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蛍光式リーク検知システムとは、蛍光剤と紫外線(UV)

ランプで、車のあらゆるリークを一目瞭然に検知する画

特にカーエアコンの冷媒フロンガスリークの分野では、

世界の多くの自動車メーカーに、新車製造時より採用

されていることを代表例に、全世界で1億台以上に搭

載されるなど、多数の採用実績を誇ります。
4 

またこのシステムは、冷媒ガスのR-12やR-134aだ、けで、

なく、将来の冷媒ガスとして期待されているHFOや、

C02などの新システムにも問題なく使用できます。

さらに現在、地球規模の問題になっているオゾン層の

破壊と地球温暖化の原因の1つであるフロンガス冷媒

のリークをいち早く抑止する、環境にもやさしいシス手



世界のカーメーカーでの新車出荷時ウエハー蛍光剤注入実績表

| メーカー名 モデル名 注入開始年月

フォード u.S目A

フォードLioHo(台湾)

ジャガー

GM Opel 

現代

GM Opel 

現代

AMG 

サターン

キャタピラー

現代

日産

ポルボ

GM 

マツタ

Kenworth T rucks 

起亜

Freightliner 

日産ディーゼル

マツタ

GM Daewoo 

ピーターピルト

マツタ

クライスラー

全車種

Ford 8T -67 Festiva 

X330/X100， XK8， V8 XJ 

Corsa 4300 

Grandeur /Dynasty 

Vectra/Omega 

Atoz 

Hummer 

米国で製造されている全車種

米国で製造されている全車種

Equus 

全車種

全車種

全車種

Tribute SUV 

全車種

Opius 

全車種

全車種

Mazda 6 

Winstorm 

全車種

デミオ

Dodge Challenger & Caliber 

ウエハー蛍光剤

1994年 8月~

1997年 2月~

1997年 6月~

1997年 6月~

1997年 11月~

1998年 2月~

1998年 11月~

1999年 3月~

1999年 5月~

1999年 5月~

1999年 6月~

1999年 6月~

2000年 5月~

2000年 5月~

2001年 5月~

2002年 9月~

2003年 1月~

2003年 4月~

2005年 9月~

2007年 3月~

2007年 5月~

2010年 5月~

2011年 7月~

2011年 10月~

日産車のボンネット裏にこのラベルを
R占っている車は、ウエハー蛍光剤が
注入されています。

その他国本の自動車業界実績

サービス機器OEM採用(蛍光剤はDH-PSオイル使用品)
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[リークファインターブロ副

高品質で低価格の超自信作!GC司
-ユ二パーサル蛍光剤(TP-9870)はすべての冷媒ガス(R-12'134a・代替冷媒)に使用可
能(ハイブリッド草などは不可)。

• TP-1300ブルーライトは3LED採用の最新型でその照度は最強レベル。
昼間でも鮮やかに蛍光剤を発光。

• EZ-Ject注入器(特許)とカートリッジ蛍光剣で、蛍光高11を安全かつスムーズに注入。

.カートリッジ蛍光剤TP-9870x2本で普通車28台分の大容量セット。

-セット内容

晶 醤

TP-1300 

TP-9870-0001 

TP-9845 

TP-119510 

TP-9940 

TP-9000-0008 

TP-l07472/A 

LB-Ol06 

TP-3400 

TP-3900 

晶 名 数量

UV/Blueフンプ3LED、ゴーグル(TP-9940) 1個

A/C用ユーパ サルカートリッジ蛍光剤14ml(R-旬、134a恒用可} 2本

EZ-Jectインジ工クタ一位入ハンドM 1本

EZ-J巴ct注入ホースアッセンブリー 1組

紫外線カットゴーグル 1個

GLO・AWAY蛍光剤クリーナ 240ml 1本

アルミパージフイツアイング/R-12低圧ポート変換アダプター 1個

蛍光剤注入済みサービスフベル 28*:主
オイル用蛍光剤(AII-In-One)30ml ;;;7レキオイルは不可 1本

水用蛍光剤 30ml(?ーラント車体水量れ用) 1本

|望光式リーク検知システムのスターターキット E 

TP・8641LeakFinderT'-'r. 
[リークファインタージュ=ア]

