
開催期間 ： 2021 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

\\17,50017,500  
(税込(税込 ¥19,250¥19,250))

販売価格販売価格

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

* 塗料カップは基本セットです。

圧送式 重力式

L L
C C

JGX-502

183S-210

\\16,50016,500  
(税込(税込 ¥18,150¥18,150))

\\175,000175,000    (税込(税込 ¥192,500¥192,500))

\\45,00045,000  (税込(税込 ¥49,500¥49,500))
\\45,00045,000  (税込(税込 ¥49,500¥49,500))

\\49,00049,000  (税込(税込 ¥53,900¥53,900))
\\49,00049,000  (税込(税込 ¥53,900¥53,900))

\\28,00028,000  (税込(税込 ¥30,800¥30,800)) \\20,50020,500  (税込(税込 ¥22,550¥22,550))

2022021年1年 総力祭 総力祭

\\56,00056,000  
(税込 ¥61,600)(税込 ¥61,600)

10L 圧送タンク
ステンレス仕様

発売記念限定発売記念限定 コンプリートボックス構成品
・ スプレーガン３式
　 DV1-U-000-1.3B+    １台
　 DV1-U-000-1.3C1+    １台
　 DV1-S-1.0-S1    １台

・ 塗料カップ      
　 GFC-501、 GFC-515、 SRI-510              ３個

・ フルイドチップ
　 DV1 ベース用　１．２㎜ ・ １．４㎜            各１個
　 DV1 クリア用　 １．２㎜ ・ １．４㎜            各１個
　 DV1S 用 　　　　１．２㎜    １個

・ エアキャップ
　 DV1 ベース用　B エアキャップ (HVLP)  １個
　 DV1 クリア用　C2+ エアキャップ (HVLP Plus) １個
　 DV1S 用　　　　S2 エアキャップ (HVLP)  １個

・ 手元調整ゲージ　HAV-503-B               ３個

・ ガンマルチホルダー　803616               ２個

・ ガンクリーニングキット    １式
・ フィルター　KGP-5-K5    １個
・ カップガスケット　KGP-13-K5   １個
・ US 塗装ツナギ　"Reusable Coverall" （L サイズ） １着
・ 総力祭特典　帽子＆ワッペン   １式
・ ガンボディレーザー刻印 （ご希望の方のみ）\\280,000280,000

 (税込 (税込 ¥308,000¥308,000))

『特典』 『特典』『特典』

NEWNEW

一般工業用スプレーガン （圧送式・吸上式・重力式）

総力祭特価総力祭特価

\\81,00081,000  
(税込 ¥89,100 )(税込 ¥89,100 )

\\81,00081,000  
(税込 ¥89,100 )(税込 ¥89,100 )

２． 塗料カップ GFC-501

３.　ガンマルチホルダー 803616 ３.　ガンマルチホルダー 803616

2.　ガンマルチホルダー 803616 ２． 塗料カップ GFC-501
１． US 塗装ツナギ （L サイズ） １． US 塗装ツナギ （L サイズ） １． US 塗装ツナギ （L サイズ）

総力祭特価総力祭特価 総力祭特価総力祭特価

『特典』
１． 手元調整ゲージ  HAV-503-B手元調整ゲージ  HAV-503-B
2． GFC-400  
     重力式 400mL カップ専用リッド

特典なし

光触媒用 （ステンレス仕様）光触媒用 （ステンレス仕様）
「ウイルス対策応援特価」「ウイルス対策応援特価」
＊ステンレス製塗料カップ、 ニップル付き

＊マルチリッド付

\\18,00018,000  
(税込(税込 ¥19,800¥19,800))

50台限定

DMG-620-JPDMG-620-JP
エアロドライナミックスエアロドライナミックス
ガンシステムガンシステム

スプレースーツスプレースーツ

\\88,00088,000  
(税込(税込 ¥96,800¥96,800))

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

\\29,00029,000
(税込(税込 ¥31,900¥31,900))

\\95,00095,000  
(税込(税込 ¥104,500 ¥104,500 ))

\\18,00018,000
  (税込(税込 ¥19,800¥19,800))

総力祭特価総力祭特価
総力祭特価総力祭特価

* アルミカップ
150ml 仕様

交換用フィルター
PROAIR-62

『特典』

『特典』
『特典』

GFC-400

＊各寸法、 数量は発注リスト参照

＊発送は 2022 年２月以降

400ml 用リッド

エアフィルター
HAF-507

手元調整ゲージ　手元調整ゲージ　
HAV-503-BHAV-503-B

\\15,00015,000  
(税込(税込 ¥16,500¥16,500))

