
開催期間 ： 2020 年 10 月 1 日 当社出荷～ 12 月末日受注分まで

スプレーガン & アクセサリースプレーガン & アクセサリー

ベースコート クリアコート

\\80,00080,000\\80,00080,000

\\63,00063,000

\\47,00047,000 \\26,40026,400

1台1台\\20,00020,000

\\16,00016,000\\43,00043,000

\\3,4003,400

総力祭特価総力祭特価

総力祭特価総力祭特価

総力祭特価総力祭特価
総力祭特価総力祭特価 総力祭特価総力祭特価

総力祭特価総力祭特価

総力祭特価総力祭特価

表示価格は全て 

税別です。

塗料カップ GFC-501 付塗料カップ GFC-501 付

（総力祭期間中のみ）（総力祭期間中のみ）
塗料カップ GFC-501 付塗料カップ GFC-501 付

（総力祭期間中のみ）（総力祭期間中のみ）

DV1 付属ゲージにロゴ入り

（総力祭期間中のみ）

LUNA2-K （圧送式）

発注型式 口径 ( ●● ) 霧化方式 総力祭特価

LUNA2-K-PL1- ●● -P
GY(0.8)/FX(1.1)/

FF(1.4)

LVMP
¥20,000 -PL2- ●● -P

 -PL3- ●● -P 標準

JUPITER-K （圧送式）

発注型式 口径 ( ●● ) 霧化方式 総力祭特価

JUPITER-K-P1- ●● -P

FX(1.1)/FF(1.4)
LVMP

¥26,400 -P2- ●● -P

 -P3- ●● -P 標準

JGX-502 （圧送式）

発注型式 口径 ( ●● ) 霧化方式 総力祭特価

JGX-502-165- ●● -P FX(1.1)/FF(1.4) 標準 ¥16,000

JJ-K （圧送式）

発注型式 口径 ( ●● ) 霧化方式 総力祭特価

JJ-K-305MT- ●● -P
0.8/1.0/1.3 LVMP

¥16,000 -307MT- ●● -P

 -365- ●● -P 0.8/1.0/1.3/1.5 標準

JJ-K （重力式カップセット :KG-400C-FA）

発注型式 口径 ( ●● ) 霧化方式 総力祭特価

JJ-K-203-0.8-G-K 0.8

標準
¥16,000

 -303-1.0-G-K 1.0

 -304- ●● -G-K 1.3/1.5/1.8

 -343- ●● -G-K 1.0/1.3/1.5/1.8 標準 / 高微粒化

JJ-K （吸上式カップセット :KR-470-2C）

発注型式 口径 ( ●● ) 霧化方式 総力祭特価

JJ-K-303-1.0-S-K 1.0
標準

¥16,000 -304- ●● -S-K 1.3/1.5/1.8

 -343- ●● -S-K 1.3/1.5/1.8 標準 / 高微粒化

APOLLO-L（ 圧送式）

発注型式 口径 ( ●● ) 霧化方式 総力祭特価

APOLLO-L-805- ●● -P GD(0.8)/DFX(1.1)/FXD(1.1)

LVMP ¥47,000
 -807- ●● -P GD(0.8)/DFX(1.1)/FXD(1.1)/DFW(1.6)

 -805MT2- ●● -P FX(1.1)/FF(1.4)/FW(1.6)

 -807MT2- ●● -P FX(1.1)/FF(1.4)/FW(1.6)

APOLLO-C（ 圧送式）

発注型式 口径 ( ●● ) 霧化方式 総力祭特価

APOLLO-C-704- ●● -P FX(1.1)/FF(1.4)/EX(1.8)

標準 ¥43,000

 -705- ●● -P FX(1.1)/FF(1.4)/EX(1.8)

 -765- ●● -P FX(1.1)/FF(1.4)/EX(1.8)

 -777- ●● -P FX(1.1)/FF(1.4)/EX(1.8)

 -797- ●● -P FX(1.1)/FF(1.4)/EX(1.8)

 -64-D-P D(2.2)

