BMW CARE PRODUCTS.
A SPA TREATMENT FOR YOUR BMW.

BMW̲CARE̲PRODUCTS̲NewCIDec.indd H1

2020/12/23 15:50

あなたの BMW のために特別なお手入れを。

BMW 専用のプレミアムなカー・ケア製品。
BMW の高品質素材専用に開発された BMW カー・ケア製品は、
あなたのお車をデリケートにケアし、しっかりと保護します。
インテリアやエクステリア、ホイールやウインドー、いずれのお手入れにも
最適な製品を揃えております。

BMW カー・ケア製品は、カテゴリー別に明確に
デザインされています。
空気力学をイメージしたラインは、製品の品質証明です。
ホワイト・カラー・デザインは、明瞭さと清浄を表わします。
ブラック・ライン仕上げは独走性および技術的な正確さを表現しています。

エクステリア・ケア
Paintwork

アロイ・ホイール・ケア
Wheel / Rim

ウインドー・ケア
Windscreen

ウインター・ケア
Winter

インテリア・ケア
Inside

レザー・ケア
Leather

カブリオレ・ケア
Convertible
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エクステリア・ケア

Paintwork

簡単に素早く確実に、BMW のエクステリアをケア。
塗装面を長期間お守りします。

カー・シャンプー
1000ml 8312 5A16 110 ￥1,474（￥1,340）
一般的な汚れを特別開発されたリキッド・クリーナー
がやさしくしっかりと洗車します。洗車中も塗装面
のワックス被膜を保護します。

• 予めボディを水洗いし、砂ぼこりなどを落としてか
ら使用してください。
• 本製品を水で希釈し泡立て、スポンジで洗車し
ます。

収納ケース付折りたたみ防水バケツ
8319 2161 313 ￥2,860（￥2,600）
コンパクトに折りたため、収納スペースをとらない
BMW オリジナル防水バケツです。
小物入れとしてもご利用できます。
• 容量：約 11L

スポンジ
8214 0307 730 ￥1,056（￥960）

天候の影響や洗車機などによる洗浄跡などは塗装面を劣化させてしまいます。
大切なお車のエクステリアを守るため、BMW カー・ケア・エクステリア製品は、
BMW が持つ光り輝く光沢とその価値を長期間維持します。

ウォッシュ & ワックス
500ml 8312 2298 192 ￥1,760（￥1,600）
ソリッドおよびメタリック塗装面の洗車、保護およ
びツヤ出しです。
洗車とワックスがけが一度に行える便利なアイテム
です。

• 予めひどい汚れを水で洗い流してください。
• 本製品を水で希釈し、浸したスポンジで洗車し、
別売のセーム革等で拭き取ります。
• ウインドー面には使用しないでください。

ナノテクノロジー・ハード・ワックス
250ml 8312 5A16 146 ￥3,696（￥3,360）
ソリッドおよびメタリック塗装面を保護するナノテ
クノロジー・ハード・ワックスです。
ナノ成分によって、お車の塗装面を洗車ブラシや、路
面用塩、酸性雨、樹液からお守りします。ツヤを出し、
ボディ・カラーを伻らせます。

• ポリッシング・クロス 3 枚入り
• 塗装をしていないプラスチック面やゴム製品、ウイ
ンドー面には使用しないでください。
• 塗装面に本液をきれいで乾いた柔らかい布等で塗
り込み、付属のポリッシング・クロスで拭き上げま
す。

手洗いで洗車する際に使用します。半円形のスムー
ズな表面は手にほどよくフィットする大きさです。

• 手洗いには BMW カー・シャンプーまたは BMW
ウォッシュ & ワックスをお勧めします。

セーム革
8319 2298 240 ￥2,860（￥2,600）
洗車後のボディの拭き取りなどに使います。
塗装面の汚れを落としてからお使いください。

エクスプレス・ワックス
500ml 8312 5A16 140 ￥2,398（￥2,180）
スプレー・タイプですばやく塗ることができ、拭き取
るだけで、簡単に塗装面の輝きとボディ・カラーを保
護することができます。ソリッドおよびメタリック塗
装面にご使用できます。

• 洗車後の乾いた塗装面に直接吹き付け、きれいで乾
いた柔らかい布等で均一にのばし、磨き上げます。

• 本革製

注意：ボディ・カラー BMW Individual matt paintwork（マット・カラー／ツヤ消し）の場合には
ワックス類または、カー・ポリッシュはご使用できません。
専用の BMW マット・ペイント・カー・ケア製品は、20 ページを参照ください。
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注意：直射日光のあたる場所での使用および熱くなった塗装面には使用しないでください。
製品のデザイン、パッケージが異なる場合があります。
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エクステリア・ケア

