
乗用車用パンク応急修理キット

取扱説明書 エアーコンプレッサー保証書付

AIRLOCK/エアロック

作業前に電源スイッチ
がOFFになっていること
をご確認ください。
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このたびは乗用車用パンク応急修理キット「AIRLOCK/エアロック」をお買い上げいただき、
まことに有難うございます。本製品は車をジャッキアップせずに釘などが刺さったまま
でパンクを応急修理できる商品です。
本書は、本製品をご使用になる際に守っていただきたい「ご使用方法」等について記載し
てあります。
本製品は乗用車用タイヤ専用です。適応サイズについては、本書１０ページをご覧下さい。
本製品は応急修理用です。修理後はすぐにお近くのカーディーラーまたは、タイヤ販売店でタイヤを
交換してください。
本製品では、直径4mm以下の釘などによるパンクが修理できます。後述の“可能な場合”と
“出来ない場合”をお読みください。

１．本書に関するお願い
(1)ご使用前に、本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
(2)本書をお読みになった後は必ず保管してください。
(3)本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
(4)本書には保証書を添付しております。大切に保管してください。尚、ご購入店名、ご購入
　日の記載のないものは無効となります。

２．製品の免責について
　本製品の誤使用や目的外の使用により、使用者あるいは第三者が被った損害については、
　当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

警告
この表示は製品の取り扱いを誤った場合、死亡、または、重傷を負うことがあり

得ることを示します。

注意

安全上のご注意

はじめに（必ずお読みください）

AIRLOCKを安全にお使いいただくために、必ずお守りください。本書は本製品を安全に正しく
お使いいただき、ご使用者へ加えられるおそれのある危害や損害を未然に防止するためのもの
です。その表示と絵記号の意味は次のようになっています。

この表示は製品の取り扱いを誤った場合、軽傷、または、中程度の障害を負う

ことがあり得ること、および、この製品自身またはその他の使用者などの財産に

損害が生じる可能性のあることを示します。
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パンクしたタイヤを修理するときは
●安全な場所に停車または駐車し、ハザードランプ、三角表示板や発煙筒等を用いて安全を確保

