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・ガンボディにマグネシウムを採用、
このサイズでは最軽量

・使い勝手とメンテナンス性向上
 

・Employing Magnesium for Gun Body to 
achieve the lightest mid-size spray gun.

・Further improvement on ease of use and 
maintenance.
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圧送式
Pressure type



● 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-10-3 ：塗料ホースセット（10 ｍ）
● SSL-10 ：整備用ガンオイル  (60 mℓ)
● SN-26-K4 ：カラーリング  （4 色 )

● 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-10-3 ：Fluid hose set (10 m)
● SSL-10 ：Spray gun lube (60 mℓ)
● SN-26-K4 ：Color ID ring kit (4 colors)

■ 仕　様 ／ Specifications
 

モデル名
 

霧化方式 エアキャップ チップ口径 塗料供給 パターン幅 エア消費量 手元圧力 吐出量 ガン重量 エア入口 塗料入口 用途・他

 
Model name Atomization Air cap Fluid tip size Type Pattern Air Air inlet Delivery Weight Air inlet Fluid inlet Applications

      range consumption pressure       
   No. (φ mm)  (mm) (ℓ/min) (MPa) (mℓ/min) (ｇ) 

  
LVMP

 P1 
FX (1.1)

 
P
 250 200 0.20 ～500 348 G 1/4 G 3/8 自動車、一般工業用 

 Jupiter-K  P2  Pressure 300 200 0.20 ～500 348 G 1/4 G 3/8 Automotives &
  Conventional P3 FF (1.4) 圧送式 400 550 0.24 ～500 348 G 1/4 G 3/8 General industries 

■ 関連機器 & アクセサリー／ Accessories

※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。

LVMP & ConventionalLVMP & Conventional
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中型スプレーガン

Mid-Size Spray Gun 
使ってみたいハンドガン NO. 1 として、プロシリーズ「GTi-Pro」のスピリッツを受け継ぎ、ボディ
にマグネシウムを採用することで ECO と軽さを追求したスペースガン「LUNA」＝月と

「APOLLO」＝太陽を高いレベルで融合させて誕生したスプレーガン「Jupiter」＝木星 ( 大い
なる幸福の星 ) とは !!
As the No. 1 handgun professionals will most want to try, the Jupiter gun inherits the spirit 
of the 'GTi-Pro' pro series handgun, and is a fusion of the high level technology found 
on the LUNA and APOLLO space guns, including the environmentally friendly lightweight 
magnesium body. Here are some of its exciting features:

●  Super light magnesium body with PTFE coating. 
●  Body design based on ergonomic engineering. 

(used on the PRO-UK series)
●  LVMP system developed by the DeVilbiss.
●  The fluid tip have won high praise, even in 

test-matches with various paint manufacturer's 
principal paint.

●  Improved ease of use and maintainability.
 ● Self-adjusting needle packing.

(used on the PRO-UK series)
 ● Smooth operating air valve structure.

 ● Adoption of new air valve structure design 
reduces trigger pull 'kick phenomenon' .
(used on the PRO-UK series)

 ● Easy trigger removal and re-installation.
 ● New air cap design reduces contamination buildup.

 ● Easy gun identification with 4 color-coded optional 
snap-rings. (used on the PRO-UK series)

●  DeVilbiss’ unique fluid tip with soft seat for 
preventing from fluid leakage at the tip. 

●  フッ素樹脂 (PTFE) コートした超軽量マグネシウム
ガンボディ 

●  人間工学に基づくボディ設計 (PRO-UK 採用）
●  デビルビスが開発した LVMP 方式
●  塗料ノズルは、複数塗料メーカー主要塗料との

マッチングテストでも高い評価を獲得
●  使い勝手とメンテナンス性向上
 ・ 調整不要のニードルパッキン (PRO-UK 採用 )
 ・滑らかな動きのエアバルブ構造

 ・新設計構造エアバルブ採用によりトリガー引き
始めの“ キック現象 ”の軽減 (PRO-UK 採用 )

 ・トリガー脱着が容易
 ・新設計エアキャップによる汚れ軽減

 ・4 色のスナップリングによるガン識別 ( 別売 )
(PRO-UK 採用）

● デビルビス独自のソフトシート付塗料ノズル
（シール性が格段に向上）

プ ロ が 認 め る 新 設 計 構 造
Newly designed structure recognized by professionals

■ ご注文は下記の要領で／ For your ordering reference :

Jupiter－K－P1－FX－P
チップ口径 / Tip size : FX(1.1) / FF(1.4)
エアキャップ / Air cap : P1 / P2 / P3

(P = Pressure type /  圧送式）

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.

® -K

※  For improvement purposes, Design & Specifications may change without prior notice.

販売取扱店／ For more information, please contact:

圧送式
Pressure type

(        )
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