MOTO-SANC. BIKE OPTION MENU

最高品質のコーティングでお車の美しさを保ちます

クォーツ ボディガラスコーティング
MOTO-SANC. が展開する最高品質のクォーツボディガラスコーティングでは、1 ミクロン
以下の薄い無機質のガラス膜で覆われたコーティング面が油性の汚れを寄せ付けにくく、
お車のボディを長期間美しく保護します。
また、水垢などの汚れは水洗いで簡単に落とすことができ、洗車に費やす労力と時間を
大幅に軽減できます。雨で汚れが流れ落ちるセルフクリーニング効果もあります。
簡単なお手入れでいつまでもお車を美しく保つクォーツボディガラスコーティングを是非お
勧めいたします。
※ボディコーティングの効果を持続させるために、年に 1 度必ずメンテナンスをお受けください。

クォーツ ボディガラスコーティングの特徴
MOTO-SANC. のクォーツ ボディガラスコーティングは 5 つの大きな特徴があります。
1. 無機質

2. 表面硬度

完全無機質のパーヒドロポリシラザンが成分

汚れの付きやすさは最表面の硬さとも関係し

でコーティング後は無機質のガラス膜を形成

ています。クォーツガラスコーティングの硬い

し、煤煙や排気ガスなど都市型の油性汚れ

表面硬度により汚れを深く入り込ませません。

を寄せ付けません。

3. 長期の耐久性

4. 密着性

有機物を含まない無機質の成分を使用した

どんな素材にも高い密着性を発揮するため、

ガラス膜だから劣化が少なく、他のコーティン

自動車パーツではアルミホイール、ゴム、モー

グ以上に長期間にわたるコーティング効果が

ルにも施工でき、ボディ同様にコーティング効

あります。

果があります。

5. スプレー工法
スプレーコーティングのため手塗りのようなムラ
がなく、手の届かない隅々にまで均一にガラ
スコーティングできます。

クォーツ ボディガラスコーティングの防汚メカニズム
クォーツガラスコーティングはボディにコートされると、空気中の水分と化学反応を起こし、
Sio2（石英ガラス）の膜に変化します。
劣化することのない、1μm 以下の薄いガラス膜でボディ全体を覆います。
施工後 6 ヶ月間洗車無しで、写真のような歴然とした違いが現れます。
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クォーツボディガラスコーティング サイズ別施工料金

※一部車種・状態で施工料金が変動する場合がありますので、店舗スタッフまでお問い合わせください。

中サイズ

大サイズ

ウルトラサイズ

66,000 円

88,000 円

105,000 円
現在ボディガラスコーティングを特別価格にてお受けいただく事ができる

ボディガラスコーティング特別キャンペーン開催中

特別キャンペーン開催中です。是非ご利用ください。

大サイズ

中サイズ
キャンペーン特別価格

55,000 円〜

ウルトラサイズ

キャンペーン特別価格

キャンペーン特別価格

65,000 円〜

11,000 円 OFF

（税込）
90,000 円〜

13,000 円 OFF

メンテナンスパックにご加入いただくと、ボディコーティング特別料金に加えて

クォーツボディガラスコーティング メンテナンスパック
中サイズ

15,000 円 OFF

1 年後のコーティングメンテナンスをリーズナブルにお受けいただく事ができます。

大サイズ

ウルトラサイズ

メンテナンスパック特別価格

メンテナンスパック特別価格

メンテナンスパック特別価格

メンテナンスパック通常価格

メンテナンスパック通常価格

メンテナンスパック通常価格

70,000 円〜

22,500 円〜
＋
66,000 円＝88,500 円

100,000 円〜
32,500 円〜
＋
88,000 円＝120,500 円

18,500 円 お得です！

20,500 円 お得です！

【コーティング施工後のバイクのメンテナンスについて】
クォーツボディガラスコーティングをお買い上げいただくと、専用の洗車用キット「ボディガラスコーティング
メンテナンスキット」が付帯されます。
バイクの洗車時は必ず当社指定のメンテナンスキットをご使用下さい。
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135,000 円〜
52,500 円〜
＋
105,000 円＝157,500 円

