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モービル 10W-40 モービル 15W-50 モービル 115W-50 モー‐ビリレ1 511V-40

モービル 10W-40は 、エンジン内をクリーン

に保ち、エンジンを摩耗から守 り、様々な条件

下で優れたパフォーマンスを発揮する先進の

高性能合成エンジンオイルです。OW 40と いう

幅広い粘度特性により、様々な条件下で優れた

エンジン保護性能 と快適な ドライビングを

提供いたします。寒冷地でのエンジン始動性に

優れると共 に、高温 運 転 時でもスラ ッジや

デポジ ットの発生 を lIP制 し、エ ンジン内を

クリーンに保ちます。モー ビル 10W40は 、

高性能スボーツ車をはじめとし、様々なタイプ

の車にこ使用いただけます。

推奨車種

●高性能スポーツ車

●OW 40の 粘度グレードが推奨されているターボ車

0メーカー承認オイルの使用が推奨されているヨーロッパ車

規格及び承認

下記の要求に適合しています。

APISN,ACEA A3/B3′ A3/B4′ NISSAN GT―R

下記のメーカー承認を取得しています。

MB―Approva1 229 5/2293
BMW LONGLFE01,PORSCHE A40
VW 505 00/50200′ ChryslerヽスS-10850

下記に相当しています。

AP CF

モ……ビ|レ 1 511V-30

モービル 15W50は 、優れたエンジン保護性能を

発揮する先進の高性能合成エンジンオイルです。

モービル15W50よ、厚い油膜が求められるターボ

及びスーパーチャージャーを搭載したエンジンに

推奨されます。5W50という高い粘度は、高回転、

高温の条件下で優れた性能を発揮します。特に、高速

走行や、頻繁に停止 発進を繰り返す過酷な条件下

での使用に適しています。モービル 15W50は 、

最新のエンジンオイル規格に適合するだけでなく、

幾つかの主要な自動車メーカー承認も取得しています。

レースでも通常の走行でも、モービル 15W501よ 、

高出カエンジンの性能を引き出すと同時にエンジン

を保護し、快適な走行を提供いたします。

推奨車種

●高性能スポーツ車

0ターボ車

●メーカー承認オイルの使用が推奨されているヨーロッパ車

規格及び承認

下記の要求に適合しています。

API SN′ ACEA A3/33′ A3/B4
LEXUS LFA

下記のメーカー承認を取得しています。

AI B― Approva1 229 3/2291

BMW High Performance D ese Oil

VW 505 00/50101′ PORSCHE A40

下記に相当しています。

AP CF

モービル 110W-30

モービル 115W50は 、優れたエンジン保護

性能を発揮する先進の高性能合成エンジン

オイルです。15W50と いう幅広い粘度特性に

より、様 々な条件下 で優 検たエンジン保護

性能と快適な ドライビングを提供いたします。

レースで も通 常 の 走 行 で も 、モ ー ビル 1

15W50は 、高出力エンジンの性能を引き出す

と同時 にエンジンを保 護 し、快 適 な走行 を

提供いたします。

推奨車種

0高性能スボーツ車

0ターボ車

規格及び承認 |

下記の要求に適合していま魂

APISN′ ACEA A3/B3
下記に相当していま魂

API CF

モ}―ビ)レ 1 0W…30

モー ビル 15W-40は 、エンジンを摩耗から

守 り、エンジン内をクリーンに保ち、通常走行

時だけではなく、厳 しい高温 低温条件下でも

優れたパフォーマンスを発揮する先進の高性能

合成エンジンオイルです。モー ビル 15W-40
は、最新のガソリン ディーゼルエンジンに対

応 したエンジンオイル規格や自動車メーカー

の要求性能に適合 していま魂

推奨車種

●大排気量車

●スポーツ車

●∃―ロッパ車

規格及び承認

下記の要求に適合しています

APISN,ACEA A3/B3′ A3/B4
下記のメーカー承認を取得しています

MB Approva 229 3/2291
PORSCHE A40
MA/50500'50200
下記に相当しています

API CF

モービル 10W-20

t

モービル 15W30は 、様々な最新のエンジン

オイル規格の要求を満たした、先進の高性能

合成エンジンオイリレで魂 モービル 15W30は、

エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の

延長に貢献するよう設計されています。低摩擦

特性に優れたこのエンジンオイルは、最新の省

燃費規格ILSAC GF‐ 5に適合し、燃料の消費を

抑え、二酸化炭素 の排 出肖J減に貢献 します。

モービル 15W30は 、5W30/10W30推 奨

車において、燃費の向上に貢献しま魂

推奨車種

●省燃費車

●5W30の粘度グレードが推奨されているターボ車

規格及び承認

下記の要求に適合しています。

APISN′ ILSAC GF-5

ACEA A1/Bl,A5/B5
Ford WSS― 1ヽ2C946-Aハ ′yss―ハ42C929-A

下記に相当しています。

API CF

GM 6094M/4718M
GM dexoslTM‖ にense number:GBlA0915015)承 認

モービル 110W30は 、エンジンを最適な状態

に保ち、エンジン寿命の延長 に貢献するよう

設計された先進の高性能合成エンジンオイル

です。モービル 110W30は 、最新の省燃費

規格 ILSAC GF 5に 適合し、燃料の消費を抑え、

エンジンの排気システムを保護し、その優れた

性能を長期間維持できるエンジンオイルです。

モービル 110W30は、5W30/10W30推 奨

車にこ使用ください。

推奨車種

0省燃費草

●ターボ車

規格及び承認

下記の要求に適合していま魂

APISN′ ILSAC GF-5

ACEA A1/31′ A5/B5

下記に相当していま視

AP CF
GM 6094M/4718M

モー ビル 10W30は 、優れたエンジン保護

性能と省燃費性能を持った先進の高性能合成

エンジンオイルです。モービル 10W30は 、

様々な最新のエンジンオイル規格の要求を満

たし、従来のオイルより優れた性能を発揮します。

モービル 10W30は 、その優れた低摩擦特性

によリエンジンの効率を高めます。モービル 1

0W30は 、OW 30/5W20推 奨車にこ使用

ください。

推奨車種

●ノヽイブリッド車

0省燃費車

規格及び承認

下記の要求に適合していま魂

APISN′  LSAC GF-5
ACEA A1/Bl′ A5/35
Ford WSS M2C946-A/WSS M2C929-A
下言副こ相当していま魂

AP CF
GM 6094M/4718M

モービル 10W20は 、優れたエンジン保護性能

と省燃費性能を持つた先進の高性能合成エン

ジンオイルです。モービル 10W20よ 、様々な

最新のエンジンオイル規格の要求を満たし、

従来のオイルより優れた性能を発揮 します。

モービル 10W20は 、その優れた低摩擦特性

によリエンジンの効率を高め、モービル 1シリーズ

随一の省燃費性能を実現します =モ ービル 1

0W20は、OW 20推奨車にこ使用ください。

1推奨車種

00W20の 粘度グレードか推奨されている

ハイブリッド車、省燃費車にこ使用ください。

1規
格及び承認

下記の要求に適合しています

APISN′ ILSAC GF-5

ACEA A1/Bl
Ford WSS M2C945-A/WSS― M2C930-A
下記に相当していま魂

AP CF
GM 6094M


