
※ ポンプ駆動ユニットはすべてのギヤポンプが取付可能です。
※ 仕様および外観は、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。

本社  〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦1-15-5　 TEL. 045-785-6311
15-5, Fukuura 1-chome, Kanazawa-ku, Yokohama, Japan 〒236-0004 Tel. 045-785-6311
 ランズバーグ事業部 TEL. 045-785-6421 / FAX. 045-785-6517

東　　　   京 TEL 045-785-6421
北関東 (太田) TEL 0276-45-0361
中　部 (豊田) TEL 0565-25-3141
大   　　　阪 TEL 06-4863-1271

西　部 (福岡) TEL092-472-1335
海外営業部 (Overseas Global Business Gr.)
 TEL045-785-6371
広島サービスセンター  TEL082-277-9577

Website     http://www.carlisleft.co.jp/
®Ransburg 

Carlisle Fluid Technologies Ransburg Japan KK 
販売取扱店

©2017 Carlisle Fluid Technologies 18.11-3-3k(17.05)

静電塗装機器総合カタログ

自動静電塗装機器関連

AC ギアポンプ
ランズバーグが誇るギアポンプシリーズは、常に
安定した塗料供給で高品質な塗装を実現します。
塗料の粘度や種類、吐出量に応じ豊富なバリエー
ションを取り揃えています。

 ■ ペイントポンプユニット仕様

 ■ ギアポンプ仕様

 ■ フラッシャブルギアポンプ仕様

フラッシャブルギアポンプ
ギアポンプ・バルブマニーホールドで構成され、
常に安定した塗料を供給し、バイパス、軸洗浄機
能により、より高速な色替え、洗浄が可能です。

ペイントテスター
電気特性値を把握しコントロールするこ
とは、効果的な静電塗装に重要なファク
ターとなります。
塗料の電気抵抗値に加え塗装機の静電電
圧、ワーク表面の導電率やアース接地の
チェックなどを正確にデジタル表示する
コンパクトなペイントテスターです。

⑤ 塗料供給装置 その他

 ■ 標準タイプ
• 一般塗料用
• 耐摩耗性用

 ■ 軸洗タイプ
• 二液塗料用

 ■ ペイントポンプ
• ユニット

 ■ フラッシャブル
タイプ

• 多色色替用

B

A

寸法図

ペイントポンプ取付 : 1～４台 (標準）
駆動モータ : 耐圧防爆型 ACモータ

AC 200V、3相、0.4 kW、4P
ギアポンプ : 0.5 /1.5 /3.0 /4.5

ギアポンプ
吐出量 : 0.5、1.5、3.0 cc/rev
吐出圧力 : 0.5 MPa以下
回転数 : 50～ 360 rpm
塗料粘度 : 30～ 200 cP

モデル名 コード
No.

寸法 重量 吐出量 通常適応吐出量
用途

A ╳ Bmm kg mL/rev mL/min
 ● 標準タイプ
RIF-0.5-02A 514065 49 × 80 1.7 0.5 18～ 180 一般塗料用（標準）
RIF-1.5-02A 514061 55 × 80 1.8 1.5 54～ 540 一般塗料用（標準）
RIF-3.0-02A 514063 65 × 80 2.0 3.0 108～ 1,080 一般塗料用（標準）
RIF-4.5-02A 514064 68 × 80 2.1 4.5 162～ 1,620 一般塗料用（標準）
RIF-0.5-02P --- 49 × 80 1.7 0.5 18～ 180 耐摩耗性用
RIF-1.5-02P --- 55 × 80 1.8 1.5 54～ 540 耐摩耗性用
RIF-3.0-02P --- 65 × 80 2.0 3.0 108～ 1,080 耐摩耗性用
RIF-4.5-02P --- 68 × 80 2.1 4.5 162～ 1,620 耐摩耗性用
● 軸洗タイプ
RIF-0.5K10-02A 514068 55 × 80 1.8 0.5 18～ 180 二液型塗料用
RIF-1.5K10-02A 514066 61 × 80 1.9 1.5 54～ 540 二液型塗料用
RIF-4.5K10-02A 514067 74 × 80 2.2 4.5 162～ 1,620 二液型塗料用
● フラッシャブルタイプ
RIF-1.5-02-FB --- 61 × 80 1.8 1.5 54～ 540 多色対応用
RIF-3.0-02-FB --- 71 × 80 2.0 3.0 108～ 1,080 多色対応用

2方バルブ
最大使用エア圧 : 0.7 MPa
作動エア圧 : 0.5 MPa
寸法 : (L)400 ╳ (W)150× (H)155 mm
重量 : 8.5 kg



2 3

新時代を担う最新塗装技術花・子供たち
そして美しい地球のために

ランズバーグは高品質、省力化、省資源、さらに低公害をも実現す
る「静電塗装」に特化し、活動してきました。静電塗装は、高品質、
省力化、省資源、さらに低公害を実現する塗装技術です。

私達のキーワードは「地球にやさしい塗装」、そして
これを実現するための「地球を見据えた技術開発」。
溶剤・水系とあらゆる塗装システムに対応する総合塗
装機器メーカーとして、私達ランズバーグ・デビルビ
スそしてビンクスは、既存技術のパイオニアとして、
これからも塗装技術の開発に寄与し続けてまいります。