Paintwork

カー・ポリッシュ
500ml 8312 5A16 144 ￥2,200（￥2,000）

インセクト・リムーバー
500ml 8312 5A16 100 ￥1,848（￥1,680）

風化したソリッドおよびメタリック塗装面をマイク
ロ粒子がやさしく磨き上げ、高品質のカルナバ・ワッ
クスが天候の影響からお車を長期間保護します。
また微細な引っかき傷を除去し、塗装面が伻り、元の
輝きを取り戻します。

ウインドー面、塗装面、クローム面やプラスチック面
に付着した虫汚れを素早く除去するクリーナーです。
優れた浸透力と溶解力によって、乾いてこびりつい
た虫汚れも簡単に除去します。

• 塗装をしていないプラスチック面やゴム製品、ウイ
ンドー面には使用しないでください。
• 塗装面に本液を別売のエクステリア用ポリッシン
グ・クロス等に適量とり、円を描くように塗り込み、
きれいなポリッシング・クロス等で拭き上げます。
• お車の状況によっては、傷などを完全に除去する
ことができない場合もあります。

エクステリア用
ポリッシング・クロス
8319 2298 238 ￥1,386（￥1,260）
エクステリアを磨く際に使用するソフトなクロス
です。大きな力を必要とせず、とても効率よく磨け
ます。毛羽立たず、お手入れの時間も短縮できます。

• 100% コットン 3 枚入り
• サイズ：約 40 × 40cm

• 汚れた部分に直接スプレーし、本剤をしっかり浸み
込ませ、洗い流します。
• 洗車時に使用し、ウインドーの汚れ落としにも効果
があります。
• 本剤を吹き付けたまま、乾燥させないでください。

インセクト・リムーバー用スポンジ
8319 2298 241 ￥528（￥480）
ウインドー面に付着した虫汚れがすぐに取れるよう
に設計。

• インセクト・リムーバーと合わせて使用するとさら
に効果的です。
• 使用する際は、ウインドー面のみに使用してください。

エクステリア・プラスチック・ケア
250ml 8312 2298 218 ￥2,090（￥1,900）

ラバー・ケア
250ml 8312 2458 019 ￥1,386（￥1,260）

外装の塗装されていないプラスチック面を伻らせ、
長期間保護するシリコン・ベースの保護剤です。
風化や経年劣化によって色やツヤが失われがちな
プラスチック面にお使いいただくことで、絹のよう
な半光沢を伻らせます。

お車に使用されているすべてのゴム製部品を保護し、
弾力を維持します。

• ウインドー面や車両インテリアには使用しないで
ください。
• 柔らかい布または別売のプラスチック・ケア用スポ
ンジに本剤をとり、表面に均一にのばし、やさしく
擦り込みます。

注意：ボディ・カラー BMW Individual matt paintwork（マット・カラー／ツヤ消し）の場合には
ワックス類または、カー・ポリッシュはご使用できません。
専用の BMW マット・ペイント・カー・ケア製品は、20 ページを参照ください。
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また、冬季の凍結も防ぎます。

• きれいな布に本剤を適量とり、薄く塗り伸ばしてく
ださい。

注意：直射日光のあたる場所での使用および熱くなった塗装面には使用しないでください。
製品のデザイン、パッケージが異なる場合があります。
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アロイ・ホイール・ケア

Wheel / Rim

美しく輝くホイールは、お車の印象を高め品質を維持します。

BMW アロイ・ホイールは美しいデザインとともに耐久性にも優れています。
さらに美しく輝かせて特別なお車に仕上げてください。
ブレーキ・ダストと路面からの汚れが入り混じってこびり付くと、汚れを完全
に取り除くことが難しくなりますので、日ごろからのお手入れをお勧めします。

ホイール・クリーナー
500ml 8312 5A1D 0F4 ￥3,696（￥3,360）

タイヤ・シャイン
250ml 8312 2298 219 ￥2,310（￥2,100）

BMW 純正ホイール専用の非酸性クリーナー。
ホイールに付着した頑固なオイル、タイヤ・ダスト、
ブレーキ・ダスト等をジェル状の液体がゆっくりと
赤褐色に反応しながら強力に汚れを落とします。
ホイール・ナット、スタッド、ボルトなどに腐食が
生じる恐れもありません。
• 塗布用のスポンジ付。別売のホイール・ブラシ・セッ
トと合わせてご使用ください。
• ホイールに本剤をスプレーし、汚れを浮き上がら
せ、強めの水圧で洗い流します。
• B M W 純正ホイール以外には使用しないでくだ
さい。

タイヤの側面の輝きを取り戻す洗浄剤です。
タイヤの側面の劣化やひび割れも効果的に防ぎます。

• タイヤ側面にスプレーし、乾かすだけです。
• 本製品の使用は年に 3、4 回以下とし、頻繁に使用
することは避けてください。
• トレッド面（接地面）、ブレーキ・パッド、リムには
使用しないでください。

ホイール・ブラシ・セット
8319 2298 237 ￥6,006（￥5,460）
簡単に交換できる 3 種類のアタッチメント・ブラシ。
アロイ・ホイールを傷つけることなくやさしく隅々
まで汚れを落とし、磨き上げることができます。

