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ACリークストップ・プラス

製品仕様

商品名 品番 入数

ACリークストップ・プラス 0892 764 775 1/6

専用注入ガン 0764 000 124 1

ACリークストップ・プラスの特徴

1. エアコンガスの漏れの修復・防止
R-134a型用エアコンシステムのゴムパーツ及び金属
パーツに発生したエアコンガスの微小リークを修復・
防止します。
2. Oリングの軟化
エアコンシステム内の劣化したOリングの弾力性・柔
軟性を改善させます。
3. 微小クラックからの漏れ防止
Oリングやゴム部品の他、金属部分の微小クラックか
らの漏れも防ぎます。
4. 優れた互換性
エステルオイル、鉱物油、PAG潤滑油との互換性があ
り、潤滑剤として機能し、コンプレッサーのフリクシ
ョンロスを低減します。
5. 作業効率
ガス漏れ箇所をUVライトで検知できる蛍光剤配合。
6. 安心・安全
ノンポリマーなので硬化せず、エアコンシステムを傷
めません。

安全作業の注意事項

本製品を安全に使用する為、以下に注意してください。

1. 人体に悪影響がある可能性があるので、エアコンシ
ステムの冷媒を吸引しないこと。

2. 繊維、樹脂、車のボディー、シートなどに液剤が付着
しないようにすること。液剤には蛍光色が含まれて
いるため付着すると落ちません。

3. UVライト使用時はレンズの表面が熱くなるので触ら
ないこと。

4. 使用用途以外には使わないこと。

5. 施工作業時に飲食または喫煙をしないこと。

6. 使用後は手をよく洗うこと。

7. 熱・火花・裸火・高温のような着火源の近くで使用し
ないこと。

8. 保護手袋・保護服・安全ゴーグル・保護マスクを着用
して使用すること。屋外または換気の良い場所で使
用すること。

応急処置

誤って飲み込んだ場合は、直ちに口をすすぎ、無理に吐
かせずに医師の診断を受けること。

衣類に付着した場合は、直ちに脱ぎ、皮膚や頭髪に付着
した場合はすぐに流水で洗うこと。アカギレなどの異常
が見られる場合は医師の診断を受けること。

目に入った場合は、水で数分間洗浄すること。コンタク
トレンズを着用していて容易に外せる場合は取り外し、
目を洗うこと。異常がある場合は、医師の診断を受け
ること。

保管：

換気の良い場所で、直射日光、暖房器具付近、火気、水
や高温・多湿な場所を避けて保管して下さい。

廃棄：

内容物/容器は関係法令に基づいて廃棄して下さい。排
水溝、河川、下水、土壌等、環境を汚染する場所へ廃棄
しないで下さい。

保管・廃棄
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• UVライト使用時は、必ずUVライト用ゴーグルを使
用すること。

• 本製品1本(60ml)で冷媒量1700ｇまでのエアコン
システムに使用可能。冷媒量に応じて注入量を算
出してから作業にとりかかること。

• 他社メーカーの漏れ止め剤を既に使用している車
両には、絶対に使用しないこと。

• コンプレッサーオイルが規定以上、または規定以
下の状態で使用しないこと。

使用上の注意

• 施工可能かどうか、使用前にエアコンシステムの
漏れ状態を必ず確認すること。 
（施工手順A参照）

• 漏れが多い場合は、本製品でも漏れ止め効果を発
揮できない可能性があります。

• 本製品はR134aエアコンシステム専用です。

保証条件を満たしている場合は、以下の内容が適用
されます。

• 販売日より2週間以内の不良及び故障に関しては
新品交換で対応致します。

• 販売日より2週間以上～保証期間満期のものに関
しては無償修理で対応致します。

• 販売日は本保証書と販売時の納品書に記載されて
いる日付となります。

保証期間：出荷日より3ヶ月

保証内容：①初期不良②製造上の不良③付属品等は
製造元の保証規定に従う

以下は保証が適用外事項です。最終的な保証の適
用・不適用に関しては弊社修理センターの判断にな
ります。いずれの場合でも本保証書と販売時の納品
書が添付されていない場合は、保証適用外となり
ます。

製品仕様

商品名 ACリークストップ・プラス専用ガン

品番 0764 000 124

お客様名

保証期間 販売日　　　　　　　　　　　より3ヶ月

発売元 ウルトジャパン株式会社
〒221-0862
神奈川県横浜市神奈川区三枚町33MTビル
TEL 045-488-4186 / FAX 045-488-4187

ACリークストップ・プラス専用ガンの製品保証書

保証適用外事項：

① 使用による消耗②不適切な使用による不調・故
障③落下、踏付けや災害による事故破損④水没、高
温、多湿による不調・故障⑤弊社以外による分解・
改造による不調・故障⑥日本国外での使用による不
調・故障

エアコンガス回収装置について

ACリークストップ・プラスはノンポリマーで硬化しない為、本製品のみの使用であれば、 
エアコンガス回収装置に影響を与えず安全にお使いいただけます。
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施工手順

A: 準備‐施工可能か漏れ状態を確認 (最初にこの作業を必ず行って下さい)

