
パワークラスターモーターオイルは正しい使用で本来の性能を発揮します。 
ご購入・ご交換は技術力のある専門店で！！

www.powercluster.jp

株式会社パワークラスター株式会社パワークラスター
〒215-0036 神奈川県川崎市麻生区はるひ野5-4-7 　TEL. 044-767-7387 / FAX. 044-577-1950〒215-0036 神奈川県川崎市麻生区はるひ野5-4-7 　TEL. 044-767-7387 / FAX. 044-577-1950

パワークラスターマーケティングパワークラスターマーケティング
〒340-0022 埼玉県草加市瀬崎2-47-40-301　      TEL. 090-8844-0062 / FAX. 048-916-9039〒340-0022 埼玉県草加市瀬崎2-47-40-301　      TEL. 090-8844-0062 / FAX. 048-916-9039

海水及び淡水にさらされる環境下で使用される船外機および船内機として扱われるエンジンは、自動車のエンジンに比べ厳しい条件で使用され、
しかも酷使される事が多いためエンジンオイルに要求される性能も異なってきます。船外機および船内機のメーカー指定のエンジンオイルも当
然、一般的な使用条件を満たし通常の使用では充分な性能を発揮しています。でも使われる方によってが当然要求される性能は異なるはずなので
すが、船内外機用のエンジンオイルは使用者の目的に沿った性能のオイルが無いに等しい状態です。
自動車用のエンジンオイルなどは同じ粘度の製品でも営業車に使うような安価な製品から、レースで結果を出すために拘り抜いた製品まで数多く
あるのに船外機および船内機用は純正･純正同等品のオイルしか選択肢が無いのは何故？　
船外機および船内機専用のエンジンオイルもパワークラスターで作ることが出来ませんかという意見を数多く頂き製品化することとなりました。

海水及び淡水にさらされる環境下で使用される船外機および船内機として扱われるエンジンは、自動車のエンジンに比べ厳しい条件で使用され、
しかも酷使される事が多いためエンジンオイルに要求される性能も異なってきます。船外機および船内機のメーカー指定のエンジンオイルも当
然、一般的な使用条件を満たし通常の使用では充分な性能を発揮しています。でも使われる方によってが当然要求される性能は異なるはずなので
すが、船内外機用のエンジンオイルは使用者の目的に沿った性能のオイルが無いに等しい状態です。
自動車用のエンジンオイルなどは同じ粘度の製品でも営業車に使うような安価な製品から、レースで結果を出すために拘り抜いた製品まで数多く
あるのに船外機および船内機用は純正･純正同等品のオイルしか選択肢が無いのは何故？　
船外機および船内機専用のエンジンオイルもパワークラスターで作ることが出来ませんかという意見を数多く頂き製品化することとなりました。

パワークラスターのマリン専用設計オイルパワークラスターのマリン専用設計オイル

究極に機械を護る。究極に機械を護る。

パワークラスターのマリン専用設計オイルで
機械の秘めた潜在能力を引き出す！
パワークラスターのマリン専用設計オイルで
機械の秘めた潜在能力を引き出す！

このオイルの性能を体感することは、
あなたのオイルの価値観を変えることでしょう。
このオイルの性能を体感することは、
あなたのオイルの価値観を変えることでしょう。

エンジンの秘めた潜在能力を露わにする性能重視のオイルエンジンの秘めた潜在能力を露わにする性能重視のオイル

あのポイントまで 誰よりも速くあのポイントまで 誰よりも速く

パワークラスターのオイルを使用することで、非常に滑らかになり振動やメカニカルノイズが
減少することが体感できると思います。 結果可能な限りのロスを抑えることとなり本来エン
ジンが持ち得る性能を発揮できるようになります。
オイルに目的に応じた良い材料を惜しみ無く投入することは、高性能なパーツと交換すること
に等しいチューニングと思って下さい。
これほどの要素を持ったオイルですので、このオイルの性能を体験してしまうと、オイル選び
の目が肥えてしまう程の嗜好性の高いオイルです。