22,500 円 お得です！
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簡単なお手入れでバイクの美しさを保ちます

G-ZOX ボディガラスコーティング
従来ボディコーティングは、車体の塗装面に皮膜を作り、塗装膜の保護やつや出しに効
果を出す事を目的に行われていました。しかし、これまでのコーティング剤やワックスでは、
皮膜が高温になるとコーティング層に汚れが浸透するため、水洗いではなかなか汚れが
落ちない、また効果を長期間持続できないなどの問題点がありました。
MOTO-SANC. がご提案する新世代のガラスコーティングでは、特殊なガラスの皮膜に
より、大きな温度差にも対応する耐熱性、酸性雨などからボディを守る撥水性、長期に
渡り効果を持続する耐久性を手に入れました。
また、反応型ガラス系被膜により樹脂系コーティング剤にはない、ボディの美しさを際立
たせる深いツヤを実現しました。
簡単なお手入れでいつまでもバイクを美しく保つボディガラスコーティングを是非お勧めい
たします。
※ボディコーティングの効果を持続させるために、年に 1 度必ずメンテナンスをお受けくだ
さい。

G-ZOX ボディガラスコーティングの特徴
G-ZOX ボディガラスコーティングは 8 つの大きな特徴があります。
1. 耐候性

紫外線、酸性雨など、環境の悪影響からボディを守ります。

2. 防汚性

汚れが固着しないので水洗いで簡単に落ちます。

3. 接着性

塗装と強く密着し長期間コーティング性能をキープします。

4. 耐熱性

高温による軟化が起こらず、汚れの抱き込みを防止します。

5. 耐薬品性

排気ガスなどに含まれる有害成分による塗装の劣化を防止します。

6. 硬質

強く固い皮膜がチリ・ホコリなどによるキズを防止します。

7. 光沢

ガラス状皮膜ならではのきらめくように美しい輝きを演出します。

8. ツヤ

厚く透明な皮膜で深く質感のある艶を実現します。

Before

After

ボディガラスコーティングでバイ
クのボディを長期間美しく保ち
ます。
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G-ZOX ボディガラスコーティング サイズ別施工料金

※一部車種・状態で施工料金が変動する場合がありますので、店舗スタッフまでお問い合わせください。

中サイズ

大サイズ

ウルトラサイズ

27,000 円

43,000 円

59,000 円
現在ボディガラスコーティングを特別価格にてお受けいただく事ができる

ボディガラスコーティング特別キャンペーン開催中

特別キャンペーン開催中です。是非ご利用ください。

大サイズ

中サイズ
キャンペーン特別価格

17,000 円〜

ウルトラサイズ

キャンペーン特別価格

キャンペーン特別価格

28,000 円〜

10,000 円 OFF

39,000 円〜

15,000 円 OFF

メンテナンスパックにご加入いただくと、ボディコーティング特別料金に加えて

G-ZOX ボディガラスコーティング メンテナンスパック
中サイズ

20,000 円 OFF

1 年後のコーティングメンテナンスをリーズナブルにお受けいただく事ができます。

大サイズ

ウルトラサイズ

メンテナンスパック特別価格

メンテナンスパック特別価格

メンテナンスパック特別価格

メンテナンスパック通常価格

メンテナンスパック通常価格

メンテナンスパック通常価格

25,000 円〜

13,500 円〜
＋
27,000 円＝40,500 円

40,000 円〜

21,500 円〜
＋
43,000 円＝64,500 円

15,500 円 お得です！

24,500 円 お得です！

【コーティング施工後のバイクのメンテナンスについて】
G-ZOX ボディガラスコーティングをお買い上げいただくと、専用の洗車用キット「ボディガラスコーティング
メンテナンスキット」が付帯されます。
バイクの洗車時は必ず当社指定のメンテナンスキットをご使用下さい。
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50,000 円〜

29,500 円〜
＋
59,000 円＝88,500 円

38,500 円 お得です！