1. エンジンとエアコンをオフにし、真空ポンプを用いて5分間真空引きをします。

2. ゲージマニホールドのメモリが0.85bar（635mm/Hg）に達しない場合： 
漏れが多いため本製品は使用しないで下さい。

3. ゲージマニホールドのメモリが0.85bar（635mm/Hg）に達した場合： 
真空ポンプを止めて5分間待ちます。5分後にメモリが0.78bar（585mm/Hg）以上を保持できれば施工可能です。 
 
注意：上記は当社の実績に基づいています。漏れ状態によっては上記の数値をクリアしていても、漏れが止まら 
 ない場合があります。 

B: 準備‐エアコンシステムに冷媒を充填

1. 本製品使用可能と確認できたら、各々のエアコンシステムサービスマニュアルに従い、 
冷媒を満充填させてから液剤の注入にとりかかります。 

C: 準備‐施行車両の冷媒量を確認する

1. 冷媒量によってACリークストップ・プラスの使用量が異なるので、施工する車のエンジンルームを見て冷媒量を
確認して下さい。

D: 準備-注入量の算出方法

1. 本製品は1本（60ml）で冷媒量1700gまで使用可能です。 
 
注入量の算出公式 
0.035 x 冷媒量（g）=注入量（ml） 
 
例：冷媒量600gのエアコンシステムの場合 
60ml ÷ 1700g=0.035 
0.035 x 600g=21 
21mlが注入量の目安となります。 
 
計算上21mlが注入量となりますが、若干多めに注入することで漏れ止め効果を最大限に発揮します。
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施工手順

E: 準備‐注入器にACリークストップ・プラスを充填する

1. 注入器のフタを外します。 2. 注入器本体を逆時計周りに回すと内部ピストンが下
がり、液剤を入れるスペースができます。

3. 『60ml』のガイド刻印が見えるまで注入器本体を
回したら、本液剤を全て（60ml）入れてしっかりフ
タをします。

4. 注入器とホース内部の空気を抜くため、注入器本
体を上向きに持ち、時計回りにゆっくり回します 
（エアパージ）。

5. カプラーの逆流防止弁をペンなどで押し、ホース
内の空気を抜きながら注入器本体を回し続けま
す。カプラー先端から液剤が染み出てきたらエア
パージは完了です。※本体を事前に回しすぎると
逆流防止弁を押した際に液剤が飛び散る恐れが
あるので十分注意して下さい。
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F:  作業‐液剤注入

1. エアコンシステムの低圧ポートに本体カプラーを差し込みます。

2. ガイド印刻を目安に、全項『注入器の算出方法』で割
り出した液剤を注入します。A（1～25）の１目盛が約
2.5mlです。

H=高圧ポート

L=低圧ポート

施工手順

色付キャップの場合

赤=高圧ポート

青=低圧ポート

※ ポートが見つからない場合

 詳しくは各車両のサービス 
マニュアルを参照して下さい。

注入量の算出方法

本製品は1本（60ml）で冷媒量1700gまで使用可能です。 
 
注入量の算出公式 
0.035 x 冷媒量（g）=注入量（ml） 
 
例：冷媒量600gのエアコンシステムの場合 
60ml ÷ 1700g=0.035 
0.035 x 600g=21 
21mlが注入量の目安となります。 
 
計算上21mlが注入量となりますが、若干多めに注入する
ことで漏れ止め効果を最大限に発揮します。
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関連商品

3. エンジンを始動しエアコンを作動させ、エンジンの回
転数を2000～2500回転にしたままゆっくりと注入
器本体を時計回りに回し、刻印ガイドを注視しながら
液剤を必要量圧入させます。

4. 低圧ポートからカプラーを外し、ポートにキャップを
してそのままエアコンを15分間稼働させ、液剤を十
分に循環させたら作業は完了です。

5. 注入器に残っている液剤は、そのまま他の車両に使
用できます。またはそのまま保管も可能です。ただし
再度使用する際は必ずエアパージを行って下さい。

注意： 
エアコンシステムに冷媒が満充填されている場合は
注入しにくい場合があります。また、注入できないほ
ど満充填されている場合は、冷媒量を少量減らして
から液剤を注入して下さい。 
 
本製品は一般的なミネラル、PAG、エステルのコンプ
レッサーオイルに適合性があり、POEオイルが指定さ
れているハイブリッド車にも使用可能です。

施工手順

商品名 品番 説明

ニトリルグローブ 
黒（入数100枚）

サイズM
0899 470 370 

サイズL
0899 470 371

強度・耐油性・耐摩耗性に優れ、

幅広い用途に使用可能

UVライト&ゴーグル

セット
0764 000 104 冷媒ガスリーク検知用

エアコン消臭殺菌 
スプレー

0893 764 10 エバポレーターを直接洗浄・消臭・除菌

画像はイメージです。記載内容は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。



お問い合わせ先 (フリーダイヤル)

0800 - 600 - 5550
support@wuerth.co.jp

ウルトジャパンは、自動車業界・建築業界向けの様々な製品を、日本全国のプロユーザーに向けてご提案しています。


