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サ イ ト シ ョ ッ プ 「商品一覧 その２」 2010.11
ヴィーナス
ボール
(60W相当)
電球色 ク
リア

ＬＥＤ製品

2,200円

7

ヴィーナス
ボール
(40W相当)
電球色 ク
リア

ＬＥＤ製品

[EDP86YC N]

2,100円

[EDP84YC N]

【高い光度の長寿命・省エネLED電球】

【高い光度の長寿命・省エネLED電球】

工事不要で、すぐに使用できる電球タイプ。(口金26)

工事不要で、すぐに使用できる電球タイプ。(口金26)

「電球色」でありながら「全光束＝375lm 」という業界トップクラス

業界トップクラスの高い光度を誇り、40,000時間の設計寿命！

の輝きを実現!!

――つまり、24時間つけっぱなしでも、これ一個で４年半交換

蛍光灯の様なチラツキは発生しません。設計寿命40,000時間！

いらず、電力量は１/６以下で済みます。

――つまり、24時間つけっぱなしで、これ一個で４年半交換
暖かな「電球色」、下まで光の伸びる「クリア タイプ」です。

いらず、しかも電力量は１/７以下。 ・・お得でしょ？

調光(明るさ調整)機能付き器具には、使えません。

暖かな「電球色」、光の伸びる「クリア タイプ」です。
調光(明るさ調整)機能付き器具には、使えません。
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ヴィーナス
ボール
(60W相当)
電球色 ス
モーク

ＬＥＤ製品

[EDP86YSN]

6

ＬＥＤ製品

2,200円

【高い光度の長寿命・省エネLED電球】

ヴィーナス
ボール
(40W相当)
電球色 ス
モーク

2,100円

[EDP84YSN]
【高い光度の長寿命・省エネLED電球】

工事不要で、すぐに使用できる電球タイプ。(口金26)
工事不要で、すぐに使用できる電球タイプ。(口金26)

「電球色」でありながら「全光束＝375lm 」という業界トップクラス

業界トップクラスの高い光度を誇り、40,000時間の設計寿命！

の輝きを実現!!

――つまり、24時間つけっぱなしでも、これ一個で４年半交換

蛍光灯の様なチラツキは発生しません。設計寿命40,000時間！

いらず、電力量は１/６以下で済みます。

――つまり、24時間つけっぱなしで、これ一個で４年半交換
いらず、しかも電力量は１/７以下。 ・・お得でしょ？

目に優しい「スモークタイプ」です。 暖かな「電球色」。
調光(明るさ調整)機能付き器具には、使えません。

暖かな「電球色」、目に優しい「スモーク タイプ」です。
調光(明るさ調整)機能付き器具には、使えません。
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ヴィーナス
ボール
(60W相当)
昼光色 ク
リア

ＬＥＤ製品

2,200円

5

ＬＥＤ製品

【高い光度の長寿命・省エネLED電球】

【高い光度の長寿命・省エネLED電球】

工事不要で、すぐに使用できる電球タイプ。(口金26)

工事不要で、すぐに使用できる電球タイプ。(口金26)

「全光束＝575lm 」という業界トップクラスの高さを実現!!

業界トップクラスの高い光度を誇り、40,000時間の設計寿命！

蛍光灯の様なチラツキは発生しません。設計寿命40,000時間！

――つまり、24時間つけっぱなしでも、これ一個で４年半交換

――つまり、24時間つけっぱなしで、これ一個で４年半交換

いらず、電力量は１/６以下で済みます。

いらず、電力量は１/７以下で済みます。
色の映える「昼光色」。目に優しい「スモークタイプ」です。

まっすぐに光の届く「クリア タイプ」です。

調光(明るさ調整)機能付き器具には、使えません。

ＬＥＤ製品

ヴィーナス
ボール
(60W相当)
昼光色 ス
モーク

調光(明るさ調整)機能付き器具には、使えません。

2,200円

4

【高い光度の長寿命・省エネLED電球】
工事不要で、すぐに使用できる電球タイプ。(口金26)
「全光束＝575lm 」という業界トップクラスの高さを実現!!

ヴィーナス
ボール
(40W相当)
昼光色 ス
モーク

ＬＥＤ製品

[EDP86W SN
]

[EDP84WSN]

【高い光度の長寿命・省エネLED電球】
工事不要で、すぐに使用できる電球タイプ。(口金26)
業界トップクラスの高い光度を誇り、40,000時間の設計寿命！

蛍光灯の様なチラツキは発生しません。設計寿命40,000時間！
――つまり、24時間つけっぱなしで、これ一個で４年半交換
いらず、電力量は１/７以下で済みます。

――つまり、24時間つけっぱなしでも、これ一個で４年半交換
いらず、電力量は１/６以下で済みます。
目に優しい「スモークタイプ」です。

色の映える「昼光色」。目に優しい「スモークタイプ」です。
調光(明るさ調整)機能付き器具には、使えません。

2,100円

[EDP84W C N]

[EDP86W C N
]

8

ヴィーナス
ボール
(40W相当)
昼光色 ク
リア

調光(明るさ調整)機能付き器具には、使えません。

2,100円

≪EC O 研 究 所 ≫

サ イ ト シ ョ ッ プ「商品一覧 その１」 2010.11
No.