• 別売のホイール・クリーナーと合わせてご使用に
なると、最高の効果が得られます。

ホイール・ブラシ
8312 0427 832 ￥1,650（￥1,500）
アロイ・ホイールを傷つけることなくやさしく汚れを
落とすことができます。

• 別売のホイール・クリーナーと合わせてご使用くだ
さい。
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注意：製品のデザイン、パッケージが異なる場合があります。

9

2020/12/23 15:00

ウインドー・ケア

Windscreen

安全のために、いつもきれいなウインドーでクリアな視界を。

クリアな視界を確保します。フロント・ガラスに埃、泥、虫汚れが付着する伱を
与えません。降雨時や夜間における対向車がある時の視界の良好さは、お車の
安全にとって重要な役割を担います。
お車の用途に合ったアイテムがクリアで安全な視界を提供します。

ガラス・クリーナー
500ml 8312 2288 901 ￥1,540（￥1,400）

ウインドー・クリーニング・クロス
8312 2298 227 ￥836（￥760）

防曇作用により、汚れのないウインドーとクリアな
視界を確保します。車内外のウインドー面やミラーに
付着したオイルや油脂、虫等の頑固な汚れをきれいに
落とします。

ウインドーの汚れが気になる時に、素早く落とす専用
のウェット・ティッシュです。

• 10 枚入り

• クローム部分にも使用できます。
• ウインドー面に直接スプレーし、きれいで乾いた柔
らかい布等で拭き取ります。

ガラス・クリーニング・ポリッシュ
250ml 8312 2288 902 ￥2,530（￥2,300）
ウインドー面に付着したオイル、油脂、シリコン、虫
汚れ等、天然オレンジ・ピールの成分で強力に頑固な
汚れや微細なキズを除去します。
ワイパーのジャダーの減少にも効果があります。

• カブリオレのプラスチック製リヤ・ウインドーの微
細なキズやくすみの除去にも使用できます。
• きれいで乾いた柔らかい布等またはスポンジに本剤
をとり、塗り込み、洗い流して磨き上げます。

コーティング前
シリコン・リムーバー（濃縮タイプ）
250ml 8312 5A16 119 ￥1,276（￥1,160）
ワックス洗車後のワックス膜（ウインドーや塗装面に
付着したオイル）、油脂やシリコンの膜を手作業で洗
浄除去する場合に適しています。

• 本剤を適量、きれいで乾いた柔らかい布等にとり、
ウインドーの汚れを落とします。
• 250ml の水で希釈し、ウインドー・ウォッシャー液
としても使用できます。
• 不凍剤は含まれていませんので、冷間時や寒冷地で
の使用時には凍る恐れがあります。

注意 : ウインドー・ウォッシャー液は、13 ページの ｢ ウインター・ケア ｣ の
ウインドー・ウォッシャー液（不凍剤入り）にご紹介しています。
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コーティング後

BMW レイン・リぺール
BMW 正規ディーラーでは、雨の日にもクリアな視界を確保できる、ウインドー・ガ
ラス・コーティングを承っています。ガラス面と強力に化学結合するフッ素系コー
ティング剤の使用で、優れた撥水効果を実現。雨天のドライビング時の視界が広が
ります。
効果は約 6 カ月間。
詳細につきましては、サービス・アドバイザーにお問い合わせください。
レイン・リペールは、油膜とり、撥水コーティング、ワイパーラバー・コート、仕上げ
作業がセットになっています。
作業参考時間：フロント・ウインドー・ガラス：約 25 分
ウインドー・ガラス全面：約 50 分
（モデル、車両の仕様によって作業時間は異なる場合があります）

注意：製品のデザイン、パッケージが異なる場合があります。
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ウインター・ケア

Winter

ウインター・シーズンも、安全で快適なドライブを。

雪等によるウインドー凍結の心配はいりません。
ウインター・シーズン専用のアイテムが視界もクリアに安全なドライブを
提供いたします。

ウインドー・デ・アイサー
500ml 8312 2288 903 ￥1,166（￥1,060）
ウインドーの凍結を数秒で除去し、クリアな視界を
確保します。

• 凍結したウインドーに均一にスプレーし、効果が
表れるまでしばらく待ちます。必要に応じて、再度
スプレーします。解凍し始めたら、別売のアイス・
スクレーパーで氷を取り除き、ウインドー・ウォッ
シャー液で余分な溶剤を取り除きます。

ウインドー・ウォッシャー液（不凍剤入り）
500ml 8312 5A25 FB2 ￥572（￥520）
1000ml 8312 5A25 FB3 ￥990（￥900）
冬季用ウインドー洗浄剤です。ウインドーの凍結を
防ぎます。
高品質の洗浄成分によって、雪解けの泥や路面用塩
を直ぐに除去し、フロント & リヤ・ウインドーのクリ
アな視界を確保します。