お客様を大切に思う心
これが私たちランズバーグ、そして世界に展開する
“CFT: Carlisle Fluid Technology” グループの基本企
業理念です。
この考えを具体化し、お客様へのサービス向上を目指
す一環として顧客サービスプランを提案しています。

❶ ランズメンテパッケージ
❷ ランズ・ラボご利用パッケージ

静電塗装とは！
アースした被塗装物（プラス極）と負の高電圧を印加された塗装機

（マイナス極）の間で電界を形成、霧化された塗料粒子（マイナス）
が被塗装物に吸い寄せられ塗着するという “静電力” を応用した塗
装技術です。
無駄に飛び散るオーバースプレーが大きく改善され、塗料使用量の
削減（コスト改善）、塗装時間の短縮（作業効率改善）さらには作
業環境改善や自然環境保護に大きく寄与する画期的な塗装方法です。

1. ガン先端でのイオン化状態

2. 塗料粒子に帯電する状況

3. 帯電した塗料粒子が塗着する状況

Customer Caring Spirit

安心と信頼

ランズ・ラボご利用パッケージ
ご利用基準と費用の明確化

ランズメンテパッケージ
性能の維持と安全性の確保

RANS-COSMOS 自動塗装システムの流れ
3D カメラ パソコン ランズコスモス

制御盤
5 軸スーパー

レシプロケータ

塗装された
被塗物被塗物

3D （立体）カメラによる
被塗物形状認識

PC による画像
データの解析処理

基板により最適な
塗装を行うための
塗装データに変換

塗装距離、吹付け角度など
を制御し最適な塗装を実現

立体画像
データ

解析処理
データ

レシプロ
制御信号

RANS-COSMOS 概要

RANS-COSMOS の主要メリット

 ■ 被塗物の形状認識と 3 次元データ処理
塗装ブース入口に設置した 3D （立体）赤外線カメラにより被塗物の大きさや形状を立体画像で認識し、パソコンで数値
データ変換。

 ■ 塗装条件を解析し各種機器を集中制御
数値データは、CPU を搭載した RANS-COSMOS 制御ユニットにより最適な塗装を行うための塗装制御データに解析され、
スーパーレシプロケータや塗装機、塗料供給装置などを制御する塗装データとして出力。

 ■ 前後移動装置を備え、超小型の塗料供給装置も搭載できるスーパーレシプロケータ
塗装距離を一定に保つ前後移動装置をレシプロ左右アームごとに独立して装備され、被塗物の形状を正確にトレースでき
安定した塗装を実現します。
カウンターウェイトと AC サーボモータにより可変ストロークやスムーズで応答性の良いレシプロ動作を実現します。
また超小型の塗料供給装置（CCV/FGP）をレシプロアーム上に設置できるため色替の際など時間短縮や塗料・洗浄シンナー
の無駄が最少に抑えられます。

• 被塗物の形状認識をもとに、塗装距離、吐出量、エア圧力など各種塗装条件が自動制御でき、作業員によるマニュ
アル制御に比べ効率的で人的ミスが排除できます。

• レシプロケータであっても、被塗物形状を完全にトレースするロボットシステムに近い塗装ができ、膜厚の均一化、
補正作業の軽減、塗料使用量の低減など塗装品質の改善と塗装コストの低減に役立ちます。しかもロボットで必須
な事前のティーチング作業といった負担はありません。

• 中抜け形状部分や吊り金具など塗装不要な部分の無駄吹きが軽減でき、塗料セーブのみならず静電塗装の安全確保に
役立ちます。

• 形状認識したデータからその日の物品別塗装個数を把握するなど、生産管理のためのデータに応用できる可能性
があります。
 ■ システム設置例

● ５軸スーパー
レシプロケータ

● ランズコスモス
制御ユニット

● マイクロベル ● ラジェントガン
● 3D 立体画像認識

● 3D( 立体 ) カメラ

自動静電塗装ブース

● 塗料供給装置
CCV & FGP

● PC

被塗物

● 最新自動塗装システム「RANS-COSMOS」の詳細は、ランズバーグ事業部までお問い合わせください。

RANS-COSMOS
世界初の完全自動塗装システム

ますます進化を重ねる全自動塗装システム
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静電自動塗装機ヘッド

ベルシステム

ロボット用ベルシステム

ディスクシステム

ベル型塗装機は、ベルカップの高速回転による極微量で均一な塗料粒子（微粒化特
性の高さ）に特徴があり、美しい塗膜と高い塗着効率を実現しつつ、シェーピング
エアによってパターン調整ができるなど汎用性も兼ね備えております。

回転で霧化するディスクは、最も高い微粒化能力と塗着効率が得られる塗装シス
テムです。同じ被塗物を継続して塗装する生産では圧倒的に優れた塗装を実現し
ます。

 ■ ターボディスク
8 インチ (203 mm)、10 インチ (254 mm) および、12 インチ (305 mm) ディスク
のタイプがあり、最大 15,000 回転のターボモータで優れた微粒化を実現（最大吐出量 
600 mL/min)。
均一で高品質な塗装が 90％以上の高い塗着効率で実現。

