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警告

身体の傷害や車輌、機器への損害を未然に防止するために必ずお読みください。

・メーカーの指定する方法でこの機器を使用してください

・操作方法を十分に理解してください。

・安全上の注意をお守りください。

・テスターはシャーシグラウンドに接続してください。

・付属の UltraTraceUV®溶剤をご使用ください。未承認の溶剤を使用するとテスト機器に損害 を与えたり

身体に傷害を与える可能性があります。

・常に車輌のエンジンを切って使用してください。

・長時間テストが行われていないときは絶対にテスターホースや電源ケーブルを車輌に接続したままにし

ないでください。

・スパークや発火源の近くでは決して操作しないでください。

・ＯＳＨＡ規格の保護ゴーグルを着用してください。

・ＵＶランプを使用の際は安全上の注意をお守りください。

・ボンネットからテスターを吊り下げて使用する際は必ずボンネットサポートをご使用ください。

・ テスターに供給する空気圧もしくはガス圧は 50～175PSI にしてください。

使用上のヒント

・リーク検知アプリケーション用に作業場のエアホースにつなげてください

・非常に小さな漏れ箇所から出るスモークは確認しやすいことがあるので、システムにスモークを充填した後、スモー

クの排出速度を下げるフローコントロールバルブを時計回りに締めてスモークの流量を減らすと、非常に小さな漏れ

を確認しやすくします。

・付属の白色ランプを使用し、漏れ箇所から出るスモークを明らかにする

・付属の UV ランプと黄色の保護ゴーグルを使用し、実際のリーク箇所に付着している蛍光剤を探す。UV ランプの代替

品を使用する際は、UV 照射範囲は 400nm であるもの使用してください。

・氷点下に近い温度環境で使用する際は、はじめの１、２分の間は機械を 15 秒間おきに電源を ON にしたり OFF にして、

機械が最適な操作温度に達するようにしてください。

・ エンジンのインテイクとエキゾーストのリークをテストする際は、熱膨張で小さなリークがふさがれてしまう場合

がありますので、エンジンが冷めてから作業をしてください。
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お買い上げありがとうございます！