• オール・シーズン使用できます。
。
• マイナス 63℃まで凍結を防止（原液のまま使用）
• 撥水剤入りのウインドー・ウォッシャー液とは混合
使用できません。
【希釈率】

ウインドー・ガラス洗浄剤
6 錠入り 8312 2298 202 ￥946（￥860）
タブレット形状の濃縮ガラス洗浄剤です。
不凍剤は入っていません。ウォッシャー ･ タンクに
本タブレットを 1 錠入れていただくと洗浄効果が向上
します。

マイナス 9℃までは、本剤 1 に対し水 2。
マイナス 17℃までは、本剤 1 に対し水 1。
マイナス 27℃までは、本剤 2 に対し水 1 の割合で希釈
して使用します。

• 1 錠に対し水またはウインドー･ウォッシャー液
1L 〜 4L を加えて使用します。
• 冬季では、洗浄効果をさらに高めるため、不凍剤と
一緒にご使用いただくこともできます。

アイス・スクレーパー
8319 2329 713 ￥704（￥640）
2K テクノロジーによる前面の頑丈なアイス・ブレー
カー・エッジが頑固な雪や氷を取り除きます。ソフト・
グリップ・インサートは握りやすく、グリップの滑りを
防ぎます。
• 別売のウインドー・デ・アイサーと合わせてご使用
いただくと、効果的に氷を取り除くことができます。
• 長さ：約 21cm、幅：約 9.5cm
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注意：製品のデザイン、パッケージが異なる場合があります。
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インテリア・ケア
Inside
アルカンタラ & 布用スプレー
300ml 8312 2288 907 ￥1,870（￥1,700）

インテリア各部分に適したお手入れ
BMW のインテリアの美しさを維持するための製品。
車内の定期的な掃除とお手入れは、お車の価値を維持するだけでなく、
ドライバーの快適性も向上させます。
あらゆる場所も快適に丁寧にお手入れできます。

コックピット & プラスチック・ケア
250ml 8312 5A16 109 ￥1,276（￥1,160）
プラスチックおよびウッド製のコックピット（ダッシュ・
ボード）に使用できる高品質保護剤です。
また、プラスチックおよびウッド製のコックピット
（ダッシュ・ボード）やドア・トリムの色あせを補修し、
劣化も防止します。
静電気防止効果もあり、プラスチックの劣化や風化を
防ぎ、絹のような半光沢を取り戻します。

• 表面に直接、均一にスプレーし、別売のインテリア用
マイクロファイバー・クロス等で磨き上げます。
• ウインドーやステアリング・ホイールには使用しない
でください。

インテリア用
マイクロファイバー・クロス
8319 2304 693 ￥1,276（￥1,160）
インテリアのお手入れに最適なマイクロファイバー・
クロスです。コックピット & プラスチック・ケア、イン
テリア・クリーナー等と合わせて使用いただくと効果的
です。

• 1 枚入り
• サイズ：約 40 × 40cm

アルカンタラ製品およびフロア・マット、ルーフ･ライニ
ング等の布製部分についたしつこいシミ汚れを、泡の力
できれいに落とし、本来の色を伻らせます。
また、活性剤の配合により、気になる臭いもすっきりと
消臭します。

• 使用前にスプレー缶を振り、必ず目立たない所で色落
ち等が起こらないことを確認してください。
• 汚れた部分に直接スプレーし（しつこいシミ等は 5 分
ほどおいてください）、湿った布またはスポンジで
汚れを落とし、清潔な布でふきとります。乾燥後、
クリーナーの跡をブラシで払い落とすか、掃除機で
吸い取ります。

防水スプレー
250ml 8312 2298 215 ￥2,484（￥2,300）
内装、カーペット用防水スプレーです。
お車の布製品やフロア・マットを湿気や汚れから守りま
す。スプレーしていただくことによって、長期間、素材
の通気性や柔軟性が維持されます。

• 表面に直接、均一にスプレーし、乾かします。
• 必ず換気のよい場所で使用してください。
• プラスチックやレザーなど、通気性のないものや目が
詰まっているものには使用しないでください。

インテリア・クリーナー
250ml 8312 5A16 0C0 ￥1,276（￥1,160）
インテリアの汚れを簡単に落とします。
シート、フロア・マット、ルーフ・ライニング、トリム・
パネルなどの汚れが取り除けます。

• 別売のインテリア用マイクロファイバー・クロス等に
本剤を含ませて汚れを拭き取ります。汚れに応じて、
適量の水に希釈して使用できます。
• プラスチック製品にも使用できます。
• 芳香剤入り

インテリア・ケア・クロス
8312 5A16 650 ￥924（￥840）
コックピットまわりの汚れを気になる時に簡単に落と
し、ケアする便利なクリーニング・クロスです。
拭き跡を残さず、防塵効果と静電気防止効果がありま
す。絹のような半光沢を与えます。

