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100％自然素材

接点復活剤型の燃焼効率改善商品

ベクトルα
鉛バッテリーのプラスとマイナス端子に適量塗るだけの簡単施工

排ガス・パワー・燃費・その他も改善

「こども達の今と未来の為に」
「地球の明日の為に出来る事を」
「快適な自動車生活」
「自然素材だけで出来ること」
「経済と科学技術の発展と環境破壊の矛盾を解消していく」       
　を同時に楽しく平和を願い叶える為の商品です。

株式会社ベクトル 2019年10月15日
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「ベクトルα」とは①
「ベクトルα(アルファ)」 とは、環境と人体動植物の事
を考えて１００％自然素材のみで創った

「接点復活剤型の燃焼効率改善商品」です。

ベクトルα(アルファ)

人体に全く影響が無く地面にこぼれても環境
に悪影響を及ぼしません。

人の口に入れても問題ないほど優しい素材で
できています。※液状の商品です。

■原材料・・・魚介類・海藻類・ヒノキチオール・RO水・その他

そのままでも腐敗せず、環境・人体・動植物・自動車等への悪影響はありません。
※防腐剤等科学合成品無添加



Vektor inc.

「ベクトルα」とは②
自動車などの内燃機関の鉛バッ
テリーのプラスとマイナスの端
子と接続している金属部分
（ターミナル）全体に適量を塗
ると接点の微細な隙間を埋めて
電気の流れを良くする事で、燃
焼効率を改善し、排ガスとパ
ワー、そして燃費も改善してい
けるようになる商品です。

鉛バッテリーのプラスとマイナス端子とターミナルの
金属部分に万遍無く塗ります。

●注意点
※プラス端子とマイナス端子の間をベクトルα（液体）が
繫がらないようにしてください。
※プラス端子とマイナス端子など電気が通っている金属部
分に絶対に触らないでください。
※必ず安全な場所でエンジンを切ってから施工してくださ
い。
※エンジン停止後暫くはエンジンルーム内の至るところが
高温になっているので火傷や怪我に注意してください。
※施工時に発生した怪我やお車の故障や破損等には一切の
責任を負えませんので十分に注意してください。
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「ベクトルα」燃費改善の原理

燃焼効率が改善するとパワーが増すので、同じ加速・速度を出す
のに施工前と比べてアクセルの踏み込み量が減らせます。よって
その差の分 『燃費を改善する事が出来る』 ようになるのです。

例えば高速道路を時速80キロで走行した場合には、下図のアクセル
踏み込み量の差が安定して続くので燃費改善もしやすいです。

この差の分が燃費を改善できます！！
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が見込まれます！

ベクトルα（アルファ）
コストカット期待値は

v

燃料費削減　約22％以上
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ベクトルαをバッテリー端子に塗ると効果が出る原理

ベクトルαは接点復活剤の働きをして車体全体の電気の流れを良くします。
　自動車などの内燃機関の鉛バッテリーのプラスとマイナスの端子と接続している金属
部分（ターミナル）全体に適量を塗ると接点の微細な隙間を埋めて電気の流れを良くし
ます。
　ガソリン車の場合はプラグから出るスパークを強く出来るので爆発力を高めて燃焼効
率を改善出来ます。そしてガソリン車でもディーゼル車でも車体全体の静電気をより効
率良くバッテリーに戻して帯電量を減らす事でシリンダー（燃焼室）内壁に吸い寄せら
れていた爆発前の混合気の密度を理想に近づける事で燃焼効率を改善します。
　排ガスが綺麗になり同じ量の燃料でもパワーが増します。すると同じ加速と速度を出
すのにアクセルの踏込み量が減らせられるので『燃費も改善出来るようになります』

基本的に効果は遅効性で現れます。
　燃焼の変化と、これまでに堆積していたカーボンスラッジ等の未完全燃焼物がまた機
会を与えられて燃えて落ちる為にECU（エンジンコントロールユニット）が空燃比を最
適になるよう調節するのに時間を要します。その為、燃費を改善できるだけのパワー
アップと燃料量の調整が取れるまでに乗用車でおよそ1,000ｋｍ、トラックで5,000～
10,000ｋｍ走るまで効果が現れない事があります。
一度効果が現れた後2回目の施工からは効果がほぼすぐに現れるようになります。
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それでは、御社の場合どれくらいの
コストカットが見込まれるのか

シュミレーションしてみましょう。
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コストカットシュミレーション １.（長距離トラック）

の削減!!

