空調工具

充電式真空ポンプ４CFM-B
取 扱 説明書

【ご使用前に必ず本書をお読みください。】

充電式真空ポンプ
安全にご使用いただくために
安全上のご注意

このたびは、充電式真空ポンプ シリーズをお買い上げいただきましてありがとうございます。
● この取扱説明書は、お使いになる方に必ずお渡しください。
● ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してください。
● 適切な取扱いで本機の性能を十分発揮させ、安全な作業をしてください。
● 本書は、お使いになる方がいつでも取り出せるところに大切に保管してください。
● 本機を用途以外の目的で使わないでください。
● 商品が届きましたら、ただちに次の項目を確認してください。
・ ご注文の商品の仕様と違いはないか。
・ 輸送中の事故等で破損、変形していないか。
・ 付属品等に不足はないか。
万一不具合が発見された場合は、
至急お買い上げの販売店、
または当社営業所にお申し付けください。
（本書記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。
）

使用方法

警告表示の分類
本書および本機に使用している警告表示は、次の 2 つのレベルに分類されます。

警告

誤った取扱をすると使用者、第三者が死亡又は重症を負う可能性が想定されることを
表しています。

注意

誤った取扱をすると使用者、第三者が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が
想定されることを表しています。

尚、注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

保守・点検
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安全上のご注意
● 作業要所での詳しい注意事項は、この後の各章で記載しています。

警告
◆ 修理技術者以外は絶対に分解しないでください。

安全上のご注意

● ここでは、本機を使用するにあたり、一般的な注意事項を示します。

.
◆ 改造は絶対に行わないでください。
異常な動作の原因となり、ケガや故障の原因となります。

◆ モータの回転部に指や棒を入れないでください。
高速回転していますので、ケガや故障の原因となります。

◆ 運転中および運転直後のポンプ部には触れないでください。
運転中および運転直後のポンプ部は高温になっており、火傷の原因となります。
使用方法

◆ 作業をする場合は、必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
.
◆ 雨中や濡れた手で操作しないでください。
雨中や濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり、電源スイッチを操作すると感電する恐れが
あります。

◆ ガソリンやシンナー、可燃性ガスが漏れる恐れがある場所で使用しないでくだ
さい。
本機は、始動時や運転中に火花を発します。万一可燃性ガスが漏れて本機の周囲に溜まると、
爆発・火災の原因となります。

保守・点検

◆ 本機の運搬時や・保守・点検のときは、
必ず電源スイッチを OFF にし、バッテリを本機から抜いてください。
本機が急に動き事故の原因となります。

◆ 閉所作業の場合、換気等に十分注意してください。
酸欠事故や中毒事故の恐れがあります。

◆ 水平な場所で作業・保管してください。
オイルが漏れ、滑ったりしてケガをする恐れがあります。

◆ オイル漏れに注意してください。真空ポンプオイルの漏れがないかを、
必ず点検してください。
.
火事を引き起こす原因となります。

◆ バッテリは専用充電器以外では充電しないでください。
他の充電器を使用すると、火災・発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。

2

充電式真空ポンプ
安全上のご注意

警告
◆ 専用のバッテリ以外は使用しないでください。
また、改造したバッテリを使用しないでください。
本機の性能や安全性を損なう恐れがあり、火災やけが、故障、破裂などの原因
になります。
◆ バッテリの端子部を金属などで接触させないでください。
バッテリを金属と一緒に工具箱などに保管しないでください。短絡して発熱、発火、破裂の恐
れがあります。
.
本機または充電器からはずした後は、バッテリにバッテリカバーを必ず取り付けてください。

◆ 高温などの過酷な条件下ではバッテリから液漏れすることがあります。
漏れ出た液体に不用意に触れないでください。
万が一、バッテリの液が目に入ったら、直ちにきれいな水で十分洗い医師の治療を受けてくだ
さい。
.
バッテリの液は炎症ややけどの原因になることがあります。

◆ 市販のショルダベルトを使う場合、耐荷重 100kg 以上をご使用ください。
強度が弱いと本機が脱落するなど、事故の原因となります。

◆ 本機、バッテリを分解、修理、改造はしないでください。
発火したり、異常動作して、けがをする恐れがあります。
◆本機が熱くなったり、異常に気づいたときは点検・修理に出してください。
◆本機は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
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その他の安全事項
損傷した部品がないか点検してください。
◆ 使用前に、バッテリやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動す
るか、また所定機能を発揮するか確認してください。異常がある場合は、使用
せず修理を依頼してください。

安全上のご注意

警告

◆ 異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのまま、使用すると発煙・
発火、感電、けがに至る恐れがあります。
＜異常・故障例＞.
・焦げくさい臭いがする。
.
・ビリビリと電気を感じる。
◆ スイッチを入れても動かないなど不具合を感じた場合は、すぐにバッテリを抜
いてお買い上げの販売店、または当社営業所に点検、修理をお申し付けください。
◆ 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。
この取扱説明書および当社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使
用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないでください。