• 10 枚入り
• 芳香剤入り
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レザー・ケア

カブリオレ・ケア

Leather

Convertible

レザー専用のお手入れで、さらに上質な仕上がりに。

天候にかかわらず、完璧なプロテクション。

上質のスエードやスムーズ・レザー専用にケア製品が開発されました。
深く浸透するケア成分により、しなやかさが戻り、レザーの乾燥やくすみを
防ぐことができます。

樹液や虫汚れや「自然」の天候は、ソフトトップの寿命に悪影響を及ぼします。
定期的な掃除とお手入れ、優しく効果的に汚れを落とし、お手入れすることが
大切です。

レザー・ケア・セット（紫外線防止剤配合）
250ml 8312 5A16 457 ￥4,048（￥3,680）

ソフトトップ・クリーナー
500ml 8312 5A16 139 ￥2,948（￥2,680）

レザー・シートおよびレザー製インテリア表面を保護
し、ツヤを出します。
高品質オイルがレザーの特性を守り、ツヤを伻らせ、
レザー独特の香りを保ちます。

ソフトトップに付着した汚れをダメージを与えずに
やさしく除去します。

• 本製品をむらなくスプレーし約 3 分以上おいた後、
湿らせたスポンジなどで液がなじむようにこすっ
てください。その後きれいな水で十分に洗い流して
ください。
• ソフトトップ防水剤と合わせて使用すると、さらに
効果的です。

• クリーニング・クロス 5 枚、スポンジ 3 個入り
• 付属のスポンジでレザー・ローションを塗布し、乾
燥させた後、付属のクリーニング・クロスで拭き取り
ます。
• スエード、フェイク・レザー（合成革皮）、フル・グ
レイン・レザー、アルカンタラ製品には使用できま
せん。

レザー・ケア・クロス
8312 2298 225 ￥1,166（￥1,060）

a

b
c

スムース・レザーの汚れが落とせる高品質マイクロ
ファイバー・モイスト・クロス。手軽で保護作用があり
ます。

d

• 10 枚入り
• 芳香剤入り

BMW カブリオレ・ケア・セット
8312 5A16 BD0 ￥7,392（￥6,720）
下記の 4 点で構成された BMW カブリオレ専用のお得なカー・ケア・セットです。
セット構成製品：

a.
b.
c.
d.

16
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収納ケース付折りたたみ防水バケツ
ソフトトップ・クリーナー 500ml
ソフトトップ防水剤 250ml
スポンジ（洗浄用）

8319 2161 313
8312 5A16 139
単品販売なし
8214 0307 730

￥2,860（￥2,600）
￥2,948（￥2,680）
￥1,056（￥960）

注意：炎天下やソフトトップの表面が熱くなっている場合には、使用しないでください。
製品のデザイン、パッケージが異なる場合があります。
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OTHER PRODUCTS.
特別なケア製品であなたの BMW をよりスペシャルに、
その性能を発揮させます。

ガソリン添加剤
100ml 8319 5A07 750 ￥2,200（￥2,000）

シリコン・スプレー
400ml 8319 2208 609 ￥990（￥900）

燃料品質を向上させるガソリン添加剤。バルブや
インジェクターへの堆積物を除去します。

ドア・ロック、ヒンジなどの金属部品、ゴム、プラス
チック部品の可動部品に使用する無色ノン・オイルの
潤滑油です。撥水膜を作ることによって電気システ
ムの保護も行います。

• エンジンを止め、本品をガソリン給油口から注入
し、ガソリンを満タンにしてください。
• 3 ヶ月〜 6 ヶ月毎に、ボトル 1 本分を燃料タンクに
注入してください。より強力な洗浄の場合には、
ボトル 2 本分を燃料タンクに注入してください。

※ガソリン車専用です。ディーゼル車には使用できません。

BMW オリジナル・クーラー・バッグ
ディーゼル添加剤
100ml 8319 2296 922 ￥2,156（￥1,960）
燃料品質を向上させるディーゼル添加剤。バルブや
インジェクターへの堆積物を除去します。

• エンジンを止め、本品をディーゼル給油口から注
入し、ディーゼルを満タンにしてください。
• 3 ヶ月〜 6 ヶ月毎に、ボトル 1 本分を燃料タンクに
注入してください。より強力な洗浄の場合には、
ボトル 2 本分を燃料タンクに注入してください。

8312 2353 946 ￥4,026（￥3,660）
BMW カー・ケア製品を収納する際に機能的なバッグ
です。バッグの温度を一定に保ち、カー・ケア製品の
品質を保持します。
小物入れとしても使用できます。
• 縦：約 20cm、横：約 31cm、高さ：約 36cm

※ディーゼル車専用です。ガソリン車には使用できません。

ディーゼル添加剤 + セタン価向上剤
100ml 8319 2414 456 ￥2,200（￥2,000）
燃料品質を向上させるディーゼル添加剤。
※
セタン価 を向上させ、騒音を低下し、排気ガス量を
改善します。バルブやインジェクターへの堆積物を
除去。自己着火しやすく、ディーゼル・ノックが起こ
りにくくなり、エンジン故障を軽減します。