あなたは最もすばらしく、最も特徴豊かな携帯用の漏れ検出スモーク・マシン

を今日からご利用いただけます。パテンティングの技術が入ったスモークウィ

ザードは大手自動車メーカーとの共同作業で設計されました。特に他の多くの

車両システムと同様に乗り物の燃料蒸発(EVAP)のシステムを検査する漏出の際

に安全を考慮し、設計されました。どんな自動車メーカーによっても承認され

た世界で唯一の煙の蒸気技術です。そして、乗り物の EVAP システムを検査する

とき、不活性ガス(Nitrogen、Argon または CO2 などの)で機能するよう設計され

たスモーク・マシンを使用できる SAE INTERNATIONAL から発行された書類基準

に唯一合う煙の技術です。SAE: 2007-01-1235 と 2008-01-0554。



スモークウィザードセット内容

UltraTraceUV® 

この特許の溶剤は世界で唯一自動車メーカーに承認されたスモークを作る溶剤

です。この溶剤の化学的性質に正確な漏れ箇所に付着する独特の蛍光剤が含まれ

ています。自動車のシステムに影響はなく、約３００回使用できます。（355ml）

Cap Plugs Kit 差込みキャップセット

スモークを充填させる際にインテイクマニホールドシステムを密閉し、エアフロ

ーセンサーの質量など正しいテストを行うために使用します。

Smoke Diffuser スモークディフューザー

ドア、ウィンドウ、サンルーフやトランク・コンパートメントまわりの漏れを見

つけるために作られたアダプターです。シールの漏れによって車体の中から出て

くるエアの漏れで出来るスモークの乱れを作業者が見られるように分厚いスモー

クを車輌の外からドアやウィンドウ越しに沿って置けるようになっています。

Adapter Cone アダプターコーン

エキゾーストシステムにスモークを導入するために使用したり、インダクション

システムなどの開口部にアダプターコーンが適合する場合に使用します。

Combination Light コンビランプ

スイッチを入れるとスモークの発見に使用する白色ランプが点灯します。もう一

度スイッチを押すとリーク源の蛍光剤を発見するために使用するUVランプが点灯

します。

EVAP Service Port Adapter-standard size EVAP サービスアダプター

Schrader Valve Removal Tool シュレーダーバルブはずし

シュレーダーバルブは左回りです、時計回りに回すとはずれます。

オプション品（付属品ではありません）

Inert Gas Pack kit イナートガスセット

シリンダーフィッティング付き二酸化炭素調節プリセット、圧力計、ユニバーサル

カプラー、20OZ 液体二酸化炭素ボトル（空容器）

Extension Hose with scratch-resistant Delrin® nozzle   

デルリン®ノズル付き延長ホース 

ノズル付きスモーク供給ホース 3m



スモークウィザードを使用する前に

Note:スモークウィザードは⑴蛍光剤 UltraTraceUV（12OZ）、⑵共用メスエアフィッティン

グがついています

１．正確な注入レベルとタンクを安定させスモークウィ

ザードのタンクを外し、蛍光剤を注ぐ。（Figure 1）

２．

Note:十分なレベルか満タンマークを保つ

２．エアホースにあった正しいエアフィッティングを使用

してください

これで、使用できます。

補足：テスターで煙をつくる為に一般的なミネラルオイル、例えばベビーオイルを使って

もいいですかと質問されることがあります。

お客様が使いたい場合は使ってもかまいませんが、おすすめはできません。パテンティン

グされた Ultra TraceUV® Smoke solution はこのテスターと供給され、100 回のテスト 1

回ごとに 1 セントの費用しかかかりません、自動車工場で世界的に承認された唯一の解決

方法です。そして、自動車工場の保証も無効になることはありません。プラスして他には

ない精密な診断で、リークしている正確な位置を蛍光でトレースできるという利点があり

ます。この特別な問題解決方法は一般的なミネラルオイルではいけません。実際に一般的

なミネラルオイルはこのタイプの産業に使いません。一般的なミネラルオイルを使うこと

で自動車コンポーネントを破壊し、悪臭をはなち、故障の原因となります。

注意：ボンネットサポートロッドはボンネットの

重量以上は支えることができません。補助的な支

柱（もしくは似たようなもの）右図に示している

ものを必ず使用してください、ボンネットからス

モークマシーンを吊り下げているとき、怪我をす

る可能性や、予期せずフードが落ちたりする、危

険を避けるためです。

エアフィッティング



スモークテスター概要

技術仕様

高さ（ハンガー含まない） 33ｃｍ 供給圧力 0.032bar

縦 14ｃｍ スモーク供給量 １０ℓ/分 

横 24ｃｍ 供給ホース 3ｍ

質量 4.5kg 電源コード 3ｍ

消費電力 15amps. 動作温度 7.2℃～60℃

溶剤最大容量 355ml 動作高度 2000M

相対的最大湿度

使用環境

汚染度 ２

湿度が８０％の時、温度は６０℃まで

屋内／屋外（濡れていない状態）

排出口

検知器の下部にあります。

水と作業場のエアコンプレッサーの

コンタミを自動的に排出し、機器と

車両を清潔にします

エアフィッティング

作業場のエアホースにつなぎま

す。

注意：気圧レギュレーターが内蔵

つりさげハンガー

使いやすい場所にぶら下げて使用し

てください。不要なときは保管でき

ます。

注意：車体にぶら下げるときはカバ

ーなどを使用してください。スモークホース

ひっかき抵抗のあるDelrin®ノズ

ルはリーク検知の為に煙蒸気を

噴出します。

コントロールパネル

次のページを参照

12VDC 電源コード

ケーブル供給

スモークソリューション軽量棒

溶剤のレベルと適切なレベルを維持

しているかをチェックします。



コントロールパネルの概要

赤ランプ

スタートボタンを押すとスモー

クが発生し赤が点灯します。

スタートボタン

スモークを発生させるためボタ

ンは 5分間のタイマーです。

圧力計