　したうえで作業してください。

パンク応急修理液について
●絶対に飲用しないでください。飲用すると人体に危害を与えます。万一、修理液を飲み込んだ

  場合は医師にご相談ください。

●目に入ると炎症を起こす恐れがあります。万一、目に入った場合は水で良く洗い流してくださ

  い。それでも異常を感じた場合は、医師にご相談ください。

●皮膚に付着すると、まれにアレルギー反応が起こることがあります。万一、皮膚に付着した

　場合は水で良く洗い流してください。それでも異常を感じた場合は、医師にご相談ください。

エアーコンプレッサーについて
●使用前に電源コードが損傷していないか確認してください。損傷していた場合感電の恐れが

　あります。

●濡れた手で操作しないでください。濡れた手で操作した場合感電の恐れがあります。

●本製品をご使用中に発火する、煙が出る、変な臭いがするなどの異常が発生した場合は、すぐ

　にご使用を中止して車のアクセサリーソケット（シガーソケット）から電源コードを取り外し

  た上、横浜ゴムお客様相談室にご相談ください。そのままご使用されると火災や感電の原因と

  なります。

パンク応急修理液について
●修理液が衣服に付着するとシミになる恐れがあります。

●修理液がホイールや車体に付着した場合、放置すると取れなくなる恐れがあります。

●刺激臭がしたり、こぼす恐れがありますので、修理の直前までアルミシールを破らないでくだ

　さい。

●氷点下でご使用の場合、ボトルを車内で暖めてからご使用になることをお勧めします。

エアーコンプレッサーについて
●10分以上の連続運転はしないでください。10分以上連続運転すると故障の原因になります。

●アクセサリーソケット（シガーソケット）以外から電源を取らないでください。発火、発煙

　の恐れがあります。

●雨天時は、エアーコンプレッサーに直接雨がかからないようにしてご使用ください。雨が直接

　当たると故障の原因となります（防水性JIS D0203 R2相当）。

●ボトルが倒れた状態では修理出来ない可能性があります。ボトルは必ず立てて使用してください。

●ゴムホースはホイールのバルブに確実に接続してください。接続がゆるいと修理液が漏れたり、

　正しく充填できなくなる恐れがあります。

注意

本製品は応急修理用です。本製品で修理したタイヤでは時速80km/h以上で走行しないでください。

時速80km/h以上で走行すると空気が漏れる恐れがあります。

本製品で修理したタイヤでは200km以上の距離を走行しないでください。200km以上の距離を走行

すると空気が漏れる恐れがあります。

10頁の適応タイヤサイズ以外のタイヤに使用しないでくたさい。適応サイズ以外のタイヤでは修

理出来ない場合があります。尚、チューブ付タイヤは修理出来ません。

警告
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保管上のご注意
●本製品は車両のトランクなどで、直射日光、雨、水、油類、熱源を避けて保管ください。

●本製品は、－30℃～60℃の温度内で保管してください。

●本製品にアルコール、ベンジンなどの有機溶剤や油類、薬品類がかからないよう注意してくだ

　さい。変色、変形する恐れがあります。万一、汚れた場合は乾いた布で丁寧に汚れを拭き取っ

　てください。

●本製品はお子様の手に届かないところに保管ください。

●本製品の上に物を置いたり、乗ったりしないでください。故障、破損する場合があります。

空気圧警報装置装着車両について
●空気圧警報装置を装着した車両で使用すると、空気圧警報装置が適切に表示されなくなる可能

　性があります。

その他

●本書の内容は予告なく変更されることがあります。

●　　　　　　　 は横浜ゴム株式会社の登録商標です。

廃棄方法

使用期限を過ぎた未使用の修理液の廃棄方法については、お買い上げの販売店にご相談ください。
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パンクしたまま走行して

タイヤが損傷した場合

応急修理が可能な場合

応急修理が出来ない場合

応急修理をする前に

タイヤの接地部分に刺さった直径4mm以下の釘など

によるパンクの応急修理ができます。

以下の場合は、本製品では応急修理できません。ロードサービスなどにご連絡ください。

三角表示板や発煙筒を用いて安全を確保したうえで作業してください。

応急修理をする前に、タイヤ損傷の程度を確認してください。

バルブ位置が下方にくるように停車してください。

パンク応急修理液の使用期限を確認してください。

アドバイス
タイヤに刺さった釘などは抜かないで応急修理してくだ
さい。応急修理後も釘は抜かないで下さい。
釘を抜いてしまうと空気が抜ける場合があります。

タイヤがホイールから外れて

いる場合

ホイールやホイールのバルブ

が損傷している場合

複数のタイヤがパンク

した場合

※タイヤ１本が修理できます

※修理液は1回の修理で全量ご使用ください。修理液が不足すると修理できないことがあります。　　　　

タイヤの側面が損傷した

場合

タイヤの接地面に4mm以上の

切り傷や刺し傷がある場合

１本のタイヤに２箇所以上の

切り傷や刺し傷がある場合

●タイヤ内部にスポンジが貼り付けられているタイヤは修理出来ない場合があります。

●使用温度範囲(-30℃～+60℃)から外れる場合。
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OFF

ON

   ボトルとエアーコンプレッサーを取り出し、
 　修理液のボトルを良く振ってください。

1

乗用車用パンク応急修理キットの内容・名称

エアーコンプレッサー

取扱説明書 専用バッグ パーツが全て揃っているかご確認ください。

注入キャップ 付属シールパンク応急修理液

電源コード

ホース

エアー抜きボタン

キャップ

ゴムホース ハンドル用

タイヤホイール用
半透明チューブ

圧力計

電源スイッチ

表 裏

ボトル

ご使用方法

エアーコンプレッサーの電源スイッチがOFF
になっていることをご確認ください。2
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9 タイヤの指定空気圧を運転席周辺の空気圧表
示ラベルでご確認ください。