◆ 使用時間が極端に短くなったバッテリは使用しないでください。
◆ 落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリは使用しないでください。
◆ ご使用済みのバッテリは一般家庭ゴミとして棄てないでください。
棄てられたバッテリがゴミ収集車内などで破壊されて短絡し、発火・発煙の原因になる恐れが
あります。

◆ バッテリは、火への投入、加熱をしないでください。
発火、破裂の恐れがあります。

◆ バッテリに釘を刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしないでください。
発熱、発火、破裂の恐れがあります。

◆ バッテリを火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・保管しないでくだ
さい。
バッテリを周囲温度が 50℃以上に上がる可能性のある場所（金属の箱や夏の車内など）に保
管しないでください。バッテリ劣化の原因になり、発煙、発火の恐れがあります。
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充電式真空ポンプ
安全上のご注意

注意
.
◆ 本機を担当者以外に操作させないよう管理してください。
必ず取扱説明書を最後までよく読み、確実に理解された方がご使用ください。

◆ 本機を使用目的以外の用途には使用しないでください。
本機はシステムや回収ボンベを真空引きするための機械です。

◆ 結果の予測ができない。また、確信がもてない取り扱いはしないでください。
◆ 本機に負担のかかる無理な使用はしないでください。
無理な作業は、本機の損傷を招くばかりでなく、事故の原因にもなります。

◆ 作業台や作業場所は整理整頓し、いつもきれいな状態で十分な明るさを保って
ください。
作業環境が悪いと事故の原因となります。

◆ 疲労・飲酒・薬物等の影響で作業に集中できないときは、操作しないでください。
◆ 本機を使用しないときは、乾燥した場所で子供の手が届かない、または鍵のか
かる場所に保管してください。
◆ 本取扱説明書、および当社カタログに記載されている指定の付属品やアタッチ
メント以外は使用しないでください。
事故や故障の原因となります。

◆ 本機を落としたりぶつけた場合は、ただちに破損・亀裂・変形等がないか点検
してください。
◆ 各部の変形・腐食等がないか、常に日常点検を行ってください。
◆ 本機の異常 ( 異臭・振動・異常音 ) に気づいたときは、ただちに停止し、本取
扱説明書の「修理をご依頼される前に」を参照してください。また、むやみに
.
分解せず点検や修理を依頼してください。
修理はお買い上げの販売店、または当社支店・営業所にお申しつけください。

※ 充電器の「安全上のご注意」は、充電器の取扱説明書をご参照ください。
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製品の構成
各部の名称
4CFM-B
バッテリガード
バッテリ
配線カバー

製品の構成

LED ランプ

ハンドル
ガスバラストバルブ
注油／排気キャップ

油量計

電源スイッチ
モータ

バッテリホルダ

ドレンバルブ
オイルタンク

ベース

異径アダプタ
5/16"（メス）×1/4"（オス）

電磁弁
吸気口 3/8
吸気口 5/16
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充電式真空ポンプ
仕

様
品

名

充電式真空ポンプ

4CFM-BN

製品の構成

コード No.

VP400

ポンプ

ツーステージ

排気速度

113 L/分

到達真空度

3Pa abs.（23ミクロン）

ポンプスピード

3,100min－1

モータ

DC18V

250W

オイル量

300ml

吸気口

5/16"、
3/8"

質

量

6.8kg（バッテリ2個装着時 8.1kg）

標準付属品
品
真空ポンプオイル
異径アダプタ

名

300ml

5/16"（メス）×1/4"（オス）

取扱説明書

コード No.
Y06110K
IM0512

別販売品
品
急速充電器

DC18RF

18Vバッテリ
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名

BL1860

コード No.
VP002F
VP064

真空ポンプオイル

0.5L

VP3205

真空ポンプオイル

1.0L

VP3210

真空ポンプオイル

4.0L

VP3240

使用方法

バッテリと充電器

バッテリ保護機能
バッテリ寿命を長くする目的で出力を自動停止する保護機能が付いています。
.
本機を使用中、下記状態になりますとモータが自動停止しますが、これはバッ
テリの保護機能によるものであり故障ではありません。
★マーク付きバッテリを使用する場合
本機が過負荷状態になるとモータが自動停
止します。このときはいったんスイッチを
切り、本機よりバッテリを取りはずした後、
過負荷の原因を取り除いてください。原因
を取り除けば再びご使用になれます。

★マーク

使用方法

バッテリの温度が高温になるとモータが自
動停止します。スイッチを操作してもモー
タは停止したままです。このときはバッテ
リの使用を中断し、本機よりバッテリを取りはずし、バッテリを冷ますかまた
は、充電してください。
バッテリの容量が少なくなるとモータが自動停止します。スイッチを操作して
もモータは停止したままです。このときは本機よりバッテリを取りはずし、バッ
テリを充電してください。