低価格のお試し用ミ=キット
・今までより使いやすさと低価格を重視した、コンパクトな新キット。

-新製品uvランプ「オプティマックスJr.Jは、軽量で小型でも、超強力。しかも、細身のボディー
は奥まった場所まで検知可能に。

・冷媒ガス用蛍光剤はR-12、134a両用で、乗用車14台分。

-セット内容

ロロロ 醤

TP-8640 

TP-9870-0001 

TP-9845 

TP-120687 

TP-9940 

TP-107472/A 

LB-0106 

TP-3400 

TP-3900 

晶 名 数量

UV/Blue LEDフンプオプティマックスJr.n，(車3乾電池X3付き) 1本

A/Cユーパーサルカートリッジ蛍光剤 14ml(R-12、134a両用) 1本

EZ-Jectインジェクタ一億入ハンドル) 1本

注入ホースアッセンブリー 1本

紫外線カットゴーグル 1個

アルミパージフイツアインク/R-12低圧ポート変換アダブヲー 1個

蛍光剤注入済みサーヒ'スフベル 14枚

オイル用蛍光剤(AII-In-One)30ml "'7レキオイルl杯可 1本

水用蛍光A1130ml(クーラント車体水量れ用) 1本

|スタンタードなカプセル注入タイプ I |大容量の注入タイプ 1 

-最も安全に使用できるカプセルタイプ採用

のプ口向けキット。
• R-12'134aの両方の蛍光高11がセッ卜されて
います。

-セット内容
{百--.-

TP-1300 

TP-3850-0601 

TP-3860-0601 

TP-3851 

TP-3887 

TP-9941 

TP-9000-0008 

晶名

1JV/Blueランプ3LED、コーグJレ(TP-9940)X各1個

R-121ミネラルオイル用カプセル蛍光剤(O.BmI)X6本

134a/PAGオイル用カプセル蛍光剤(1.6川)X6本

R-12用コントロールバルブx2個

134a用ユ二パーサルコネクトセットX1set

R-12用チャージホース1I4'30cmx1本

蛍光剤クリナー(240mりX1本

-蛍光斉11ヘビーユーザーにおすすめの大容量
キット。

• R-12・134a両用のユニバーサル蛍光剤が
セッ卜されています。

-セット内容

昂 香 昂 名

TP-1300 UV/Blueフンプ3LED、ゴーグル(TP-9940)X各1個

TP-9770-0004 R-12・134a両用/BigEZユーパーサル蛍光開~( 1 20川)X 1 本 32台分

TP-9745 Big EZ注入インジ工クターX1個

TP-9747 Big EZ 134a注入ホースアッセンブリ-x1set

TP-107472/J 真銭・工アパージ&R-12変換アダプターX1個

TP-9000-0008 蛍光A1Jクリーナー(240ml)X1本



簡単・便利な蛍光剤注入方法 l 

IP・3825/JDve.Charae Lam KIT 
[タイ・チャージランプキット]

人気のエアゾール缶(134a専用)と

UV/Blue LEDランプのセット
・作業性もよく、保存や再販にも優れた蛍光高IJ入り工アゾール缶のセット、12本入り。

.ランプ(オプティマックスJr.)は、ぺンライトタイプでも、75Wと同等のハイパワー。

三b~jJJJ ¥ ・竿3電池式で簡単・便利、しかも紫外線カットコーグル付き。

:j)J到25Y，J二目・蛍光剤注入も通常のガスチャージと同様で簡単。

-セット内容

おすすよ1)

内容

蛍光剤入り工アゾール缶ダイチャージ(134日充慎用)50mlx12本/ケース

オプティマックスJr.(UV /Blue LEDランプ田単3X3本)+ゴ グル

タイ・チャージ用専用注入ホース(簡易タイプ)X1本
>:1R-12使用車とハイブリッド車(電動コンプレツサー)には、使用しないでください。ハイブ1)ッド車には、
下記のTP-3812をご採用ください。