ボトルのキャップを外し、キャップ上面の突
起部でアルミシールを破ってください。

3

ボトルが倒れないようマジックテープでボト
ルをエアーコンプレッサーに固定してくださ
い。
　

8

  ホイールのバルブキャップを外します。6

注入キャップの半透明チューブをアルミシー
ルの穴に差し込みます。注入キャップをカチ
カチとロックの手ごたえがあるまで最後まで
確実に締めてください。

4

10エアーコンプレッサーの電源コードを車のシ
ガーソケットに差し込んでください。

パーキングブレーキ、サイドブレーキをかけて
エンジンを始動してください。

修理液をこぼさないようにご注意ください。

5 エアーコンプレッサーのホースの先端をボト
ルの注入キャップに確実に接続してください。

ねじ山をつぶさないようにご注意ください。

修理液をこぼさないようにご注意ください。

注入キャップのバルブ金具をホイールのバル
ブに確実に取り付けてください。7

ねじ込みが足りないと修理液が漏れる恐れが
あります。
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131315

11

13

エアーコンプレッサーの電源スイッチを
ONにして修理液とエアーを注入します。

エアーコンプレッサーのエアー抜きボタンを押しながら、注入キャップのバルブ金具をホイールバルブ
から外してください。

①修理液が全て流れ込むまでは一時的に表示圧は高くなります。②修理液が全て流れ込むと表示圧は下がります。
③表示圧が下がった後、指定の空気圧までエアーを注入してください。１０分以上エアーを入れても指定空気圧に
ならない時はエアーコンプレッサーの電源スイッチをOFFにしてください。本製品では修理できません。修理を中止
してロードサービスなどにご相談ください。
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ホース先端から修理液の残りがこぼれないよ
うに、キャップの反対側にバルブ金具をつな
いで輪にしてください。

10分以上エアーを入れても指定空気圧まであがらな
い場合は、本製品では修理出来ません。
ロードサービスなどにご相談ください。

注入直後、一時的に300kPa以上を差すこと
がありますが異常はありません。

5分から10分お待ちください

131312

見えやすい場所に 修理したタイヤのホイールに

指定空気圧になったらエアーコンプレッ
サーの電源スイッチをお切りください。

注入中に以下の場所にシールをお貼りください。

14 エアーコンプレッサーのホースをボトルの注
入キャップから外してください。

修理液がこぼれて皮膚や衣類につかないよう
ご注意ください。

8

バルブ金具の取り外しの際は修理液の飛散にご注意下さい。バルブ金具の取り外しはすばやく行って
下さい。エアーが抜けすぎてしまった場合は指定の空気圧までエアーを注入して下さい。



80km/h
以下で

STOP

UP

安全な場所に
停車してください。

○○タイヤ

○○タイ

20 再度16～19の手順を繰り返し、空気圧の低
下が無ければ終了です。

21 最寄のタイヤ販売店またはカーディーラーへ
80km/h以下で慎重に移動してタイヤ、タイヤ
バルブ、修理液を新品に交換してください。

修理後200km以上の距離を走行しないでください。

19

19

16

16 ～

すぐに10分間、もしくは5km程度車を走行させ
てください。

18 再度エアーを注入し、指定空気圧まで上げ
てください。

17 空気圧チェックのため停車してください。

80km/h以下にて慎重に運転をしてください。

確認
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空気圧再確認の方法
エアーコンプレッサーの電源コードをシガー
ソケットに差込み、ホースをタイヤのバルブ
に接続した後スイッチをONにします。数秒後
にスイッチをOFFにして空気圧を確認します。

9

3回繰り返しても空気圧の低下が
止まらない場合は本製品で修理は出来ません。
ロードサービスなどにご相談ください。

この段階でタイヤが完全に潰れた状態であれば、
本製品では修理出来ません。修理を中止して
ロードサービスなどにご相談ください。



AIRLOCK適応タイヤサイズ
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受付時間 平日(月～金)9:00～17:00