 ■ ミニディスク
ディスク口径は 60 mm と小型。最大 60,000 回転で高速回転させ、高粘度塗料でも 
均一で美しい塗装仕上げを実現。

 ■ マイクロベル 4
新開発の長寿命超小型エアベアリング
モータを採用さらに小型軽量化。
一般工業用塗料のほか、ハイブリッド・
メタリック塗料まで高微粒化でき高い塗
着効率と広い汎用性を実現。

 ■ J 4 ターボベル
大口径ベルカップでも最大毎分 3 万回転
で微粒化

 ■ マイティロボベル 21-VP
可変パターンロボベル

 ■ マイティロボベル 21 
-VMB

CCV 付ロボベル

 ■ ターボディスク  ■ ミニディスク

 ■ マイティロボベル 21 
-TWIN

ツインヘッドロボベル

 ■ マイティ非静電型ロボベル 
MRB-21NV

 ■ マイティロボベル 21

ロボット用回転霧化型自動静電塗装機

1. 安全設計　：多重安全検知機能を持つ HV コントローラの採用
2. 小型設計　：超小型エアモータと小型バルブを搭載、色替時の塗料・洗浄液のムダを排除
3. 安定設計　：高速旋回に対応した独自設計のエアモータ、安定した塗装品質を確保

MB4 MB3

 ■ 2K-BELL（二液混合ベル）
小型軽量の二液混合用ベル型塗装機です。
主剤と硬化剤を二重フィードチューブで
同時に供給し、ベルカップ内で直接混合。

特長
• 木工の二液塗装に最適
• シェーピングエアでパターン調整可能
• 小型エアベアリングモータを採用で、 

耐久性、大吐出に対応する微粒化性能

モデル名
マイクロベル 4 マイクロベル 3

J4 ターボベル 2K ベル
MB4 MB3

ベルカップ径 Φ 30 / Φ 40 / Φ 50 / Φ 70 mm Φ 30 / Φ 50 / Φ 70 mm Φ 60 mm Φ 50 mm

ベル最大回転数 60,000 rpm（Φ 30/40/50）
40,000 rpm（Φ 70）

60,000 rpm（Φ 30/50）
40,000 rpm（Φ 70） 30,000 rpm 60,000 rpm

エア消費量

タービンエア 210 L/min 210 L/min 150 L/min 210 L/min
ベアリングエア 50 L/min（0.55 MPa） 50 L/min（0.55 MPa） ------- 50 L/min（0.55 MPa）
シェーピングエア 200 ～ 700 L/min 200 ～ 700 L/min 350L/min 200 ～ 500 L/min
ブレーキ

（回転フィードバック） 100 L/min 100 L/min シールエア ：30 L/min 100 L/min

最大吐出量（推奨） 300 mL/min 300 mL/min 250 mL/min 600 mL/min

カスケード
最大出力電圧 DC － 90 kV DC － 90 kV DC － 90 kV DC － 90 kV
最大出力電流 200 μ A 200 μ A ------- -------

回転検出 光ファイバー 光ファイバー ------- 光ファイバー
適合エアフィルター 0.01 μ m 0.01 μ m ------- 0.01 μ m
寸法（全長） / 重量 558 mm /6.9 kg 557 mm /7.5 kg 270 mm /7.0 kg 542 mm /3.5 kg

モデル名 Mighty21-VP Mighty21 Mighty21-VMB Mighty21-TWIN Mighty21-NV
ベルカップ径 Φ 40 mm Φ 30 /40 /50 /70 mm Φ 30 / Φ 50 mm Φ 50 mm Φ 30 / Φ 50 mm

ベル最大回転数 60,000 rpm 60,000 rpm（Φ 30-50）
40,000 rpm（Φ 70) 60,000 rpm 40,000 rpm 60,000 rpm

エア消費量

タービンエア 210 L/min 210 L/min 210 L/min 210 L/min 210 L/min
ベアリングエア 50 L/min（0.55 MPa） 50 L/min（0.55 MPa） 50 L/min（0.55 MPa） 50 L/min（0.55 MPa） 50 L/min（0.55 MPa）
シェーピングエア 200 ～ 700 L/min 200 ～ 700 L/min 200 ～ 700 L/min 200 ～ 700 L/min 200 ～ 700 L/min
ブレーキ

（回転フィードバック） 約 100 L/min 約 100 L/min 約 100 L/min 約 100 L/min 約 100 L/min

最大吐出量（推奨） 300 m L/min 300 m L/min 300 m L/min 300 m L/min 300 m L/min
高電圧 DC － 60 kV DC － 60 kV DC － 60 kV DC － 60 kV -------
回転検出 光ファイバー 光ファイバー 光ファイバー 光ファイバー 光ファイバー
適合エアフィルター 0.01 μ m 0.01 μ m 0.01 μ m 0.01 μ m 0.01 μ m
寸法（全長） / 重量 約 450 mm /6.0 kg 約 450 mm /6.0 kg 約 450 mm /9.0 kg 460 mm /13.0 kg 230 mm /1.9 kg

モデル名 Mighty21-VP Mighty21
方式 カスケード型 高電圧供給型
高電圧コントローラ / 高電圧発生器 RPI300 C 型
ディスク本体 全長／重量 740 mm/12.0 kg 790 mm/7.0 kg