ベクトルα効力＝1施工/12,000km

0

500,000

1,000,000
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4,500,000

5,000,000

5,500,000

A.改善前 B.改善後

1年間の燃料代比較
【月間/15,000 km　x 12ヵ月分】

台　数

　    走行距離

燃　費

燃料単価

バッテリー

削 減 率

ベクトルα消費

    1台

180,000㎞

3.3㎞/L 

99円

2個

22％

5セット
走行距離（km) (L)

180,000    ÷     
燃費(km/L)

3.3     ＝  　 54,545
(L) 燃料単価(円/L)         燃料費(円)

54,545   ×     99      ＝  5,400,000
   燃料費(円) 削減率(％)         削減費(円)

 5,400,000    ×      22    　＝  1,188,000
削減費(円)   販売価格(5セット) 顧客純利益(円)

1,188,000 －    240,000  ＝   948,000

～～～～～～～～～～～～

4,000,000

3,500,000

（燃料費）

年間 約   ９４８,０００ 円

月間約   ７９,０００ 円
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「ベクトルα」のちから

①４ｔ車78km走行実験

使用前

使用後

②大型車102km走行実験

第三者に協力だけではなく、自社の大型車を
用いて走行実験を行った結果です。

5.57km/L

6.50km/L

使用前

使用後

3.00km/L

5.10km/L

約16.7% UP!!
低燃費性能

約70.0% UP!!
低燃費性能
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燃費向上の注意点

●基本使用量
各端子とターミナル金属部分に
・バイク 0.6mlづつ 合計1.2ml
・普通車 1.5mlづつ 合計3ml
・トラック（バッテリー2個） 1.5mlづつ 合計6ml

• お車の状態：定期点検、法定整備がなされて正常な状態なのかどうか。
• 走行条件：アクセルの調整、積載量、コース、時間帯、ドライバーさんの違い。
• 気象条件 などの状況で燃費改善率は変化致します。

※冷暗所および直射日光を避けて
保管下さい。

・ 空気圧とバッテリー液を適正に保って下さい。

・ エアクリーナーを定期的に交換して下さい。

・ 3ヶ月点検、6ヶ月点検を行って下さい。

＊ドライバー点検シートをご利用して下さい。
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年 月 日 

～ドライバーの皆様へ～ 

□１．前回の 3ヵ月点検は、 年 月 日でした。 

□２．空気圧は、適正に保たれておりましたか。

ｋ  ｋ 

ｋ  ｋ   ｋ ｋ 

ｋ ｋ   ｋ ｋ 

□３．バッテリー液は、適正に保たれておりましたか。

□４．バッテリーの上部は、きれいにふき取って頂きましたか。

□５．エアクリーナーは、清掃して頂きましたか。

□６．アイドリングは、ストップして頂いておりますか。

□７．急発進、急ブレーキはしておりませんか。

□８．車間距離は、空けて頂いておりますか。

□９．過積載はしておりませんか。

□10.アクセルは、必要以上に、踏み過ぎておりませんか。

私どもは、「こども達の今と未来の為に」「地球の明日の為に出来る事を」考えて、
地球温暖化対策に協力して行きます。 
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コストカットの効果はいかがでしたでしょうか。

ベクトルαの販売価格は
６本１セット・・・４８,０００円(税別）
でのご提供となります。長期的視野で、
大きなコストカットを是非、目指して下さい。

まずは、ベクトルαをお持ち致しますの
で、驚きの結果を体感して見て下さい。

＊燃費計が搭載のお車に関しては、施工後に数値をリセットされてご乗車ください。
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お問い合わせ先

株式会社ベクトル 佐賀配送センター
佐賀県三養基郡上峰町大字堤字一本松2918番地1
TEL :(0952)20-2300  FAX：(0952)20-2301
URL  https://www.vektor-ltd.jp Mail：info@vektor-ltd.jp
営業時間 9：00 ～ 18：00
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ベクトルα Ｑ＆Ａ

製品基礎
Q. 一般に販売されている燃費商品などとは何が違うのですか？
A. 一般的に耐久品か消耗品に分かれ、耐久品の場合は低放射性物質を使用し

ているものが多く、よって効果に永続性があり、オイルや燃料添加剤タ
イプの消耗品はケミカル剤が多く、効果はあっても有害である場合があり
ます。
ベクトルαは100％自然素材の為に消耗品ですが無害で施工時も安心です。

