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K U R E が K U R E で あり続 けるために 。

KUREは、1962年に発売したKURE5 - 56の成功で、
カーケア／メンテナンスケミカルという新たな市場を開拓しました。
その後もこの 分野のパイオニアとして画期的な製品を次々と開発し、
独自の市場を確立しています。
素晴らしい使用体験をも たらす製品を提供し続けることで、
KUREは多くのファンを獲得してきました。
これからも、お客様や取引先 からのご要望に耳を傾 け、
KURE ならではの 製品の提供を通じて、期待と信頼に応えてまいります。

Soon after KURE was founded in 1960,
KURE was able to pioneer the new Car Care and
Maintenance Chemicals markets with the solid foundation
and background of KURE 5-56’s success.
As the leading pioneer, KURE continued to develop cutting-edge products
while continuously establishing our own markets.
Through this process, KURE has gained the loyalty and trust from many consumers.
KURE values not only its customers,
but also their suppliers, partners, and employees.
Furthermore, KURE intends to uphold the trust and expectations of our customers
by conscientiously following our “Coexistence” concept.

Fair Business is Good Business.
柔軟な発想と健全な価値観で、フェアな 企 業活 動を 続 けます。
KUR Eは、創業以来のビジネスポリシー
“Fair Business is Good Business”を忠実に守り、
ユーザー、取引先、KUREのすべてにベネフィットのある
ビジネスを心 掛けてきました。それは常にフェアでありたい私たちの意志です。
また、お客様や取引先から寄せられた声を重視するのも、
より良い 製品の開発・提供に必要なだけでなく、
フェアな 企業活動にも不可欠なものだからにほかなりません。
日本のカーケミカル のリーディングカンパニーであり続けるために、
KUREはこれからも“Fair Business is Good Business”の
理念のもとで歩みを進めます。

Guided by solid values and flexible thinking,
we continue our commitment towards fair business practices.
Ever since KURE was founded,
we have faithfully followed our business policy of
“Fair Business is Good Business” by continuously conducting business
that is beneficial to end-users, customers, suppliers, and ourselves.
This is a sign of our true commitment towards our belief in Fair Business.
Our willingness to listen to our customers and
business partners is a necessity for KURE to conduct fair business practices.
As Japan’s leading car chemical company,
KURE will continue to advance forward while upholding
its philosophy of “Fair Business is Good Business”.

先 を 見 通 す力。
時 代 に応え、新たな市 場を 創 出する。
そ こにKUREならではの製品が生まれます。
KUREはニーズに応えるだけで なく、
ニーズを 創出できる製品を提供し続 けています。
そのバックボーンとなっているのが、マーケティングです。
市場 動向の把握 から、製品の企画・開発、ブランド 認知の確立、
さらに市 場 そのものの 創出・育成にまで 踏み込んだ戦略を一貫して実践してきました。
こうした 先 を見通した持続的な活動によって、
KURE は整備用ケミカル市場と添加剤市場における
リーディングカンパニーとして不 動の地 位を確立しています。
KUREはまた、時代の 変化を先んじて読 み取り、
次代にふさわしい 製品の開発と市場創出にも取り組んでいます。

The Capability to Understand the Needs of the Future
KURE products are born by creating new markets
that respond to the customers’ changing needs.
KURE not only meets existing needs of the customer,
but also anticipates arising needs and offers products solutions.
The core of this capability is marketing.
KURE has established a permanent position as a leading company
in both the car maintenance chemical market
and the car performance additives market.
KURE has achieved this through many of the key elements of marketing:
understanding the marketplace and consumer trends,
developing value-added products, creating strategies and solutions for customer needs,
building brand awareness, and fostering the market itself.
KURE will continue to pioneer new markets and respond to the evolving marketplace.

価 値 を 形 にする力。
日本 にこだわり、価値ある製品を開発する。
それがKUREスタンダードです。
効果がはっきりわかり、使い 続けたくなる高性能、高品質の製品を開発・提 供するために、
私たちは製品開 発に “KUREスタンダード”と呼ぶ、独自の 厳しい基準を設けています。
製品の性能および 機能水準を規 定するのはもとより、
安全 性や安定 性なども 素材レベルから厳しくチェックするもので、
最終製品の品質管理も、この基準に基づいて行なっています。
製品に対して開発段階から責任を持ち、理想とする品質・性能・信頼性の
実現に全力を傾注する。顧客満足の最大化を追求する。
日本の技術力を活かし、日本のもの造りにこだわるKUREスタンダードのもとで、
KUREの名にふさわしい価値ある製品が生まれます。

The Capability to Give Form to Value
To develop value-added products
with Japan-made quality is the KURE standard
In order to develop and market products of clear value in terms of quality,
performance, and user satisfaction,
we rely on what is referred to as the KURE standard.
It starts with an uncompromising demand for quality, performance,
safety, and reliability, and continues throughout
our manufacturing process and quality control.
While maximizing the benefit of Japan’s technological advancements,
KURE takes responsibility for the finished products from the early stages of
research and development until it reaches the consumer and beyond.
Such relentless attention to “Made in Japan” and the pursuit of performance and
quality are the driving forces of the KURE brand and products.

