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谷川油化興業株式会社はブレーキ液、ロングライフクーラントをはじめとする整備・
補修用品メーカー。技術の高さと適正な価格で国内外の要求に対応しています。

TCLブランド
TCLはTANIKAWA Chemical Laboratoryの頭文字をと
った当社の主力ブランドです。国内はもとより海外からも信頼
される品質とリーズナブルな価格で、常に時代のニーズに先
見的に対応してきました。ブレーキ液、ロングライフクーラン
ト、シャーシ塗装剤、クリーナー、潤滑、防錆、整備用品など幅
広いニーズにお応えしています。

JIS K2233、K2234認証取得
JIS(Japanese Industrial Standards)とは日本工業規格の
ことです。日本の工業標準化の促進を目的とする工業標準化
法（昭和24年）に基づき制定された工業製品に関する国家
規格で、認可された製品にはJISマークが付けられます。

ISO9001（2008）認定取得
（ブレーキフルード、不凍液、シャーシ塗装剤）
ISO（International Organization for Standardization）
とは、国際標準化機構のことです。ISO9001は、企業などが
顧客や社会が求める品質を備えた製品やサービスを届ける
ための仕組みについて「国際標準化機構（ISO）」が定めた世
界共通の規格です。

世界で通用する高品質の
石油化学製品を届けることを使命に
　谷川油化興業株式会社は戦後間もない昭和24年（1949年）に創業
して以来、自動車用化成品の分野において、さまざまな製品を供給し、
本年度創業65周年を迎えることができました。

　海外からも注目され、創業間もない頃にU.S.A. MIL SPECの指名を
受けましたが、当時の日本では技術もさることながら原料も皆無でした
ので、手探りの状態から研究を積み重ね、独自の技術開発を確固たるも
のにしました。
　昭和34年（1959年）には、石油化学精製用の蒸留塔を建設し積極
的に石油化学製品の開発に乗り出しました。その結果、品質の高さは
JIS規格の認定、さらに米国の規格にも合格するという形で、日本国内は
もちろん世界で認められることになりました。以来、高品質の製品を国内
外のお客様に届けることを使命と考え、製品づくりに取り組んでまいりま
した。
　
　車社会の多様化にともない、今日では自動車用化成品への性能要求
はますます高まりを見せています。私どもは世界市場において顧客満足
度を限りなく追及するだけでなく、広がる需要、時代のニーズにお応えす
べく、品質・価値の改善に励み、弛まぬ技術革新に邁進していきます。ま
た、関連法令・規制を遵守し、特に環境負荷に配慮した製品づくりをい
たします。

ブランドBRAND
www.tanikawayuka.co.jp

谷川油化興業株式会社  〒230-0001 神奈川県横浜市鶴見区矢向1-13-11　
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自動車用非鉱油系ブレーキ液　JIS5種(BF-5)合格品DOT5.1

TCLブレーキフルードは、原料のグリコール、グリコールエーテルの精製からブ
レーキ液完成品まで自社工場の一貫作業から生まれる、安全を追求した高信頼
性製品です。

品番 荷姿
B-13 18ℓ缶×1

自動車用非鉱油系ブレーキ液　JIS4種(BF-4)合格品DOT4

品番 荷姿
B-8 0.5ℓ缶×30

品番 荷姿
B-9 1ℓ缶×20

品番 荷姿
B-10 18ℓ缶×1

品番 荷姿
B-14 ※×1 ※25Lペール缶コック付、内容量は18L 

※DOT5.1は受注生産品です。（営業までお問い合わせください）

自動車用非鉱油系ブレーキ液　JIS3種(BF-3)合格品DOT3

品番 荷姿
B-1 0.5ℓ缶×30

品番 荷姿
B-2 1ℓ缶×20

品番 荷姿
B-4 18ℓ缶×1

ブレーキフルードBRAKE FLUID

TCLロングライフクーラントは、JIS 
K2234不凍液2種LLCに該当するJIS製
品で、水との配合比率により-50℃までの適
当な温度値で長期間凍結防止性を有する
冷却水です。