TP-3826/J 
Dye-Charge Lamp KIT Mini 
タイ・チャージランプキットミニ

.蛍光剤6本入りのミニキット

TP・3812ハイブリッド車(電動コンプレッサー)周曽光剤注入キット

-特別に調合された溶剤フリーの特殊POEベースの蛍光剤

.蛍光高IJは湿気対策用に乾燥剤とともに密封

. R-134a低圧ポート簸続セットで、カプセル方式の注入は筒単便利な使い捨てタイプ

.追加オーダーは蛍光剤(3本入り・品番:TP-3811-0301)をご注文ください

A/Cシステム使用方法

A/Cの低圧ボートより、規定量を各種注入

方法(ウエハータイプ・カプセルタイプ・

EZ-Jectタイプ・BIGEZタイプ・工アゾー

ルタイプ)より、最適なもので注入。

※日産やアメリカビッグスリーなどで製造

された車は、すでに新車製造段階で、ウエ

ハー蛍光剤が注入されています。

A/Cを十分に稼働させた後、疑わしい箇所

をUVランプで保ってください。

-セット内容

内容

ハイブ1)ッド車(電動コンブレッサ )用蛍光剤 O.8mlカプセルX3本
〈コンブレッサーオイル450mlまで1本使用〉

ハイブリッド車(電動コンプレッサー)用蛍光剤注入キット
内容チェックバルブ付きホース/カブラ ・パジフィツテイング・

j Tージ用カプセル・サービスフィッテイング

~:ヨ注入方法などは、商品同個の取仮説明書をご参照ください。

"'_.HV車(電動コンブレッサー)のエアコンオイルについて
;令媒ガスは同じ134aですが、HV車・EV車の電動コンブレyサーは、オイルが異なり
ます。

代表的なエアコンオイル:ND-OIL 11 . SE-1 OY . Ze-GLES RB68 
1これらPOEのエアコンオイルの場合、TP-3812HV車用蛍光剤をご使用ください。
例えば、初期型プリウスは従来型エアコンのため、このTP-3812でなく、従来型の蛍
光剤をご使用ください。その他、詳しくはお気軽にお問い合わせください。

リークがあれば、コンプレ

ツサーオイルとともににじ

み出た蛍光剤が鮮やかに

発光します。

作業完了です。

※参考/冷媒サイクルに注入したトレーサーラインの蛍光剤は、冷媒ガス(R-12・134a・代替冷媒)に混ざるのではなく、冷凍機j由であるコンプレッサーオイルに混合します。このオ

イルは常lこA/Cのサイクル内を微小のミストとなり、冷媒ガスといっしょに循環しているので、もしリ ク箇所があれば、冷媒ガスといっしょに、蛍光剤の混ざったミス卜状のオイル

も同時に漏れることになります。

すなわちこのシステムは、冷媒ガスといっしょに漏れた、蛍光l1lJの混ざったコンブレッサーオイルを、紫外線(UV)ランプで照射し、鮮やかに発光している漏れ(リーク)箇所を目で

見て発見する、画期的なシステムです。言い換えれば、冷媒ガスの漏れがある渇合l立、このシステムを利用すれば、必ず発光している笛所があるということです。後は、紫外線

(UV)ランプで正確にチェックし、蛍光色に特定された漏れ箇所を修理してください。

Special kits 



多くの産業分野で活躍するトレーサーラインの紫外線(UV)ランプは、最新の

超強力なLEDランプから作業性の良いものまで充実のラインアッフ。をしており

ます。また他に、200種類もの紫外線ランプを取り揃えていますので、作業工程

に応じたランプを選定させていただくことも可能です。

l に匹敵する超強力パワー l |I.~球はiI']万時聞の長寿命 | 

OPTIMAX™3000 OPTIMAXJ巴M

TP圃8690/J
(4目8V(NiMH)1充電式)~クシオンLED)

[オプティマックス 3000] TP・8640CS
(単3電池x3/HighFlux LED) 

[オプティマックスジュニア]

-通常のLEDライトより15倍の明るさで、ハンディータイプNO，1モデル。

.昼間太陽光の下でも蛍光剤をパーフェクトに発光。

• LED球の寿命は、約5万時間の長寿命。

-ぺンライトタイプでも、75Wのランプと同等のハイパワー0

.単3電池式で簡単・便利。

-ボンネット奥まで届く細型ボディー。
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COBRACAM~ 

[デュアルマックス]TP・9353 [コブラカム]

