
1．ルーツブロワのグリース

2．芝刈り機・草刈り機のグリース

3．２サイクルエンジンオイル

4．チェーンソーオイル

5．浸透・潤滑・防錆スプレー

6．グリーススプレー

7．.生分解性油圧作動油

Ｅメール：GSP00013@nifty.com

ゴルフ場・公園・競技場の潤滑剤

潤滑剤の専門商社

ローヤル油機株式会社
ＴＥＬ．0246-32-6657　　ＦＡＸ．0246-32-6658

ＵＲＬ．Http://www.loyal-grease.jp/

競技場

水処理機・芝刈り機のメンテナンスのために、カタログを作成しました。

ゴルフ場 公園
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《ルーツブロワ用グリース》

１．ルーツブロワ(アンレット）の軸受け

区　分 モメンティブＰ・Ｍ ＪＸエネルギー ＪＸエネルギー

品名 シリコーングリース ＥＮＳグリース マルティノック

ＴＳＫ５４０１Ｌ　 ウレア

外観 黄色 半透明白色 白色

増ちょう剤 リチウム ウレア ウレア

基油 シリコーン エステル油 鉱物油

ＮＬＧＩ　Ｎｏ． 306 267 290

基油動粘度 27 11.8 (100℃）

使用温度範囲 ー40～150℃ ー40～175℃ ー20～175℃

80gジャバラ 80ｇ*1本～●

400ｇジャバラ 380ｇ*1本～● 400ｇ*１本～● 400ｇ*1本～●

自動給油機 シマルーベ*3個◆ シマルーベ*3個◆ シマルーベ*3個◆

【芝刈り機＆草刈り機用グリース】

区分

メーカー エクソンモービル ローヤル油機 シェファーズ 出光興産 ＪＸエネルギー コスモ石油

（ＥＭＧ）
（ダフニー）

品名 モービルグリース ローヤルゴールド モリーウルトラレッド ビオスグリース バイオグリース テラグリース

ＸＨＰ-220 ＥＰ ＨＣ ＥＰ ＥＰ

外観 青色 淡黄色 赤色 淡黄色

増ちょう剤 リチウム複合 リチウム複合 アルミニウム複合 ヒドロキシＣａ 特殊リチウム リチウム

基油 鉱物油 鉱物油 鉱物油 植物油 エステル油 エステル油

ＮＬＧＩ　Ｎｏ． 　　２ １　　２ １　　２ ２ ２ ０　　２

基油動粘度 220 143 245 51 14.0　（100℃）

使用温度範囲 ー20～140℃ ー20～200℃ ー29～177℃ ー20～100℃ ー50～130℃

80gジャバラ 80ｇ*1本～●

400ｇジャバラ 400ｇ*1本～● No.2は400ｇ*1本～● 400ｇ*1本～● 箱（400ｇ*20本）● 箱（400ｇ*20本）● 箱（400ｇ*20本）●

自動給油機 シマルーベ*3個◆ シマルーベ*1個◆ シマルーベ*3個◆

１．ルーツブロワ（アンレット）用グリース

 ゴルフ場・公園・競技場のグリース

２．耐水性・錆止め性に優れています。

３．低温性に優れ、長寿命ベアリンググリースです。

２０１5年1月改編

２．芝刈り機用グリース

●◆当社充填品　●メーカー充填品

●◆当社充填品　●メーカー充填品

※400ｇジャバラから自動給油機・シマルーベに詰替えることが出来ます。

複合グリース 生分解性グリース
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製品写真 品名/メーカー 用途 使用温度範囲 備考