★マークなしバッテリを使用する場合
本機が過負荷状態になるとモータが自動停止します。このときはいったんス
イッチを切り、本機よりバッテリを取りはずした後、過負荷の原因を取り除い
てください。原因を取り除けば再びご使用になれます。
バッテリの容量が少なくなるとモータが自動停止します。パワーが落ちてきた
と感じたら本機よりバッテリを取りはずし、バッテリを充電してください。

バッテリについて
お買い上げ時は、バッテリは十分に充電されていないため、バッテリ保護機能
が働いている場合があります。
（スイッチを操作すると本機は動く恐れがあり
ますので注意してください。
）ご使用前に充電器で正しく充電してからご使用
ください。
使用しないときはバッテリカバーをかぶせてください。バッテリを水やほこり
から保護するのに役立ちます。

バッテリの充電方法
バッテリの充電方法は、充電器付属の取扱説明書をご参照ください。
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充電式真空ポンプ
バッテリの取り付け・取りはずし方
警告
◆ バッテリは確実に本機に差し込んでください。
ボタン上部の赤色部が見えている場合は完全にロックされていません。
差し込みが不十分の場合、はずれて事故の原因になります。

① バッテリを本機から取りはずすときは、
バッテリ正面のボタンを矢印 1 方向に下
げながら、矢印 2 方向にスライドさせて
ください。

赤色部
ボタン

1

使用方法

② 取り付けるときは逆の要領で、本機の溝
.
に合わせ、奥まで挿入してください。
この際、ボタン上部の赤色部が見えてい
る場合は完全にロックされていません。
赤色部が見えなくなるまで、奥まで確実
に挿入してください。

2
バッテリ

バッテリ残容量表示機能
バッテリモデル名の末尾に「B」の付くバッテリは、残容量表示機能が付いてい
ます。
チェックボタンを押すとバッテリ表示ランプが残容量を数秒間表示します。
:点灯

:点滅

:消灯

バッテリ表示ランプ

バッテリ残容量
75%

バッテリ表示ランプ

100%

50%

75%

25%

50%

0%

25%

バッテリ残容量

バッテリ表示ランプ

充電してください

バッテリの
異常です

チェックボタン

注意
表示される残容量は、ご利用状況や気温などによって実際の残容量と異なる場合があります｡
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使用方法

本機

.
新品購入時 本機内にオイルは入っていません。
下記「オイルの入れ方」を参照してオイルを入れてください。
警告
◆ オイルを入れないで空運転をすると本機が損傷します。
また、オイルタンクが高温になり、やけどなど事故の原因になります。

オイルの入れ方
① 注油・排気キャップを外して注入口.
より付属のオイルを入れてください。

注油／排気キャップ

② オイルは油量計のレベル線の上のライン
.
と下ラインの間に入れてください。
オイル量は約 300ml です。
※ オイル量は重要です。.
オイルが上下のレベル線内にないと.
故障の原因となります。

使用方法

※ 性能を維持するために、.
オイルは必ず純正品をご使用ください。
レベル線

油量計
オイルタンク

性能チェック
① 真空ポンプの吸気口に付属の異径アダプ
タと別販売品の真空テストゲージ（コー
ド No.Y02005A）を取付けてください。

吸気口
真空テストゲージ

.
② 電源スイッチを入れて、
真空テストゲージが－ 0.1MPa を.
指したら、正常に作動しています。
③ 電源スイッチを【OFF】にしてください。

真空ポンプ
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充電式真空ポンプ
運転（真空引き作業）
① 真空ポンプ、マニホールド、室外機を下図のようにホースで接続してください。
※ 室外機のサービスポートのサイズが 1/4" の場合は、付属の異径アダプタを.
ご使用ください。
マニホールド

バッテリR
LEDランプR

LEDランプL

低圧側
バルブ

高圧側
バルブ

閉

閉

バッテリL

ガスバラスト
バルブ

サービスポート
高圧（液）側

使用方法

ホース黄

吸気口

真空ポンプ

ホース赤
サービスポート
低圧（ガス）側
ホース青

室外機

② マニホールドの低圧側と高圧側のバルブが閉じていることを確認してくだ
さい。
③ バッテリ 2 個を本機に装着してください。（使い方は P9 を参照）
④ ガスバラストバルブを開けてください。
.
⑤ 電源スイッチを ON にしてください。
LED ランプ L（赤）が点灯しモータが始動します。
※ 寒冷時（５℃以下）は、モータが始動しないことがあります。.
その場合は、屋内に入れて本機を暖めてください。

⑥ マニホールドの低圧側と高圧側のバルブを開いてください。
⑦ 5 ～ 10 分後、ガスバラストバルブを閉じてください。
※ ガスバラストバルブを開けて運転することにより、空気をポンプ内に.
取り込んで水分や凝縮性ガスがオイルに溶け込むことを防止します。.
ガスバラストを開けたまま運転すると真空にはならないのでご注意ください。
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⑧ バッテリ L の電池が切れる前に LED ランプが点滅し、ブザーが鳴り始め
ます。
.
電池が切れると LED ランプは消灯、ブザーは停止してバッテリ R に切替
わります。
.
バッテリ L を取り外して予備のバッテリと交換してください。

