
1行 アピ－ル 

愛車を長く乗ってほしい。 

エンジン熱効率向上の世界初の特許技術。 

「電熱式燃焼促進装置」 

スト－リ－ 

＊レスポンス、加速が向上し運転が楽しくなる（性能向上） 

＊遠距離走行では燃料抑制（エネルギ－資源抑制）、いつでも排ガス抑制（環境配慮） 

＊ハイブリッド車やインジェクション車、あらゆる車両に対応 
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製品の原理 

燃焼室で燃料がしっかりと燃焼されていることがポイントです！ 
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製品の特徴 

ハイブリッド車、インジェクション車の国内外あらゆる車両に対応 

（LPG車、電気自動車以外）。 
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ポイント 1  



エンジン熱効率向上！燃料をヒーティングすることにより原子を 

活性化させ、燃焼を促進し、エンジン性能を引き出します！ 
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ポイント 2  



環境にやさしい。燃焼を完全燃焼に近づけることで燃えきれなかった未燃
焼ガス（HC）と一酸化炭素（CO）を低減させ、ニオイも大きく抑制します！ 

5 

屋内ガレ－ジや家と駐車場が隣接している場合、ガスの臭いなど大幅に
径減します。特に寒い地域で冬場の霜取り時など利用価値があります！ 

ポイント 3  



地球にやさしい！燃料の使用を抑制してECO運転で燃費も向上。限りある資源を抑制します! 

6 

ポイント 4  



レスポンス向上！走り出しや上り坂、合流での加速が飛躍します! 

スム－ズに加速し、運転が楽しくなります。 
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ポイント 5  

スポ－ツタイプでの加速 スタンダ－ドタイプでの加速 



軽量でスタイリッシュ！コンパクトで軽量なためエンジンル－ムにしっかりと収まります！ 
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メンテナンスも簡単！車検にも対応！通常の車検整備、定期点検で安心して利用出来ます！ 

ポイント 6  



独自のヒータ－、電力システム！ 

あらゆる車両に対応する自社独自の特許技術！ 
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ポイント 7  

作動が目視出来るLED搭載。ヒュ
－ズ付き！ 



エンジン音、マフラ－音も良くなりサウンドが楽しめます！大切な車を
愛せます！ 
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ポイント 8  



使用方法はとてもシンプル！ 
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エンジンの可動電圧を自動感知し、自動でOｎ、Oｆｆします！ 

ポイント 9  



改良点、進化について。最新PTCヒータ－を搭載し低電力で高速
で本体をヒーティングします！ 
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ポイント 10  

自動電源、本体もさらに軽量化し、さらに性能向上！ 



検証例 

ハイブリッド車での検証 
HONDA ハイブリッド 1500㏄  

 2015年式 FF 2WD AT車 

カタログ燃費 24.0ｋｍ/Ｌ 
市街地 17.5-18.0ｋｍ/Ｌ→装着時18.5-19.0ｋｍ/Ｌ 
郊外 18.5ｋｍ/Ｌ→装着時20.0-23.0 ｋｍ/Ｌ 
高速 18.0ｋｍ/Ｌ→装着時19.5-20.0ｋｍ/Ｌ 
 
ガソリンと電気を併用するハイブリッド車でも平均で
実燃費が装置取付前と比べて市街地では1ｋｍ/Ｌ、郊
外では2ｋｍ/Ｌ。 
A/Cを使用し装置取付前と比べて上昇。市街地で5.6％
上昇。郊外走行で11.1％上昇。 

ハイブリッド車での検証 



インジェクション車での検証 

 
メルセデスベンツGLA180 1,600㏄ 

2016年式 FF 2WD AT車  

カタログ値16.0ｋｍ/Ｌ 
市街地8.9ｋｍ/Ｌ→装着時10.0ｋｍ/Ｌ 
郊外11.0ｋｍ/Ｌ→装着時12.5-14.5 ｋｍ/Ｌ 
高速13.0ｋｍ/Ｌ→装着時15.8ｋｍ/Ｌ 
（最高値 外環自動車道内外回り18.1km/L） 
 