ディスク
直径 8 ㌅ (203 mm)/10 ㌅ (245 mm)　

/12 ㌅ (305 mm) 60 mm

最大吐出量（推奨） 600 mL/min 600 mL/min

モータ
種類 ターボモータ エアベアリング

ターボモータ
最大回転数 15,000 rpm 60,000 rpm

バルブ
洗浄バルブ ○ ○
塗料 ON/OFF 用バルブ ○ ○
ダンプバルブ オプション オプション

■仕様
■仕様

■仕様

 ※ 仕様および外観は、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。
 ※ 仕様および外観は、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。

 ※ 仕様および外観は、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。
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ガンシステム
塗装条件の設定が容易で汎用性の高い塗装システムです。多品種少量生産やラン
ダム生産に容易に対応でき、その入り込み性の良さを生かし複雑形状の被塗物や
メタリック塗装などに最も適した塗装機器です。

 ■ RA ジェントスプリーム
塗装に直接影響する実効電圧を－ 100kV の超高電
圧を可能に、しかもこれを常に一定に保つ新開発コ
ントローラを採用。さらなる高塗着効率に加え安定
した塗装品質を確保。

 ■ RA ジェントマーク 012
静電塗装電圧は－ 90kV の高電圧、また高電圧発生
部 ( カスケード）は内蔵型で高電圧ケーブルが不要。
しかもカスケードユニットだけを取り外し交換可能
な構造のため安全性の向上とメンテナンス性が容易。

 ■ RA ジェントマーク 2
様々な形状の被塗物に広く対応できるオールマイ
ティなガン塗装機。
ガン先端－ 90kV の高電圧を実現する印加能力と
安全性を両立させたガン型静電塗装機。

 ■ 水系 RA ジェントガン
RA ジェントマーク 2 を母体にして水系塗料に特化
し、高湿度環境下での使用に対応したガン型静電塗
装機。

モデル名 RA ジェントスプリーム RA ジェントマーク 012 RA ジェント Mk-2 水系 RA ジェントガン
方式 カスケード内蔵型 カスケード内蔵型 カスケード内蔵型 カスケード内蔵型
高電圧制御器 RIC-800 RPI300 RPI300 RPI300
ガン本体 　全長／重量 約 520 mm / 4.6 kg 420 mm / 2.8kg 390 mm / 2.4 kg 410 mm / 2.4 kg
最大印加電圧（kV） DC － 5 ～－ 100 kV DC － 30 ～－ 90 kV DC － 30 ～－ 90 kV DC － 30 ～－ 90 kV
最大吐出量（推奨） 300 mL/min 300 mL/min 300 mL/min 300 mL/min

エア消費量
霧化エア 100 ～ 250 L/min 100 ～ 250 L/min 100 ～ 250 L/min 100 ～ 250 L/min
パターンエア 100 ～ 250 L/min 100 ～ 250 L/min 100 ～ 250 L/min 100 ～ 250 L/min

■仕様

■仕様

■仕様■仕様

 ※ 仕様および外観は、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。

 ※ 仕様および外観は、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。  ※ 仕様および外観は、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。

ロボット用ガンシステム
 ■ マイティコンパクトガン

エアスプレーと静電塗装の特徴を組み
合わせた小型エア霧化型静電塗装機。
カスケードを組込み、低電圧ケーブル
採用で安全性を確保。

 ■ スーパーマグナム
小物部品や補正塗装用のコンパクトなロボット用静電塗装ガン。
小型軽量で塗装距離を近づけて塗装ができ、狭い空間の塗装が可能。

 ■ マイティロボガン 21V
エアスプレーと静電塗装の特徴を組み
合わせたエア霧化型静電塗装機。
色替バルブを搭載したコンパクト設計。
カスケードを組込み、低電圧ケーブル
採用で安全性を確保。

 ■ ロボット REA ガン
ワーク形状によっては入り込み性が要
求されます。エアスプレーの入り込み
性と静電効果による高塗着効率を兼ね
備えたロボット用コンパクト自動静電
エアスプレーガン。
耐久性に優れ長時間の使用が可能。

モデル名 マイティコンパクトガン マイティロボットガン 21V ロボット REA ガン スーパーマグナム
方式 カスケード内蔵型 カスケード内蔵型 外部高電圧発生器型 カスケード型
ガン本体 全長 330 mm 500 mm 240 mm 310 mm

重量 1.8 kg 7.2 kg 500 g 500 g
印加電圧 DC － 10 ～－ 60 kV DC － 60 kV DC － 60 kV DC － 40 kV
最大吐出量（推奨） 300 mL/min 300 mL/min 300 mL/min 300 mL/min
エア消費量 霧化エア 100 ～ 250 L/min 100 ～ 250 L/min 100 ～ 250 L/min 100 ～ 250 L/min

