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■ ご注文は下記の要領でお願い致します：／ For your ordering reference :

 ■ 仕様 ／ Specifications

 ■ 関連機器&アクセサリー ／ Accessories

LUNA2 - K  -  PL1  -  FX  -  P

■ 測定条件 / Conditions  ● 吹付け距離 / Spray distance  ＝ 200mm  ● 塗料粘度 / Viscosity ＝ 20sec(IHS) / *13sec(IHS)  ● チップ口径 / Tip size=FX(1.1)

エアキャップ
Air cap No.

霧化方式
Atomization

ノズル口径
Tip size 
( Ф mm)

塗料供給
Type

パターン幅
Pattern 
range 
(mm)

エア消費量
Air

consumption
(ℓ /min)

手元圧力
Air inlet 
(MPa)

吐出量
Delivery 

(mℓ /min)

ガン重量
Weight 

(g)

エア入口
Air inlet

塗料入口
Fluid 
inlet

用途・他
Applications / Others

PL1
LVMP FX（1.1）

FF（1.4） P : 圧送式

170
205 0.20 200

265 G 1/4 G 1/4

木工、プラスチック
金属一般用

Wood, Plastic & Metal 
finishing

PL2
220

PL3 標準
Conventional 240 0.29 300

Conventional / LVMP
小型汎用スプレーガン

Compact-Size Spray Gun
Space Gun のスピリッツを受け継ぎ LVMP 霧化方式、さらにユーザーフレンドリーな「使い勝手最高」を 
具現化したボディ設計。握った瞬間、フィッティング・バランス・重量感の良さが堪能できるガンです。
The characteristics of LVMP atomization for high transfer efficiency, and user friendliness in passed on 
to achieve best usability and satisfaction. Once in use, you will be satisfied with its ideal weight balance , 
comfortability, and user-friendly features.

特　長 Features
鋳造マグネシウムボディは耐久性に優れており
265g と軽量で操作性に優れています。
フッ素樹脂コーティングされたガンボディは塗料
付着が少なく、洗浄性に優れています。
人間工学に基づいてデザインされたグリップの
フィット感は最高です。
新設計のエアバルブシートはエア漏れ防止機能が
強化され、耐久性を向上しました。
デビルビス独自のソフトシート付フルイドチップを
採用し、圧送式ガンの悩みの先端塗料漏れをほと
んど解消しました。
デビルビスが開発した LVMP （中圧・低エア量）
方式。高微粒子化と高塗着効率を実現。
また標準型の霧化方式もあります。

The Magnesium die casting gun body is durable and 
ultra light weight, which gives you easy handling and 
user friendliness.(265g) 
PTFE coated gun body prevents paint contamination for 
easy maintenance.
Ergonomically designed grip for comfortable handling.
Newly designed air valve seal provides additional 
reinforcement against air leakage along with intensified 
durability.
DeVilbiss’ unique fluid tip with soft seat prevents fluid 
leakage from the tip.
DeVilbiss’ original LVMP fluid tip caps provide high 
transfer efficiency and fine atomization. Conventional 
type is also available.

エアキャップ・塗料ノズル・ガンタイプの選定
Selection of Air cap, Fluid tip and Gun type

ガン型名
Model name

P = Pressure type / 
圧送式

ノズル記号（口径） 
Tip SizeFX : (1.1)/FF(1.4)エアキャップ No. 

Air cap No. : PL1/PL2/PL3

•  DPT-20H ：圧送タンク（20ℓ）
•  HGB-509 ：塗料レギュレータ
•  QDL-4808 ：塗料用クイックジョイント・メス（接液部 SS）
•  HC-4691 ：塗料用クイックジョイント・オス（接液部 SS）
•  DAH-10 ：エアホースセット（10 ｍ）
•  DPH-10-2 ：塗料ホースセット（10 ｍ）
•  SSL-10 ：整備用ガンオイル（60 mℓ）

•  DPT-20H ：Pressure tank (20ℓ )
•  HGB-509 ：Fluid regulator
•  QDL-4808 ： Fluid quick joint connector (female)
•  HC-4691 ：Fluid quick joint connector (male)
•  DAH-10 ： Air hose set (10 m)
•  DPH-10-2 ：Fluid hose set (10 m)
•  SSL-10 ：Spray gun lube (60 mℓ )

※外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ※ For improvement purposes, Design & Specifications may change without prior notice.

LLow
Volume
Medium
Pressure

低エア量
・

中エア圧

必要最小限のエア量と最適のエア圧
力で、最高の微粒化と最大の塗着効
率を実現したのがデビルビスが開発
した LVMP 方式です。

Comparing the existing air spray gun 
or HVLP gun, LVMP gun makes higher 
transfer efficiency and better atomization 
possible with less air consumption.

HIGH TRANSFER
EFFICIENCY

高塗着率 高微粒化 低エア消費量

FINE
ATOMIZATION

LOW AIR
CONSUMPTION

圧送式
Pressure type