品番
E-18

液色
赤 20ℓ×１

荷姿 品番
E-19

液色
赤 20ℓBIB×１

荷姿 品番
E-20

液色
赤 20ℓBIB×１

荷姿

品番
E-15

液色
緑 18ℓ缶×１

荷姿 品番
E-16

液色
赤 18ℓ缶×1

荷姿 品番
E-17

液色
緑 20ℓ×１

荷姿

品番
E-11

液色
緑 2ℓ×12

荷姿 品番
E-１２

液色
赤 2ℓ×12

荷姿

品番
EN-63

液色
緑 18ℓ缶×１

荷姿 品番
EN-64

液色
赤 18ℓ缶×１

荷姿 品番
EN-65

液色
緑 20ℓ×１

荷姿

品番
EN-66

液色
赤 18ℓ缶×１

荷姿 品番
EN-67

液色
緑 20ℓBIB×１

荷姿 品番
EN-68

液色
赤 20ℓBIB×１

荷姿

品番
EN-60

液色
緑 2ℓ×12

荷姿 品番
EN-61

液色
赤 2ℓ×12

荷姿 品番
EN-62

液色
緑 4ℓ×6

荷姿品番
E-13

液色
緑 4ℓ×６

荷姿

ロングライフクーラントLONG LIFE COOLANT
JIS K2234不凍液2種LLCに該当する JIS
製品で、長期間凍結防止性を有する冷却水 
“TCLロングライフクーラントブライトカラー”
が色鮮やかに新登場！

ロングライフクーラント
ブライトカラーLLC BRIGHTCOLOR

●JIS規格：2種合格品
●タイプ：ノンアミン型LLC 希釈タイプ
●ベースグリコール：エチレングリコール
●推奨使用濃度範囲：25～60%
●凍結防止温度範囲：-11℃～-50℃

●JIS規格：2種合格品 
●タイプ：ノンアミン型LLC 希釈タイプ
●ベースグリコール：エチレングリコール
●推奨使用濃度範囲：25～60%
●凍結防止温度範囲：-11℃～-50℃
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TCLハイパークーラントは、多くの自動車メー
カーで採用されている青色とピンク色の2種
類。純水で50%に希釈済みなので水質や希
釈割合の問題を解消、そのままお使いいただ
けます。高性能添加剤を処方！ 全量交換の
場合、4年間8万km交換不要です。

ハイパークーラント（長寿命タイプ）HYPER COOLANT

品番
E-48

液色
青 20ℓ×1

荷姿 品番
E-49

液色
ピンク 20ℓ×1

荷姿

品番
E-46

液色
青 2ℓ×6

荷姿品番
E-47

液色
ピンク 2ℓ×６

荷姿

●タイプ：ノンアミン型LLC 希釈済タイプ
●ベースグリコール：エチレングリコール
●凍結防止温度：-40℃

TCLパワークーラント（長寿命タイプ）は、
JIS K2234不凍液LLCに該当するJIS製
品。従来のロングライフクーラントよりも寿命
を延ばし、全量交換をした場合4年・8万km
まで無交換で使用できます。

パワークーラント（長寿命タイプ）POWER COOLANT

品番
E-41

液色
緑 20ℓ×１

荷姿 品番
E-43

液色
青 20ℓ×１

荷姿品番
E-42

液色
ピンク 20ℓ×１

荷姿品番
E-24

液色
緑 20ℓ×１

荷姿 品番
E-23

液色
赤 20ℓ×１

荷姿

TCLディーゼルクーラントは、建機・大型トラ
ックなど大型ディーゼルエンジンの特性に合
わせ、高温での安定性、キャビテーション防
止能力を強化し、JIS K2234不凍液2種に
合格するロングライフクーラントです。

ディーゼルクーラントDIESEL COOLANT
●JIS規格：2種合格品
●タイプ：ノンアミン型LLC 希釈タイプ
●ベースグリコール：エチレングリコール
●推奨使用濃度範囲：25～60%
●凍結防止温度範囲：-11℃～-49℃

●JIS規格：2種合格品
●タイプ：ノンアミン型LLC 希釈タイプ
●ベースグリコール：エチレングリコール
●推奨使用濃度範囲：25～60%
●凍結防止温度範囲：-11℃～-49℃

品番
E-34

液色
赤 18ℓ缶×１

荷姿 品番
E-35

液色
緑 20ℓ×１

荷姿 品番
E-36

液色
赤 20ℓ×１

荷姿

品番
E-31

液色
緑 2ℓ×12

荷姿 品番
E-32

液色
赤 2ℓ×12

荷姿 品番
E-33

液色
緑 18ℓ缶×１

荷姿

TCLロングライフクーラントHタイプ(レギュ
ラー)は、EG濃度を80%に下げたJIS規格外
製品です。推奨使用濃度範囲での防錆力は
JIS品と同等のロングライフ性能を持っておい
ます。消防法非該当の製品です。 

ロングライフクーラント
Hタイプ（レギュラー）LONG LIFE COOLANT

●JIS規格：規格外
●タイプ：ノンアミン型LLC 希釈タイプ
●ベースグリコール：エチレングリコール
●推奨使用濃度範囲：35～65%
●凍結防止温度範囲：-15℃～-45℃

品番 荷姿
L-100 300mℓ×50

TCLロングライフクーラントに対応したクーラント補
充液です。JIS LLC 30%希釈品に相当する防錆剤・
消泡剤を含んでおります。液色が黄色のため補充す
るクーラントの色を選びません。