インジェクション車での検証 



トヨタプロボックス サクシ－ド 1,500㏄    

2015年式 FF 2WD AT車 

カタログ値18.2ｋｍ/Ｌ 
市街地10.5ｋｍ/Ｌ→装着時11.5ｋｍ/Ｌ 
郊外13.0ｋｍ/Ｌ→装着時16.5-18.0ｋｍ/Ｌ 
高速14.0ｋｍ/Ｌ→装着時18.0-19.5ｋｍ/Ｌ 
（最高値 東北自動車道 

上り21.0km/Ⅼ下り23.6km/L） 
 

人気商用車での検証 



ミニ ローバー 1,300㏄  

 1995年式MT FF 2WD MT車  

カタログ値14.5ｋｍ/Ｌ 
市街地10.0ｋｍ/Ｌ→装着時11.0ｋｍ/Ｌ 
郊外11.0ｋｍ/Ｌ→装着時12.5-13.5ｋｍ/Ｌ 
高速12.0ｋｍ/Ｌ→装着時16.0-16.9ｋｍ/Ｌ 

旧車クラシックカ－での検証 



製品の仕様 

cleverは用途にあわせて２タイプ 

 

17 

燃費重視設計の「スタンダードタイプ」12V（ボルト） 

 

 
本体サイズ：W50mm × H18mm × D120mm  
本体重量：約450g 
（配線キットを含む） 
付属 
燃料ホース約50cm３種類を同梱 
・6Ø（内径6.6mm 外形12.7mm） 
・8Ø（内径8.1mm 外形14.3mm） 
・9Ø（内径9.7mm 外形15.9mm） 



製品の仕様 
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レスポンス重視設計の「スポーツタイプ」12V（ボルト） 

本体サイズ：W50mm × H18mm × D80mm  
本体重量：約420g 
（配線キットを含む） 
付属 
燃料ホース約50cm３種類を同梱 
・6Ø（内径6.6mm 外形12.7mm） 
・8Ø（内径8.1mm 外形14.3mm） 
・9Ø（内径9.7mm 外形15.9mm） 



製品の取付位置 

本体の設置場所、バッテリ－がエンジンル－ムに無い場合の説明 
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     本体サイズ（組立式） 

配線約600ｃｍ（300ｃｍ+300ｃｍ） 

     付属品 

各ギボシ端子、防水キャップ 

※配線をカットして接続すれば 

どのタイプでも使用可能。 



製品取付の位置、燃料ホースに関して 



ステ－の組立例、設置方法 

必ず本体の取付位置を決めてから、ス
テーを組み立ててください。 

本体が加熱しますので、エンジン内部の
ホースや各配線などに干渉しない場所を

選んでください。 





本体の取付、固定方法 



電源の取り方、動作確認 

配線を結束バンドで各所に固定します。 

パイロットランプの点灯で動作を確認。 



注意事項 

メンテナンスも定期的な日常点検で構いません！ 

25 



保証について 

製品はご購入日（クラウドファンディングの場
合は国内出荷日）より、1年間の国内保証
が付きますので、故障または不足品、不具
合につきましては、同梱予定のお取り扱い説
明書をご確認の上、お気軽にご連絡下さい。 
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お届け内容（付属品） 

設置に必要なステ－やネジ、バ
ンドが付属しています。 
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ホ－ス変換ジョイントやクランプ、
車両に合わせた燃料ホースも
付属。 



証明 Pｒoof 

特許証  

特許第6867732号 電熱式燃焼促進装置 令和3年4月13日 登録 
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公的機関検証 

実施例1 排ガス検査装置なし 
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10.15モードにてJATAによる試験 

平均速度22.7㎞/ｈ 

最高速度70ｋｍ/ｈ 

所要時間660秒 

4.165ｋｍ 

検査内容 

 