人 と製 品 をつなぐ力。
提案型の営業活動で製品の魅力を提示する。
そこから 多くの ロング＆ベストセラーが生まれました。
ど れほど 優 れていても、その 魅力を売り込む力 がなければ
ロング＆ベストセラーは生まれません。
私たち は、より多くのお 客 様にKURE 製 品を使っていただ けるよう、
提案型 の営業活動を重視してき ました。
マー ケティングデータや各種リサーチデータを基に
売り方の提案 や拡 販に役立つ情報を提供するなど、
自社 製品に深 い愛 情と信頼を持つ担当社員が手を尽くして、
価値ある売り場 づくりをサ ポートしています。
また、得意先との良好で緊密な関係の構築、維持にも積極的です。
こうした人と 製 品とを結 びつけるさまざまな活動が、
KUREブランド の長期的、持続的な成長を支えています。

The Capability to Connect People with Products
The ability to communicate solutions to customers through
value-added selling has enabled
us to create numerous long and best-selling products.
A product’s attributes alone will not create bestsellers
without the support of an effective sales force with vast knowledge.
Using informative market data and helpful research information,
our sales force is equipped with valuable knowledge to not only communicate
the benefit of our products, but to propose effective selling techniques and displays.
Our goal is to build and nurture a long and trusting relationship with all customers.
These efforts to connect people with products have been the pillar
to the long-term growth of the KURE brand.

感 動 をもたらす力。
品 質で 、性 能で、共 感を得る。製 品の 優 秀さが KURE のすべ てです。
KUREブランドは、5つのカテゴリー に個性的で差別化された製品が 揃 います。
KURE5 - 56をはじめとする“カーメンテナンスファクトリー”、
添加 剤シリーズの“カーパフォーマンスシステム”、“カーケミカル”、“ホームケミカル”、
プロ からの 圧倒的 な信頼を 得ている“業務用メンテナンス”です。
その いずれもが「価値ある性能と品質の製品だけを提供する」というKUREの製品づくりの理念から生まれました。
厳しいKUREスタンダードをクリアした高品質・高性能な製品は、お客様 からの共感と支持をいただき、
多くがベストセラー＆ロングセラーとなっています。

The Capability to Inspire
The ability to leave an impression with high quality products with real performance;
This type of Product excellence is everything to KURE.
KURE’s brands consists of 5 major product categories that have its own set of uniqueness:
the Car Maintenance Factory series featuring the renowned KURE 5-56;
Car Performance System which has such brands as Fuel System and Oil System;
Car Chemicals; Home Chemicals; and the Professional Maintenance series,
which has earned the trust and respect of true professionals.
All products were born from KURE’s commitment to offer true value that equated to high quality and performance.
The KURE Standard of products has won the support of many users and resulted in various long-standing best sellers.

CAR PERFORMANCE SYSTEM
Car Performance Additives

カーパフォーマンス製品
バッテリーシステム ボルトブースター
ラジエターシステム スーパーロングライフクーラント NEW 補充液
ラジエターシステム NEW クーリングアップ
オイルシステム ディープクリアN
オイルシステム 軽自動車用N
オイルシステム 多走行軽自動車用
オイルシステム 多走行車用N
オイルシステム モーターレブ 多走行車用
オイルシステム モーターレブ
オイルシステム デュアルブ

フュエルシステム スーパーガストリートメント
フュエルシステム ガストリートメント
フュエルシステム スーパーディーゼルトリートメント
フュエルシステム スーパーパワーブースター
フュエルシステム スーパーパーフェクトクリーン ガソリン車専用
フュエルシステム インジェクタークリーナー
フュエルシステム バイタルクリア ガソリン車用
フュエルシステム バイタルクリア ディーゼル車用
フュエルシステム 水抜き剤 ガソリン車専用

BATTERY SYSTEM VOLT BOOSTER
RADIATOR SYSTEM SUPER LLC NEW REFILL
RADIATOR SYSTEM NEW COOLING UP
OIL SYSTEM DEEP CLEAR N
OIL SYSTEM K-CAR N
OIL SYSTEM K-CAR OVER 50,000km
OIL SYSTEM OVER 50,000km N
OIL SYSTEM MOTOR REV OVER 50,000km
OIL SYSTEM MOTOR REV
OIL SYSTEM DUALUB

FUEL
FUEL
FUEL
FUEL
FUEL
FUEL
FUEL
FUEL
FUEL

SYSTEM
SYSTEM
SYSTEM
SYSTEM
SYSTEM
SYSTEM
SYSTEM
SYSTEM
SYSTEM

SUPER GAS TREATMENT
GAS TREATMENT
SUPER DIESEL TREATMENT
SUPER POWER BOOSTER
SUPER PERFECT CLEAN GASOLINE ENGINE
INJECTOR CLEANER
VITAL CLEAR GAS
VITAL CLEAR DIESEL
WATER REMOVER GASOLINE

