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ウィンドウリペアツール
MegaVacPrime & UVtriple＋日本上陸！
MegaVac Primeウィンドウリペアシステムは、スウェーデンのAutoGlassRestore社がデザインし開発した紫外線硬化型レジンを使用したウィンドウリペア
ツールです。
「顧客の笑顔が職人の満足に」を掲げ、１９８６年に開発されて以来、フロントガラスリペア専用ツールとして北欧の地で３０年間愛され続けていま
す。MegaVacPrimeインジェクターは高耐久のステンレス製で精度も非常に高く、操作方法も簡単でガラスに対して正確な圧力調整が可能で、近年のハイブ
リッド車や軽自動車の薄厚フロントガラスへの施工も安心して行う事が出来ます。UV triple＋（紫外線ランプ）は独自の３つの硬化プログラムを内蔵した
LED紫外線ランプです。レジンに対して最適な硬化パターンを選択する事が出来ます。弊社では初心者の方でも安心してご施工して頂けるようにご購入時に
無料の講習プログラムもご用意しております。

MegaVacPrimeウィンドウリペアシステムの特徴
□ 業界初の３つの硬化プログラムを持ったLED UVランプ。
□ 高い真空力と高耐久、高精度のステンレス製インジェクター。
□ インジェクターに充填するレジンはわずか３滴、
抜群のコストパフォーマンス。
□ キットには約２００回分のレジンを付属。
□ 製品カタログと取り扱い動画を収めたUSBスティックを付属。
□ コンパクトで頑丈な専用ケースで持ち運びできます。

業界初の硬化プログラムを内蔵
UV-Triple +は、自動車業界では初めての3つの硬化プロ
グラムを内蔵したLEDのUVランプです。大学の研究結果
により、UVレジンをより強力に硬化させるためにはUVを
段階的に照射させることが効果的なのが分かりました。
UV-Triple+では、その段階照射をプログラムに内蔵し、
開始時点では微量のUV照射、硬化時点で強度な照射へと
自動で 切り替わります。このプログラムにより硬化した
レジンに強度と耐久性が生まれます。レジンは4種類あり、
用途に応じて使い分けることができます。また、様々な
気温や気候においても効果を発揮し、素早く硬化します。

MegaVacPrimeウィンドウリペアシステム
￥339,760

SKU: SD10104

＜セット内容＞
・MegaVacPrimeインジェクター

・レジン（ClackBond+ 15ml）

・スタンドセット

・ピットフィラー（15ml）

・フルセットシール3組

・ピットポリッシュ（30ml）

・専用シールルブ

・ポリッシングコルク

・LED UVランプ UV-triple+（12v） ・ピットフィルム（10枚）
・100V／12Vコンバーター

・レーザーブレード（10枚）

・ミニドリル（12V）

・プローブ

・ドリル刃（5本）

・保護メガネ

・ミラー(1.5倍拡大鏡)

・取り扱い説明USB／専用ケース

・レジン（Pro2015+ 15ml）

3つの硬化プログラムを内蔵
P1 プログレッシブプログラム
30秒間で最大の硬化を発揮する段階的UV照射モード。

P2 スピードプログラム

※独自のプログラムを組むことも可能です。

15秒間で最大の効果を与え、最速で硬化させるUV照射モード。

P3 スタンダードプログラム
60秒間じっくりと効果を加えるUV照射モード。

製品紹介

レジン Pro2010
（15ml）
SKU: SD30101

¥10,000

粘 度の 低いレジン。冬 季 や

MegaVac
インジェクターピストン
ロアシール（5枚）
SKU: SD20601

¥2,250

低温でよく機能し、タイトな

インジェクターピ ストンの

亀裂に浸透します。

ロアシール。

レジン Pro2020
（15ml）

MegaVac
ピストン専用
上部シール（5枚）

SKU: SD30102

¥10,000

粘度の高いレジン。

夏季 や高温（約 3 0 C）で、

SKU: SD20610

¥7,250

インジェクターのピストン用

特に「ブルズアイズ」に適して

上部シール。

レジン Pro 2015+
（15ml）

MegaVac
インジェクター専用
下部外側シール（5枚）

います。

SKU: SD30103

¥10,000

AGR社が開発したオリジナル

レジ ン。非 常に 用 途 が 広く
粘 度 、浸 透 、透 明 度、硬 化

SKU: SD20605

¥2,750

インジェクターシリンダー用
のロアシール。

時間のどれを取ってもバランス
の取れたレジンです。

レジン CrackBond+
（15ml）
SKU: SD30104

¥10,000

レパートリーへの最新の追加！
ドリルワークを必要とするよ
うなタイトなクラックにも浸
透し、ロングクラックなどあ
らゆる種類のキズにも対応で
きる頼れる神レジン。優れた
浸透性と硬度を持ちます。