パワークラスターのオイルを使用することで、非常に滑らかになり振動やメカニカルノイズが
減少することが体感できると思います。 結果可能な限りのロスを抑えることとなり本来エン
ジンが持ち得る性能を発揮できるようになります。
オイルに目的に応じた良い材料を惜しみ無く投入することは、高性能なパーツと交換すること
に等しいチューニングと思って下さい。
これほどの要素を持ったオイルですので、このオイルの性能を体験してしまうと、オイル選び
の目が肥えてしまう程の嗜好性の高いオイルです。

ポイントまで誰よりも速く到達することが必要な場合、船外機および船内機の性能を持続的
に発揮させることが必要になります。高回転で長時間維持させて、フルに引き出す為には、従
来の概念ではオーバースペックオイルと思えるほどに適正化したオイルを使う必要がありま
す。

※性能をフルに引き出す様な乗り方をされる場合、周囲の安全を確保し、向上した性能による
　挙動の違いををご理解の上、ご使用ください。特にアクセルオフ時の惰性が良くなるので

ポイントまで誰よりも速く到達することが必要な場合、船外機および船内機の性能を持続的
に発揮させることが必要になります。高回転で長時間維持させて、フルに引き出す為には、従
来の概念ではオーバースペックオイルと思えるほどに適正化したオイルを使う必要がありま
す。

※性能をフルに引き出す様な乗り方をされる場合、周囲の安全を確保し、向上した性能による
　挙動の違いををご理解の上、ご使用ください。特にアクセルオフ時の惰性が良くなるので

パワークラスターオイルパワークラスターオイル一般的な船内外機オイル一般的な船内外機オイル

エンジンの摩擦が一般的なオイルより少ない。
抵抗が減り、密閉率も向上、コンプレッションの
増加する。

エンジンの摩擦が一般的なオイルより少ない。
抵抗が減り、密閉率も向上、コンプレッションの
増加する。

一般的なオイルの場合、パワークラスター製品
に比べ、エンジン内の摩擦によるロスが大きい。
一般的なオイルの場合、パワークラスター製品
に比べ、エンジン内の摩擦によるロスが大きい。

パワークラスターオイルの性能比較例

フリクションロス低減
油圧・油温の安定化
エンジン保護

パワー・トルクの向上

ロスが大きい

エ ン ジ ンエ ン ジ ン

分子同士がダマになったり不
規則に配列されるので、潤滑
効果が減少する

分子同士がダマになったり不
規則に配列されるので、潤滑
効果が減少する

分子同士の距離が整頓
されて配列されるので､
摩擦の減少、潤滑度が高
くなる。

分子同士の距離が整頓
されて配列されるので､
摩擦の減少、潤滑度が高
くなる。

シリンダー内に膜が出来ず､
分子構造が不規則で粗いため
金属同士が接触する

シリンダー内に膜が出来ず､
分子構造が不規則で粗いため
金属同士が接触する

ESTERのもつ磁性により
シリンダー内に膜を作るの
で金属同士が接触せず摩
耗を抑えます。

ESTERのもつ磁性により
シリンダー内に膜を作るの
で金属同士が接触せず摩
耗を抑えます。



オイルブレンダー山本が生み出す 驚愕のオーバースペックオイル

エンジンの潜在能力を引き出し 機械を護る屈指のオイル

パワークラスター効果を体感できるベーシックオイル

全製品の調合使用素材について
パワクラエステル、コンプレックスエステル、アルキルナフタレン、高粘度PAO、有機モリブデンを主に使用。 ※グレードにより配合は変わります。

マリン用にブレンドした
パワークラスターのエンジンオイルって何が違う？
マリン用にブレンドした
パワークラスターのエンジンオイルって何が違う？
船外機および船内機用は自動車用のエンジンと異なり長時間 高回転を維持する状態で使用されることが多く、エンジンに高負荷がかかることが多いため、性能維持には自動車以上のメンテナ
ンスが要求されます。当然オイルに要求される性能も同様で金属の摩耗を減らせば、結果としてエンジン寿命を延命化することになります。摩耗を減らした上にエンジン内部を強力に清浄すること
でエンジンの状態を適正に維持するため、エンジントラブルを未然に防ぎます。また一般的な同粘度のオイルと比較して油膜が強力な特性があり、エンジンノイズや振動を低減させる傾向あるため、
エンジン本来の性能を長期的に維持するために貢献します。

