
カラーチェンジシステム
COLOR CHANGE SYSTEM

前色との色混ざりがなく色替えがスムーズ !!

家電製品、オートバイ部品、自動車部品、鋼製家具および一般塗装のプロダクト塗装生産時の色替えには、
ランズバーグ独自の色替え装置「ランズバーグ・カラーチェンジシステム」をおすすめします。
ランズバーグ・カラーチェンジシステムは、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です。色替えは非常に短時間で前色と色混ざりす
ることなく確実に容易に行えます。またブース内にムダな塗料、洗浄用溶剤の放出を最小限に抑えること
ができ、色替えによるブースの汚れを大幅に抑えます。バルブは例えばオートバイ 1台～数台ごとの色替
えを行い、長時間の使用に耐えられるよう設計・製造されています。またランズバーグ・カラーチェンジ
システムは、各塗装に適した多様なシステムがありますのでご相談ください。

For color change during production of home appliances, motorcycle parts, automobile parts, steel furniture 
or general painting we recommend our custom-designed “Ransburg Color Change System”.
The Ransburg color change system can be used with most automatic painting devices such as the gun, 
bell, disc etc., and it can also be used for remote operation from outside the paint booth.
Color change can be done in a very short time, securely and easily without  mixing of the previous color 
with the present color.
In addition, because wasted paint and flushing solvent discharge inside the booth can be held down to a 
minimum, contamination of the booth by changing colors is substantially reduced.
Valves are designed and manufactured to be very durable in order to withstand long hours of use, for 
example, changing colors between the painting of one or several motorcycles.
Our Ransburg Color Change System has various types of systems suitable for 
different painting systems. Please ask us about your specific needs.

Color change can be done smoothly 
with no mixing of the previous colors
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販売取扱店

色替えチャート例 / Color change example chart

特長 Feature

排液回収

Effluent collection

先端洗浄 /Tip cleaning

急速洗浄 /High speed cleaning
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次色準備／ Next color preparation 4

スペア
Spare

スペア
Spare

エア
Air

洗浄用シンナー
Cleaning thinner

次色塗装／ Next color painting

被塗物

workpiece

workpiece

被塗物
workpiece

被塗物
workpiece

被塗物

前色（A色）供給
Previous color (color A) supply
次色（B 色）供給
Next color (color B) supply
A色 CCVバルブ
A color CCV valve
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色替時間 /Color change time（自動 /Auto）
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•	 前塗色および他塗色と色まじりすることがなく、確実に色替えができます。
•	 色替えが速くできます。
•	 遠隔操作ができます。
•	 生産ラインを停止させないで色替えができます。
•	 色替えの際、ブース内に塗料、溶剤のムダな放出がほとんどありません。
•	 長寿命です。
•	 作業環境が向上できます。
•	 取扱い、メンテナンスが簡単です。

• Color change can be done reliably with no mixing of previous paint 
color or other paint colors.

• Color change can be done very quickly.
• Operation can be controlled remotely.
• Color change can be done without having to stop line production.
• When changing colors, there is almost no wasted discharge of 

paints or solvents within the booth.
• Long operating life.
• Work environment is improved.
• Easy handling and maintenance.

ミックス洗浄バルブを使用することにより、洗浄エア
と洗浄シンナーを別々に供給するだけでなく、混合さ
せた状態でも塗料経路へ供給することが可能です。
Thanks to the the mix cleaning valve, it has been 
made possible to not only supply cleaning air and 
cleaning thinner separately but also supply them in a 
mixed state to the paint path. 

ミックス洗浄バルブ
Mix Cleaning Valve

カラーチェンジバルブ
CCV (Color Change Valve)