30 

 Result 

装置を取り付けた測定結果 

CO 0.011ｇ/ｋｍ減少 減少率3.0％ 

HC 0.016ｇ/ｋｍ減少 減少率28.1％ 

Noｘ 変化なし 

CO2 2.5ｇ/ｋｍ増加 増加率1.3％ 

燃費消費率 0.1ｋｍ/ℓ減少 減少率0.8％ 

燃費消費率とは下がることで燃費が上ることをいいます。 

上記のように15分間の試験で装置装着後ただちに 

有害物質であるＣＯ、ＨＣの低減がみられた。 

Noｘに増減の変化はなかった。 

この結果から、装置取付直後においてＣＯが減りＨＣの燃
え残りを 

減少させ僅かながら燃費が上がり排出されるＣＯ２が増加
したこと 

から燃焼効率が上がり不完全燃焼が完全燃焼に近づいた事
がわかった。 

完全燃焼は ＨＣ+Ｏ₂→Ｈ₂Ｏ、ＣＯ₂ 

 

 

実施例2 排ガス検査装置あり 

 



開発スト－リ－ 

単純に、世の中に何か貢献できないか？ということがきっかけでものづくり、作る側の立場に転換しました。離
職中に、日本を2年かけて南から北まで2周旅行しました。海外の映像でも良くある美しい景色がそこにはあり、
国内にもまだまだたくさんあることを知りました。このような自然を見ないに残せないか？自分に何か出来ることを
考えました。そこで内燃機関が100年前から大きな変化をしていないことに注目し独学で研究することに至りまし
た。もし大きな変化や効率を上げることが出来ればエネルギ－の抑制や環境保全につながるのでは？と考え
たことがきっかけです。現在の開発には5年を有し、世に安全に出せるものを完成させました。そして、2021年に
特許を取得し、長く検証をし、研究機関での検証を終え製品を実施することに成功しました。 

燃焼効率を向上することにより、初めに排ガスを抑制し環境に配慮出来ます。次にECOな運転をすることにより
燃料の使用を抑制し限りある資源の保全にも貢献出来ます。それから、エンジンの性能を引き出すことにより
加速がスム－ズになり運転が楽しくなります。開発に関して、今あるものを良くする、あるものに愛着を持ってい
頂きたい、そんな思いで開発を致しました。皆様のご支援お待ちしています。 
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リタ－ンについて 
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10名 

限定 

60％
ＯＦＦ 

製品5個 

clever  
スタンダ－ドタイプ 

10名 

限定 

30名 
限定 

10名 

限定 

10名 

限定 

30名 
限定 

60％
ＯＦＦ 

56％
ＯＦＦ 

50％
ＯＦＦ 

56％
ＯＦＦ 

50％
ＯＦＦ 

製品3個 製品1個 

製品1個 製品3個 製品5個 

clever  
スタンダ－ドタイプ 

clever  
スタンダ－ドタイプ 

セット割 

clever 
スポーツタイプ 

超早割 

clever 
スポーツタイプ 

clever 
スポーツタイプ 

超早割 

セット割 セット割 

セット割 

150ｃｍ 150ｃｍ 

150ｃｍ 150ｃｍ 150ｃｍ 

150ｃｍ 

スタンダ－ドタイプとスポ－ツタイプの2種類。配線は150ｃｍと組立式600ｃｍの2種類。 

 

 