ルブリコ420 浸透・潤滑・防錆 ー10～70℃ 　有機モリブデン配合の強力潤滑

　強力な浸透性

（住鉱潤滑剤） 　水置換剤による強力防錆効果

※使い易い可倒式ノズル

420ｍｌ*1本　　420ｍｌ*10本

製品写真 品名/メーカー 増ちょう剤 使用温度範囲 備考

SBマルチグリススプレー リチウム ー20～200℃   リチウムコンプレックスグリースに有機モリブデ

コンプレックス ンを配合した高性能グリーススプレーです。

（住鉱潤滑剤） 　耐水性・耐熱性・耐極圧性に抜群の威力

※使い易い可倒式ノズル

420ｍｌ*1本　　420ｍｌ*20本

製品写真 品名/メーカー 外観 使用温度範囲 備考

ホワイトオープンギヤ 無色透明 ー2.5～50℃ 　開放歯車・ワイヤーロープ・チェーンの潤滑

Ｎｏ.3スプレー 付着力が強く無色透明で、機械周囲を汚しま

（出光興産） せん。優れた防錆力を持っています。

※よく振ってご使用ください。

400ml*1    420ml*10本

モラブアロイ 灰黒色 ー43～177℃ 　塗布後に溶剤が気化し、薄膜で強固な固体

チェーンオイル22 潤滑剤の乾燥被膜が形成されます。

（カストロール） 　ほぼ乾燥状態なので、チェーンに大敵な土砂

やごみを寄せ付けません。

　ワイヤロープ・ストランドの潤滑にも適します

400ml*1    400ml*12本 ※良く撹拌の上ご使用ください。

ＳＢパーツクリーナー 石油系熔剤 　強力洗浄効果 　塩素系溶剤を含まない脱脂洗浄スプレー

600 　特殊添加剤の配合により強力な洗浄力

（住鉱潤滑剤） 　現場への持ち運びにとても便利です。

※使い易い可倒式ノズル

600ml*1  　 600ml*30本

2015年1月作成

ゴルフ場・公園・競技場のスプレー潤滑剤・他

【ゴルフ場・公園・競技場のグリーススプレー】

【ゴルフ場・公園・競技場のチェーン・ワイヤロープ＆洗浄スプレー】

【ゴルフ場・公園・競技場の浸透・潤滑・防錆スプレー】



ローヤル油機㈱

ＪＡＳＯ JXエネルギー シェル石油 コスモ石油 中京化成工業 三興石油工業

Ｍ345-93

生分解性 ジネン２Ｔ テラ　２サイクル

外観 淡黄色 淡黄色

荷姿 1L*20缶　 1Ｌ*12缶

ＦＢ ２サイクルスピード スーパー２T ２サイクルオイルＲ ２サイクル レピアス２サイクル

ツーストロークオイル ＮＳ レギュラー

外観 赤色 赤色 赤色 赤色 赤色/緑色

荷姿 1L*20　4Ｌ*6　20L 4Ｌ*6　20L 20Ｌ 4Ｌ*6　20L 4Ｌ*6　20L

【ゴルフ場・公園・競技場のチェンソーオイル】

分類 ＪＸエネルギー コスモ石油 三興石油工業

グレード レピアス

生分解性

生分解性 チェンソーバーオイル

粘度 通常品　35（高粘度）

荷姿 　5Ｌポリ*4　　18L

一般用 チェーンソーオイル コスモチェンソー チェンソーオイル

粘度 110（冬）　220（夏) 100Ｗ（冬）　150（夏） 20　　30　　40

荷姿 　4Ｌ*6　　18L 18Ｌ 　5Ｌポリ*4　　18L

２０15年１月改編

ゴルフ場・公園・競技場のエンジンオイル

【ゴルフ場・公園・競技場の２サイクルエンジン油 】
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粘度区分 日油 JXエネルギー 出光興産 コスモ石油 シェル石油 エクソンモービル

ISO　VG （ﾀﾞフニ-）

22 ミルルーブ ビオスハイドロ

Ｅ-２２Ａ ２２ＳＥ

粘度指数 ２１１ １４１

流動点 －３０.0℃

容量 18Ｌ　　　200Ｌ 20Ｌ　　200Ｌ

32 ミルルーブ ビオスハイドロ ナチュラーレ

　　Ｅ-３２Ａ ３２ＳＥ ＨＦ-Ｅ３２

粘度指数 １８９ １７０ ２１０

流動点 ー３０．０ -６０．０

容量 18Ｌ　　　200Ｌ 20Ｌ　　200Ｌ 209L

46 ミルルーブ ハイランドジネン ビオスハイドロ テラフルード ナチュラーレ ＥＡＬ-２２４

　　Ｅ-４６Ａ ４６ ４６ＳＥ Ｅ－４６ ＨＦ-Ｅ４６ ４６

外観 透明液体

粘度指数 １８６ １８８ １８８ １９３ ２１０

流動点　℃ －３０．０ －３０．０ －５２．５ －５０．０

容量 18Ｌ　　　200Ｌ 20Ｌ　　200Ｌ 20Ｌ　　200Ｌ 18Ｌ　　　200Ｌ 209L 208Ｌ

56 ミルルーブ テラフルード

　　Ｅ-５６ Ｅ－５６

粘度指数 １７８ １８５

流動点 －３７．５ －３２．５

容量 18Ｌ　　　200Ｌ 18Ｌ　　　200Ｌ

2014年5月改編

※ミルルーブは、国土交通省のＮＥＴＩＳに登録されています。（登録Ｎｏ．ＫＫ-080006-Ａ）

ゴルフ場・公園・競技場の生分解性油圧作動油

ゴルフ場・公園・競技場の生分解性油圧作動油

ＩＳＯ14000に代表される環境マネジメント対策に適しております。　 　④バイブロハンマー、ダウンザホールハンマー等　　　　　　　　　　

　近年、脂肪酸エステル系作動油は、生分解性潤滑油として注目　　　　　　《生分解性作動油の特徴》

を集めており、万が一自然界に排出されても、生分解度がたかく　　　①日本環境協会のエコマーク商品に認定されている。

環境にやさしいオイルとして位置づけられるようになりました。　　　　　②森林、河川、農場、湖沼、海岸の環境を守ります。

　鉱物油系作動油からの切り替えが容易であるため、　　　　　　　　 　③水門用開閉装置、水中建設機械、ダムの油圧装置
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