
★１缶から販売します。
★午前中までのご注文は、即日出荷します。
★ご質問には、プロの潤滑士がお答えします。

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

送料：3万円以上無料、3万円未満￥1000　九州￥1200（沖縄、離島、チャーター機必要な場所は別途かかります。）

代引きの場合：代引き手数料　1万円以下￥350、3万円以下￥400、10万円以下￥600がかかります。

【工業用ギヤーオイル2種】 　用途：印刷機、コンベア、攪拌機、ミキサー、リサイクルセンター、ウインチ、クレーン

ローヤル油機

品　　名 ＩＳＯ　ＶＧ 基油 色 粘度指数 流動点 価格 在庫 価格 在庫

　ローヤルギヤ　SO-150 150 セミ合成油 薄緑色 111 -32.5 ¥5,580 ■ ¥1,980 ■

　ローヤルギヤ　SO-220 220 セミ合成油 薄緑色 122 -30.0 ¥5,580 ■ ¥1,980 ■

　ローヤルギヤ　SO-320 320 セミ合成油 薄緑色 133 -27.5 ¥5,580 ■ ¥1,980 ■

　ローヤルギヤ　SO-460 460 セミ合成油 薄緑色 141 -25.0 ¥5,580 ■ ¥1,980 ■

　ローヤルギヤ　MO-68 68 鉱物油 淡褐色 109 -25.0 ¥3,880 ■ ¥1,380 ■

　ローヤルギヤ　MO-100 100 鉱物油 淡褐色 97 -22.5 ¥3,880 ■ ¥1,380 ■

　ローヤルギヤ　ＭO-150 150 鉱物油 淡褐色 95 -20.0 ¥3,880 ■ ¥1,380 ■

　ローヤルギヤ　ＭO-220 220 鉱物油 淡褐色 95 -17.5 ¥3,880 ■ ¥1,380 ■

　ローヤルギヤ　ＭO-320 320 鉱物油 淡褐色 96 -15.0 ¥3,880 ■ ¥1,380 ■

　ローヤルギヤ　ＭO-460 460 鉱物油 淡褐色 96 -12.5 ¥3,880 ■ ¥1,380 ■

　ローヤルギヤ　ＭO-680 680 鉱物油 淡褐色 118 -12.5 ¥3,880 ■ ¥1,380 ■

【多目的潤滑油】 　用途：工作機械の高速スピンドル、ミシン、油圧ジャッキ、耐磨耗性作動油、機械の差し油

ローヤル油機

品　　名 ＩＳＯ　ＶＧ 基油 色 粘度指数 流動点 価格 在庫 価格 在庫

　ローヤル　ハイドロスピン 2 鉱物油 淡黄色 - -30.0 ¥4,380 ■ ¥1,580 ■

　ローヤル　ハイドロスピン 10 鉱物油 淡黄色 99 -30.0 ¥4,380 ■ ¥1,580 ■

　ローヤル　ハイドロスピン 15 鉱物油 淡黄色 149 -40.0 ¥4,380 ■ ¥1,580 ■

　ローヤル　ハイドロ 22 鉱物油 淡黄色 105 -35.0 ¥4,080 ■ ¥1,480 ■

　ローヤル　ハイドロ 32 鉱物油 淡黄色 105 -32.5 ¥4,080 ■ ¥1,480 ■

　ローヤル　ハイドロタービン 32 鉱物油 淡黄色 131 -17.5 ¥4,080 ■ ¥1,480 ■

　ローヤル　ハイドロ 46 鉱物油 淡黄色 105 -30.0 ¥4,080 ■ ¥1,480 ■

　ローヤル　ハイドロタービン 46 鉱物油 淡黄色 124 -15.0 ¥4,080 ■ ¥1,480 ■

　ローヤル　ハイドロタービン 56 鉱物油 淡黄色 118 -15.0 ¥4,080 ■ ¥1,480 ■

　ローヤル　ハイドロタービン 68 鉱物油 淡黄色 106 -20.0 ¥4,080 ■ ¥1,480 ■

　ローヤル　ハイドロタービン 100 鉱物油 淡黄色 96 -20.0 ¥4,080 ■ ¥1,480 ■

【組付け用潤滑剤】