LUNA2-K 5 台セット ( 圧送式）

発注型式 口径 ( ●● ) 霧化方式 総力祭特価

LUNA2-K-PL1- ●● -P

GY(0.8)/FX(1.1)/FF(1.4)
LVMP

¥63,000 -PL2- ●● -P

 -PL3- ●● -P 標準

JJ-K 5 台セット（ 圧送式）

発注型式 口径 ( ●● ) 霧化方式 総力祭特価

JJ-K-305MT- ●● -P
0.8/1.0/1.3 LVMP

¥52,500 -307MT- ●● -P

       -365- ●● -P 0.8/1.0/1.3/1.5 標準

JJ-K 5 台セット（ 重力式カップセット :KG-400C-FA）

発注型式 口径 ( ●● ) 霧化方式 総力祭特価

JJ-K-203-0.8-G-K 0.8

標準
¥52,500

 -303-1.0-G-K 1.0

 -304- ●● -G-K 1.3/1.5/1.8

 -343- ●● -G-K 1.0/1.3/1.5/1.8 標準 / 高微粒化

JJ-K 5 台セット （吸上式カップセット :KR-470-2C）

発注型式 口径 ( ●● ) 霧化方式 総力祭特価

JJ-K-303-1.0-S-K 1.0
標準

¥52,500 -304- ●● -S-K 1.3/1.5/1.8

 -343- ●● -S-K 1.3/1.5/1.8 標準 / 高微粒化

5 台まとめて

一般工業用スプレーガン （吸上式・圧送式）

L

C JGX-502

Special （5 台まとめ）

※ Special は 5 台選択いただき、同時にご発注ください。この特価は 5台ごとの設定になります。

【GI 向けガン用リスト】

総力祭特価総力祭特価

\\28,00028,000 \\17,00017,000

2 機種合計 100 台限定

限定数完売後は総力祭特価

\20,000 での販売となります

総力祭特価総力祭特価 総力祭特価総力祭特価 総力祭特価総力祭特価

\\5,5005,500\1\1,500,500\\3,0003,000

アンチスタティックワイプ
（12 枚入）

限定数完売後は総力祭特価

\36,000 での販売となります

デワイプ
（50 枚入）

ドライタックワイプ
（12 枚入）

ペイントプレップワイプ
（300 枚入）

2020 総力祭　対象機種／発注型式一覧  ※ご注文の際は以下の型式でご注文いただきますようお願いします。

500 台限定

総力祭特価総力祭特価

\\28,00028,000
限定数完売後は総力祭特価

\37,000 での販売となります

アルミカップ (400ml)

ゲージは付属しています

総力祭特価総力祭特価

\\4,0004,000

デワイプケースセット
（50 枚入 + 専用ケース )

帯電防止 静電気＆ゴミ除去 低粘着　ゴミ ・ ホコリ除去静電気＆ゴミ除去 水 ・ 油の拭取り

NEWNEW

樹脂カップ (568ml)

ゲージは付属しています アルミカップ (150ml)

DV1 限定特典
DeVILBISS 塗装ツナギと

DV1 ロゴステッカーを
もれなく進呈
（総力祭期間中のみ）

(L サイズ / 標準価格 \10,300)
生地の性質上、 過度な洗濯で 

毛羽立つことがあります。

DV1 ロゴステッカー ( 非売品 )

DV1 付属ゲージにロゴ入り

（総力祭期間中のみ）

総力祭特価総力祭特価

各 200 個限定各 200 個限定WIPEWIPE 各種各種

（標準価格 \6,900)（標準価格 \6,900) （標準価格 \4,000)（標準価格 \4,000) （標準価格 \6,500)（標準価格 \6,500) （標準価格 \2,200)（標準価格 \2,200) （標準価格 \8,000)（標準価格 \8,000)