• エンジンを止め、本品をディーゼル給油口から注
入し、ディーゼルを満タンにしてください。
• 3 ヶ月〜 6 ヶ月毎に、ボトル 1 本分を燃料タンクに
注入してください。より強力な洗浄の場合には、
ボトル 2 本分を燃料タンクに注入してください。
※ディーゼル車専用です。ガソリン車には使用できません。
※セタン価：ディーゼル燃料の発火性の良否を示す指数で、セタン価が高い燃料ほ
ど発火性が良好なことを示します。
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注意：製品のデザイン、パッケージが異なる場合があります。
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BMW マット・ペイント・カー・ケア
マットでシルキーな輝きを失うことなく塗装面を
お手入れする BMW マット・ペイント専用の
ハイクオリティ・カー・ケア・アイテム。

BMW マット・ペイント・スペシャル・シャンプー

BMW マット･ペイント･スペシャル･ナノテクノロジー･ワックス

500ml 8312 5A16 473 ￥7,392（￥6,720）

200ml 8312 2293 949 ￥24,090（￥21,900）

手洗い洗車用の濃縮洗浄剤です。
高級洗浄成分により塗装面の保護膜をしっかり守り
ます。

最先端技術のナノ成分と高性能ワックスにより、マット
のシルキーな質感を失うことなく長期間、道路用塩や樹
液、その他の環境の影響から塗装面を保護します。使用
後は、しつこい汚れも簡単に落とせます。

• 予めボディを水洗いします。バケツに 10L の水を汲み、
キャップ 3 杯の本製品を混ぜ、泡立て、スポンジで車体
を洗います。たっぷりの水で洗浄剤を洗い流し、セーム
革等で優しく水分を拭き取ります。

BMW マット・ペイント・スペシャル・クリーナー
500ml 8312 5A16 474 ￥11,110（￥10,100）
手作業で汚れを除去する強力クリーナーです。
最新の界面活性剤を組み合わせることで、水溶性の汚れ
およびグリス状やオイル状の汚れの両方を落とすことが
できます。

• 塗装面を傷つけないよう、予めボディを洗車します。本
製品を軽く吹き付け、乾いたマイクロファイバー・クロ
スで丁寧に伸ばした後、きれいな湿ったマイクロファ
イバー・クロスで拭き、最後にきれいで乾いた柔らかい
布で乾拭きします。

• 洗車後の乾いた塗装面に別売のスポンジのソフトな面
で均一に本製品を塗布します。約 3 分後、本製品が乾き
始める前に、きれいで乾いた柔らかい布等で丁寧に磨
き上げます。
• スポンジは常にきれいな面で作業を行います。拭き上げ
後、少なくとも 20 分間は塗装面に触れないでください。

BMW マット･ペイント・ボディ用
マイクロファイバー・クロス & スポンジ・セット
8312 2353 752 ￥6,600（￥6,000）
マット・ペイント・ボディ専用の拭き取り・磨き用クロス、
ワックス塗布用スポンジのセットです。

• マイクロファイバー・クロス 2 枚、スポンジ小 2 個 + 大 1 個
• マット･ ペイント･スペシャル ･ナノテクノロジー･ワッ
クスの塗布にはスポンジの柔らかい面を使用してくだ
さい。
• スポンジの使用は 1 回限りとします。

BMW マット･ ペイント･スペシャル ･エクスプレス･ワックス
500ml 8312 5A16 477 ￥9,240（￥8,400）
短時間で素早く塗装面をワックスがけが行えます。
高性能ワックスの組み合わせにより、マットのシルキー
な質感を失うことなく自然環境の悪影響から塗装面を保
護できます。

• 洗車し、乾燥させた塗装面に本製品を吹き付けます。乾
いたマイクロファイバー・クロスで素早く丁寧に伸ばし
ます。本製品が乾く前にきれいで乾いた柔らかい布で
丁寧に乾拭きします。

注意：マット・ペイント専用のケア製品のため、ソリッドやメタリック・ペイント塗装車には使用し
ないでください。
直射日光のあたる場所での使用および熱くなった塗装面には使用しないでください。
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愛車の空間を、もっと清潔で快適に。

BMW INTERIOR GUARD TM
清潔・快適な車内を、長期にわたり維持します。
優れた耐久性や防汚性に加えて、専門機関による試験で確認された抗菌・防臭
効果を備え、車内の快適空間を長期にわたり持続する「インテリア・ガード」。
幅広い素材に対応するので、シートだけでなくインテリアの各部をコーティング。
新車はもちろん、いまお乗りの車両にも施工できます。
愛車のインテリアを、いつまでも美しく保ちたいと願うあなたのためのコーティ
ングです。