超早割 

超早割 



リタ－ンについて 
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50名 

限定 

46％
ＯＦＦ 

製品1個 

clever  
スタンダ－ドタイプ 

100名 
限定 

100名 
限定 

100名 
限定 

50名 

限定 

100名 
限定 

46％
ＯＦＦ 

40％
ＯＦＦ 

40％
ＯＦＦ 

40％
ＯＦＦ 

40％
ＯＦＦ 

製品1個 製品1個 

製品1個 製品1個 製品1個 

clever  
スタンダ－ドタイプ 

（組立式）clever  
スタンダ－ドタイプ 

超早割 

cleveｒ 
スポーツタイプ 

超早割 
早割 

clever 
スポーツタイプ 

（組立式）clevｅｒ 
スポーツタイプ 

早割 早割 

早割 

150ｃｍ 

150ｃｍ 150ｃｍ 

150ｃｍ 

600ｃｍ 

600ｃｍ 

300ｃｍ+300ｃｍ 

300ｃｍ+300ｃｍ 



リタ－ンについて 
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5名 

限定 

30％
ＯＦＦ 

製品1+1個 

アンティ－ク風 
ペア腕時計セット 

セット割 

10名 

限定 
25％
ＯＦＦ 

超早割 

製品1個 

10名 

限定 
20％
ＯＦＦ 

製品1個 

アンティ－ク風 
メンズ向け腕時計 

早割 

製品1個 

アンティ－ク風 
レディース向け腕時計 

20％
ＯＦＦ 

10名 

限定 
10名 

限定 

製品1個 

25％
ＯＦＦ 

アンティ－ク風 
レディース向け腕時計 

超早割 早割 

アンティ－ク風 
メンズ向け腕時計 



Makuake クラウドファンディング限定 

E-g-CustOmize X ＡＲＫＲＡＦＴ コラボ企画 
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X 

完全オリジナル アンティーク腕時計  メンズモデル 



仕様 
完全オリジナル アンティーク調腕時計 メンズ向けモデル 
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こちらは男性向けの大き目のサイズです。 
真鍮で作ったアンティ－ク風手作り時計です。 
文字盤に白蝶貝を使用し、そこにモザイク調のデザインでローマ数字を合
わせました。 
時計ケースは柔らかい雰囲気の真鍮無垢のラウンド型でブラックロジウ
ムメッキコーティングしています。 

テーマはモダンクラシカルで針をブル－にしてアクセントしています。 

プライべ－トでもビジネスシーンにも合うデザインにしました。 
＊ベルトの革はイタリアのバダラッシ・カルロ社のハバナを使用。イタリアの
18世紀から続く伝統的な製法で作られた植物タンニンなめし革を表革に、
裏革には通気性の良い世界的に評価の高い東京産の植物タンニンな
めし革の豚革をしようしてます。 
 
size...W43mm/H11mm 
素材...真鍮、白蝶貝 
ムーブメントSEIKO製クォーツ（電池式） 
レンズ...強化アクリルレンズ 
非防水・保証期間1年間 



仕様 
完全オリジナル アンティーク調腕時計 レディース向けモデル 
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こちらは男性向けの大き目のサイズです。 
真鍮で作った手作り時計です。 
文字盤に白蝶貝を使用し、そこにモザイク調のデザインでローマ数字を合わせました。 
時計ケースは柔らかい雰囲気の真鍮無垢のラウンド型でブラックロジウムメッキコーティン
グしています。 

テーマはアンティーク+モダンテイストで針をブル－にしてアクセントしています。 

プライべ－トでもビジネスシーンにも合うデザインにしました。 
＊ベルトの表革はイタリアのテンペスティ社で製造された植物タンニンなめしのイビザのダー
クブラウンを使用しています。 
この革はヴィンテージ感のあるスムース革でオイルがたっぷり含まれているため曲げると内部
のオイルが動きムラができるプルアップ革です。 
裏革には通気性の良い東京産の豚革を使用しています。 
 
size...W43mm/H11mm 
素材...真鍮、白蝶貝 
ムーブメントSEIKO製クォーツ（電池式） 
レンズ...強化アクリルレンズ 
非防水・保証期間1年間 



FAQ 
• Q01 cleverって、どんな製品ですか？ 

• ↓ 燃料を加熱して燃焼効率を上げる装置です。 

• Q02 メカニズムはどのようなものですか？ 

• ↓ アクセルコントロ－ルによりに車両のコンピューターにより計算され排出された燃料を加熱し変質させることで効率よく燃焼させます。 

• Q03 製品のポイントは何ですか？ 

• ↓ エンジンの性能を引き出すことです。（走り方で変わります。） 

• Q04 走り方で何が変わりますか？ 

• ↓ エコに走れば燃費が向上しますが、アクセルを踏めば燃費は下がりレスポンスは上がります。つまり、装着すれば使い方次第で燃費を上げる、レスポンスを上げることはユー
ザ－様次第です。 

