
   Industrial Solutions

高圧ダイアフラムポンプ 

Cobra®

 ■ 高い投資回収率
 ■ 革新的テクノロジー
 ■ 無制限のアプリケーション



Cobra® とは？

WAGNER Cobra®
Cobra® は、最大250 barのエアレスとエアーコート塗装に適
切な高圧ダブルダイアフラムポンプです。 Cobra® はパッキ
ンを備えていない最初の高圧ニューマチックポンプです。
ポンプが完全に密封されているため、材料と外部空気の接触
がなく、ポンプ部での摩擦が生じません（＝最少せん断）。 　
このため、反応性塗料（UV塗料、イソシアネート、アクリル）
や、研磨性の強い材料に対しても完全に対応できます。
Cobra® は、ポンプの脈動が非常に小さく、優れたスプレーパ
ターンとコーティング表面に不可欠の「均一な吐出」を提供し
ます。また、内部容積を最小限に抑え、洗浄時とカラーチェン
ジ時における溶剤の消費量と材料の無駄を大幅に改善する
よう設計されています。

革新的な作動原理
ニューマチックモーターが油圧セクションを40:1の比率で
加圧します。 油圧オイルが2つのダイアフラムを介して吸い
上げられた流体へ圧力を伝達します。 
一方のダイアフラムが吸引する間、もう一方のダイアフラム
が材料を運搬します。
特殊なインレットバルブと頑丈なダイアフラム構造で、ピス
トン／ベローズポンプでは問題があった高ストローク動作
を克服しています。 このため、非常に小さなポンプ容積でも
高い吐出量を実現しています。 

圧力レギュレーター

ニューマチックモーター
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自動エアー冷却構造（特許取得）



Cobra® によるアプリケーション

Cobra® 2K
Cobra® 2K は、ポリエステル（プライマ―、仕上げ材、可使時
間の短い／長いもの）のような反応性の高い 2液性材料に
最適であり、アンティーク風の家具、楽器などのアプリケーシ
ョンに理想的です。

Cobra® 40-10
Cobra® 40-10 は少量作業や頻繁にカラーチェンジをされ
る方に理想的な装置です。木材／家具業界、木工所、建具及
び一般金属業界における1丁から3丁までのアプリケーショ
ンに推奨されます。
また、Cobra® 40-10 は2液混合装置 (FlexControl 、Flex-
Control Plus)の主剤や硬化剤の供給にも理想的です。

Cobra® 40-25
Cobra® 40-25 は複数ガン作業や非常に大きなノズルを使用する
作業のような、5 リットル/分までの高流量アプリケーションに適し
ています。 また、木材塗装ラインあるいは木工、金属、革コーティン
グの重作業アプリケーションにおける自動スプレーシステムへの
供給に優れた能力を発揮します。
Cobra® 40-25 は、高い吐出量が必要とされる2液混合装置の主剤
や硬化剤の供給にも理想的です。



溶剤消費量の節約で
環境にやさしい。

WAGNER Cobra®
革新的テクノロジー
WAGNER Cobra® は市場で唯一の高圧ニューマチックダイ
アフラムポンプです。 そのポンプは最高レベルの信頼性と
パフォーマンスを確保するために設計されました。

小さなポンプ容積と簡単洗浄設計により、洗浄時の溶
剤消費量の大幅な削減

 高い耐久性と低メンテナンスコスト：
長寿命の特殊ダイアフラムとタングステンカーバイド
製インレットバルブ

優れた仕上げ表面：
非常に低い脈動と安定した吐出

凍結の問題なし：
実績のある WAGNER エアーモーター 技術で、最大ストロ
ーク数での動作でも氷の形成リスクを最少化

簡単操作：
一体型リサイクル弁

汎用性：
すべての Cobra® ポンプは水平あるいは垂直のポジション
で作業可能

様々な吸入システムを取り付け可能：
ホッパー、フレキシブルサクションホース、リジッドサクショ
ン

 Cobra® 唯一無二のテクノロジー
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Cobra®で快適な作業を

素早い投資回収
ポンプ部の少ない交換部品と作業時間の節約でコスト削　
減に大きく貢献します：

 ■ 溶剤消費量の削減：ピストンポンプと比較し、洗浄時に　
最大60 % の節約

 ■ 塗料廃棄の削減
 ■ 簡単かつ素早いカラーチェンジ
 ■ 低摩耗＝低メンテナンスコスト

高い耐久性
長寿命のダイアフラムとポンプ部のパッキンレス構造は、
非常に厳しい作業条件下でも優れた耐久性を発揮します。
自動エアー冷却構造により、油圧ステージの温度を一定　
に保ちます。

ダイアフラム技術

Cobra® の先進技術
ポンプ速度

ピストンポンプの推奨ストローク数は30 DS/分ですが、 Cobra® 
は200 DS/分での動作が可能です。 これによりポンプ容積を劇
的に小さくすることができ、優れた吐出を生み出します：