パターンエア 100 ～ 250 L/min 100 ～ 250 L/min 100 ～ 250 L/min 100 ～ 250 L/min

水系静電塗装機器

水系静電塗装ならランズバーグ
ランズバーグは環境対応の塗装システムを追求する中で、水系静電塗装こそ 21世紀の塗装をリードするコア技術
と位置づけています。絶縁台方式に始まったその経験と技術は、液滴絶縁方式を経てアクアブロック方式へと進
化しました。質・量とも圧倒的な先進さを極めるランズバーグの水系静電塗装技術「水系静電塗装はランズバーグ」
をさらに一歩進め「水系静電塗装ならランズバーグ」と自他ともに認める卓越した技術集団を目指します。

水系静電塗装
ボルテージブロックシステム

直接静電塗装機器 間接静電塗装機器

高い開発技術力と長年蓄えた塗装技術無しでは不可能
な “水系静電塗装システム ”を世界に先駆け実現した
ランズバーグより、さらに進化した新しいボルテージ
ブロックシステム “ アクアブロック－ 3” が誕生しまし
た。従来に比べ流量安定性・供給能力・色替時間短縮
そして使い勝手改善など、あらゆる面において進化を
遂げアクアブロック－ 3に凝縮しました。

水系静電塗装に不可欠な高電圧ブロック装置「AquaBlock-3」は、
塗料入口のある “供給ブロック” 塗料出口のある “排出ブロック”
およびその二つの間で交互に接続される二つの “リザーバーブ
ロック A/B” の合計 4 つのブロックで構成され、高電圧が塗装
機から導電性のある塗料ラインを経由して、水系塗料供給源に
戻るのを防いでいます。

供給ブロック

リザーバーA

リザーバー B

塗料入口

塗料出口
ピストンロッド

排出ブロック

 ■ アクアベル
塗料を絶縁することなく
水系塗料粒子に帯電でき
る間接帯電方式。
長寿命の超小型エアベア
リングモータを採用した
ベル型で、微粒化が良く
高い塗着効率を実現。

 ■ アクアリング
塗料を絶縁することなく
水系塗料粒子に帯電でき
る間接帯電方式。
入り込み性が良く複雑
形状やメタリックの水系
塗装に最適。

 ■ アクアタンク
手軽に水系静電塗装を実現するア
クアタンク。ボルテージブロック
システムがスペースやコストの点
で困難な作業所には、絶縁スタン
ドや周囲防護機材の不要なアクア
タンクが唯一の答えです。

水系塗装静電システム

モデル名 アクアリング アクアベル
型式 AQR200 AQB200
全長 350 mm 430 mm
リング径 φ 180 mm φ 250 mm
重量 4.5 kg 7.0 kg
最大印加電圧 － 60 kV － 60 kV
最大吐出量  ( 推奨 ) 300 mL/min 300 mL/min
装備 T ／ D バルブ内蔵 T ／ D バルブ内蔵
荷電方式 外部電極 1 系統 外部電極 1 系統

エア消費量 霧化エア : 100 ～ 250 L/min
パターンエア : 100 ～ 250 L/min

タービン : 210 L/min
シェービング : 100 ～ 250 L/min

ベアリング : 50 L/min

モデル名 AquaBlock3
エア圧力 標準  0.8 MPa　（増圧弁付属）
エア消費 50 L/min (max)
塗料供給 0.7 MPa (max) / 0.4 MPa (min)
周囲温度 40℃以下
使用電圧 － 90 kV（最大）
寸法 900(W) × 800(H) × 350(D) ｍｍ
重 量 50 kg
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二液混合塗装機器

RansFlow は多液塗料を正確に計量して混合します。
電子計量システムの高い精度と再現性により、安定した塗装品質が得られ高性能と使い易さを実現した二液混合装置
です。

二液塗装は自動車・二輪車部品をはじめ多くの樹脂部品や産業・建設・農業機械の大型部品などの塗装に使用され、
塗装前の主剤 (塗料）と硬化剤の混合で安定した自動計量が求められます。

 ■RansFlow...... メイン制御盤＋ FP-M 型フルイドパネル
連続供給混合方式
• 最大３液まで制御可能です

 ■RansMagic.... メイン制御盤＋ FP-P 型フルイドパネル
パルス供給混合方式

RansFlow RansMagic

■ 6.5 ㌅液晶ディスプレイ
フルカラー・タッチパネル方式
日本語を含む７カ国対応

■ メイン制御盤

流体計量システム
• 電空変換器＆電磁弁内蔵 (RansFlow) / 電磁弁内蔵
(RansMagic) 

• 液晶ディスプレイでのパラメータ設定により、洗浄・
色替が容易

• 塗色数は最大で主剤 10 色・硬化剤 3 色までサポート
• ハンドガンまたは自動塗装機に使用
• 設置が簡単でインターフェース接続が可能
• データ読み出しとアップグレード / バックアップ用
USB メモリー接続が可能

