナー)

オートフィネス バブルガム、ぶら下げ型
のエアフレッシュナーで、バブルガムの
溢れる香りを車内に。
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#DETAILERSFUEL MUG

KEY RING

LANYARD

OUR PRO RANGE

¥3300

マグカップ ディテーリング作業からほっと一息休憩を
取っている間、#DETAILERSFUEL
マグカップでチームの一員のように
感じて欲しい。

¥2000 (各)

合皮キーリング オートフィネスのロゴが刻印された、
新しい革のキーリングであなたの
車の鍵をカッコよく見せよう。

¥2500

キー ストラップ ロゴが印刷されたオートフィネス 
ストラップで、鍵を安全に保持しよう。
褪せないプリントとソフトシルクの
効果が特徴だ。

僕たちのプロシリーズは、シャンプー、
ホイールクリーナーなどの大量に使いがちな
商品を5リットルサイズで用意した。あなたが
期待する高品質は変わらないが、さらに
良い価値を提供する。

(プロシリーズ)

ゴー ラージ 
ゴープロ
¥12880 〜
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SAMPLE SET

¥10000

100ML サンプル セット

オートフィネスサンプルセットは、
僕たちの商品がどうして評価されているのかを

試させてくれる。高い評価を得ている
CITRUS POWER、プレクリーナー、

LATHERカーシャンプー、受賞歴のある
オールインワン TRIPPLEポリッシュ、

GLISTENスプレーワックス、
CRYSTALガラスクリーナーなど、

僕たちのベストセラー商品の
100MLボトルのサンプルが５本入り。
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CONNISSEURS KIT

¥9800 ¥12880¥21550

¥11100 ¥9420

CRYSTAL CLEAR KIT ENGINE BAY KIT

LEATHER KIT SPEED SHINE KIT

WHEEL CARE KIT
¥14820

RADIANCE KIT

¥14950

CAR WASH KIT
¥11360

INTERIOR KIT

¥51480

STARTER KIT
洗浄製品から仕上げ製品まで 、ディテーリン

グの世界であなたがスタートするのに、

そして大事なショーのための仕上げに

必要なものが全部揃っている。

ガラスをピカピカに保つことはかな

り面倒だが、クリスタルクリア キット

は、私たちが満足する仕上げを保つ

ために必要なすべてを用意してくれ

ている。

大切なアロイホイールを保護して維持

するために必要なすべてが入っている

キット。

レザーキットには、あなたの車の革を徹

底的に洗浄して保護するために必要な

ものがすべて含まれている。

ディテーリングした車を洗浄して保護

するのに必要なものすべてのキット。

僕らのカノサーディテーリングキットは、

あなたのディテーリングの行程を楽に

始められるようした完璧なセットだ。

このキットには、あなたに必要な初めから

終わりまでのすべてが入っている。

¥117500

ショー＆
シャイン キット

スターター
キット

オートフィネスエンジンベイキットは、

あなたのエンジンベイを、デグリー

ス、洗浄、そして仕上げと、すべてとて

も簡単な行程にした完璧なセットだ。

ラディアンス カルナバクリームは、あな

たの車を少なくても３ヶ月間保護する

最高の製品だ。

スピードシャインキットは、車の洗浄後

に完璧な仕上げを得るのに、長年顧客

たちに一番愛されてきた製品を揃えた

セットだ。

インテリアクリーニングキットは、僕らの

低気泡性ソリューションと、退色を防ぐ

紫外線防御剤で、あなたのお車のインテ

リアの表面を洗浄し保護する完璧な

セットだ。
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