(12V DC/UV Blue LEDx3) (単4電池x3/UVBlue LED'White LED) 

7~観樹
G鴻M]'組

-細部の検査に最適の内

視鏡型UVランプ。

-白色とUVのLEDが切り

替えでき、エンジン内の

検査などにも使用可能。

.画素数:320x240ピク

セル(約30万)

・画面サイズ:3.5インチ

-新発売の強力LEDx3f回のハイパワーランプ。

・ボンネット内の作業に便利なワニロクリップタイプ0

. LED球の寿命は約10万時間の長寿命。

-蛍光斉IJのリークの検査には紫外線側を、通常の検査

には白色側という両用使用の新デザイン

. LED球の寿命は約10万時間の長寿命

lその他紫外線ランプ l 
その他、スペクトロニクス社では、200種類を超える紫外線ランプがございます。案件に応じて選定しますので、お気軽にお問い合わせください。

OPX-365/J TP・35000/J

E . .  語掴E玄.
ランプ本体には、ゴークルをセッ卜しております。ご使用の際は、目の保護と

CAUTION!! 蛍光剤のあざやかな発光を見るため、必ずコーグルをかけてください。



|紫外線(U~ランプ性能表 l 
mI附~ω0州[.I;，jj附EJI'Jι l!l:I1..:.IJ叫肋ンブ

TP・8690/J TP・8640CS TP・1300 TP・9355 TP-9353 
推奨照射距離芯 180cm 90cm 90cm 90cm 365nm:2cm 

U 450nm:15cm 50，OOOuw/cnl 1，600uw/cnl 14，OOOuw/cnl 1，600uw/cnl 
V 

11，OOOuw/cnl 500uw/cm 4，OOOuw/cnl 500uw/cnl 
850uw/cnl 

ヲ釜
450nm:30cm (365nm:2cm) 

度 450nm:45cm 6，OOOuw/cnl 250uw/cnl 2，OOOuw/cnl 250uw/cnl 

使 用 電 球 Luxeon LED High Flux LED 81ue LEDx3 
High Flux Blue LEDx1 UV LEDx4 
High Flux White LEDx1 White LEDx2 

スイッ チ操作 通電即使用

ランプ径×ケーシング径 44x180mm 28x190mm 63x171mm 29x154mm 一

重 量 500g 135g 113g 164g 635g 

コ 一 ド 長 コードレス(充電式) コードレス(電池式) 4.3m(ワ二口クリップ) コードレス(電池式) コードレス(充電式)

電 圧 4.8V NiMH 単3電池x3 12V DC 単4電池x3 2.4V(NiMH) 

※室内での一般的な明るさの中で、検知するのに適した距離です。

紫外線(UV)豆知識
紫外線(UV:Ultraviolet)は、可視光線よりも波長が短いため、人間の目には見えません。

また、紫外線は3つの領域に分類されます。
波長
(単位nmナノメ一宮ー}2100 800 400 

臨樹園園・・

320 290 100 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ELJV-~軍事謂Iitiノ

IJ!;紫外線、ブラックライトとして | 

l知られており、有害性は低いです。 I

1・IV-BQ調書¥八八八八/
|中紫外線、日焼け線として知られており、

|浸透カが高く、目、皮膚に有害です。

• • • • • • • • • • • • 

UV-(岡町州州，.
逮紫外線、殺菌線として知られ、 i 

目や皮膚に非常に有害です。 I

••••• 

「トレーサーラインの山ランプlël:、長波長~の紫外線[I!W]が放射されます。 可l
L有害性は低いですが、-ンプご使用の側、必ずコーグルをご着用ください.

撤 回 @ 沼恒

大型車のエアブレーキなど

圧縮エアの漏れ

ベアリングやギアの磨耗検査など

あらゆるヱア漏れをもらさず発見

-エア配管をトレースし、「シユー」というエア漏れの音を検知。

.簡単・軽量・リーズナブル。でも使用用途は多種多様。

・自の“まばたき"も感知できるほどの高感度で技術者の能力

を高めます。

マークスマンE
内容 レシーバー・ヘッドフォン・
工アプローブ

-パーツ昂番
回ロ目 番 回ロ目 名

127298 超音波レシーバー

127300 工アプローブ

127302 ヘッドフォン

127303 キャリーケース

127299 超音波エミッター(※オプション)