3

ゴールド
パンチα
3000
(250ml)

ゴールドパンチ

画像

カテ ゴ リー

16

ガラスコート剤

5,000円

名称/ID

価格(税込み)

スーパー
クリアビ
ジョン セッ
ト

7,350円

[EC P8C S1N]
【世界初!! 無機100％「くもり防止」コート剤】

[EGP8025N]
【エンジンオイルの強化改質剤☆】(フラッシング用250m l)

水滴接触角5度以下の超親水膜が、水を抱えて「くもり」を防せぎます。

エンジンオイルに５～10％混ぜて使います。

世界初の無機100％コート剤は、効果の持続力に自信アリ!!

ガソリン車、ディーゼル車どちらもＯＫ。ハイブリッド車にも。

最長６カ月、温浴施設などの鏡やガラスをクリアに保ちます・・。

《お試し用》として、フラッシングに使える(250m l)タイプをご用意しました。

スーパークリアビジョン 100m l １本
ガラス油膜取り 100m l １本
そして塗布用パット＆パフも１セット。 ご家庭でもどうぞ。

2

ゴールドパンチ

ゴールド
パンチα
3000
(500ml)

15

9,800円

ガラスコート剤

スーパー
クリアビ
ジョン
(300ml)

7,350円

[EC P8C 30N]

[EGP8050N]

【世界初☆無機100％「くもり防止」コート剤】

【エンジンオイルの強化改質剤☆】
エンジンオイルに５～10％混ぜて使います。

超親水性の被膜をつくり、つまり、ガラスや鏡の表面に一切の水滴を

排気ガス中のNO x や一酸化炭素の低減、燃費向上、パワーアップ、

つくらせず、反対に水を抱えることでクリアな視界を確保します。

制振/制音効果などが期待出来る、《お財布》にも《環境》にも

効果は、最長で６カ月!! 温浴施設のガラスや鏡にBe stな１本!!

優しいスグレモノです。

14

1

ゴールドパンチ

ゴールド
パンチα
3000 (１
L)

ガラスコート剤

「プロ仕
様」コート
剤 トータ
ルセット

37,800円

[EC P8TS1N]
【超親水・防汚・くもり防止コート トータルセット】
18,375円
プロが使う「ガラスのコーティング剤セット☆」
業者の方へ、是非、お勧めの「トライアルセット」です。

[EGP8100N]

リフレッシュシリカコート(剥離剤) 300m l １本

【エンジンオイルの強化改質剤☆】
エンジンオイルに５～10％混ぜて使います。

ボディ・ホイル油膜取り 300m l １本

排気ガス中のNO x や一酸化炭素の低減、燃費向上、パワーアップ、

ミラークリアビジョン 300m l １本

制振/制音効果などが期待出来る、《お財布》にも《環境》にも

プラチナセルフコート 300m l １本

優しいスグレモノです。

スーパーグラスバリア 300m l １本
ガラス油膜取り 300m l １本
に塗布用パット＆パフ１セット、霧吹き １本
まずは、こちらでお試し頂き、気に入ったものを個別にお求めください。
※もちろん、業者以外の方へも小売いたします。

12

ガラスコート剤

スーパー
グラスバリ
ア
(300ml)
[EC P8B30N]

【帯電防止!! ホコリを寄せ付けないガラスコート剤】

光触媒に代わって最も注目されているのが《スーパーグラスバリア》。

7,350円

13

ガラスコート剤

スーパー
グラスバリ
ア セット
[EC P8BS1N]

【帯電防止!! ホコリを寄せ付けないガラスコート剤】

帯電防止効果でホコリを寄せ付けず、雨や水でセルフクリーニング、

帯電防止効果でホコリを寄せ付けず、雨や水でセルフクリーニング。

くもりのない状態に復帰させる《スーパーグラスバリア》(100m l)。

自然に、くもりのない状態に復帰します。

ガラスに付着する油膜を根こそぎた落とす《油膜取り》(100m l)。

太陽光発電パネルなどの屋外施設のガラス部分に、すぐれた効果!!
道路ミラーや信号など、中々掃除の出来ない施設にも最適です。

3,800円

以上２本のセットに、塗布時にとても便利な《パットとパフ》のついた
お得なセットです。
お値段も手頃で、No１ガラスコート剤シリーズへの入門用にもピッタリ☆