目的にあった性能のエンジンオイルを使用することでエンジン性能の維持向上・エンジン寿命にも好影響を及ぼしますので正しい製品を選択してください。

船外機および船内機用は自動車用のエンジンと異なり長時間 高回転を維持する状態で使用されることが多く、エンジンに高負荷がかかることが多いため、性能維持には自動車以上のメンテナ
ンスが要求されます。当然オイルに要求される性能も同様で金属の摩耗を減らせば、結果としてエンジン寿命を延命化することになります。摩耗を減らした上にエンジン内部を強力に清浄すること
でエンジンの状態を適正に維持するため、エンジントラブルを未然に防ぎます。また一般的な同粘度のオイルと比較して油膜が強力な特性があり、エンジンノイズや振動を低減させる傾向あるため、
エンジン本来の性能を長期的に維持するために貢献します。

目的にあった性能のエンジンオイルを使用することでエンジン性能の維持向上・エンジン寿命にも好影響を及ぼしますので正しい製品を選択してください。

20L
ガソリン・ディーゼルエンジン対応ブレンド

ガソリン・ディーゼルエンジン対応ブレンド

ガソリン・ディーゼルエンジン対応ブレンド

¥176,000 (税込）

SAE 0W-10 ~ 20W-60 

メーカー推奨粘度 ヤマハ
ホンダ
スズキ

5W-30 ~ 10W-30 
10W-30 
10W-40 

BiLENZAHONU

SAE 5W-30 /    5W-40 / 10W-30
        10W-40 / 10W-50 / 10W-60 

20L

Gear oil
本製品は20Lのみの設定です。 
1L当たりの希望小売価格¥3,630(税込）です。

本製品は20Lのみの設定です。 
1L当たりの希望小売価格¥9,130(税込）です。

粘度

HONUはエンジンオイル交換だけでチューニングレベルに匹敵するアイテムです。
エンジンの耐摩耗及び耐焼き付きにも絶大な効果を発揮します。
HONUはエンジンオイル交換だけでチューニングレベルに匹敵するアイテムです。
エンジンの耐摩耗及び耐焼き付きにも絶大な効果を発揮します。

粘度及び仕様はオーダーブレンドにて
各メーカーに合わせた粘度及び仕様状況にあわせた専用調合も可能です。
粘度及び仕様はオーダーブレンドにて
各メーカーに合わせた粘度及び仕様状況にあわせた専用調合も可能です。

20L ¥110,000 (税込）

メーカー推奨粘度 ヤマハ
ホンダ
スズキ

5W-30 ~ 10W-30 
10W-30 
10W-40 

本製品は20Lのみの設定です。 
1L当たりの希望小売価格¥5,830(税込）です。

機械を護るをコンセプトに、エンジンの潜在能力をす呼び覚ますパワークラスター
の技術を詰め込んだハイスペック オイル
エンジンの耐摩耗及び耐焼き付きにも絶大な効果を発揮します。

機械を護るをコンセプトに、エンジンの潜在能力をす呼び覚ますパワークラスター
の技術を詰め込んだハイスペック オイル
エンジンの耐摩耗及び耐焼き付きにも絶大な効果を発揮します。

表記以外の各粘度もご用意しておりますので、販売店にお問い合わせください。表記以外の各粘度もご用意しておりますので、販売店にお問い合わせください。

メーカー推奨粘度 ヤマハ
ホンダ
スズキ

5W-30 ~ 10W-30 
10W-30 
10W-40 

一般的な使用環境下でもパワークラスターの分子細分化技術を体感できるオイル。
ベーシックと謳ってはいますが、過酷なプロユースを前提として製品化しています。
エンジンの耐摩耗及び耐焼き付きにも優れた効果を発揮します。

一般的な使用環境下でもパワークラスターの分子細分化技術を体感できるオイル。
ベーシックと謳ってはいますが、過酷なプロユースを前提として製品化しています。
エンジンの耐摩耗及び耐焼き付きにも優れた効果を発揮します。