127301 コンタクトプローブ(※オプション)

※オプションは別売りです。超音波エミッターは、密封容器の検査に便利です。
コンタクトプローブは、ベアリングの呉音検査に使用ください。



4P 
トレーサーラインの蛍光剤は、特許製法のSolventFree (溶剤を使用しない)

のA/C蛍光剤は市場で唯一です。GM、フォード、ダイムラークライスラー、

日産、ジャガー、現代など、世界で延べI億台以上にOEM承認され、新車注入

されるワールドスタンダードな製品です。必要に応じてご使用いただけるよう、

さまざまな蛍光剤と注入器具を取りそろえています。

Tracer.Stick@カプセル酋光剤

TP-3850-0601 

R-12/ミネラル TP-3855-0601 
オイル向け TP-3856-0601 

TP-3857-0601 
TP-3860-0601 

134a/PAG TP-3865-0601 
オイル向け TP-3866-0601 

TP-3867-0601 

R-12・134a商用/
TP-3870・0601

エステルオイル向け
TP-3875-0601 

(ユニパーサ}~';lイブ) TP-3876-0601 
TP-3877-0601 

-特許のカプセル蛍光剤は、世界で最も多く使われ

ています。

・カプセルは使い捨て方式で、蛍光剤をこぼすこと

はなく作業性に優れています。

・超濃縮タイプの蛍光高IJで、オイルへのタメージを

最小にします。

・代替冷媒にはユニバーサルタイプ(TP-3870)を

お使いください。

， R-12用蛍光斉IJを初めてご使用の際は、コントロール

パルプx2、注入用接続ホースx1を備えてください。

0.8ml/カプセル(冷媒塁-1.3kglコンブレ‘ノサーオイル-450mlまで)X6本/ケ ス

14ml/カプセル(冷媒量-2.2kglコンプレッサーオイル-1500mlまで)X6本/ケース

14ml/カプセル(冷媒望-4.5kglコンブレッサオイJ卜 30∞mlまで)X6本/ケ ス

14ml/カプセル(冷媒量-11.0kglコンプレツサーオイ)"-75∞mlまで)X6本/ケース

1.6ml/カプセル(冷媒里-1.3kglコンブレツサーオイル-450mlまで)X6本/ケース

14ml/カプセル(冷媒量-2.2kglコンプレッサーオイル-1500川まで)X6本/ケース

14ml/カプセル(冷媒豊-4.5kglコンブレツサーオイJト 3口00同まで)X6本/ケース

14ml/カプセル(冷媒量-11.0kglコンブレツサーオイJト 7500叫まで)X6本/ケース

1.6ml/カプセル(冷媒量-1.3kglコンブレツサーオイ)，，-450川まで)X6本/ケース

14ml/カプセル(冷媒量-2.2kglコンブレツサーオイ)"-1500mlまで)X6本/ケ ス

14ml/カプセル(冷媒量-4.5kg/コンブレツサーオイJし-3000mlまで)X6本/ケース

14ml/カプセル(冷媒霊-11.0kglコンプレッサーオイ)"-7500"暗で)X6本/ケース

EZ・Ject™ カートリッジ蛍光剤

R-12/ミネラル
オイル向け

134a/PAG 
オイル向け

-スクリュー式タイレクト注入タイプで、カートリツ

ジの目盛りを見ながら適量を注入し、簡単で便利

です0

・カートリッジ1本(14m!)につき、標準的な普通車

のエアコン14台に注入できます(コンプレッサー

オイル150mlにつき、蛍光剤1ml注入)。

-カートリッジ交換は簡単で、異物の混入などのト

ラブルはありません。

・代替冷媒にはユニバーサルタイプ(TP-9870)を

お使いください。

-ユニバーサルタイプ(TP-9870)は、L巴ak

Finder PROII (TP-1321 / J)に搭載しています。

(オイ)"量-150耐に1ml1メモリ注入) X1本
(オイル霊-150mllこ1ml1メモリ注入) x6本/ケース

(オイル量-150同に1同 1メモリ注入) X1本
(オイル璽-150耐に1ml1メモリ注入) X6本/ケース

(オイル量-150叫に1ml1メモリ注入) X1本
{オイル量-150mlに1ml1メモリ注入) X6本/ケース

TP-3887 ユニバーサルコネクトセット(134a)