⑨ バッテリ R の電池が切れると再びバッテリ L に切替わります。
.
充電された予備のバッテリを装着し続けますと L-R-L-R・・・と切替わり、
長時間運転をすることができます。
.
18V6Ah バッテリ 1 個で約 30 分、2 個装着しますと約 60 分間連続で運
転できます。
※ 電池切れしたバッテリを交換しなかった、あるいはバッテリ 1 個で運転してい
る場合、電池が切れる前に LED ランプの点滅とブザーで警告した後、モータは
停止します。LED ランプは消灯し、ブザーは断続音（ピーピーピー）から間欠
音（ピ・ピ・ピ）に変わり、30 秒後に停止します。.
モータ停止後、電磁弁が閉じて真空度は保持されますが、マニホールドの低圧
側と高圧側のバルブも閉じてください。

警告
使用方法

◆ 運転中および停止直後は、本機が高温になるので触らないでください。
やけどなど事故の原因になります。
⑩ 規定の真空度（エアコンメーカーのマニュアルを参照してください。）に
到達したら、マニホールドの低圧側と高圧側のバルブを閉じてください。
⑪ 電源スイッチを OFF にしてください。
⑫ ５分以上放置し、マニホールドの低圧ゲージの指針が上昇しなければ漏れ
はありません。（気密チェック）
5分以上放置

マニホールド

指針が戻らないのを確認

真空ポンプ

低圧側
バルブ

高圧側
バルブ

閉

閉

室外機

⑬ 作業終了後は、バッテリを取外し端子に付属のカバーを取付けてください。
※ 本機の運搬、使用、保管時は、横置きや天地逆にしないでください。.
注油・排気キャップからオイルが漏れます。
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充電式真空ポンプ
保守・点検
◦ 以下の箇所を定期的に点検・清掃し、
適時修正または交換を行ってください。
警告
◆ 点検・整備の際には必ずスイッチを切り、バッテリを本機から抜いて
ください。
バッテリを本機に差し込んだまま行うと、事故の原因になります。

オイルの確認
◦ 真空ポンプを使用する前に、必ずオイル量やオイルが劣化
していないか、確認してください。
通常のオイルは透明です。オイルの色が茶色や黒みを帯び
たら交換してください。

レベル線

油量計

※ オイルは油量計のレベル線の上のラインと下ラインの間に入れ
てください。

◦ 古いシステムを真空引きした場合は、ポンプ保護のため排気が終わる毎に
オイル交換してください。
◦ 最大真空度を得るために、真空ポンプオイルは必ず純正品をご使用ください。

オイルの交換
① 真空ポンプを１～２分運転してオイルを
暖めてください。
保守・点検

② 電源スイッチを OFF にしてください。
③ マイナスドライバーをドレンバルブに差
し込み、反時計方向に回して、オイルを
抜いてください。
④ オイルの入れ方は、P10 をご参照ください。 ドレンバルブ
※ 廃油は、産業廃棄物として処理してください。
.
不明な場合は、各地方自治体にお問合せくだ
さい。

注意
◆ 真空引きをするとオイル内に腐食性の物質や水分が混入し、
オイルが劣化します。劣化したオイルを使用し続けるとポンプが損傷
しますので、色が変わったらオイルを交換してください。
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◆ 古い冷凍空調装置を真空引きした場合は、ポンプ保護のため、
真空引きが終わる毎にオイルを交換してください。

ポンプ内の洗浄
① オイルの汚れがひどい場合、オイル交換後３～５分真空ポンプを運転して
ください。
② オイルを排出後、新しいオイルを注入してください。
③ 排出したオイルが汚れている場合は、２～３回洗浄を繰り返してください。

エラーのお知らせ機能
◦ 本機に異常が発生したときは、モータが停止して LED ランプが点滅し、
警報音でお知らせします。警報音が止まった後、暫くしてからスイッチを
入れてください。
まだエラーが続く場合はスイッチを切って、お買い上げの販売店、または
当社営業所に修理をお申し付けください。