表記以外の各粘度もご用意しておりますので、販売店にお問い合わせください。表記以外の各粘度もご用意しておりますので、販売店にお問い合わせください。

パワークラスターオイルの特殊分子技術を用い､通常使用では想定以上の高粘度
も使用可能にしました。シフト時に衝撃吸収性及びギア鳴りを大幅に減少させ、ギア
の破損を抑制します。

パワークラスターオイルの特殊分子技術を用い､通常使用では想定以上の高粘度
も使用可能にしました。シフト時に衝撃吸収性及びギア鳴りを大幅に減少させ、ギア
の破損を抑制します。

20L¥176,000 (税込）

SAE 75W-90 / 80W-140 / 80W-250 

本製品は20Lのみの設定です。 
1L当たりの希望小売価格¥9,130(税込）です。

Premium Engine oil

¥66,000 (税込）

SAE  5W-30 /  5W-40 / 10W-30
       10W-40  / 10W-50 / 10W-60 

Generally Engine oil

船内外機用 推奨ギアオイル船内外機用 推奨ギアオイル

BiLENZAHONU

マリン用  推奨エンジンオイルマリン用  推奨エンジンオイル

BiLENZASEDNA

マリン用  推奨エンジンオイルマリン用  推奨エンジンオイル

BiLENZA PRO

マリン用 推奨エンジンオイルマリン用 推奨エンジンオイル

API SP/CF PERFORMANCE

API SP/CF PERFORMANCE

API SP/CF PERFORMANCE



パワークラスターモーターオイルは正しい使用で本来の性能を発揮します。 
ご購入・ご交換は技術力のある専門店で！！

www.powercluster.jp

株式会社パワークラスター株式会社パワークラスター
〒215-0036 神奈川県川崎市麻生区はるひ野5-4-7 　TEL. 044-767-7387 / FAX. 044-577-1950〒215-0036 神奈川県川崎市麻生区はるひ野5-4-7 　TEL. 044-767-7387 / FAX. 044-577-1950

パワークラスターマーケティングパワークラスターマーケティング
〒340-0022 埼玉県草加市瀬崎2-47-40-301　      TEL. 090-8844-0062 / FAX. 048-916-9039〒340-0022 埼玉県草加市瀬崎2-47-40-301　      TEL. 090-8844-0062 / FAX. 048-916-9039

このオイルの性能を体感することは、
あなたのオイルの価値観を変えることでしょう。
このオイルの性能を体感することは、
あなたのオイルの価値観を変えることでしょう。
パワークラスターのオイルを使用することで、非常に滑ら
かになり振動やメカニカルノイズが減少することが体感で
きると思います。 結果可能な限りのロスを抑えることとな
り本来エンジンが持ち得る性能を発揮できるようになりま
す。オイルに目的に応じた良い材料を惜しみ無く投入する
ことは、高性能なパーツと交換することに等しいチューニ
ングと思って下さい。
これほどの要素を持ったオイルですので、このオイルの性
能を体験してしまうと、オイル選びの目が肥えてしまう程の
嗜好性の高いオイルです。

パワークラスターのオイルを使用することで、非常に滑ら
かになり振動やメカニカルノイズが減少することが体感で
きると思います。 結果可能な限りのロスを抑えることとな
り本来エンジンが持ち得る性能を発揮できるようになりま
す。オイルに目的に応じた良い材料を惜しみ無く投入する
ことは、高性能なパーツと交換することに等しいチューニ
ングと思って下さい。
これほどの要素を持ったオイルですので、このオイルの性
能を体験してしまうと、オイル選びの目が肥えてしまう程の
嗜好性の高いオイルです。