コントロールパルプ1本(TP-3861) 
クイックカブラー1個(TP-3888)
アルミフィッテインク1個(TP-3889)
援続ホース1本(TP-9947)

~~~・A隊司 ポゲージマ二ーホールドとサービス缶を使って、
ガスチャージと同じ方法で注入します。

εeI'J$ 

'fゲージマ二一ホールドのホースに
アルミフィツティングを接続し、エ
アパージします。

宣注入ホースのクイックカブラーを
車の低圧ポートに接続し、車内部
のガス圧で注入ホ スにも工アパ
ージします。

立最後にカプセル蛍光剤を矢印方向
に媛続し、サービス缶のパルプを
聞けてゆっくり注入します。

TP-9844/ J EZ-Jectユニ1'¥ーサルキット
ユニバーサルタイプ蛍光剤(TP-9870)
EZ-Jectインジ工クター(TP-9845)
EZ-Ject注入ホースアッセンブリー
(TP-119510) 
真銭'1'¥ージフイツティング
(TP-1 07472/ J) 

zt弘息苦司

CLEZ -Ject (Mini-EZも同線)蛍光剤
にインジ工クターとホースアッセン
ブリーをつなぎます。

乞パージフィツテイングを付け、イン
f ジエクタ のハンドルを回し、ホー

ス内を工アパージします。
E低圧ポートにクイックカブラーを媛
続します(R-12の場合は、パージフ
イツテイングで注入口を変換)。

をハンドルをゆっくり回しながら1台
につき1目盛を注入します。



Dye.Chargeタイ・チャージヱアソール曽光剤

DC-3821-0601 (6本入り)

、一一_./、ー一一一J

R-121ミネラル
オイル向け

134a/PAG 
オイル向け

(120ml) (240ml) 

DC-3821-1201 
(12本入り)

tQJI'J$ 

TP・38221J Dye-Charge KIT 
タイ・チャージキット
・紫外線ランプをお持ちの方におすすめキット。
.ホースに工アパージ線能はありません。

.134a/PAGオイルシステム専用タイプ。

・蛍光責IJの注入が極めて簡単(ガスチャージと間切です0

・タイチャージ1本で約大型車1台分まで対応できます0

.電動コンブレyサー車には使用不可。

-回収再生機にワンタッチで装着可能。

tQI'J$ 

TP-3824 
・工アパージ機能っき
ダイ・チャージ
注入ホース

・便利なワンタッチ
開封タイプ

-標準的な普通車のエアコン32台分・64台分の

大容量ダイレクト注入タイプです。

TP・9742/.JBig EZアツセンブリー
ユニバーサル蛍光剤(TP-9770-0004)

• Big EZ蛍光剤注入方法はEZ-Jectと同タイプのスクリュー

式で簡単・便利です0

・使用回数の多い方におすすめします。

-代替冷媒にはユニバーサルタイプ(TP-9770)をお使いく

ださい。

-ユニバーサルタイプ(TP-9700-0004)は、TP-1325Bの

キットに搭載しています。

Big EZインジェクター(TP-9745)
Big EZホースアッセンブリー
(TP-9747) 
アルミパージフィッティング
(TP-107472/A) 

E~~ .... ~;官司 ※EZ-Ject蛍光淘lと同じ手順です。

(1Big EZ蛍光剤にインジェクタ とホ
スアッセンブリ をつなぎます0

2パージフィッテインクを付け、イン
シエクターのハンドルを回し、ホー
ス内を工アパージします。

]，低圧ポ トにクイックカブラーを媛
続します(R-12の場合は、パージフ
イツティングで注入口を変換)。

包ハンドルをゆっくり回しながら注入
します。

ハイブリツド車(電動コンプレッサー)用書先制 Fluoro・Lite™ボトル曽先剤

-特別に調合された溶剤フリーの特殊POEベースの蛍光剤

.蛍光剤は湿気対策用に乾燥剤とともに密封

• R-134a低圧ポート接続セットで、カプセル方式の注入は簡単便利な使い捨

てタイプ

-_..，.....・...--
現在HV.EV車の電動コンブレッ

サには、POEベスの冷凍縫油

が使われています。水分や溶剤、 TP-3814 
異物の混入で絶縁抵抗の大幅な

低下で欠陥を生じさせる恐れがあり、コンブ不良、漏電により電気ショックを与え