総力祭特価総力祭特価

吸上式
『特典』
１． 手元調整ゲージ  HAV-503-B手元調整ゲージ  HAV-503-B
２. エアフィルター HAF-507

『特典』
１． ツインホース  10mツインホース  10m
２. タンクライナー　１０枚

コンプコンプリートリート
ボックスボックス

限定限定 10 セット10 セット

BASECOATSMART RepairCLEARCOAT

NEWNEW NEWNEW

フリーダイヤル
デビルビス

NEWNEW

限定限定１５０着分１５０着分

先行予約先行予約

* 樹脂カップ
　568ml 仕様

*アルミカップ
　400ml 仕様

総力祭特価総力祭特価

\\29,00029,000
(税込(税込 ¥31,900¥31,900))

ガンマルチホルダー

803616

『特典』

SOLD OUT

SOLD OUT



\\4,5004,500
(税込 ¥4,950)(税込 ¥4,950)

\\3,1003,100
(税込 ¥3,410)(税込 ¥3,410)

\\4,1004,100
(税込 ¥4,510)(税込 ¥4,510)

\\1,5001,500
(税込 ¥1,650)(税込 ¥1,650)

\\5,6005,600
(税込 ¥6,160)(税込 ¥6,160)

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

アンチスタティックワイプ
（12 枚入）

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）

総力祭特価総力祭特価

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

JGX-502

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

\\66,70066,700  
(税込 ¥73,370)(税込 ¥73,370)

\\66,70066,700  
(税込 ¥73,370)(税込 ¥73,370)

\\45,70045,700  
(税込 ¥50,270)(税込 ¥50,270)

\\20,00020,000  
 (税込 ¥22,000) (税込 ¥22,000)

\\16,50016,500
(税込 ¥18,150)(税込 ¥18,150)

\\26,00026,000  
(税込 ¥28,600)(税込 ¥28,600)

\\21,00021,000  
 (税込 ¥23,100) (税込 ¥23,100)

『特典』『特典』 『特典』

『吸上式特典』
1． 手元調整ゲージ HAV-503-B手元調整ゲージ HAV-503-B
2． エアフィルター　HAF-507

『吸上式特典』
1． 手元調整ゲージ HAV-503-B手元調整ゲージ HAV-503-B
2． エアフィルター　HAF-507

『吸上式特典』
1． 手元調整ゲージ HAV-503-B手元調整ゲージ HAV-503-B
2． エアフィルター　HAF-507

『吸上式特典』
1． 手元調整ゲージ HAV-503-B手元調整ゲージ HAV-503-B
2． エアフィルター　HAF-507

『重力式特典』
1． 手元調整ゲージ HAV-503-B手元調整ゲージ HAV-503-B
2． 400ml 用リッド GFC-400

『重力式特典』
1． 手元調整ゲージ HAV-503-B手元調整ゲージ HAV-503-B
2． 400ml 用リッド GFC-400

『重力式特典』
1． 手元調整ゲージ HAV-503-B手元調整ゲージ HAV-503-B
2． 400ml 用リッド GFC-400

『重力式特典』
1． 手元調整ゲージ HAV-503-B手元調整ゲージ HAV-503-B
2． 400ml 用リッド GFC-400

2021 総力祭　対象機種／発注型式リスト
※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。NEWNEW

