取扱い商品のご案内
●自動車純正部品
●自動車優良部品
・ファンベルト、クーラーベルト、パワステベルト
・オイルエレメント、エアーエレメント、
フューエルエレメント
・エアコンフィルター
・ブレーキディスクパッド、ブレーキディスクローター
・ブレーキホース、パッキン
・ブレーキマスターインナーキット
・キャリパーシールキット、キャリパーピストン
・ホイールシリンダーカップキット
・ドライブシャフトブーツ、ラックエンドブーツ、
ダストブーツ
・ワイパーラバー、ワイパーブレード
・タイミングベルト
・テンショナーベアリング、アイドラーベアリング
・カムシール、クランクシール
・ウォーターポンプ
・サーモスタッド、パッキン
・ラジエーターキャップ
・タペットカバーパッキン
・ヘッドガスケット
・プラグ、イリジウムプラグ、
イグニッションコイル
・クラッチカバー、クラッチディスク、
クラッチレリーズベアリング
・パイロットベアリング
・ハブベアリング、ハブオイルシール、
ハブナット、ハブボルト
・電球、HID球、LED球
・優良外装部品
・優良フロントガラス
・優良サイドバイザー
・優良カーマット
・優良ラジエーター、コンデンサー
・優良O２センサー
・優良ショックアブソーバー
・優良タイロッドエンド
・優良ロワアーム
・優良ラックエンド
・優良スタビライザーリンク、ブッシュ
・優良マフラー、パッキン
・優良テールパイプ、パッキン
他

●大型自動車用優良部品
・エアーサスペンション
・板バネ、Uボルト、センターボルト
・燃料サブタンク、タンクキャップ、ゲージ
・大型後部反射器（反射板）
・泥除け垂れゴム（タレゴム）
・優良テールレンズ
・優良作業灯、サイドマーカーレンズ
・オイルコックチェンジャー
・スパレスター
他
●自動車リビルト部品
・トヨタ系ハイブリッド車メインバッテリー
・ドライブシャフトASSY
・ラック＆ピニオン
・パワステポンプ、噴射ポンプ
・オルタネーター、セルモーター
・コンピュータ類
他

●ケミカル品
・グリス
・エンジンオイル、クーラント、アドブルー
・エンジン添加剤
・床洗浄剤
・手洗い石鹸

他

●タイヤ、スタッドレスタイヤ、タイヤチェーン
●バッテリー
・バッテリー
・アイドリングストップ車用補機バッテリー

他

●自動車整備工具、整備機械、診断機
●自動車整備工場、整備士用品
・安全靴、作業着、軍手
・オイル吸着シート

●自動車中古部品

●バイク純正部品、優良部品、用品

●自動車用品
・ナビ、レーダー探知機、ETC
・ドライブレコーダー、リアビューカメラ
・キーレスボタン電池
他

●フォークリフト純正部品、優良部品、用品

他

●建設機械部品、特殊車両部品
●油圧ホース製作

●外国製自動車部品
●農業機械部品、オイル
●旧車部品
●ドレスアップパーツ
●自動車洗車関連用品
・洗車用ブラシ（WASH MAN）
・バス洗車用ロングブラシ
・コーティング剤（GLASS NEO）
・安全足場台（WASH MAN THE STEP）
・バケツ石鹸
・高級毛ハタキ
他

●運輸業関連商品
・タイヤストッパー
・ラッシングベルト
・レバーホイスト
・アルコールチッカー

他

●防災防犯商品
・車載用防災用品、LEDライト
・ジャンプスターター
・監視カメラ、自動撮影カメラ

他

Product information
● Genuine automobile parts
● Excellent automobile parts
・Fan belt, Cooler belt, Power steering belt
・Oil element, Air element, Fuel element
・Air conditioner filter
・Brake disc pad, Brake disc rotor
・Brake hose, packing
・Brake master inner kit
・Caliper seal kit, Caliper piston
・Wheel cylinder cup kit
・Drive shaft boots, Rack end boots,
Dust boots
・Wiper rubber, Wiper blade
・Timing belt
・Tensioner bearing, Idler bearing
・Cam seal, crank seal
・Water pump
・Thermostat, packing
・Radiator cap
・Tappet cover packing
・Head gasket
・Plugs, Iridium plugs, Ignition coils
・Clutch cover, Clutch disc,
Clutch release bearing
・Pilot bearing
・Hub bearings, Hub oil seals,
Hub nuts, Hub bolts
・Light bulb, HID bulb, LED bulb
・Excellent Exterior parts
・Excellent Windshield
・Excellent Side visor
・Excellent Car mat
・Excellent Radiator, Condenser
・Excellent O2 sensor
・Excellent Shock absorber
・Excellent Tie rod end
・Excellent Lower arm
・Excellent Rack end
・Excellent Stabilizer link, Bush
・Excellent Muffler, packing
・Excellent Tail pipe, packing
Etc.

● Excellent parts for large vehicles
・Air suspension
・Leaf springs, U bolts, Center bolts
・Fuel sub-tank, Tank cap, Gauge
・Large rear reflector
・Mudguard dripping rubber
・Excellent Tail lens
・Excellent Work light, Side marker lens
・Oil cock changer
・Sparester
Etc.
●Automobile rebuilt parts
・Toyota hybrid car main battery
・Drive shaft assembly
・Rack-and-pinion
・Power steering pump, Injection pump
・Alternator, Starter motor
・Computers
Etc.

●Chemical products
・Grease

・Engine oil, Coolant, AdBlue
・Engine additive
・Floor cleaning agent
・Hand wash soap

● Tires, studless tires, tire chains
●Battery
・Battery
・Auxiliary battery for idling stop vehicle
●Automobile maintenance tools,
・Maintenance machines, Diagnostic machines
●Automobile maintenance shop, Mechanic supplies
・Safety shoes, work clothes, Work gloves
・Oil adsorption sheet

● Used automobile parts
● Automobile supplies
・Navigation, Radar detector, ETC
・Drive recorder, Rear view camera
・Keyless coin cell battery

●Genuine motorcycle parts,
Excellent parts, Supplies
●Forklift genuine parts, Excellent parts, Supplies

● Foreign-made automobile parts

●Construction machinery parts,
Special vehicle parts

●Old car parts

●Hydraulic hose production

●Dress-up parts

●Agricultural machinery parts, Oil

●Car wash related products
・Car wash brush (WASH MAN)
・Long brush for bus car wash
・Coating agent (GLASS NEO)
・Safety scaffolding
(WASH MAN THE STEP)
・Bucket soap
・Luxury hair duster

●Transportation related products
・Tire stopper
・Lashing belt
・Liver hoist
・Alcohol ticker
●Disaster prevention and
Crime prevention products
・In-vehicle disaster prevention supplies, LED lights
・Jump starter, Generator
・Surveillance camera, Automatic shooting camera