られる可能性もあります。

蛍光剤を正しく使い分け、詳しくご理解のうえ安全にご使用ください。

ハイブリッド車(電動コンブレytj--)用蛍光剤キットTP-3811+ TP-3814 

ハイブリッド車(電動コンブレッサ )用蛍光剤注入キット
内容チェックバルブ付きホース/カブラー・パージフィッテイング・

I ~ージ用カプセル・サービスフィツテイング

-大型車やヘビーユーザー向け、大容量のお徳用タイプ0

• TP-3820-0032なら、1台あたり約170円と低価格。

134副PAGオイル向け
TP-3820-0601 (28m') 
TP-3820-0016 (500ml) 
TP-3820-0032 (11) 

・代替;令媒にはユニバーサルタイプ(TP-3840)をお使いください。

-ユニバーサルタイプ(TP-3840)は、LealくFinderKit (TP-1121 I J)に搭載

しています。

R-121ミネラル |TP-3830-0601128ml/ボトル (オイル量-150mlに旦7ml注入) 8台分X6本/ケース

オイル向け |TP-3830-00161 O.5e Iボトル(オイ)~霊-150mlに3.7ml 注入) X1本
TP-3830-003211.0e Iボトル{オイル塁-15日mll:3.7ml注入)X1本

lTP-3820叩 01128mllボトル (オイMI!-1印刷に3.7ml臥) 日台分X6本/ケース
134a/PAG 
オイル向け |TP-3820-00161 O.5e /ボトル(オイル量-150mll:3.7ml注入) X1本

TP-3820-003211.0e Iボトル(オイj唱 -150mll:3.7ml注入) X1本

R-12・134a両用/ 1TP-3840・0601128ml/ボトル (オイ)~量-150mlに旦7ml 注入) 8台分x6本/ケース

エステルオイル向け |TP-3840-00161O.5e Iボトル (オイ)~置-150mlに3.7耐注入) X1本
(ユニパーサ)I，1lイブ) ITP-3840-003211.0e Iボトル (オイル量-150mlに旦7ml注入) X1本

※注入方法や蛍光剤の選定については、不明点ございましたら資料を用意していますのでお気軽に問い合わせください。

※ご使用の際は必ず、取級説明書をお読みください。

Fluorescent Dyes & Injector Tools 



トレーサーラインのオイル用蛍光剤(All-In-One)は、エンジンオイルや

オートマオイルなど、車のあらゆるオイルに使用可能で、す。

キャップ。から蛍光剤を規定量注入し、uvランプ(5・6ページ参照)で疑わしい

箇所を照射するだけで、リーク箇所が簡単に検知できます。

Dye.Lite™(AU.ln伽e) オイル用曽光剤

エンジンオイル・油圧作動油なと各種オイル用
-復数のリークや微少なリークも検知できます。

-稼動時、圧力がかかった場合のみにリークするような、

間欠的なリークも確実に発見できます。

-添加量

種 類 オイルの量 蛍光剤の量

エンジンオ吋ガソリン 4-6e 
アイーゼル 4e 15ml(1/2oz) 

TP-3400-0016 (0.51) TP・3400・0032(1.01) パワースァアリングオイル 4e 

TP-3400 

Dye.Lite™水(クーラント)周曽発剤

クーラントの漏れ・車体の水漏れ用

オートマミッションオイル 11e 
燃料(ガソリン邑ディゼM 45-70e 30ml(1oz) 
油圧作動油 |ト淡色~中間色 30e 

暗色 15e 
※ブレーキフルード(植物油)には使用不可。

-複数のリークや微少リークも検知できます。

・ラジエター稼動中にクーラントに圧力がかかった時

のみリークするような、間欠的なリークも確実に発見

できます。

TP-3900-0016 (0.51) TP-3900-0032 (1.01) 

TP-3900 

「 その他の製晶 E 
ij IJPLII]紫舛線カットコーダル

-目の保護と蛍光剤のよりあざやかな発光を見るための、

プラスティック製ゴーグルです。

.uvランプをご使用の際は、必ずご着用ください。