• Q05 取り付けたら体感出来ますか？ 

• ↓ もちろん出来ます。ハイブリッド車はガソリンエンジンに比べて少ないですが、ともにアクセルの踏み込みが軽くなりレスポンスが上がる感じです。 

• Q06 装着してより燃費を実感するためには？ 

• ↓ まず日頃のメンテナンスと運転の仕方です。 

• Q07 メンテナンスとは？ 

• ↓ 定期的に変えること。具体的には、エンジンオイル、エアクリーナーの交換。タイヤの空気圧が重要です。 通常の交換目安で構いませんので汚れていない、劣化していな
いことが大事です。 

• Q08 グレ－ドは上げたほうが良いですか？ 

• ↓ 一概には車両によっては言えませんが、高価なものよりも定期的に変えることが大事です。エンジン内部ではシリンダ－の往復運動が行われるため、潤滑油に当たるエンジ
ンオイルの役割は重要で、燃料の質、空気（約2割の酸素）の質は燃焼においては非常に重要なポイントです。 
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• Q09 排気ガスは変わりますか？ 

• ↓ ガソリンにおいてはニオイは大きく減ります。完全燃焼に近づくことで炭素（スス）も減少しマフラ－からは取り付けた車両からは水蒸気、水が出る事もあります。（外気温、マ
フラ－温度など状況で異なります。）ガソリン自体は炭化水素の混合物で完全燃焼すると無害な二酸化炭素と水になりますが、不完全燃焼した場合は一酸化炭素や炭素
が排出されます。 

• Q10 製品が加熱とありますが、どのくらいの時間で暖まり効果が出ますか？ 

• ↓ エンジン始動後加熱が始まりますが、時期（外気温）にも左右されますが、特に夏場なら2分程度。冬場で3～4分程度で効果が出ます。ヒ－タ－の改良の成功により大
幅に時間が短縮しました。暖気時間、水温上昇、油温上昇も早まります。 

• Q11 長時間連続走行をしても問題ありませんか？ 

• ↓ 通常と変わりませんが高速走行では2時間で休憩時にエンジンをOFFするなどが目安です。夏場の高温での高速走行は油温、ク－ラントやバッテリ－にも負担になりますか
ら注意が必要です。 

• Q12 燃費が悪くなる原因は何ですか？ 

• ↓ メンテナンス不足もありますが、主な要因は車重、渋滞。これらは変えることができませんが、タイヤの空気圧の減り、急加速、飛ばしすぎ、こまめにアクセルを踏むと悪くなり
ます。ほかにはアイドリングも影響されます。大きく燃費がかわるものとしてはエアコンが大きいです。車種、車の大きさにもよりますが猛暑日でエアコンを全開で燃費が20％から
30％悪くなることもあります。 

• Q13 では、より燃費を良くするには？ 

• ↓ 走り出しは一般的にはゆっくり走り出した方が良いとありますが、安全を優先した上でしっかり法定速度や目的速度までもっていき一定で保つ、しっかりと後続に迷惑にならな
い程度車間を保つことが良いと思います。エンジンブレ－キをしっかり活用しながらブレ－キを踏んで止まることも大事です。ある程度加速している場合はアクセルを離すとその間
は燃料がカット（車種により異なります）されますので遠目で完全に停止する場合はアクセルを踏み足さないと削減になります。急加速と飛ばしすぎは燃費が悪くなりますので。 