流量計
フィードバック

流量計
フィードバック

流量計 流量計

3方コック 3方コック

スタティックミキサー

非静電ベル

制御信号制御信号 エア信号
電空変換機電空変換機

エア源エア源

硬化剤 硬化剤

チャンネル -1 チャンネル -2

RansFlow RansMagic

MVR
塗料バルブ

MVR
塗料バルブ

硬化剤
バルブ

電気信号
エア信号

主剤
（塗料）

スタティックミキサーギアポンプ

流量計
フィードバック

流量計

3方コック

チャンネル -2

校正ポート

流量計
フィードバック

流量計

3方コック

チャンネル -1

校正ポート校正ポート校正ポート

エア源エア源

主剤
（塗料）

 システムの主な仕様
塗装機仕様 ハンドガン、自動ガン、ロボット
対応塗装機台数 1 台
電源 100 ～ 240 VAC, 50/60 Hz

吐出量 /CH 10 mL/min ～ 2000 mL/min
（塗料と流量計により異なります）

混合比 1：1 ～ 30：1
粘度範囲 30 cP ～ 500 cP
液晶ディスプレイ 6.5 ㌅、フルカラー、640 × 480 画素
I/O アップデート時間 20 m sec ( 毎秒 50 回）
ジョブテーブル ガン毎に 99 ジョブ

 仕様
最大作動エア圧 0.72 MPa
最適作動エア圧 0.52 ～ 0.72 MPa
最大入力塗料圧 1.72 MPa

ポンプ流量
最大 300 mL/min、最小 2 mL/min
あるいは、
最大 600 mL/min、最小 20 mL/min

主剤流量計範囲 40 ～ 1900 mL/min
システム重量 59 ～ 68 kg
システム寸法 (W)562 × (H)1890 × (D)635 mm
混合比 1：1 ～ 100：1
接液部 300 シリーズステンレス鋼、PTFE
外部電源 100 ～ 240 VAC、50/60 Hz、1.4 A

MVR 塗料バルブ

フルイドパネル (FP-M タイプ） フルイドパネル (FP-P タイプ）

スタティック
ミキサー

硬化剤バルブ

流量計 流量計

ロボットベル使用時の 2 液混合クローズドループ塗料制御例

GEMS 
電子塗料混合装置
GEMS システムは 2 液塗料を正確に軽量し
て混合します。

 ■ システムは、7 ㌅タッチスクリーンを
使して簡単にセットアップできます。

 ■  トラブル発生時の対処方法を、ユーザー
に手順を追って具体的に説明します。

 ■  塗料と洗浄シンナーの使用量が管理で
きます。

静電塗装ハンドガン
エア駆動式高性能静電ハンドガン
RansFlexは、ランズバーグの静電塗装技術とデビルビスの霧化技術を融合して開発された
電源不要の最新式ハンドガンです。

• 人間工学に基づくフィット感、握り具合、 
重量バランスそして操作性

• 水系静電塗装（間接帯電－ 45kV / 直接帯電－ 65kV）
• クイックパターン切替（－ 45kV / － 65kV）
• 絶妙な曲面をもつ握りとトリガー形状

ランズフレックス

定評あるデビルビスの
霧化技術を採用した
エアキャップ

45くん 65くん
ヨンゴーくん

RansFlex RX (-45kV)

キューヨンくん
RansFlex RFQ (-45kV)

スイカンくん
RansFlex RXi (-45kV)

スイチョクくん
RansFlex RFXw (-65kV)

ロクゴーくん
RansFlex RFX (-65kV)

キューロクくん
RansFlex RFXQ (-65kV)

クイックパターン切替用

水系間接帯電型 / 直接帯電型

クイックパターン
切替ボタン

平吹きパターン（大）

丸吹きパターン（小）

間接帯電 直接帯電

■仕様

 ※ 仕様および外観は、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。

 ※ 仕様および外観は、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。

モデル名 RansFlex RX RansFlex RFX RansFlex RXi RansFlex RFXw RansFlex RXQ RansFlex RFX
ガン本体重量 600 g 620 g 600 g 620 g 600 g 620 g
ガン本体全長 254 mm 273 mm 254 mm 273 mm 254 mm 273 mm
印加高電圧 － 45 kV － 65 kV － 45 kV － 65 kV － 45 kV － 65 kV
ホース長 10, 15, 20, 30 m ← ← ← ← ←
稼働エア圧力 0.69 MPa (Max) ← ← ← ← ←
稼働塗料圧力 0.69 MPa (Max) ← ← ← ← ←
使用塗料 溶剤塗料 ← 水系塗料 ← 溶剤塗料 ←
稼働電源 不要 ← ← ← ← ←
最大吐出量（推奨） 300 mL/min ← ← ← ← ←
ガン本体色 ライトグレー ← ワインレッド ダークグレー ライトグレー ←

モデル名 VECTOR R70 VECTOR R90 VECTOR AA90
エアスプレー 65 kV エアスプレー 85 kV エアアシストエアレス 85 kV

コントロールユニット Classic / Cascade Classic / Cascade Classic / Cascade
型式 溶剤用

水系用
79504 / 79501

---
79503 / 79500
79520 / 79523

79581 / 79580
---

塗着効率 60 ～ 90 % 60 ～ 90 % 60 ～ 90 %
重量 555 g / 650 g 620 g / 735 g 688 g / 760 g
長さ 244 mm 272 mm 259 mm
先端電圧 － 65 kV － 85 kV － 85 kV
最大吐出量（推奨） 300 mL/min 300 mL/min 1500 mL/min
最大塗料圧力 0.69 MPa 0.69 MPa 19.3 MPa
最大エア圧力 0.69 MPa 0.69 MPa 0.69 MPa
ケーブル長さ 10, 15, 20, 30 m 10, 15, 20, 30 m 10, 15, 20, 30 m