出光興産
品　　名 ＩＳＯ　ＶＧ 基油 色 引火点 流動点 価格 在庫 価格 在庫

　ダフニーオイルTR-A 3272 鉱物油 無色透明 246℃ -30.0 ¥13,980 ■

【エアーライン３点セットの潤滑油】 　用途：エアーライン３点セットの潤滑剤、空圧機器の潤滑、油圧作動油

ローヤル油機
品　　名 ＩＳＯ　ＶＧ 基油 色 引火点 流動点 価格 在庫 価格 在庫

　エアーラインオイル　32 32 鉱物油 淡黄色 228 -12.5 ¥3,580 ■ ¥1,280 ■

【販売用】　少量缶オイル（4Ｌ、1Ｌ）

4Ｌポリ缶 １Ｌポリ缶

4Ｌポリ缶 １Ｌポリ缶

　　　　URL  http://www.loyal-grease.jp/
　　　　Ｅ-ｍａｉｌ：info@loyal-grease.jp

１Ｌポリ缶

代表性状

　■：当社充填品（即納）　　■：メーカー品（即納）

代表性状 4Ｌポリ缶

※通常価格は、税別

代表性状

１Ｌポリ缶代表性状

代表性状

用途：タービンローターや各種産業機械等の組付け用潤滑剤

4Ｌポリ缶

300ml缶



ENEOS

品　　名 ＩＳＯ　ＶＧ 基油 色 粘度指数 流動点 価格 在庫 価格 在庫

　フェアコールＡ-46 45.4 鉱物油 淡黄色 98 -15.0 ¥3,490 ■

　フェアコールＡ-68 64.7 鉱物油 淡黄色 98 -12.5 ¥3,190 ■

【油回転式・真空ポンプオイル】　　用途：真空ポンプ用オイル

ローヤル油機 代表性状 4Ｌポリ缶

品　　名 ＩＳＯ　ＶＧ 基油 色 粘度指数 流動点 価格 在庫 価格 在庫

　真空ポンプオイル 68 73.5 鉱物油 淡黄色 98 -17.5 ¥6,480 ■

【拡散ポンプ式・真空ポンプオイル】　　用途：拡散式真空ポンプ用オイル

ライオン 代表性状 １Ｌ缶

品　　名 ＩＳＯ　ＶＧ 基油 色 引火点 流動点 価格 在庫 価格 在庫

　拡散ポンプ油 Ａ 29 淡黄色 220℃ -25.0 ¥9,090 ■

　拡散ポンプ油 Ｓ 37 淡黄色 210℃ -5.0 ¥14,260 ■

【トラクションドライブオイル】　　用途：トラクションドライブ（無段変速機）に使用します。

ローヤル油機 4Ｌポリ缶 １Ｌポリ缶

品　　名 ＩＳＯ　ＶＧ 基油 色 粘度指数 流動点 価格 在庫 価格 在庫

　トラクションドライブ 10 9.9 合成油 青色 -50.0 ¥5,980 ■ ¥2,080 ■

　トラクションドライブ 32 32.4 合成油 赤色 -50.0 ¥18,380 ■ ¥6,180 ■

　トラクションドライブ 150 151 合成油 淡黄色 -32.5 ¥5,980 ■ ¥2,080 ■

中国精油

品　　名 ＡＰＩ ＳＡＥ ＩＳＯ　ＶＧ 粘度指数 流動点 価格 在庫

　ガソリン/ディーゼル兼用オイル ＳＮ/ＣＦ 10Ｗ-30 67 142 -30.0 ¥2,480 ■

中国精油

品　　名 ＡＰＩ ＳＡＥ ＩＳＯ　ＶＧ 粘度指数 流動点 価格 在庫

  ハイポイドギヤーオイル ＧＬ-5 80Ｗ-90 135.7 106 -42.0 ¥2,580 ■
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【発電機等のエンジンオイル】　用途：発電機、ウエルダー、コンプレサー、投光機等の小型エンジンに

代表性状

代表性状 4Ｌ缶

Copyright（C）2019年5月　Loyal　Corporation

4Ｌ缶

【デファレンションギヤーオイル】　用途：トラック等のデファレンションギヤーに

代表性状

【レシプロ・コンプレッサーオイル】　　用途：ベビコン、ピストン式（往復動）空気圧縮機

代表性状

4Ｌ缶