技術資料
配線図
アカ
クロ

電源スイッチ
2B

2A

1B

1A

LEDランプ

アカ

LEDランプ

LED1

電磁弁

LED2

SW1

SV
SW2
アカ

BZ

M

クロ

M+
AS-L

M-

BL1+

BL1-

モータ

保守・点検

AS-R
BL2-

BL2+

AS端子

アオ

アカ
+

クロ
‑

A5

アオ

アカ
+

‑

クロ

回路基板

A5

ブザー

クロ

AS端子

14

Ver.01

コードNo. IM0512A

ver.01

Code No. IM0512 A

TECHNICAL INFORMATION
Electrical Wiring Diagram

Red
Black

Power switch
1A

1B

2A

2B

LED lamp

Buzzer

LED1

Black
Red

LED lamp

LED2

SW1

Solenoid valve
SV

Motor

SW2
Red

BZ

M

Black

M+
AS-L
BL1+

AS-R

MBL1-

BL2-

BL2+

Circuit board
Black

Red

AS terminal

AS terminal

‑

‑

+

A5

Blue

Black

Blue

Red
+

A5
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CORDLESS VACUUM PUMP
MAINTENANCE & INSPECTION
Vacuum pump oil:
The condition and type of oil used in any high performance vacuum pump are extremely
important in determining the ultimate attainable vacuum. It is recommended to use the High
Performance Vacuum Pump Oil, which is specifically blended to maintain maximum viscosity
at normal temperatures and to improve start up under cold weather.

Cleaning The Pump
① When the oil is extremely dirty, replace the oil and then operate the pump for 3 to 5 minutes.
② Drain the oil and add new oil.
③ If the drained oil is still dirty, repeat this cleaning process two or three times.

Error
◦ When the pump gets broken, LED lamp flushes and alarm sounds. LED lamp is turned off and
alarm stops by turned off the pump. Turn on the pump again after a while.
◦ If the problem is not solved yet after above, contact authorized distributor.

Trouble Shooting
Condition
Possible Cause
1. The battery is not set properly.
2. The ambient temperature is too low.
The pump does
3. Poor wiring connection.
not start.
4. The pump is locked.
5. Motor failure.
1. Leaking from the system.
2. Insufficient oil.
The pump does not 3. Dirty oil.
4. Pump parts are worn out.
suck enough.
5. Damaged fittings, gaskets and seal.
6. Motor failure.
Oil leakage.

Abnormal noise.

1. Damaged gaskets and shaft seals
2. Damaged O-ring of oil drain plug.
3. Oil drain plug is loose.
1. Motor failure.
2. Bearing failure.
3. Loose bolts.
4. Pump failure.
5. Air is sucked.

Solution
1. Set the battery properly
2. Warm up the pump in doors.
3. Repair.
4. Repair.
5. Repair.
1. Repair the system.
2. Refill or change oil.
3. Clean reservoir and change oil.
4. Repair.
5. Repair.
6. Repair.
1. Repair.
2. Replace O-ring.
3. Tighten Oil drain plug.
1. Repair.
2. Repair.
3. Tighten bolts.
4. Repair.
5. Tighten caps and connections.
Replace gaskets and O-rings.
Replace fittings or re-seal them.

Remark: If these procedures do not solve the problem, contact with authorized distributor.

MAINTENANCE & INSPECTION
● Inspect and clean regulary as instructed below and perform correction or replacement timely.
WARNING

Always be sure that the pump is swtiched off and the battery cartridge is removed
before attempting to perform inspection or maintenance.

Checking The Oil
◦ Always check the oil level and condition (deterioration, etc.) before using
the pump.
Note: Charge oil to middle level between the upper and lower level lines of
sight glass.
◦ Change oil after every operation when the pump is used for an old system.
◦ Use Asada genuine oil for best performance.

Level line

Sight glass

Replacing The Oil
①
②
③
④

Operate the tool for 1 or 2 minutes to warm up the
oil.
Turn the pump off.
Discharge the oil by turning drain valve left with
flathead screw driver.
Refer to“Adding oil”and add new oil.
※ Dispose of old oil in accordance with local
regulations.

Oil drain plug

CAUTION
◆ It is recommended to change the oil after 20 hours of usage to protect pump
components from contaminants pulled into the pump.
◆ When vacuuming on old refrigeration systems, change the oil after every usage.
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CORDLESS VACUUM PUMP
⑨ Once the battery cartridge R ran out, power source switches to the battery cartridge L again.
Continous battery replacement enables long time operation. The pump can be operated for
approximately 30 minutes with a 18V6Ah fullly charged battery and 60 minutes with two
batteries.
Note: LED lamp flushes and buzzer starts before the battery cartridge runs out in case that
dead battery was not replaced or operated with only one battery. After that motor
stops and LED lamp is turned off. Buzzer changes and it stops in 30 seconds. After
motor stop, close the low and high side valves of the manifold although vacuum level is
maintained by solenoid valve close.
WARNING

The pump becomes hot during operation and immediately after stopping.
Do not touch the pump while it is hot. Doing so may result in burns or other accidents.
⑩ When the vacuum level reachs the specified degree (refer to the manual provided by the air
conditioner manufacturer), close the low and high side valves of the manifold.
⑪ Turn off the pump.
⑫ Leave them for 5 minutes or more. If the pressure of the manifold does not rise, there is no
leak.
Leave for more than
5 minutes
Check preussure gauge
does not rise

Manifold

Low
side valve
Close

High
side valve
Close

Vacuum pump

System

⑬ After operation, remove the batteries from the pump and put battery covers onto them.
Note: Do not put the pump horizontally and upside down in trasportation, operation, storage.
Oil leaks from oiling . exhasust cap.
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Operation（evacuation work）
① Connect the pump, manifold and outdoor unit with hoses.