Q. 一度適量を施工するとどれくらいの期間効果が持続しますか？
A. そのお車の基本的メンテナンスがなされている事を前提とすると、乗用車

の場合はおよそ5,000kmが目安となります。
トラックの場合はバッテリーが2個で端子が４つなので施工する絶対量が
多い為、およそ10,000キロが目安となります。

Q. リチウムイオンバッテリーにも使えますか？
A. 過去にスマートフォンのリチウムイオンバッテリーの機能回復から向上ま

でのデータが取れて特許を出願していました。使い方と使用量によっては
使用出来ますが、正式にリチウムイオンバッテリー用に商品化はしていま
せんので、リチウムイオンバッテリーに使われて何か問題が生じた場合に
一切の責任を負えません。

Q. においや色が変わったり沈殿物が出て来たのですが効果はありますか？
A. はい、効果はあります。１００％自然素材の為に置いてある場所の温度な

ど諸々の環境で常に変化しますが効果に差異はありません。沈殿物がある
場合は良く振って溶かしてから使用してください。
色は大きく分けると、白っぽい、黄色っぽい、赤っぽい、茶色っぽいに分
かれます。
においは甘酸っぱい、すっぱい、魚介っぽい、海藻っぽい、檜っぽい、金
属っぽい（海藻類に含まれるミネラル）などがあります。

Q. 使用期限はありますか？
A. 下記保管条件内で１年です。

Q. 保管場所・陳列場所
A. 屋外でも室内でも常温で直射日光は避けてください。

容器の蓋はしっかりと閉めて温度は１５℃～３０℃以内で保管してく
ださい。
冷暗所は避けてください。冷蔵・冷凍保存は不可です。

Q. 100％自然素材なので無害とありますが、飲んでも大丈夫ですか？

A. 食料品ではありませんので絶対に飲まないでくださ
い。施工中に肌に付いたり吸ってしまうくらいは問題ありません。

ただし、魚介類、海藻類、檜とヒバの樹液などにアレルギーが有る方
は注意が必要です。気になる方は施工時に手袋やマスクをして肌に触
れないようにしてください。

A. ありません。理由は、成分分析をしただけでは同じものがつくれない
いので特許を取得する必要が無いからです。

Q. 原材料は何ですか？

Q. 特許はありますか？

A. 海藻類、魚介類、檜やヒバの樹液と水、その他です。防腐剤など、化
学物質は一切使用していません。
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ベクトルα・バッテリー端子に塗るだけの燃焼効率改善商品 Ｑ＆Ａ

施工後に多い質問
Q. すぐに効果が出ないのはなぜ？
A. ベクトルαによる燃焼の変化と、これまでに堆積していたカーボンスラ

ッジ等の未完全燃焼物がまた機会を与えられて燃えて落ちる為にECU
(エンジンコントロールユニット）が空燃比を最適になるよう調節する
のに時間を要するからです。

Q. すぐに効果が出た車があります。これは何故ですか？
A. エンジンやマフラー内にほとんどカーボンスラッジなどが無い場合と総

走行距離が８万km未満の車は早く効果が出やすいです。

Q. 遅効性とのことですが、具体的にどれくらいの時間を要しますか？
A. 例外はもちろんありますが、総走行距離が８万kmを超えている車はほ

ぼ遅効性です。乗用車の場合はおよそ1,000km走る迄に効果が出てくる
場合は多いです。トラックは5,000～10,000kmくらいが目安です。

Q. すぐに効果が出たのにすぐに効果が切れてしまった。
A. エンジン内部に溜まっていたカーボンスラッジ等が後から落ちて来た場

合このようになります。しかしその後もそのまま暫く乗っているとカー
ボンスラッジ等が落ちてまた効果が出て来ます。注意点は、また効果が
出て来る迄にベクトルα自体の効果が無くなってしまうとそのまま効果無
しです。ベクトルα施工からの走行距離を確認してください。