DeVILBISS Clean シリーズ　（WIPE）

プライマーコートプライマーコート

手元調整ゲージ　手元調整ゲージ　
HAV-503-BHAV-503-B

手元調整ゲージ　手元調整ゲージ　
HAV-503-BHAV-503-B

手元調整ゲージ　手元調整ゲージ　
HAV-503-BHAV-503-B

ガンマルチホルダー

803616

ガンマルチホルダー

803616

ガンマルチホルダー

803616

総力祭商品リスト 自補修
LUNA2i-R（重力式カップセット　KGL-400-FA-ST）

発注型式 口径 /mm ( ●● ) 総力祭価格

LUNA2i-R-254- ●● -G-K
1.0/1.3/1.5/1.8 ¥21,000

LUNA2i-R-255- ●● -G-K

LUNA2i-R（吸上げ式カップセット　KR-470-2C）

発注型式 口径 /mm ( ●● ) 総力祭価格

LUNA2i-R-254- ●● -S-K
1.3/1.5/1.8 ¥21,000

LUNA2i-R-255- ●● -S-K

LUNA2-R（重力式カップセット　KGL-400-FA-ST）

発注型式 口径 /mm ( ●● ) 総力祭価格

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

¥20,000LUNA2-R-245PLS- ●● -G-K

LUNA2-R-246PLS- ●● -G-K 1.5/1.8

LUNA2-R（吸上げ式カップセット　KR-470-2C）

発注型式 口径 /mm ( ●● ) 総力祭価格

LUNA2-R-244PLS- ●● -S-K
1.3/1.5/1.8

¥20,000LUNA2-R-245PLS- ●● -S-K

LUNA2-R-246PLS- ●● -S-K 1.5/1.8

PROLITE（センター重力式カップセット　GFC-501）

発注型式 口径 /mm ( ●● ) 総力祭価格

PROLITE-GTE10- ●● -C

1.2/1.3/1.4 ¥66,700
PROLITE-GTE20- ●● -C

PROLITE-GTE110- ●● -C

PROLITE-GHV30- ●● -C

GPG（センター重力式カップセット　GFC-501）

発注型式 口径 /mm ( ●● ) 総力祭価格

GPG-GPR10- ●● -C 1.4/1.6/1.8/2.0/2.5 ¥66,700

PROLITE-S（センター重力式カップセット　SRI-510）

発注型式 口径 /mm ( ●● ) 総力祭価格

PROLITE-S-MC1-06-C 0.6

¥45,700PROLITE-S-TE5- ●● -C
0.8/1.0 

PROLITE-S-HV5- ●● -C

JUPITER-R（重力式カップセット　KGL-400-FA-ST）

発注型式 口径 /mm ( ●● ) 総力祭価格

JUP-RJ1- ●● -GLFJ
1.0/1.1/1.2/1.3/1.4/1.5/1.8 ¥26,000

JUP-RJ2- ●● -GLFJ

JUPTER-R（吸上げ式カップセット　KR-470-2C）

発注型式 口径 /mm ( ●● ) 総力祭価格

JUP-RJ1- ●● -S-K
1.3/1.4/1.5/1.8 ¥26,000

JUP-RJ2- ●● -S-K

JGX-502（重力式カップセット　KG-400C-FA）

発注型式 口径 /mm ( ●● ) 総力祭価格

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

¥16,500
JGX-502-143- ●● G-MR-K FX(1.1)/FF(1.4)/EX(1.8)

JGX-502-120-2.0G-MR-K 2.0 

JGX-502-125-2.5G-MR-K 2.5

JGX-502（吸上げ式カップセット　KR-470-1C）

発注型式 口径 /mm ( ●● ) 総力祭価格

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

¥16,500JGX-502-120-2.0S-MR-K 2.0 

JGX-502-125-2.5S-MR-K 2.5

DV1（Base）（センター重力式カップセット　GFC-501）

発注型式 口径 /mm ( ●● ) 総力祭価格

DV1-U-000- ●● -B
0.9/1.0/1.1/1.2/1.3/1.4/1.5 ¥81,000

DV1-U-000- ●● -B+

DV1（Clear）（センター重力式カップセット　GFC-501）

発注型式 口径 /mm ( ●● ) 総力祭価格

DV1-U-000- ●● -C1+
1.0/1.1/1.2/1.3/1.4 ¥81,000

DV1-U-000- ●● -C2+

DV1-S  Smart/Spot Repair（センター重力式カップセット　SRI-510）

発注型式 エアキャップ 口径 /mm 総力祭価格

704532 S1 1.0+1.2
¥56,000

704533 S2 1.0+1.2

総力祭商品リスト スペシャル商品
DEMI2（重力式カップセット　KGL-150-FA-DEMI-ST）

発注型式 口径 /mm( ●● ) 総力祭価格

DEMI2-DL6-0.5-SL-150FA 0.5
¥18,000

DEMI2-DL8- ●● -SL-150FA 0.8/1.1

光触媒専用　LUNA2i-R( 重力式カップセット　KG-400C-FA）

発注型式 口径 /mm ( ●● ) 総力祭価格

LUNA2i-R-254-0.5-G-K 0.5
¥18,000

LUNA2i-R-254-0.8-G-K 0.8

NEPTUNE-CG（重力式カップセット GFC-440-K）

発注型式 口径 /mm ( ●● ) 総力祭価格

NEP-110B- ●● KV 1.2/1.3/1.4 ¥29,000

NEPTUNE-CG（重力式カップセット GFC-501）

発注型式 口径 /mm ( ●● ) 総力祭価格

NEP-110B- ●● KFV 1.2/1.3/1.4 ¥29,000

JUPITER-PRO（重力式カップセット KGL-400FA-JPRO）

発注型式 口径 /mm ( ●● ) 総力祭価格

JUPPRO-510PLS- ●● -G-K
1.2/1.3/1.4 ¥29,000

JUPPRO-505- ●● -G-K

もれなく特典もれなく特典

『進呈対象商品』

WIPE 以外の総力祭対象製品

デビルビス特製グッズ

帽子
(フリーサイズ）

ワッペン
(5 x 6cm)