Note: When the outdoor unit service port size is 1/4", use the supplied different diameter adapter.
Manifold

Battery R
LED Lamp R
Gas ballast
valve

LED Lamp L
Battery L

Low
side valve
Close

High
side valve
Close
Service port
High pressure side
hose red

hose yellow

Service port
Low pressure side

Intake

hose blue

Vacuum pump

②
③
④
⑤
⑥
⑦

⑧

System

Check that the low and high side valves of the manifold are closed.
Install two battery cartridge to the pump. (Refer to P8 for installation.)
Open the gas ballast valve.
Turn the pump on. The LED lamp L (red) lights up and the motor starts.
Note: The motor may not start under cold temperature.(under 5oC)
In these cases, bring the pump to an indoor and allow it to warm up.
Open the low and high side valves of the manifold.
Close the gas ballast valve in 5 - 10 minutes.
Note: The pump intakes air to the inside and it prevents moisutre and uncondensable gas
from melting into the oil by an operation opening gas ballast vavle. An Operation
opening gas ballast valve does not reach vacuum.
LED lamp flushes and buzzer starts before battery cartridge L runs out.
When battery cartridge L ran out, LED lamp is turned off and buzzer stops, and power source
switches to battery cartridge R.Replace the battery cartridge L with a spare battery cartridge.
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CORDLESS VACUUM PUMP
OPERATION
The pump does not contain oil when newly purchased.
Refer to "Adding oil" and add oil.
WARNING

Operating the pump in the condition without oil added will damage the pump.
In addition, the oil tank will become hot and may result in burns or other accidents.

Adding Oil
① Remove the oil fill/exhaust cap and add the
supplied oil via the filler port.
Note: Always use genuine oil to
maintain pump performance
② Add oil until the oil level is between the upper
and lower level lines of the sight glass.
Oil capacity is approximately 300ml.
Note: The oil level is important.
Operating the pump under the condition
with oil level not between the upper and
lower level lines may result malfunction.

		
		

Oil fill/exhaust cap

Level line

Sight glass
Oil tank

Checking Performance
①

②
③
④
⑤

Connect the low side valve of the manifold and
the intake port of the pump with a charging
hose.
Optional accessory, valve L with vacuum gauge
can measure vacuum level more accurately.
Close the low side valve of the manifold.
Open the intake shut-off valve.
Open the inlet valve.
Turn the pump on. If the pressure of
the manifold indicates a vacuum of
-0.09 to -0.1 MPa within 30 seconds,
the pump is operating properly.

⑥ Turn the pump off.

Manifold

Intake

Low
side valve
Close

Charge Hose
Vacuum pump

Installing Or Removing Battery Cartridge
WARNING

Install a battery cartridge fully until the red indicator is hidden. If not, it may
accidentally fall out from the pump, and cause injury to you or people around you.
① To remove the battery cartridge, slide it from the
pump while sliding the button on the upper part of
the cartridge.

Red part
Button

1

② Install a battery cartridge along with the groove on
the pump all the way to the end.
In case red part, upper part of button is seen the
battery is not locked completely.
Install the battery securely to the end until red part
is hidden.

2
Battery
cartridge

Integrated L. E. D. Battery Charge Level Indicator
A battery which has「B」at the end of model name has integrated L. E. D. battery charge level
indicator.
Once push check button, it indicates battery charge level for seconds.
: Lighting

: Flushing

Indicator

: No light

Charge level
75%

Indicator

50%

25%

75%

50%

Charge level

Indicator

Need charging

100%

25%

0%

Abnormal
condition on
battery

Check button

CAUTION
◆ Battery charge level on the indicator may vary from actual charge level depending
on usage and temperature.
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CORDLESS VACUUM PUMP
OPERATION BATTERY CARTRIDGE AND CHARGER
Battery Protection System
The pump is equipped with a battery protection system.
This system automatically cuts off power to the motor
to extend battery life. The pump will automatically stop
during operation if the pump and/or battery are placed
under one of the following conditions.

★marking

■ Battery cartridge with a star marking
◦ The pump is operated in a manner that causes it to
draw an abnormally high current. In this situation,
turn the pump off and stop the application that
caused the pump to become overloaded. Then turn
the pump on to restart.
◦ Motor will stop automatically if a battery cartridge
gets high temperature. Motor keeps stopping even
turn on the switch. In this situation, stop using the battery cartridge and remove it and cool
down or charge it.
◦ The remaining battery capacity is too low and the tool will not operate. In this situation,
remove and recharge the battery cartridge.
■ Battery cartridge without a star marking
◦ The pump is operated in a manner that causes it to draw an abnormally high current. In
this situation, turn the pump off and stop the application that caused the pump to become
overloaded. Then turn the pump on to restart.
◦ If the remaining battery capacity is too low and the pump will not operate. In this situation,
remove and recharge the battery cartridge.
■ Battery cartridge
◦ When a pump is shipped, sometimes battery protection system works due to a battery
cartridge is not charged fully. (A pump may work if turn on switch.) Before use a tool,
charge a battery cartridge correctly with charger.
◦ When not in use, put a battery cover on battery cartridge. It protects a battery cartridge
from water and dust.