パワークラスターオイルパワークラスターオイル一般的な船内外機オイル一般的な船内外機オイル

エンジンの摩擦が一般的なオイルよ
り少ない。抵抗が減り、密閉率も向上、
コンプレッションの増加する。

エンジンの摩擦が一般的なオイルよ
り少ない。抵抗が減り、密閉率も向上、
コンプレッションの増加する。

一般的なオイルの場合、パワークラス
ター製品に比べ、エンジン内の摩擦に
よるロスが大きい。

一般的なオイルの場合、パワークラス
ター製品に比べ、エンジン内の摩擦に
よるロスが大きい。

パワークラスターオイルの性能比較例

フリクションロス低減
油圧・油温の安定化
エンジン保護

パワー・トルクの向上

ロスが大きい

分子同士がダマになったり
不規則に配列されるので、
潤滑効果が減少する

分子同士がダマになったり
不規則に配列されるので、
潤滑効果が減少する

分子同士の距離が
整頓されて配列され
るので､摩擦の減少、
潤滑度が高くなる。

分子同士の距離が
整頓されて配列され
るので､摩擦の減少、
潤滑度が高くなる。

シリンダー内に膜が出
来ず､分子構造が不規則
で粗いため金属同士が
接触する

シリンダー内に膜が出
来ず､分子構造が不規則
で粗いため金属同士が
接触する

ESTERのもつ磁性
によりシリンダー内に
膜を作るので金属同
士が接触せず摩耗を
抑えます。

ESTERのもつ磁性
によりシリンダー内に
膜を作るので金属同
士が接触せず摩耗を
抑えます。

HONU (ホヌ）がデ
ィーゼルエンジンが

持つ本来の

性能を引き出し、メ
ンテナンスがしづら

い船内機の

エンジンを究極に保
護して機械寿命を延

ばします。

燃焼室の密閉性を上
げて疲れたエンジン

などの圧縮

も回復させます。これ
により燃焼効率が良

くなり、黒煙

の減少や臭いの軽減
、振動軽減につなが

ります。
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ィーゼルエンジンが

持つ本来の

性能を引き出し、メ
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エンジンを究極に保
護して機械寿命を延

ばします。

燃焼室の密閉性を上
げて疲れたエンジン

などの圧縮

も回復させます。これ
により燃焼効率が良

くなり、黒煙

の減少や臭いの軽減
、振動軽減につなが

ります。

パワークラスターの
マリン専用設計オイ

ル
パワークラスターの

マリン専用設計オイ
ル

常識を覆す常識を覆す
diesel engine oil !!
diesel engine oil !!

究極に機械を護る。究極に機械を護る。
エ ン ジ ンエ ン ジ ン



オイルブレンダー山本が生み出す 驚愕のオーバースペックオイル

エンジンの潜在能力を引き出し 機械を護る屈指のオイル

パワークラスター効果を体感できるベーシックオイル

全製品の調合使用素材について
パワクラエステル、コンプレックスエステル、アルキルナフタレン、高粘度PAO、有機モリブデンを主に使用。 ※グレードにより配合は変わります。

マリン用にブレンドした
パワークラスターのエンジンオイルって何が違う？
マリン用にブレンドした
パワークラスターのエンジンオイルって何が違う？
船外機および船内機用は自動車用のエンジンと異なり長時間 高回転を維持する状態で使用されることが多く、エンジンに高負荷がかかることが多いため、性能維持には自動車以上のメンテナ
ンスが要求されます。当然オイルに要求される性能も同様で金属の摩耗を減らせば、結果としてエンジン寿命を延命化することになります。摩耗を減らした上にエンジン内部を強力に清浄すること
でエンジンの状態を適正に維持するため、エンジントラブルを未然に防ぎます。また一般的な同粘度のオイルと比較して油膜が強力な特性があり、エンジンノイズや振動を低減させる傾向あるため、
エンジン本来の性能を長期的に維持するために貢献します。

目的にあった性能のエンジンオイルを使用することでエンジン性能の維持向上・エンジン寿命にも好影響を及ぼしますので正しい製品を選択してください。

船外機および船内機用は自動車用のエンジンと異なり長時間 高回転を維持する状態で使用されることが多く、エンジンに高負荷がかかることが多いため、性能維持には自動車以上のメンテナ
ンスが要求されます。当然オイルに要求される性能も同様で金属の摩耗を減らせば、結果としてエンジン寿命を延命化することになります。摩耗を減らした上にエンジン内部を強力に清浄すること
でエンジンの状態を適正に維持するため、エンジントラブルを未然に防ぎます。また一般的な同粘度のオイルと比較して油膜が強力な特性があり、エンジンノイズや振動を低減させる傾向あるため、
エンジン本来の性能を長期的に維持するために貢献します。