本製品に関するお問い合わせ・ご相談

0I20-667-520横浜ゴム株式会社：お客様相談室

日常点検について

交換部品について

11

修理液には使用期限があります。定期的に使用期限を確認してください。
使用期限が切れた場合ご使用になれませんのでご注意ください。
買い換え用として修理液、注入キャップ、エアーコンプレッサーを個別に販売しております。
ヨコハマタイヤ販売店にてお買い求めください。
尚、修理液交換時に下記に該当する場合は、注入キャップも交換してください。
　　　●注入キャップのホースに亀裂などが生じている場合
　　　●注入キャップの樹脂が白く変色している場合
　　　●注入キャップの樹脂に亀裂が入っていたり折れたり破損したりしている場合
一度使用した注入キャップは、再使用できません。必ず新品をお買い求めください。

2 エアーコンプレッサーの電源スイッチをONにし
てエアーを注入します。

エアーを入れすぎてしまった場合：エアー抜き
ボタンを押して空気圧を調整してください。

ご使用方法18を参照してエアーコンプレッサ
ーの電源コードをシガーソケットに差込み、
ホースをタイヤのバルブに接続してください。

空気圧を適正に保つことにより
燃費の悪化を防ぎます。
日常行うエコ活動としてお役立て
ください。

1

確認走行後はタイヤ内部のエアーの温度が高まり
正確な空気圧調整が出来ません。
空気圧調整はタイヤが冷えているときに行っ
てください。

■パンク応急修理液
品番：Z9533
希望小売価格：6,300円
(税抜：6,000円)

■パンク応急修理液＋注入キャップ＋付属シール
品番：Z9534
希望小売価格：7,350円
(税抜：7,000円)

(希望小売価格は、2010年2月現在)



横浜ゴム　　　エアーコンプレッサー保証書

無償交換規定

品　　名 AIRLOCK/エアロック

保証期間

お買い上げ日 年　　　月　　　日

お買い上げ日より
エアーコンプレッサーは

１年間

お
客
様

お名前

ご住所

ふりがな

　〒※

※

取扱販売店名・住所・電話番号

保証期間内に取扱説明書に従った
正常な使用方法により故障した場
合には、本保証書の記載内容に基
づきお買い上げの販売店が無償交
換致します。
お買い上げの日から保証期間内に
故障した場合は、本製品と本保証
書をお持ちいただき、お買い上げ
の販売店にご相談ください。
なお、商品をお買い上げの販売店
へ送付した場合の送料などは
お客様の負担となります。
お客様にご記入頂いた保証書の
写しは、保証期間内のサービス
活動及びその後の安全点検活動
のために記載内容をご利用させて
頂く事がありますので、
ご了承ください。

１．保証期間内でも次のような場合は有償となります。
(イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
(ロ)お買い上げ後の落下など通常使用では起こらないダメージを与えたことによる損傷、破損。
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
(二)本保証書のご提示がない場合。
(ホ)本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(ヘ)車両事故による損傷、破損。
２．本保証書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保存ください。
３．本保証書は日本国内においてのみ有効です。

★お客様へ
　 ※印欄にご記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。 
●販売店様へ
お客様へ商品をお渡しする際に、必ずお買い上げ日、貴販売店名、ご住所 電話番号をご記入頂きますよう
お願い申し上げます。
●保証期間後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社お客様相談室にお問い
合わせください。

発売元　横浜ゴム株式会社　             〒105-8685　東京都港区新橋5-36-11
　　　　　　　　　　　　　　　　　　フリーダイヤル 0120-667-520(お客様相談室)

販売元　株式会社ワイエフシー(YFC)　    〒105-0004　東京都港区新橋6-2-1
                                                 　電話03-3431-9981

横浜ゴム株式会社 〒105-8685　東京都港区新橋5-36-11