インテリア・ガード 6 つの特徴
耐久性

耐水性

コーティング膜が、
摩擦による劣化を抑えます。

優れた耐水性で、汚れが
付きにくく除去しやすくします。

防汚性
皮脂、色移り、化粧品などの
汚れから車内を守ります。

施工範囲

抗菌防臭

簡単なメインテナンス

シートだけ でなく、ドア・トリムなど
車内各部に施工できます。

菌の増殖を抑え、
菌由来の悪臭も防ぎます。

定期的な水拭き程度と、
お手入れも簡単です。

優れた抗菌・防臭効果、安全性
小さなお子様やペットのいる方におすすめ
専門機関による公的試験（JIS L 1902：2015）で、インテリア・ガードは細菌の増殖を抑制
するとともに、細菌由来の悪臭を防ぐ効果が認められました。また、RoHs 分析、有機溶剤
分析、食品衛生試験をはじめ、性能・品質・安全性などを検証する各種試験もクリアしてい
ます。

幅広い素材へのコーティング効果
シートだけでなくインテリア全体を長期間コーティング

※施工したファブリックを 10 回洗濯後、3600 回摩擦処理実施後にも変わらぬ抗菌活性値が確認されています。

従来のコーティングはシートのみ施すものが一般的でしたが、インテリア・ガードは車内の
さまざまな素材に対応し、インテリア全体を長期間にわたりキレイに保ちます。

ステアリング

アーム・レスト

ドア・トリム

ダッシュ・ボード

運転席・助手席

後部座席

お客様からよくいただくご質問
Q. 質感は変わりますか ?
A. レザー、アルカンターラ、ファブリック、樹脂パーツともに、本来の質感を大きく変えることは
ありません。

Q. 日頃のメインテナンスはどうしたら良いですか？

Q. どれくらい効果が持続しますか？
A. 約 3 年相当の摩擦試験を実施後もコーティング膜が残っていることを確認しています。
※ 10000 回以上（1 日 10 回乗降りで 3 年相当）の摩擦試験を実施。
※お車の使用環境及び使用方法により、持続期間は異なります。

A. 特別なメインテナンスは必要ありません。美しい状態を保つため、汚れが付着した際は水拭き
をしてください。

Q. 現在乗っている車にも施工できますか ?

Q. 化粧品などの汚れにも効果がありますか？
A. コーティングしていただく事で、汚れが付きにくく、落としやすくなります。汚れてから時間が
経つと落としにくくなるので、汚れた際は、こまめな水拭きをおすすめしています。

A. 施工は可能です。汚れがある場合は、クリーニングをしてからの施工になります。
※傷やシワ等の修復には対応できません。お気軽にご相談ください。
※クリーニングは別途費用がかかります。

Q. 再施工は可能ですか？
A. 再施工は可能です。BMW では、3 年に 1 回程度の施工をおすすめしています。
▶ BMW INTERIOR GUARD TM の詳細につきましては、サービス・アドバイザーまでお問い合わせください。
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さらに進化した、ただひとつの輝き。
Innovection® PLUS
BMW オリジナル・ボディ・コーティング
より美しく、より強く、進化した輝きを放つ。
革新的な（Innovative）技術により、塗装面を長期間にわたって保護（Protection）
する Innovection®。
この BMW が承認する唯一のボディ・コーティングが、さらに進化した
「Innovection®
PLUS」として登場。新開発の無機化合物と有機質のポリマーを独自に融合するこ
とにより、Innovection® ならではの深い光沢と重厚な艶を生み出しながら、さらに
強固な構造を実現。保護効果が高まり、防汚性やメインテナンス性が向上しました。
革新的なコーティング技術で、新車の頃と変わらない輝きをもたらす Innovection®
PLUS。
初めて愛車を手にしたときの歓びを、色あせることなく維持します。
※ Innovection® は、BMW AG の登録商標です。

より進化した新しいハイブリッド・コーティング。Innovection® PLUS の特徴
新開発の無機化合物と有機質のリアクティブ・ポリマーを、独自の技術で融合。
セラミック塗装のような特性をプラスし、汚れが浸透しづらい高密度な皮膜を作ります。

Innovection® PLUS は、BMW が承認する唯一のボディ・コーティングです。

進化した強力な保護膜が
塗装面をしっかりガード

ワックスがけ直後のような深い
光沢と重厚なツヤを実現

純正コーティング加工
完了証の発行

普段のお手入れは水洗いで OK。
専用メインテナンス・クリーナー
もご用意。

過酷な耐候性が要求される航空
機の塗装面にも利用される高度
な耐久層

従来の Innovection ®

保護膜
耐久層

4〜6μ

艶と光沢感を出す
有機質
（従来の素材）
のみで構成された
保護膜

約 2 年間※ 1 にわたって光沢が持続
※ 1 持続力はお車の保管状況に
よって異なります。

Innovection® PLUS と他コーティングの比較

塗装面

®

Innovection PLUS は、塗装面の上に形成された保護膜と耐久層の二重の守りで、大切な
BMW をしっかりとガードします。
色あせの原因となる紫外線や、酸性雨を寄せ付けず、ボディの輝きを長期にわたって持続
させます。