Charging Battery Cartridge
◦ Refer to the instruction manual of the charger.
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Specification
Item
Cordless vacuum pump 4CFM-BN
Code No.
VP400
Pump
Two stage rotary pump
Free air displacement
113 L/min
Ultimate vacuum
3Pa abs. (23micron)

Pump speed
Motor
Oil capacity
Intake
Weight

3,100min-1
DC18V (Lithium battery)
300ml
5/16” & 3/8" flare male
8.1kg (with two batteries)

■ Symbols
The following show the symbols used for the equipment.
Be sure to understand their meanings before use.
Warning: hot surface!
Do not touch around this symbol.
Touching the surface may cause burns or injuries.
Only for EU countries
Do not dispose of electric equipment or battery pack together with household waste
material!
In observance of the European Directives, on Waste Electric and Electronic Equipment
and Batteries and Accumulators and Waste Batteries and Accumulators and their
implementation in accordance with national laws, electric equipment and batteries and
battery pack(s) that have reached the end of their life must be collected separately and
returned to an environmentally compatible recycling facility.

Standard Accessories
Item
Vacuum pump oil 300ml
Adapter for different diameter
5/16” (femaie) × 1/4” (male)
Instruction manual

○

IM0512

○

Y06110K

Model
4CFM-BL
○

VP0083

Code No.

Optional Accessories
Item
Vacuum pump oil 0.5L
Vacuum pump oil 1.0L
Vacuum pump oil 4.0L
Ball valve L with vacuum gauge
5/16”charging hose with ball valve

Code No.
VP3205
VP3210
VP3240
VP085
AI154

－
－
－
－
－
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CORDLESS VACUUM PUMP
COMPONENTS OF THE MACHINE
Main Parts
4CFM-B
Battery protector
Battery cartridge
Wiring cover

LED lamp

Handle
Gas ballast valve
Oiling / exhaust cap

Sight glass

Power switch
Battery holder

Motor
Oil drain plug
Oil tank

Base

Adapter for different diameter
5/16"(female)×1/4"(male)

Solenoid valve
Intake port 3/8"
Intake port 5/16"

5

WARNING
◆ Do not throw a used battery cartirdge away as general garbage.
Battery cartridge will short in garbage car and it may lead to fire and smoke.
◆ Do not throw a battery cartridge in fire and heat.
It may lead to fire and explosion.
◆ Do not drive a nail into a battery cartridge and shock, disassemble and alter a battery cartridge.
It may lead to generation of heat, fire and explosion.
◆ Do not store the pump and battery cartridge in locations where the temperature may
reach or exceed 50oC (122oF).
◆ The pump is stored in indoor ambient temperature 5 C~40 C.
o

o

CAUTION
◆ Do not let visitors touch the pump.
The pump should be used by a person who reads through the instruction manual and understands
it completely.
◆ Do not use the pump for purposes other than the original intent.
This pump is designed to evacuate refrigeration and air conditioning equpment and recovery
cylinders. Doing so may result in accidents.
◆ Do not use the pump when the result is unpredictable.
◆ Do not overload the pump.
It will lead to mechanical failure or accident.
◆ Keep your work bench and area tidy and well lit.
Bad working conditions invite accidents.
◆ Do not operate the pump when you cannot concentrate on your work due to fatigue,

drinking, medication and so on.
◆ When not in use, the pump should be stored in dry and high or locked-up place – out

of reach of children.
◆ Use only the accessories or attachments given in this manual and our catalogs.
Otherwise it will lead to accident or mechanical failure.
◆ If you have dropped or hit the pump accidentally, carefully check for damage, crack
or deformation.
◆ Always check for deformation, corrosion and so on in each part of the pump.
◆ Immediately stop the pump if something is wrong with the pump (unusual smell,
vibration, sound) and refer to“ MAINTENANCE & INSPECTION”.
Do not disassemble the pump without reason and ask for repairs.
Contact our authorized distributors for repairs.
◆ For safety precautions of the charger, refer to its instruction manual.
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CORDLESS VACUUM PUMP
WARNING
◆ Under severe conditions, liquid may be ejected from the cartridge; avoid contact with
the ejected liquid.
In the unlikely event, the liquid gets into an eye, flush an eye with water well imediately,.and seek
medical help. Ejected liquid may cause inflammation or burns.
◆ Do not use a shoulder belt in case the metal fittings of the shoulder belt and/or the
installation parts of the unit gets cracked, damaged or deformed.
Using under above condition may cause an accident and/or injury by a fall.
◆ Do not use a shoulder belt and the installation parts of the unit other than originaly
inteded purpose, such as fall prevention, hanging on a crane, dragging, wall-hanging.
◆ Do not use a shoulder belt other than optional ginuine accessory.
Use a shoulder belt confirming it is installed securely.
Otherwise the unit may fall down and it may cause an accdient.
◆ Hold the handle of the unit firmly when carry the unit with a shoulder belt.
Otherwise the unit may be hit or caught and it may cause an accident.
◆ Remove the shoulder belt when operate the unit.
Otherwise it may cause an injury as tirp over the shoulder belt.
◆ Do not disassemble, repair and alter a pump, a battery cartridge.