総力祭特価総力祭特価

(       )(       )1 台あたり
￥12,600

\\52,50052,500
5 台まとめて

(       )(       )1 台あたり
￥10,500

1台1台\\16,00016,000
総力祭特価総力祭特価

1台1台\\16,00016,000
総力祭特価総力祭特価

\\52,50052,500
5 台まとめて

(       )(       )1 台あたり
￥10,500

1台1台\\16,00016,000
総力祭特価総力祭特価

\\52,50052,500
5 台まとめて

(       )(       )1 台あたり
￥10,500

5 台まとめてお得な



LUNA2-PLS( 重力式カップセット ： KGL-400-FA-ST）

発注型式 口径 ( ●● ) 総力祭 超 特価

LUNA2-R-244PLS- ●● -G-K 1.0/1.3/1.5/1.8

¥19,000 245PLS- ●● -G-K 1.0/1.3/1.5/1.8

 246PLS- ●● -G-K 1.5/1.8

LUNA2-PLS( 吸上式カップセット ： KR-470-2C）

発注型式 口径 ( ●● ) 総力祭 超 特価

LUNA2-R-244PLS- ●● -S-K 1.3/1.5/1.8

¥19,000 245PLS- ●● -S-K 1.3/1.5/1.8

 246PLS- ●● -S-K 1.5/1.8

LUNA2i( 重力式カップセット ： KGL-400-FA-ST）

発注型式 口径 ( ●● ) 総力祭 超 特価

LUNA2i-R-254- ●● -G-K 1.0/1.3/1.5/1.8
¥20,000

 255- ●● -G-K 1.0/1.3/1.5/1.8

LUNA2i( 吸上式カップセット ： KR-470-2C）

発注型式 口径 ( ●● ) 総力祭 超 特価

LUNA2i-R-254- ●● -S-K 1.3/1.5/1.8
¥20,000

 255- ●● -S-K 1.3/1.5/1.8

DEMI2( 重力式 150mL カップセット ： KGL-150-FA-DEMI-ST）

発注型式 口径 ( ●● ) 総力祭特価

DEMI2-DL6-0.5-G-150FA 0.5
¥20,000

 -DL8- ●● -G-150FA 0.8/1.1

DEMI2( 重力式 250mL カップセット ： KG-250-FA-DEMI）

発注型式 口径 ( ●● ) 総力祭特価

DEMI2-DL6-0.5-G-250FA 0.5
¥20,000

 -DL8- ●● -G-250FA 0.8/1.1

丸吹専用  DEMI2( 重力式 150mL カップセット ： KGL-150-FA-DEMI-ST）

発注型式 口径 ( ●● ) 総力祭特価

DEMI2-DR1- ●● -G-150FA 0.5/0.8/1.1 ¥20,000

DV1 Base( センター重力式カップセット ： GFC-501）

発注型式 口径 ( ●● ) 総力祭特価

DV1-U-000- ●● -B+ 0.9/1.0/1.1/1.2/1.3/1.4/1.5
¥80,000

DV1-U-000- ●● -B 0.9/1.0/1.1/1.2/1.3/1.4/1.5

DV1 Clear( センター重力式カップセット ： GFC-501）

発注型式 口径 ( ●● ) 総力祭特価

DV1-U-000- ●● -C1+ 1.0/1.1/1.2/1.3/1.4
¥80,000

DV1-U-000- ●● -C2+ 1.0/1.1/1.2/1.3/1.4

PRILT( センター重力式カップセット ： GFC-501）

発注型式 口径 ( ●● ) 総力祭特価

PRILT-GPR10- ●● 1.4/1.6/1.8/2.0/2.5 ¥65,400

PROLT( センター重力式カップセット ： GFC-501）

発注型式 エアキャップ （▲▲） 総力祭特価

PROLT-G ▲▲ -1314-GD TE10/TE20/T110/HV30 ¥65,400

PROGTI( センター重力式カップセット ： GFC-501）

発注型式 エアキャップ （▲▲） 総力祭特価

PROGTI-G ▲▲ -1314-GD TE10/TE20/T110/HV30 ¥65,400

SRIPROL( センター重力式カップセット ： SRI-510）

発注型式 口径 ( ●● ) 総力祭特価

SRIPROL-MC1-06 0.6

¥44,800 -TE5- ●● 0.8/1.0

 -HV5- ●● 1.0

NEPTUNE( センター重力式カップセット ： GFC-440-K）

発注型式 口径 ( ●● ) 総力祭特価

NEPTUNE-110B- ●● -CG-KV 1.2/1.3/1.4 ¥36,000

NEPTUNE( センター重力式カップセット ： GFC-501）

発注型式 口径 ( ●● ) 総力祭特価

NEPTUNE-110B- ●● -CG-KFV 1.2/1.3/1.4 ¥37,000

JUPITER-PRO( 重力式カップセット ： KGL-400-FA-JPRO）

発注型式 口径 ( ●● ) 総力祭特価

JUPITER-PRO-510PLS- ●● -G-K 1.2/1.3/1.4
¥40,000

 -505- ●● -G-K 1.2/1.3/1.4

JUPITER-R( 重力式カップセット ： KGL-400-FA-JT）

発注型式 口径 ( ●● ) 総力祭特価

JUP-RJ1- ●● -GLFJ 1.0/1.1/1.2/1.3/1.4/1.5/1.8
¥25,600

 -RJ2- ●● -GLFJ 1.0/1.1/1.2/1.3/1.4/1.5/1.8

JUPITER-R( 吸上式カップセット ： KR-470-2C）

発注型式 口径 ( ●● ) 総力祭特価

JUP-RJ1- ●● -S-K 1.3/1.4/1.5/1.8
¥25,600

 -RJ2- ●● -S-K 1.3/1.4/1.5/1.8

JGX-502( 重力式カップセット ： KG-400C-FA）

発注型式 口径 ( ●● ) 総力祭特価

JGX-502-103-GYG-MR-K 0.8

¥16,000
 -143- ●● G-MR-K FX(1.1)/FF(1.4)/EX(1.8)