• Q14 取り付けは知識があれば個人で可能ですか？ 

• ↓ 出来ないこともありませんが、燃料パイプを抜いたり、バッテリ－が車両の後方や外付けの場合にエンジンル－ムに配線を通す手間の作業があります。燃料カプラ－、ジョ
イントが特殊工具がないと外せない、燃料ホ－スの差し込みやホースクランプの締め方が甘いと燃料が漏れたり、走行中に外れることも可能性としてはゼロではありませんので。 
バッテリ－に関しては、ナットを外し、配線キットの端子を挟み込んでナットに締めますが、バッテリ－の端子自体を外すと必ずリセットされますので、バックアップを取らないとディ－
ラ－での再セットアップが必要になりますので、チュ－ニングショップ（持ち込み可能な店舗）や整備工場で取付をご依頼下さい。 
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資金の使い道 

皆様から応援頂きました売り上げで、 

現在開発検証を進めているディ－ゼル車用やバイク用の製品の開発をしたいと考えております。 
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実行者紹介（プロジェクト起案者） 
プロジェクト実行者 代表 尾形 伸一と申します。 

イ－ジ－カスタマイズ株式会社は、今あるもの良くする、そんなものづくりへのこだわりを持っています。現在、自動車や船は私たちの生活には欠かせ
ないものとなっています。そして、これから先も。内燃機関、つまりエンジンというものは世界の人口以上に存在し私たちの生活に欠かせないものと
なっています。自動車に関しては、CO₂（二酸化炭素）を排出しない電気自動車への転換が進んでいますが、そこには個人の購入負担、充電設
備への負担、企業ではとても大きな経費負担と言えます。家や職場や外出先に充電設備などのインフラ整備が整うには長い時間を要し、さらに、
とても大きな費用がかかります。購入することでもちろん環境・エネルギ－問題に貢献出来ますが、車1台の製造には多くのCO₂が排出されます。
今あるものを良くする、そんな思いで製品を開発しました。省エネ（ECO）製品を提供しエネルギ－の抑制や環境に配慮した製品を企画開発、提供
していきます。 ECOにこだわり社名にも入れています。エンジン（Engine)をカスタム（CustOmize)し燃焼を促進する装置の開発。簡単に（easy)取付、提
供出来るそんな製品を企画して頑張っていきます。皆様の応援購入心よりお待ちしております。 

イージーカスタマイズ株式会社 

〒340-0028 埼玉県草加市谷塚2丁目27-12-202 
TEL /048-933-9042 FAX/048-933-9043 
MAIL/ info@e-g-customize.co.jp 
お問合せ・営業時間 
11:00〜17:00（土・日・祝祭日は休業） 

『電熱式燃焼促進装置』 特許第6867732号 

特願2021-035895  R3年4月13日特許登録済みの製品です。 

『電熱式燃焼促進装置clever（クレバ－）』は商標登録【商願2021-040584】を出願中です。 
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プロジェクト協力者 

     Sｐecial thanks 

デザイナ－兼クリエ－タ－ 

      ＡＲＫＲＡＦＴ 

代表 新木 秀和 

       ＳＨＯＰ 

 手しごと腕時計ARKRAFT  

東京都台東区鳥越2-1-7-101 

     アトリエ兼工房 
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リスク＆チャレンジ 

ご支援いただく皆様へ。  

私たちは、この商品を世に出すために約5年間の開発を行ってまいりました。 

 この商品を皆様のお手元に届け、快適なカーライフを共に創っていけましたら幸いです。  

※生産及び品質向上のため、予告なしに製品仕様、製品デザインを変更する場合があります。
予めご了承ください。 

 ※ご注文状況、使用部材の供給状況、製造工程上の都合等により出荷時期が遅れる場合があ
ります。予めご了承下さい。 

※製品価格は、原材料等で変更する場合がございます。予めご了承下さい。 

国内仕様限定としている為、海外で使用出来ますが、保証の適用は国内での使用が保証となり
ますので予めご了承下さい。 

競技車両等で使用される際は、保証対象外となりますので予めご了承下さい。 

また、本製品は燃費を保証するものではありませんので予めご了承下さい。 

取付は、チュ－ニングショップ（持ち込み可能店舗）または民間整備工場にご依頼ください。 

尚、購入者での取付も可能ですが、保証対象外となりますので、予めご了承下さい。 
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