CAR MAINTENANCE FACTORY
Car Maintenance Products

カーメンテナンス製品
ブレークリーン
クリーナーキャブ
レクトラクリーン
フォーミングエンジンクリーナー

エンジンコンディショナー
シリコンスプレー
5-56
5-56 無香性

スーパー5-56
グリースメイト
ラバープロテクタント
ニュー シトラスクリーン ハンドクリーナー

BRAKLEEN
CLEAN-R-CARB
LECTRA M.CLEAN
FOAMING ENGINE CLEANER

ENGINE CONDITIONER SUPER 5-56
SILICONE SPRAY
GREASE MATE
5-56
RUBBER PROTECTANT
5-56 UNSCENTED
NEW CITRUS CLEAN HAND CLEANER

Professional Maintenance
業務用メンテナンス製品

Industrial Products

パーツクリーナー
シリコン ルブ スプレー
クイックドライクリーナー
フードシリコンスプレー
チェーン＆ワイヤルブ
ウレアグリース
リチウムグリース
モリブデングリース
5-56 DX
2-26
3-36
ラストリムーバー

PARTS CLEANER
SILICONE LUBE SPRAY
QUICK DRY CLEANER
FOOD SILICONE SPRAY
CHAIN & WIRE LUBE
UREA GREASE
LITHIUM GREASE
MOLYBDENUM GREASE

5-56 DX
2-26
3-36
RUST REMOVER

Car Chemicals

Home Chemicals

カーケミカル製品

Car Chemical Products

ホームケミカル製品

Home Chemical Products

アイス・オフ
スーパー クレポリメイト
クレポリメイト ナチュラル
クレポリメイト クリア
タイヤ ルックス
ルックス
ルックス ウォッシュ
プロクリーン タイヤクリーナー スピーディー NEW
プロクリーン パワフル・マルチクリーナー
プロクリーン 虫とりクリーナー
プロクリーン ホイールクリーナー

ICE OFF
SUPER KURE POLYMATE
KURE POLYMATE NATURAL
KURE POLYMATE CLEAR
TIRE LOOX
LOOX
LOOX WASH
PROCLEAN TIRE CLEANER SPEEDY NEW
PROCLEAN POWERFUL MULTI-CLEANER
PROCLEAN BUG REMOVER
PROCLEAN WHEEL CLEANER

アイスパンチ
ノッズ
メディゾール

ICE PUNCH
NOZ Z Z
MEDISOL

発 信し、受 信 する力。
お客様とKUREとの絆をより緊密にするために、
さまざまなコミュニケーション活 動を 展 開 しています。
KUREは、さまざまなコミュニケーション活動を通じて、お客様との 絆の強 化に取り組んでいます。
マスメディアを中 心にさまざまな媒体を活用し、ブランドイメージを高める広告を発信するとともに、
商品 情報を提 供して差 別化とユーザー 啓蒙活動を展開しています。
店頭では、商品特性や使用法、必要性などを解説する店頭ビデオやリーフレット などのツールを用意し、
啓蒙性のある売り場づくりも行なっています。またインターネットやお客様相談室をはじめ、
お客様のご要望にダイレクトにお応えする環境の整備充実にも力を入れています。

The Capability to Sustain a Two-Way Communication Channel
KURE utilizes a wide variety of communication channels
to strengthen our bond with our customers.
We believe that in order to achieve total communication with our customers,
we have to not only educate them on KURE’s products and benefits,
but also listen to their valuable feedbacks and needs.
KURE employs a diversified mixture of media outlets
with a focus on mass media communications.
We also differentiate ourselves at the retail level.
KURE provides videos, leaflets, and other valuable tools
to help explain product features and benefits to customers directly and efficiently.
KURE also creates a forum for direct exchange with customers through
our internet site and consumer relations department.
This allows us to maintain and strengthen our ties with our customers,
and most importantly to hear their voices.

KURE 5-56 雑誌広告

KURE 5-56 雑誌広告

KURE 5-56 雑誌広告

KURE オイルシステム
雑誌広告

KURE 整備ケミカルシリーズ 雑誌広告

KURE 5-56 TV CF ロミナット・ジュリナット篇

KURE 5-56 POPボード

KURE 5-56 TV CF 荒野のアドボード篇

KUREホームページ
（http://www.kure.com/）

KUREオンラインショップ
（http://www.ekure.com/）

KURE 業務用メンテナンスシリーズ POPボード
クレポリメイト TV CF ピカピカの廃車篇

KURE 5-56 小冊子

シトラスクリーン TV CF 働く手篇

流通展示会

LOOXシリーズ POPボード

LOOX フロア ディスプレイ