ロングライフクーラント
補充液LONG LIFE COOLANT REFIEL

●JIS規格：規格外
●タイプ：アミン型原液
●ベースグリコール：エチレングリコール
●推奨使用濃度範囲：原液

TCLクーラントリバイブは、劣化したクーラントや交換したばかりのクーラントの防
錆・防食性能を復活強化させ、オーバーヒートなどのトラブルを防止します。
※防錆剤がLLCの約4倍配合されています。

クーラントリバイブCOOLANT REVIVE

品番 荷姿
E-333 300mℓ缶×８本×２

品番 荷姿
E-311 300mℓ缶×2本×10
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添加剤・一般ケミカルCHEMICAL

TCL独自の技術で開発した塗装剤。無公害で安心して作業ができます。また、水
溶性タイプは、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤
です。

シャーシー塗装剤CHASSIE PAINT

セーフティコート輝

品番 荷姿
C-71 1ℓ缶×20

セーフティコート輝

品番 荷姿
C-70 14ℓ缶×１

シャーシーブラック 速乾

品番 荷姿
C-16 14kg缶×１

シャーシークリアコート

品番 荷姿
C-72 14kg缶×１

シャーシーブラック 水性スプレー

品番 荷姿
C-25 420mℓ缶×24

シャーシーブラック 油性スプレー

品番 荷姿
C-26 420mℓ缶×24

※シャーシークリアコートは受注生産品です。（営業までお問い合わせください）

レンタルリース用ケミカルRENTAL & LEASE
洗浄剤DETERGENT

有害なイオンを含まない、高純
度精製水を使用したバッテリ
ー補充液です。

バッテリー補充液

品番 荷姿
C-105 20ℓBIB×１

抜群の洗浄力と安定性に優れ
ています！ 建機、自動車、バス、
ユニットハウス、簡易トイレの外
壁などの洗浄剤です。

ファークリーン

品番 荷姿
C-80 20ℓ×1

寒冷地で屋外の仮設トイレが
凍結すると、洗浄液の廃棄処
理ができません。TCL凍結防
止剤M6は、希釈割合により
-60℃の気温での凍結を防止
します。

凍結防止剤 M6

品番 荷姿
C-80 20ℓ×１

寒冷地で屋外の仮設トイレが
凍結すると廃棄処理ができま
せん。TCLトイレップ寒冷地用
は、希釈割合により、-5℃から
-40℃までの気温での凍結を
防止します。

冷凍機用ブラインBRINE
冷凍倉庫、冷凍食品工場、アイ
ススケート場、化学工場等の一
般冷却設備の間接冷媒や、セ
ントラルヒーティング暖房循環
系などの循環回路に凍結防止
剤兼防錆剤として、また一般冷
却設備の霜取用（デフロスト）と
してもご使用いただけます。

トイレップ 寒冷地用

PGブライン

品番 荷姿
18ℓ缶×１

EGブライン

品番 荷姿
18ℓ缶×１

品番 荷姿
C-82 20ℓ×１

酸の働きで通常の洗剤では落
ちない汚れを根こそぎ落としま
す。ポリシートやプラスチック流
し台、ステンレス流し台などにこ
びりついたコンクリート片の除
去にも効果があります。

トイリキット

品番 荷姿
C-87 20ℓ×１

あらゆる場所に貼ってあるテー
プ、ステッカー、ラベルなど頑固
に付着した粘着糊をきれいに
剥がせます。機械、工具類につ
いた油汚れも分解洗浄します。

スーパーリムーバー

品番 荷姿
C-88 20ℓ×１

除菌剤や界面活性剤による洗
浄効果が清潔なトイレ環境を
保持し、爽やかなミントの香り
が快適な空間を演出します。

トイレップ 一般用

品番 荷姿
C-86 20ℓ×１

TCLタイヤビートワックスは、タ
イヤ交換作業を強力にサポー
トするタイヤ脱着剤です。

ビートワックス

品番 荷姿
B-1 4kg×４

ウインドウオッシャー
配合された界面活性剤が油膜を落として視界をクリアーにします。
寒冷地でも凍結防止に十分な性能を持つウィンドーウォッシャー
液です。希釈割合により-40℃まで気温での凍結を防止します。

品番 荷姿
C-42 300mℓ×50

品番 荷姿
C-43 18ℓ×１

ガラス研磨剤 PRO・COM
一般汚れや油膜、雨染みによるシリカスケール、フッ酸で傷んだガラス表面や塩害により白化したガラ
ス表面などガラスに付いたあらゆる種類の汚れを落とします。

品番 荷姿
200g×１

品番 荷姿
1.3kg×１

品番 荷姿
4kg×１

従来の浸透防錆剤の効果に、
極圧潤滑効果を追加したクオ
リティの高い浸透防錆剤です。

ナース8
(絶縁回復浸透防錆剤)

品番 荷姿
C-37 420ml×24