ワッペン

総力祭商品リスト 工業用
APOLLO-eco( 圧送式）

発注型式 口径 /mm ( ●● ) 総力祭価格

APOLLO-C-704- ●● -P

FX(1.1)/FF(1.4)/EX(1.8)
¥45,000

APOLLO-C-705- ●● -P

APOLLO-C-765- ●● -P

APOLLO-C-777- ●● -P

APOLLO-C-797- ●● -P

APOLLO-C-64-D-P D（2.2)

APOLLO-L-805- ●● -P
GD(0.8)/DFX(1.1)/FXD(1.1)/DFW(1.6)

¥49,000
APOLLO-L-807- ●● -P

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

APOLLO-L-807MT2- ●● -P

NEPTUNE-P( 圧送式）

発注型式 口径 /mm ( ●● ) 総力祭価格

NEPTUNE-C-777- ●● PT

1.1/1.4/1.6

¥45,000
NEPTUNE-C-797- ●● PT

NEPTUNE-L-805MT2- ●● PT
¥49,000

NEPTUNE-L-807MT2- ●● PT

JUPUTER-K( 圧送式）

発注型式 口径 /mm ( ●● ) 総力祭価格

JUPITER-K-P1- ●● -P

FX(1.1)/FF(1.4) ¥28,000JUPITER-K-P2- ●● -P

JUPITER-K-P3- ●● -P

LUNA2-K（圧送式）

発注型式 口径 /mm ( ●● ) 総力祭価格

LUNA2-K-PL1- ●● -P

GY(0.8)/FX(1.1)/FF(1.4) ¥20,500LUNA2-K-PL2- ●● -P

LUNA2-K-PL3- ●● -P

JGX-502( 圧送式）

発注型式 口径 /mm ( ●● ) 総力祭価格

JGX-502-165- ●● -P FX(1.1)/FF(1.4) ¥17,500

JJ-K( 圧送式）

発注型式 口径 /mm ( ●● ) 総力祭価格

JJ-K-305MT- ●● -P
0/8/1.0/1.3

¥16,500JJ-K-307MT- ●● -P

JJ-K-365- ●● -P 0/8/1.0/1.3/1.5

JJ-K（重力式カップセット　KG-400C-FA）

発注型式 口径 /mm ( ●● ) 総力祭価格

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

¥16,500
JJ-K-303-1.0-G-K 1.0 

JJ-K-304- ●● -G-K 1.3/1.5/1.8

JJ-K-343- ●● -G-K 1.0/1.3/1.5/1.8

JJ-K（吸上げ式カップセット　KR-470-2C）

発注型式 口径 /mm ( ●● ) 総力祭価格

JJ-K-303-1.0-S-K 1.0 

¥16,500JJ-K-304- ●● -S-K
1.3/1.5/1.8

JJ-K-343- ●● -S-K

総力祭商品リスト スペシャル商品
その他製品

発注型式 仕様 総力祭価格

DV1-3GUN-KIT コンプリートボックス ¥280,000

PROAIR-2-3KF プロエアー（フィルター 2連仕様） ¥95,000

DMG-620-JP 日本製エアカプラ仕様 ¥88,000

183S-210 圧送タンク 10L（ステンレス仕様） \175,000

　先行予約 150 着限定　DEVILBISS スプレースーツ

発注型式 仕様 総力祭価格

DSS-S S サイズ　 対象身長　160 ㎝           限定 10 枚

¥15,000
DSS-M M サイズ　 対象身長　160 ㎝～ 170 ㎝   限定 40 枚

DSS-L L サイズ　 対象身長　170 ㎝～ 180 ㎝   限定 80 枚

DSS-XL XL サイズ　 対象身長　180 ㎝～ 190 ㎝  限定 20 枚

　DeVILBISS Clean シリーズ (WIPE)

発注型式 仕様 総力祭価格

D803046 デワイプ（50 枚入） ¥3,100

D803048-K デワイプケースセット ¥4,100

TCK-121-K12 ドライタックワイプ　12 枚入 ¥1,500

D803553-K12 アンチスタティックワイパー　12 枚入 ¥4,500

DC-101 ペイントプレップワイプ（300 枚入） ¥5,600

表示価格：税抜 表示価格：税抜

表示価格：税抜表示価格：税抜