Q. 5,000kmまで効果がもちませんでした。

A. 5,000kmは多くの普通車での数字です。効果が持続しなかった場合に
考えられる事を挙げると、オイル交換時期をだいぶ超えていてエンジン
パワーが落ちてしまった、タイヤの空気圧が減ってしまっていた等基本
的なメンテナンスによる場合が大半ですのでご確認ください。
それ以外の場合、レースのように飛ばす車だと2,000～3,000kmくらい
で効果が切れる車が多いです。これはそれだけ多くの静電気を発生させ
る為です。

Q. パワーアップは感じますが燃費が変わりません。もしくは落ちました。

A. これはとても多い質問なのですが、ベクトルαは『燃費を良く出来るよ
うになる』ものです。
つまり原理の説明の通り同じ燃料量で出せるパワーが増した分、同じ
加速・速度を出すのにアクセルの踏み込み量が減らせられるのでその
差の分が燃費改善出来ます。
パワーアップを体感している方は吹け上がりが良くなったり加速が増
しているのでついつい気持ち良く無意識にアクセルを踏んでしまって
います。施工前よりもアクセルを踏んでしまっていると更に加速は良
いですが燃費は当然落ちます。
パワーアップをしたら、パワー（加速・速度）を取るか燃費を取るか
はそのドライバーさん自身になります。
施工前と同じ加速・速度を出すところを探してアクセルを踏むと燃費
改善が出来ます。

Q. 遅効性を理解して、メンテナンスもしていますが全く効果が出ません。

A. 例外はあります。これまでに乗用車で1,000km超えてようやく効果が
出て来た事例もあります。トラックでは１日平均500km毎日走行して
いたものが１週間3,000km以上走行してから効果が現れてその後3ヶ
月効果が持続したという例もあります。
こういう事例もありますのでもう少し乗って見て頂くか、排ガスの変
化が起きているようでしたら基本使用量では足りなかった車の可能性
があるので少しベクトルαを追加してみてください。

前提条件
・オイル交換等の基本的なメンテナンスがなされていること。
・壊れていない車であること。
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○ディーゼルエンジン

環境と人体動植物のことを考えて１００％自然素材のみで作った「接点復活剤型の燃料効率改善商品」で

す。自動車などの内燃機関の鉛バッテリーのプラスとマイナスの端子と接続している露出した金属部分

（ターミナル）全体に適量を塗ることで、接点の微細な隙間を埋めて電気の流れを良くします。もう一つ

作用があります。各原子はそれぞれ固有の振動数を持っています。ベクトル α は様々な材料の持つ振動

数の集合体で、それらの振動数が施工した端子とターミナルの金属を振動させる事により、ザルに乗せた

だけの砂は途中で止まるところを振る事で落とせる、つまり電気の流れを効率良くします。その結果、エ

ンジンや車体全体に帯電している静電気をより効率的にバッテリーに戻す助けをする事で静電気の特性

であるモノとモノを引き付ける力を減少させてエンジンの動きを円滑にし、更にシリンダー(燃焼室)周り

の静電気を常に減少させる事でシリンダー内壁に吸い寄せられていた燃料と空気を減らす事で理想的な

燃焼状態に近づけ燃焼効率を改善し排ガスとパワーそして燃費も改善していけるようになります。 
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○ガソリンエンジンやＬＰＧなどのガスエンジン

自動車などの内燃機関の鉛バッテリーのプラスとマイナスの端子と接続している露出した金属部分（ター

ミナル）全体に適量を塗ることで、接点の微細な隙間を埋めて電気の流れを良くします。もう一つ作用が

あります。各原子はそれぞれ固有の振動数を持っています。ベクトル α は様々な材料の持つ振動数の集

合体で、それらの振動数が施工した端子とターミナルの金属を振動させる事により、例えるならザルに乗

せただけの砂は途中で止まるところを振る事で落とせる、つまり電気の流れを効率良くします。その結果、

エンジンや車体全体に帯電している静電気をより効率的にバッテリーに戻す助けをする事で、静電気の特

性であるモノとモノを引き付ける力を減少させてエンジンの動きを円滑にし、更にシリンダー(燃焼室)周

りの静電気を常に減少させる事でシリンダー内壁に吸い寄せられていた燃料と空気を減らす事で理想的

な燃焼状態に近づけ、そしてプラグで点火をするガソリンエンジンやＬＰＧなどのガスエンジンではスパ 

ークを強化して燃焼効率を改善し、排ガスとパワー、そして燃費も改善していけるようになります。 
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