寸 H

-添加量
「一一一 種 類

クーラン卜

車両雨漏りチェック用

rn:I!田園田園

グローアウヱイ

¥ 修理完了後蛍光剤除去に使用し訊

-水ペースの無臭・無公害の脱脂洗浄液です

(非毒性・不燃・非発ガン性・生分解)。

・プラスティック・ゴム・金属などに安全にご使用いただけ

ます。
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リースナブルでシンプル操作
初回導入におすすめタイプ

LS-780B/LEAK SEEKER 

-検知方式:イオンポンプ式

・感度:15g1年間(R134a，R12，R22)
20g1年間(R410A，R407C)

.プローブ、長…45.7cm

・重量…約500g
-センサー寿命:約1年(シーズン前に交換)

.電源:単3電池x4
-電池寿命.約30時間

-ウォームアップ時間:即時

側E・・・佃町
山』

岨

恥.

自動車整備業界で重宝される輸入作業

工具を品揃えしています。

これらすべては、作業性のよい便利な工具

ばかりですので、ぜひご参考ください。

HIGHSPEC SERIES 

高性能・シンプル操作
ブロも納得の充電式タイプ

TP-9364/PRO-Alert 2791 C 
-検知方式:赤外線方式

.感度:3g1年間

-プローブ長:43cm
.重量:約540g

・センサー寿命:約1000時間

・電源:NiMH電池充電式・100V
.充電寿命:6時間/回

-ウォームアップ時間・約45秒

E園 町34a.R12…問問0仰 22，R507Aなど
CFC全種、HCFC全種、HFC全種

ゐ-

園町ー

先端発光し消音でも検知
高感度・電池式のスタンタードモデル

D-440A 

-検知方式・熱線型半導体方式

.感度:1.4g1年間(R134a)
7g1年間(R22)

-プローブ長:43cm
・重量・約680g
.センサー寿命:約300時間

.電源:単3電池x4
・電池寿命:連続8時間

-ウォームアップ時間.約20秒

E置 臨む，12，t:2224m g3a JII盟 問;:;1272時総'

GItihED7Mカーエアコン冷媒ガス分析器 紅型5ml55
米国:ニュートロニクス社製

冷媒ガス分析器の決定版
今年度1234yf用も発売予定

NT.0005 

-冷媒純度の分析はもちろんのこと、代替冷媒の混入や h

引火の危倹を未然に防ぐための情報を提供します。

・準備後、約30秒で分析結果を表示します。

・プリンター内蔵型で分析結果の印刷が可能。

-回収機を自衛するためのシーラント

除去フィルター。

• i令媒ガス以外の99%以上、シーラン卜

だけでなく、オイルやスラツジ、ゴミ

なども取り除きます。

・便利なR-12・134a両用タイプ。

岬 @uar唱

RG・7200/J

関連商品

-カーエアコン肉のシーラントをすぐに発見し、

回収機へのダメージを防ぎます。

• R-12・134aの両方に対応しています。

印se
米国:CPS社製

CP-MF1諜
・3つのOリングからなる信頼性の高い二一ドルパルプ

.薄型、コンパクト、R134a専用モデル

・便利な長めのホース(180cm)赤・青・賛3本入りセット

3本セット

※缶切りパルプはセット内容に含まれていません。 3連Oリング



正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず
「取扱説明書」をよくお読みの上、ご使用ください。

」の力望日夕の内容は2012年2月現在のものです。予告なく商品の一部が改良することがございますが、
予めご了承願います。商品の色は印閣の関係で実際とは異なる場合があります。

総発売元

~ SHINYO SYOKAI 議綜臨港区市岡元岡3丁目3-21

ョ，株式置廷内心 iih燃 2i忽
会社与宅 J-t-rc1 Z::S URL ~~~shi~~;~~okai・∞m

輸入総発売元 スベクトロニクス社製/蛍光式リ ク検知システム「トレサラインHスペク卜口ライン」

輸入総発売元 ニュート口ニクス社製/冷媒ガス分析器 パキュテック社/スモーク式リーク績知