目的にあった性能のエンジンオイルを使用することでエンジン性能の維持向上・エンジン寿命にも好影響を及ぼしますので正しい製品を選択してください。

20L
ディーゼルエンジン専用ブレンド

ディーゼルエンジン専用ブレンド

ディーゼルエンジン専用ブレンド

¥176,000 (税込）

SAE 5W-40 / 10W-60 

BiLENZAHONU

SAE 5W-40 / 10W-60 

20L

Diesel oil additiveDiesel oil additive

本製品は20Lのみの設定です。 
1L当たりの希望小売価格¥3,630(税込）です。

本製品は20Lのみの設定です。 
1L当たりの希望小売価格¥9,130(税込）です。

HONUはエンジンオイル交換だけでチューニングレベルに匹敵するアイテムです。
エンジンの耐摩耗及び耐焼き付きにも絶大な効果を発揮します。
HONUはエンジンオイル交換だけでチューニングレベルに匹敵するアイテムです。
エンジンの耐摩耗及び耐焼き付きにも絶大な効果を発揮します。

粘度及び仕様はオーダーブレンドにて
各メーカーに合わせた粘度及び仕様状況にあわせた専用調合も可能です。
粘度及び仕様はオーダーブレンドにて
各メーカーに合わせた粘度及び仕様状況にあわせた専用調合も可能です。

20L ¥110,０00 (税込）
本製品は20Lのみの設定です。 
1L当たりの希望小売価格¥5,830(税込）です。

機械を護るをコンセプトに、エンジンの潜在能力をす呼び覚ますパワークラスター
の技術を詰め込んだハイスペック オイル
エンジンの耐摩耗及び耐焼き付きにも絶大な効果を発揮します。

機械を護るをコンセプトに、エンジンの潜在能力をす呼び覚ますパワークラスター
の技術を詰め込んだハイスペック オイル
エンジンの耐摩耗及び耐焼き付きにも絶大な効果を発揮します。

表記以外の各粘度もご用意しておりますので、販売店にお問い合わせください。表記以外の各粘度もご用意しておりますので、販売店にお問い合わせください。

一般的な使用環境下でもパワークラスターの分子細分化技術を体感できるオイル。
ベーシックと謳ってはいますが、過酷なプロユースを前提として製品化しています。
エンジンの耐摩耗及び耐焼き付きにも優れた効果を発揮します。

一般的な使用環境下でもパワークラスターの分子細分化技術を体感できるオイル。
ベーシックと謳ってはいますが、過酷なプロユースを前提として製品化しています。
エンジンの耐摩耗及び耐焼き付きにも優れた効果を発揮します。

表記以外の各粘度もご用意しておりますので、販売店にお問い合わせください。表記以外の各粘度もご用意しておりますので、販売店にお問い合わせください。

本来はパワークラスターオイルを使用することが望ましいですが、
コスト面並びに使用オイルに指定がある場合に他のオイルに添加して
パワークラスター効果を発揮させる様に開発した添加剤です。

使用方法としては、既存使用のオイルに対し約5%ほど添加して使用します。

本来はパワークラスターオイルを使用することが望ましいですが、
コスト面並びに使用オイルに指定がある場合に他のオイルに添加して
パワークラスター効果を発揮させる様に開発した添加剤です。

使用方法としては、既存使用のオイルに対し約5%ほど添加して使用します。

20L  ¥176,000 (税込）

本製品は20Lのみの設定です。 
1L当たりの希望小売価格¥9,130(税込）です。

Premium Engine oil

¥66,000 (税込）

SAE  5W-40 / 10W-60 

Generally Engine oil

マリン用オイル添加剤マリン用オイル添加剤

BiLENZAHONU

マリン用  推奨エンジンオイルマリン用  推奨エンジンオイル

BiLENZASEDNA

マリン用  推奨エンジンオイルマリン用  推奨エンジンオイル

BiLENZA PRO

マリン用 推奨エンジンオイルマリン用 推奨エンジンオイル

API SP/CF PERFORMANCE

API SP/CF PERFORMANCE

API SP/CF PERFORMANCE




