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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（代表）　FAX. 072-874-3426　www.wagner-group.com

お問い合わせは下記販売店まで：

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。あらかじめご了承ください。

 エアレスアクセサリー
ワグナーエアレスを効率よく使用していただくための
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お問い合わせは下記販売店まで：

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。あらかじめご了承ください。

ワグナーのダウンロードセンタ
を是非ご活用下さい！

• 本カタログを含む主要製品カタログのフリー
ダウンロード

• 取扱説明書、部品価格表のフリーダウンロー
ド  

• 最新製品、動画など

製品名 製品コード

エアコートガン GM 4700 AC 229 6005

エアレスガン ベクタープロ（標準ガン） (01)

エアレスガン FX-10（標準ガン）

224 7051

224 7030

エアレスガン AG 14(J) (高粘度ガン） (02) 224 7014

玉吹きアタッチメント AT-03 (03) 000 0270

圧送ローラーガンセット ERG-8 (04) 223 0405

20L ホッパー (05) 341 266

5L ホッパー (06) 341 265

ポールガン各種 224 71XX

延長ガンキャップ各種  (07) 299 932X

イエローホース各種 (1/4")  (08) 223 02XX

イエローホース各種 (3/8") 223 80XX

HEAチップ各種 (09) 0554 XXX

トレードチップ3 ファインフィニッシュ各種 
(10) 0554XXX

トレードチップ3 各種 (11) 0553XXX

エアレスガンフィルター 各種 (12)
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電動ピストン式エアレスではモーターの回転をクランクを介してピ
ストンに伝達。ピストンを上下往復運動させ、材料を吸い込み加圧
しスプレーします。

一般的なダイアフラムポンプに比べ、特に高粘度材料に対し性能
優位。

モーターはガンを引いた時だけ作動。画期的なメカニズムで、　  
快適な作業と部品の長寿命化。

メンテナンス不要のブラシレスモーターをはじめ、
頑丈で扱いやすい部品を採用。
作業現場の厳しい環境にも耐久性を発揮します。

マイクロプロセッサー制御により、自動的に塗料圧
を測定しモータースピードを調整。

溶剤系トップコートから微弾性フィーラーまで、4モデル
の製品ラインアップで対応。

より効率よく快適に使用していただくための豊富な
エアレスアクセサリー。

ワグナー最新電動ピストン式エアレスは
ハイパワー、高性能。

PS 3 シリーズ
プロフェッショナル用 
電動ピストン式エアレス

ピストン式エアレス
ポンプのイメージ



クラス最軽量(13.6Kg)で、理想的な  
エントリーモデル

小規模塗装のオールマイティーモデル
エアーコート塗装対応

中規模塗装にコンパクト性と高性能を
さらに追求 大規模塗装にクラス最大のパワー

消費電力：900 W
最大使用圧力：20.7 MPa
最大吐出量：フリー( 2.0L/min)
                        12MPa(1.36L/min)
最大使用チップ：0.019" (0.48mm)
寸法 (L x W x H) mm：441 x 324 x 415     

重量：13.6 kg

使用できる材料：ラッカー、ウレタ
ン、フタル酸、溶剤トップコート、水
性トップコート、シーラー、一般錆止
め塗料、その他

消費電力：850 W
最大使用圧力：20.5 MPa
最大吐出量：2.0 L/min
最大使用チップ：0.023" (0.58mm)
寸法 (L x W x H) mm：436 x 369 x 416     

重量：16.5 kg

使用できる材料：ラッカー、ウレタ
ン、フタル酸、溶剤トップコート、水
性トップコート、シーラー、一般錆止
め塗料、塩ゴム系塗料、エアレスフ
ィーラー、その他 

消費電力：1,300 W
最大使用圧力：20.5 MPa
最大吐出量：2.6 L/min
最大使用チップ：0.027" (0.69mm)
寸法 (L x W x H) mm：850 (1,150) x 600 x 580     

重量：36.0 kg

使用できる材料：ラッカー、ウレタン、
フタル酸、溶剤トップコート、水性トッ
プコート、シーラー、一般錆止め塗料、
塩ゴム系塗料、エアレスフィーラー、 
その他 

消費電力：1,500 W
最大使用圧力：20.5 MPa
最大吐出量：3.2 L/min
最大使用チップ：0.031" (0.79mm)
寸法 (L x W x H) mm：630 x 550 x 840 (1,000)     

重量：47.0 kg

使用できる材料：ラッカー、ウレタン、
フタル酸、溶剤トップコート、水性トップ
コート、シーラー、一般錆止め塗料、塩
ゴム系塗料、エアレスフィーラー、微弾
性フィーラー、単層弾性タイル、その他 

PS 3-20 標準セット構成  PS 3-23 標準セット構成  PS 3-29 標準セット構成  PS 3-34 標準セット構成

• 本体（フレキサクション）
• 圧力計
• イエローホース 1/4" x 30m

• エアレスガン
• トレードチップセット 517

・ 潤滑油

• 本体（フレキサクション）
• 圧力計
• イエローホース 1/4" x 30m

• エアレスガン
• トレードチップセット 517

・ 潤滑油

• 本体（フレキサクション）
• イエローホース 1/4" x 30m

• エアレスガン
• トレードチップセット 519

・ 潤滑油

• 本体（ダイレクトサクション）
• イエローホース 1/4" x 30m

• エアレスガン

• トレードチップセット 521
・ 潤滑油

製品コード：2292322 製品コード：2292324 製品コード：2292330 製品コード：2292335

PS 3 シリーズ ラインアップ
ラインアップすべて電源 100 V でオーケー！常に安定したスプレー保証。業界最新技術を搭載した4つの
モデルで小規模塗装から大規模塗装に対応。あなたの塗装ニーズに合わせた最適な一台をお選びくだ　
さい。

PS 3 シリーズ 特長
ワグナーだけの卓越した技術を体験。

 PS 3-34

D.E.S.C

（PS 3-29, PS 3-34 対象）

（PS 3-23, PS 3-29, PS 3-34 対象）

 PS 3-20  PS 3-23  PS 3-29

 クイックリリース
（PS 3-34 対象）

 チルトカート
（PS 3-34 対象）