モデル名 REA-21 REA-21R
方式 カスケード型 外部高電圧発生器型
高電圧コントローラ / 高電圧発生器 HD-21 HD-01
ガン本体　 全長 / 重量 247mm / 600g 247mm / 470g
最大印加電圧 － 65 kV － 60 kV
塗料 溶剤系 溶剤系
最大霧化圧力 0.7 MPa 0.7 MPa
塗料圧力 0.4 MPa 0.4 MPa
ガン手元高電圧 ON-OFF スイッチ 〇 ---

グリップからガン先端まで
ユーザー皆様の声に耳を傾け、グリップからガンの先端まで徹底的に
改良を加えたランズバーグの静電ハンドガン「VECTOR シリーズ」。
エアスプレー式にエアアシストエアレス式を加えフルラインアップ。

REA 型ハンドガン
静電塗装機の歴史すなわちランズバーグの歴史と共に歩み続
けた REA ガン。その熟成された塗装性能をそのままに、
さらに軽快な取り回しと疲れのないフィット感を 470g 
(REA-21 は 600g) の超軽量ボディに凝縮した静電ハンドガン
のワールドスタンダードです。

R70

REA-21
（カスケード型）

REA-21R
（外部高電圧発生器型）

R90 AA90
コントロールユニット

Classic

Cascade

HD-21
高電圧コントローラ

HD-01
高電圧発生器
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自動静電塗装機器関連

■ 自動静電塗装ブース

① レシプロケータ
② 制御装置
③ 色替・洗浄装置
④ 高電圧制御装置
⑤ 塗料供給装置

1

2

3
4

5

① レシプロケータ

① 色替え・洗浄装置

④ 高電圧制御装置

② 制御装置

 ■ RAF 型レシプロケータ （ラフォード）

 ■ DER 型レシプロケータ 
（ディスクシステム用）
CER 型同様、駆動制御に AC サーボ
方式を採用したディスクシステム 
専用レシプロケータ。

 ■ TER 型レシプロケータ 
（水平型）
平面塗装用レシプロケータでスト
ローク可変 AC サーボタイプとスト
ローク固定のインバータタイプがあ
ります。両タイプとも最大ストロー
ク長は 1200mm ～ 2400mm まで
5 種類の中から選択可能。

 ■ ランズマックス
効果的な塗装に不可欠な各種制御を集中コント
ロールする多機能制御装置です。
縦横の吹付け、レシプロケータ前後移動による塗
装距離、自動色替、塗装パターンなどタッチパネ
ルを見ながら対話式に操作でき、生産量などの管
理データの表示、出力もおこないます。
(RaFord 固定ストローク／ RaFord 可変ストローク）

 ■ RCS-2 レシプロケータコントローラ
性能 32 ビット CPU を搭載したコントローラです。
サーボモータまたはインバータ駆動レシプロケータ
の移動速度やストローク長のほかに、塗料カット
や吐出量など最大 200 種類の塗装条件が設定でき
る多機能コントローラ。

 ■ RCS-120  レシプロケータコントローラ
最大 8 種類までの塗装条件が設定できる
ベーシックタイプのレシプロケータコント
ローラ。

 ■ RPC-200 ペイントカットコントローラ
固定ストローク型レシプロケータに設置し
た塗装機への塗料供給を、ワーク長に合わ
せ ON/OFF するコントローラ。

 ■ RDC-400 回転コントローラ
ベル回転霧化型塗装機に組込まれたエア
モータの回転数をコントロール。
回転数異常検出・エア圧低下異常検出など
６項目の安全回路機能を有し、異常検出時
には、速やかにタービン出力を遮断するな
ど、塗装機に合わせた適正な感度を設定管
理することで、高い安全性を確保。

 ■ カラーチェンジバルブユニット
ガン、ベル、ディスクなどほとんど
の自動塗装機に使用することができ、
しかも塗装ブース外からの遠隔操作
が可能。
色替えは、非常に短時間で前色と色
混ざりすることがなく、簡単確実操作。

 ■ トリガ・ダンプバルブ
塗装システム内の洗浄を効率良くす
るために、またブース内に無駄な塗料
及び洗浄用溶剤の放出を最小限に押
さえるために使用。

 ■ ミックス・洗浄バルブ
洗浄用溶剤とエアをミックスして塗
料通路を洗浄、ブラッシングするため
溶剤の使用量および洗浄時間を大幅
に短縮。

 ■ クイッククリーナー
スプレーガンの塗料通路や塗料ホース内部を短時間で効果的
に洗浄します。デビルビス独自技術で洗浄用溶剤とエアを
ミックスして塗料通路を洗浄、ブラッシングするため溶剤の
使用量および洗浄時間を大幅に短縮。

 ■ RPI300 高電圧コントローラ
カスケードタイプ静電塗装機の高電圧コントローラ。

 ■ スパークガード SPG-7
設定された電圧・電流値がオーバーロード
した際、高電圧を自動遮断する安全装置。

 ■ RIC-800-HV 高電圧コントローラ
高速・高性能 32 ビット CPU 搭載の高電圧コントローラ。

 ■ AD-01 型 
　  小型高電圧発生装置
自動機用の高電圧電源装置で、
小型で軽量化され、安全機能
も装着。
( ロボット用オート REA ガン用 )