Innovection ® PLUS
強度と防汚性を
実現する無機化合物

保護膜
耐久層

4〜6μ

塗装面

艶と光沢感を出す
有機質

進化した保護膜と
ハイグレードな耐久層が、
大切な BMW を
しっかりガードします。

酸性雨

紫外線

花粉

鳥糞

保護膜

他コーティング

耐久層

塗装面
（クリアコート）

Innovection ® PLUS の厚い保護 膜と

Innovection ® との違い

耐久 層が塗装面のダメージを防ぎます
ハイブリッド皮膜による高い保護効果

防汚性・メインテナンス性の向上

薬品

Innovection® PLUS
保護膜

塗装面
（クリアコート）

他コーティングは保護膜が薄いので
塗装面にダメージを及ぼします

さらに深みのある艶

BMW は「自己修復性耐すり傷塗装」を採用しています。
「BMW 自己修復性耐すり傷塗装」を採用。
BMW 車は塗装表面（クリアコート）に、
塗装面が変形した場合でも太陽光などの熱により、自己修復※する特性を持っています。
塗装面（クリアコート）を守りながら、新車時の深い光沢と重厚なツヤを保ち続けるために、
「Innovection® PLUS」をおすすめしています。
※ 伴や硬貨などで引っかいた傷のように、塗装面が破壊された場合を除く

▶ 詳細につきましては、サービス・アドバイザーまでお問い合わせください。
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BMW タッチアップ・ペイント

BMW アロイ・ホイール・タッチアップ・ペイント

タッチアップ・ペイント

BMW アロイ・ホイール・タッチアップ・ペイント

塗装面の小さな傷に塗るだけで錆の発生を防ぎ傷を目立たなくします。
ボディ・カラーが不明な場合はサービス・アドバイザーにお問い合わせください。

アロイ・ホイール・タッチアップ・ペイント・カラーは、アロイ・ホイールのスタイリン
グ・ナンバー、ホイール・カラーならびに車両装着ホイールにより異なります。
なお、ホイールにより設定のないものございますのでご注意ください。

注意：タッチアップ・ペイントは、カラーにより価格が異なります。
詳細については、サービス・アドバイザーにご確認ください。

アロイ・ホイール表面の小さな傷、ペイントのはがれ等の補修用として錆の発生を防
ぎ傷を目立たなくします。
ホイールにひびおよび大きなダメージ等がある場合はご使用になれません。
注意：BMW アロイ・ホイール・タッチアップ・ペイントは、カラーにより価格が異なります。
詳細については、サービス・アドバイザーにご確認ください。

26

BMW̲CARE̲PRODUCTS̲NewCIDec.indd 26-27

27

2020/12/23 15:01

BMW カー・ケア製品使用上の注意
- お使いになる前に、付属の取り扱いラベルまたは説明書をよくご覧ください。
- ケア、クリーニング手順を間違えのないように確認後、作業を行ってください。
- 必ず使用用途に合った製品をお選びください。
- お車の状況によっては、汚れや傷が完全に落ちない場合もあります。予めご了承ください。
- BMW カー・ケア用品を吸入したり、飲んだりしないでください。ラゲージ・ルームおよ
び車両内で保管しないでください。飲食物や動物の餌のそばに置かないでください。
お子さまの手の届く所に置かないでください。
- 詳細につきましては、最寄りの BMW 正規ディーラー、サービス・アドバイザーまで
お問い合わせください。
- 本カタログ中の記載内容は 2020 年 12 月 1 日現在のものです。
- 表示価格は 2020 年 12 月 1 日現在の標準的なメーカー希望小売価格です。
- 太字の表示価格は消費税込み（消費税率 10% ）の価格で、カッコ内は消費税抜きの価格を記載
しています。
- 価格、品番、製品の仕様等は予告なく変更することがあります。
- 写真は実際のものとは色や細部が異なる場合があります。予めご了承ください。
- 本カタログに使用している写真はヨーロッパ仕様を含むため、日本で販売されるモデルとは細部で
異なる場合があります。
- 本カタログ中の記載事項および写真の版権は、BMW AG（ドイツ）およびビー・エム・ダブリュー株式
会社に帰属します。無断転載を禁じます。

BMW カスタマー・インタラクション・センター
BMW に関するご質問やお問い合せなどは、BMW カスタマー・インタラクション・センターで承ります。

0120-269-437（年末年始を除く

受付時間 平日 9：00 〜 19：00、土日祝 9：00 〜 18：00）

BMW CARE PRODUCTS.
A SPA TREATMENT FOR YOUR BMW.

※ IP 電話は、一部繋がらない場合があります。海外からはご利用いただけません。
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