Cobra® 40-10 ピストンポンプ

最大ストローク数 200 DS/分 30 DS/分

ポンプ容積 10 cc/DS 65 cc/DS

最大吐出量 2.0 L/分 2.0 L/分

脈動
通常のピストンポンプやベローズポンプと比較し、小さなポン
プ容積でのダブルダイアフラム技術は、はるかに低い脈動と安
定した吐出を実現します。

 時間

0,4 秒 0,2 秒

30 bar
15 bar

 ピストンポンプ

 Cobra®

圧
力

　　　　　　　　　　　圧力150 bar で、水によるテスト



技術データ

Cobra®
Cobra® 40-10 Cobra® 40-25

ポンプ比率 40 : 1 40 : 1

最大吐出圧 250 bar 250 bar

DSあたりの吐出量 10 cc 25 cc

最大ストローク数 200 DS/分 200 DS/分

最大吐出量 2.0 L/分 5.0 L/分

重量 19 kg 32 kg

Cobra® 40-10
Cobra® 40-10 は少量作業や頻繁にカラーチェンジをされ
る方に理想的な装置です。木材／家具業界、木工所、建具及
び一般金属業界における1丁から3丁までのアプリケーショ
ンに推奨されます。
また、Cobra® 40-10 は2液混合装置 (FlexControl 、Flex-
Control Plus)の主剤や硬化剤の供給にも理想的です。

Cobra® 40-25
Cobra® 40-25 は複数ガン作業や非常に大きなノズルを使
用する作業のような、5 リットル/分までの高流量アプリケー
ションに適しています。 
また、木材塗装ラインあるいは木工、金属、革コーティングの
重作業アプリケーションにおける自動スプレーシステムへの
供給に優れた能力を発揮します。
Cobra® 40-25 は、高い吐出量が必要とされる2液混合装置
の主剤や硬化剤の供給にも理想的です。

最適なCobra®を選択しましょう

アプリケーション範囲 

 ■ 木工業界、家具業界
 ■ 木工所、建具
 ■ 農業、建設、土木
 ■ 金属産業
 ■ 革コーティング

使用可能な材料

 ■ 水性および溶剤系塗料
 ■ ウッドコート 
 ■ 感湿材料、 イソシアネート
 ■ シア―センシティブ（せん断に敏感な材料）
 ■ UV硬化性材料
 ■ 温度反応性材料（アクリルなど）
 ■ ジンクプライマ―
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技術データ

Cobra®
Cobra® 40-10 Cobra® 40-25

ポンプ比率 40 : 1 40 : 1

最大吐出圧 250 bar 250 bar

DSあたりの吐出量 10 cc 25 cc

最大ストローク数 200 DS/分 200 DS/分

最大吐出量 2.0 L/分 5.0 L/分

重量 19 kg 32 kg

Cobra® 2K: 
ポリエステルの混合と
スプレーに理想的
Cobra® 2K は、ポリエステル（プライマ―、仕上げ材、可使時
間の短い／長いもの）のような反応性の高い 2液性材料に　
最適であり、アンティーク風の家具、楽器などのアプリケーシ
ョンに理想的です。 
パッキンレス／摩擦フリー構造により、メンテナンスコストと
溶剤消費量を大幅に削減し、従来のベローズポンプの典型的
な問題を解決します。Cobra® 2K は二本のサクションホース、
リサイクル弁、静的ミキサーを完全装備し、ベースフレーム、
ウォールブラケット、トロリーのいずれかで提供できます。

COBRA® 2Kを使ったポリエステル材の準備

20 L 主剤に対し 2 % の促進剤 (400 cl)
20 L 主剤に対し 2 % の硬化剤 (400 cl)
20 L の主剤

 20 L の主剤
+ 400 cl の硬化剤 (20 L の2 %)
+ 400 cl の促進剤 (20 L の2 %)

10 L 主剤に対し 4 % 
の硬化剤 (400 cl)
10 L の主剤

10 L 主剤に対し 4 % 　　
の促進剤 (400 cl)
10 L の主剤

手動混合時：

20 Lの主剤を2つのコンテナに10 Lずつ 等分し、そ
れぞれの比率の硬化剤と促進剤を投入

技術データ

Cobra® 2K

混合比率 1 : 1

ポンプ比率 40 : 1

最大吐出圧 250 bar

最大吐出量 2.0 L/分

主剤 + 
硬化剤

主剤 + 
促進剤

混合ブロック

COBRA® 2K のメリット

 ■ スプレーする分だけ混合：混合材料は常にフレッシュ 
 ■ 小規模作業から長時間使用まで対応
 ■ パッキンレス構造で摩擦フリー：  メンテナンス回数を
減少

 ■ 簡単洗浄
 ■ 高圧アプリケーション： 優れた塗装表面でゆず肌を　
防止

 ■ エアコート、エアレススプレーに対応：少ない飛散で高
い塗着効率

Cobra® 2K使用時：



実績豊富な製品群
WAGNER のスプレーガンシリーズは、経済的利点と優れた
表面品質を併せ持つ「最適化」を目指し開発されました。
エアレス、エアコート、静電塗装においてハンドガンおよび
自動ガンがラインアップされています。

WAGNER – 2K スペシャリスト
WAGNER は幅広い混合／ドージングシステムを提供しま
す。革新的な TwinControl （ツインコントロール）のほかに、
 FlexControl （フレックスコントロール）は自動カラーチェン
ジ、レシピ保存、周辺機器インターフェースといった追加機
能を備え、低／高圧アプリケーションにおいて非常に正確
な混合品質を実現します。

低圧ダイアフラムポンプ

Zip ポンプ
Cobra®の他に、WAGNER はエアー駆動
型の低圧ダイアフラムポンプを提供して
います。 (Zip シリーズ)

 WAGNER の低圧ダイアフラムポンプは、
高い吐出量と耐久性を必要とする低圧ア
プリケーションに最適です。

www.wagner-group.com

日本ワグナー・スプレーテック株式会社
574-0057　大阪府大東市新田西町2-35
TEL: 072-874-3561
FAX: 072-874-3426

本カタログに記載された外観・仕様は、改善のため予告なく
変更することがありますので、あらかじめご了承ください。