リークがあるかを確認します。

真空崩壊と圧力崩壊のいずれかを使

ってシステムのリークを確認します。

この方法ではリーク量は検知できず、

リーク量はフローメーターを使いま

す。

流量計

メーターが「フロー」を表示したらシステム内を充填しテスト中

ということを示します。

システム内に充填された後にフローが表示されたらリークを意

味します。ボールが高くあがればリークが大きいということを示

します。

「フロー」が表示されなければリークがないということを示しま

す。

技術者はシステムの妨害、制限、コントロール有効性、システム

操作の完全性を判断するためにフローメーターの動きを観察し

てください。

フローコントロールバルブ

便利な 4 段階調節でスモークの充填やリークの排出量

を調節します。

→少量のスモークは小さなリークを見つけやすくしま

す。

→コントロールバルブは流量に作用し、圧力には影響

しません。

緑ランプ（電源）

12VDC に接続し電源をオンにしま

す。

点滅は電源の接触不良です。

流量指数

正確な診断のための３点の重大なエ

バポリークの基準を表示します

1ｍｍ

1/2ｍｍ

1/4ｍｍ

（最新のクライスラーモデル向け）



基本操作手順

ご注意：この機器での全てのテストは車輌のエンジンを切って行っ

てください。

１．作業場のエアに機器を接続します。下記オプションガスをご参

照ください。

２．赤色のケーブルコードを車輌のバッテリーの陽極（+）

に接続します。

＞必ず十分に充電したフルバッテリーを使用してください。

３．黒色のケーブルコードを車輌のシャーシの部分に接続し

ます。バッテリー付近から出る火花で爆発を起こすことがあ

りますので黒色のケーブルコードは絶対にバッテリーには

接続しないでください。（図２）

４．適切な接続完了を示す緑色の電源ランプが点灯したこと

を確認します。

＞接続が不完全な場合は、緑の電源ランプが点滅します。

５．スモークの供給ホースをテストする車輌に接続します。

６．フローコントロールバルブを全開ポジションにあわせま

す。（図３）

７．スタートボタンを押しスモークを充填します。

＞できればスモークを早く充填させるために、テストをする

システム内のスモーク以外のエアを抜くと良いです。

＞スモークの供給は 5 分間のタイマーです。

８．付属の白色ランプで漏れ出てくるスモークを探すか、付属の

UV ランプでリーク源に付着している蛍光剤を探します。

＞長いスモークは漏れ箇所から排出され、蛍光剤は漏れ箇所に付着します。

オプションガス

オプションの携帯ガス注入パックをここでは示しています

（Part No.GLD028K）

このオプションガスは不活性ガスなので、容易に持ち運びがで、

安全なエバポテストを可能にします。20 オンスで約 25 回のフル

充填テストができます。

黒色のケーブルコードを

車輌のシャーシ部分へ

図２

図３

フローコントロール



リーク検知の実例

この機器は、リークが疑われる全ての車輌の低圧システムで使用ができます。たとえば、

エバポシステム、インテイク/インダクションシステム、インタークーラーとターボチャー

ジャーシステム、バキュームシステム、エキゾーストシステム、風漏れ、水漏れ、

１．システム内にスモークを充填します。

２．漏れ箇所から出てくるスモークや付

着した蛍光剤を探します。

インテイク/インダクションシステムの

漏れ

エキゾースト漏れ

スモーク供給



風漏れ、水漏れの検知

１．社内のエアコンを新鮮な空気（空気は循環させない）に合わせの風量を最大にして

送風にセットします。

＞室内に与圧します。

２．供給ホースをスモークディヒューザーにつなげます。

３．スモークの道筋を窓やドアの際に寄せます。

４．リークを示すスモークの乱れを確認します。

「リークなし」を示す乱れのない空気＞

＜スモークの乱れでリークを特定



蛍光剤付着の実例

特許を取得したスモークベーパーには、正確なリーク源に堆積する紫外線発光する専用の

蛍光剤がついています。

＞この技術は圧力の差異があるところに蛍光剤が付着するように作られたものです。

例えば、漏れが出るときは蛍光剤が付着しますが、風漏れと水漏れのテスト中は蛍光剤は、

付着しません。

＞漏れ出るスモークが長いほど、付着する蛍光剤も多くなります。



トラブルシューティングガイド

この「SMOKE WIZARD」には、二つの表示ランプがついています。これらは装置の適切

な動作を確認するための表示するランプと診断のためのランプの二つの機能があります。

下表は表示ランプの機能を説明したものです。

緑 赤 間隔 原因

✔  点灯 十分な電力 

✔  点滅：一秒おき 電力不足 

✔ ✔ 同時点滅：一秒おき ガスボンベの設置不良か電源プラグの

接続不良もしくは回路のショート

✔ ✔ 同時点滅：一秒に４回 ガスボンベの設置不良もしくは 

ヒーター回路が開いています

✔ ✔ 交互点滅：一秒おき 

（システムが止まります。

電源を外し、再度接続をして

ください。）

設置不良

回路基板不良※

※回路基板不良が起こった場合、まず「SMOKE WIZARD」の電源プラグを１０秒間外し、

再度差し込んでください。２度目も同じエラーが発生した場合、電源プラグを外し、販売

店へご相談ください。

症状 起こりそうな原因 解決方法

緑色の電源ランプが

オンになっている

が、装置が動かない

１．電源コードが逆になっている

２．電源コードの接続不良

３．電源を供給している

バッテリーが弱い

１．正しく電源コードを接続して

ください

２．陽極とシャーシ部分にしっか

り固定してください

３．バッテリーが十分に充電され

ているかを確認してください

装置がオンになって

いるが供給ホースか

らエアもスモークも

出てこない

１．フローコントロールバルブ

がまわっていない

２．電源コードの接続不良

３．電源を供給している

バッテリーが弱い

４．装置にエアの供給が

不十分である

１．フローコントロールをまわし

てください

２．陽極とシャーシ部分にしっか

り固定してください

３．バッテリーが十分に充電され

ているかを確認してください

４．エアの供給が十分かどうか

確認してください