It may lead to generation of heat and abnormal working, and may lead to injury.
◆ Ask for repairs, if something is wrong such as body is abnormally hot.
◆ Do not alter a pump as this is adapted for relevant safety standard.

Other safety cautions
Check the damage on a pump
◆ Before operation, check damage on a battery cartridge and other parts.
Check if pump works correctly and perfome prescribed function.
If something is wrong, do not use a pump and ask for repairs.
◆ Stop operation immediately when a pump works not correctly or gets damage.
Operation under abnormal condition may lead to smoke, fire, electric shock and injury.
(Example)
・Smell burnt.
・Feel electricity.
◆ In case something is wrong such as a pump does not start by turning on
switch,remove a battery cartridge immediately, ask for repairs.
◆ Use only the accessories or attachments given in this manual and our catalogs.
Otherwise it will lead to accident or mechanical failure.
◆ Do not use a battery cartridge which operating time has become exessively shorter.
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CAUTION IN USE
◦ Basic cautions to use the pump safely are listed in this section.
◦ The detailed cautions in operation are described in each chapter.
WARNING
◆ Only qualified persons are allowed to disassemble the pump.
◆ Do not modify the pump.
It may lead to mechanical failure or accident.
◆ Do not put a finger or a stock to the turning part of motor.
It may lead to accident or injury.
◆ Do not touch the pump part during or soon after operation.
The pump part becomes hot and it may lead to burn injury.
◆ Wear protective glasses and gloves during operation.
◆ Avoid contact with refrigerant, blindness and injuries may result to operator.
◆ Do not operate the pump in rain or with wet hands.
Operation in rain or with wet hands may lead to electric shock.
◆ Do not use the pump in an area where gasoline, thinner or any other combustible
gas may exist.
It may lead to explosion or fire as the pump has sparks in starting or during operation.
◆ When unattended, blackout or servicing, switch off and remove the battery.
The pump will start suddenly and it may lead to accident.
◆ The pump should be used in a well-ventilated area especially in a small space.
Otherwise an accidental lack of oxygen or poisoning may happen.
◆ Use or store the pump on a horizontal position.
The oil may leak and it may lead to accident.
◆ Be careful about oil leakage. Make sure no vacuum pump oil leaks.
Failure to do so may result in fire.
◆ Recharge only with the charger specified by the manufacturer.
Inappropriate charge may create a risk of fire, heat, explosion, liquid leakage.
◆ Use the pump only with specifically designated battery cartrdiges.
Use of any other battery cartridge may create a risk of injury and fire.
◆ When battery cartridge is not in use, keep it away from other metal objects.
Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
Always put battery cover on battery cartridge after removed it from tool or charger.

2
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CORDLESS VACUUM PUMP
SAFETY PRECAUTIONS
Thank you for choosing our Cordless Vacuum Pump.
◦ This instruction manual must be retained by the user of this pump.
◦ Read this instruction manual carefully and completely before use and thoroughly
understand the usage, capacity, cautions and maintenance for correct operation.
◦ Handle the pump properly to make full use of its functions for safe work.
◦ After reading the instructions, save this manual so that you can read it when necessary.
◦ Use the pump for the intended application only. It will do a better job and be safer at the rate for which it
was designed.
◦ Upon receiving the pump, check the following.
・Check that the pump is built conforming to the specifications stated in your order.
・Check the overall pump for any damage or deformation caused in transit due t accidents or other reasons.
・Check that all items and accessories delivered.
In case any discrepancy is found, immediately report the fact to the shop you purchased or our sale office.
(The contents of this manual are subject to change without prior notice.)

CLASSIFICATION OF CAUTIONS
Precautionary signs are classified into the following 2 levels.

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury. CAUTION It may also be used to alert against unsafe practices.

CAUTION

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death
or serious injury.

WARNING

Even though the matter with CAUTION indication, it may lead to serious result in some situation.
Make sure to keep each matter which is for safety.
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AIR CONDITIONING TOOL

CORDLESS VACUUM PUMP 4CFM-B
INSTRUCTION MANUAL

【Read through this manual carefully before using the pump.】