 -120-2.0G-MR-K 2.0

 -125-2.5G-MR-K 2.5

JGX-502( 吸上式カップセット ： KR-470-1C）

発注型式 口径 ( ●● ) 総力祭特価

JGX-502-143- ●● S-MR-K FX(1.1)/FF(1.4)/EX(1.8)

¥16,000 -120-2.0S-MR-K 2.0

 -125-2.5S-MR-K 2.5

Set( 付属商品 )　※商品と同時にご発注ください

セット名 発注型式 付属内容 セット追加価格

A セット HAV-503-B HAV-503-B ¥1,600

B セット CP-KIT-03 HAV-503-B, GFC-400 ¥2,100

C セット CP-KIT-04 HAV-503-B, 803616 ¥3,200

D セット 803616 803616 ¥2,100

ゲージは付属しています ゲージは付属しています ゲージは付属しています

アルミカップ (400ml) 樹脂カップ (568ml)

JGX-502

標準価格
¥5,800

手元圧力調整

ゲージ付きで

(HAV-503-B)

A セット

特別価格

標準価格
¥7,100

マルチリッド （取付 ・ 取

外しが容易な樹脂製の

蓋） とゲージの組合せで

B セット

重力式 400mL
カップ専用

標準価格
¥12,100

ゲージとマルチホルダー

（センターカップガン用で 

２台置けます） の組合せで

C セット

センター
カップガン用

標準価格
¥6,300

マルチホルダー 

（センターカップガン

用で２台置けます）

付きで

D セット

センター
カップガン用

いずれにも

自由選択可
※ 「セット追加価格」 の適用は、 製品のご注文と同時の際に限らせて頂きます。

1 製品に付き 1 セットまでとさせて頂きます。 本紙面に掲載している全ての製品を対象にご注文いただけます。

2020 総力祭　対象機種／発注型式一覧
※ご注文の際は以下の型式でご注文いただきますようお願いします。

Special

【AR 向けカップガン用リスト】

Set

もれなく特典もれなく特典

進呈対象機種 ：

2020 総力祭対象スプレーガン

（WIPE は対象外）

デビルビス特製トートバック

\\65,40065,400

\\36,00036,000

\\20,00020,000

\\25,60025,600 \\16,00016,000

\\19,00019,000 \\20,00020,000 \\20,00020,000

\\37,00037,000 \\40,00040,000

\\65,40065,400 \\44,80044,800 \1,600 \2,100 \2,100\3,200
総力祭特価総力祭特価

総力祭特価総力祭特価

総力祭特価総力祭特価 総力祭特価総力祭特価

総力祭総力祭超超特価特価 総力祭特価総力祭特価 総力祭特価総力祭特価

総力祭特価総力祭特価 総力祭特価総力祭特価

総力祭特価総力祭特価 総力祭特価総力祭特価

プライマーコート

サイズ ： W300 x H210 x D100mm

（色は指定できません） 黒 ナチュラル

(CP-KIT-03) (CP-KIT-04) (803616)

( アルミカップ 150ml) ( ステンレスカップ２50ml)

特別価格 特別価格 特別価格

\\65,40065,400

NEPTUNE-CG 限定 ( 重力式カップセット）

発注型式 塗料カップ 口径 ( ●● ) 総力祭特価

NEP-110B- ●● KV GFC-440-K( アルミ ) 1.2/1.3/1.4
¥28,000

NEP-110B- ●● KFV GFC-501( 樹脂 ) 1.2/1.3/1.4

総力祭特価総力祭特価

DEMI2 限定 ( 重力式カップセット ： KGL-150-FA-DEMI-ST）

発注型式 口径 ( ●● ) 総力祭特価

DEMI2-DL6-0.5-G-SL-150FA 0.5
¥17,000

DEMI2-DL8- ●● -G-SL-150FA 0.8/1.1

WIPE

発注型式 品名 ワイプサイズ (mm) 入り数 総力祭特価

D803046 デワイプ
430 x 280

50 枚 ¥3,000

D803048-K デワイプケースセット 50 枚 \4,000

TCK-121-K12 ドライタックワイプ 380 x 230 12 枚 ¥1,500

D803553-K12 アンチスタティックワイパー 430 x 220 12 枚 ¥3,400

DC-101 ペイントプレップワイプ 333 x 300 300 枚 ¥5,500総力祭総力祭超超特価特価