 ■ CER 型レシプロケータ 
 （ランズサーボ）

シンプルな構造で定速安定性に優れたインバータ制御
AC モータ駆動のレシプロケータ。10mm 単位で制御可能
なストローク設定可変タイプと固定タイプがあり、
両タイプとも最大ストローク長は 1500mm ～ 2500mm
までの 5 種類の中から塗装環境に合わせ選択可能。

駆動制御に AC サーボ方式を採用し、より
正確で細かな制御を可能。
ワーク形状に合わせレシプロを任意の位置で
中間停止 (0.5 ～ 4.5 秒、0.5 秒ステップ )
でき、最大ストローク長も豊富に取り揃え
900mm ～ 3000mm まで 8 種類の中から
選択可能。

■仕様

■仕様

■高電圧発生装置仕様

■ RIC-800 仕様

■ RPI300 仕様

モデル名 RAF 型（ラフォード） CER 型（ランズサーボ） DER 型（ディスクシステム用） TER 型（水平型）
対象塗装機 ガン・ベル ガン・ベル ディスク ガン・ベル
耐圧防塵型モータ インバータ AC サーボ AC サーボ AC サーボ インバータ
ストローク 可変

(10 mm 毎 ) 固定 可変 (10 mm 毎 ) 可変 (10 mm 毎 ) 可変
(10 mm 毎 ) 固定

塗装機の移動速度 5 ～ 60 m/min 0 ～ 70 m/min 5 ～ 60 m/min 5 ～ 36 m/min 5 ～ 60 m/min

ストローク長
1500 mm

1800 mm, 2000 mm
2200 mm, 2400 mm

900 mm, 1200 mm
1500 mm, 1800 mm
2100 mm, 2400 mm
2700 mm, 3000 mm

900 mm,1200 mm
1500 mm, 1800 mm
2100 mm, 2400 mm
2700 mm, 3000 mm

1200 mm
1500 mm, 1800 mm
2100 mm, 2400 mm

Z 軸台車 (500 mm) 手動式／エアシリンダ 手動式／エアシリンダ --- ---

モデル名 HD-510 HD-505-W
洗浄液容量 10 L 5 L
エア入口 G 1/4
洗浄液吐出口 G 3/8
最高使用圧力 0.69 MPa

有機溶剤用
エア圧は必要に応じて、レギュレータで減圧してくだ
さい。

 ※ 仕様および外観は、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。

HD-510 HD-505-W

併用

併用

 ■ CII 型高電圧発生器
ガンなどシールド HV ケーブル
用直流高電圧電源装置

（出力 2 系統）

 ■ C 型高電圧発生器
ディスク・ミニベルなどノン
シールド HV ケーブル用直流
高電圧電源装置。

（出力 1 系統）

 ■ アーススイッチ
塗装機への高電圧遮断装置。
ガン用とベル・ディスク用の
2種あり塗装機2台接続可能。

モデル名 Ｃ型 CII 型
出力電圧 0 ～－ 90 kV 0 ～－ 90 kV
対象機種 ベル・ディスク ガン
外形寸法 (W)250 × (H)80 × (D)226 mm (W)250 × (H)80 × (D)226 mm
重量 14 kg 14 kg
その他 アーススイッチ＆

スパークガードと併用 スパークガードと併用

モデル名 AD-01
入力電圧 AC 100V、50/60 Hz
出力電圧 H = DC － 60 kV、 L = DC － 30 kV (H/L 切替）
過電流検知機能 80 ～ 200 μ A （可変）
高電圧 ON/OFF リモートスイッチ
対象機種 ロボット用オート REA ガン
外形寸法 (W)300 × (H)250 × (D)160 mm
重量 7.2 kg

モデル名 RIC-800
出力電圧 － 30 ～－ 90 kV
最大出力電流 300 μ A（溶剤）、1 mA（水系）
制御出力数 溶剤 = 2 系統（独立）、水系 = 1 系統
出力電圧　プリセット数 ４プリセット

安全回路
① 絶対値感度検出 (C L)
② スロープ感度検知（S L)
③ 低電圧ケーブル断線検知（WT）
④ カスケード過電流検知（OC）　　　他全 10 項目

電源
制御部　　DC 24 V/50 VA
高電圧部　DC 24 V/150 VA （溶剤）
 DC 48 V/250 VA （水系）

外形寸法 （W)90 × (H)310 × (D)215 mm
（W80 × H280 × D215 mm、フランジ含まず）

重量 約 2.8 kg

モデル名 RPI300
出力電圧 － 5 ～－ 90 kV
最大出力電流 200 μ A
出力電圧　プリセット数 ４プリセット

安全回路
① 絶対感度検知機能 （CL）
② di/dt 感度検知機能（SL）
③ 低電圧ケーブル断線検知機能（WT）
④ HV トランス過電流検知機能（OC）

電源 AC 100 ～ 240V ± 15 V、50/60 Hz、190 VA
外形寸法 (W)250 × (H)80 × (D)240 mm
重量 約 2.8 kg

 ※ 仕様および外観は、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。