ピットフィラー
（15ml）
SKU: SD30112

MegaVac
インジェクター専用
フルセットシール（各3枚）
SKU: SD20609

¥7,350

インジェクター用シール の
フルセット。

専用シールルブ（5ml）
¥10,000

衝撃点の成型に使用するレジ

ン。粘度を抑えた仕様でとて

も扱いやすく、透明度の高い
ピットフィラーです。
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SKU: SD20505

¥1,600

シリンダーやシールに使 用
する潤滑剤。

製品紹介

MegaVacインジェクター
¥64,300

SKU: SD20101

MegaVacインジェクターと
シールのセット。

ミニドリル（12v）
SKU: SD20401

¥15,000

ガラスリペアの必需品。扱い

やすく、高品質で軽量な12V
ドリル。

（シガーソケットプラグ）

MegaVacスタンド

ガラス菅ヒューズ（5A）

SKU: SD20102

SKU: SD20410

¥41,300

MegaVac専用のインジェク
タースタンド。

ミニドリルとU V -Tr i p l e +
専用のヒューズ。

MegaVacインジェクター
／スタンド
SKU: SD20107

¥300

¥105,600

MegaVacインジェクターと

ドリルビット（5本）
SKU: SD20402

¥2,000

0.9mmのドリルビットです。

スタンドのセット。

MegaVacエクステンダー

SKU: SD20109

¥23,040

M e g aVa c 専用のコーナー
ツール。

（スタンドは含まれません。）

ドリルビット丸型（5本）
SKU: SD20403

¥2,000

0.7mmの球状チップがついた
ドリルビットです。

LED UVランプ
UV-triple+（12v）

ドリルビット
テーパーチップ（5本）

SKU: SD20320

SKU: SD20404

¥70,800

業界初の3つの硬化プログラ

ムを搭載したLED UVランプ。
３方向から3つのLED UV

ランプが点灯します。カウント
ダウンタイマー機能付きでア

ラームが吹鳴し自動消灯します。
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¥2,000

0.7mmのテーパーチップが
ついたドリル刃です。

製品紹介

ポリッシングコルク
SKU: SD20502

¥350

ピットフィラー の 研 磨 時 に
使用。

プローブ

SKU: SD20513

¥3,000

衝撃点の成形や清掃に使用
します。

ピットポリッシュ（30ml）
¥3,800

SKU: SD20504

優れた研磨成分により、ピット

レーザーブレード
（100枚）
SKU: SD20516

¥3,400

フィラーを美しく迅速に磨き

ピットフィラー を 研 磨 時 に

上げることができます。

使用します。

ピットフィルム（10枚）

100v/12vコンバーター
（シガーソケットプラグ）

¥1,000

SKU: SD20510

ピットフィラーを硬化する際
に使用する成形フィルム。
（再使用可能）

ミラー
(1.5倍拡大鏡)

SKU: SD20511

吸盤

変換するコンバーター。

SKU: AR20660

¥3,600

¥6,000

A C10 0 V をD C12 V 5 A に

UV保護メガネ

¥2,900

目を 紫 外 線 から守る 保 護
メガネ。

1.5倍の拡大鏡。

SKU: SD20512

SKU: AR20560

取り扱い説明USB
¥1,100

SKU: AR80101

¥9,000

M e g V a c スタンド お よび

MegaVacウィンドウリペア

性のある素材でガラスの表面

動 画 が 入っ た レン チ 型 の

UV-Triple+用の吸盤。耐久

シス テム の 説 明 書 や 説 明

にしっかりフィットします。

USBメモリー。
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