SaniSpray HP

™

殺菌剤、消毒剤および脱臭剤を素早く塗布する生産性の
高い静電およびエアレススプレーヤー

MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

SaniSpray HP
最も早く、最もフルカバレージ

Graco SaniSpray HP スプレーヤーは市場で最も強力な
エアレスおよび静電スプレー性能を提供します。
均一なカバレージを、少ない労働力で提供するの
は SaniSpray HP だけの特徴です—安全に事業を継続
できます。

エアレスおよび静電テクノロジーの
グローバルリーダー
50 年以上にもわたってエアレスおよび静電を革新し
続けているので、世界中の主要な企業は Graco の実証
済の品質を日常的に利用しています。

1926 年以来提供し続けている米国製の高
品質の製品
100% 工場試験済みで、現場で実証済みの、Graco による業
務仕様スプレー装置は、米国で設計、製造、組み立てが行
われ、世界中のコンポーネントが使用されています。

A+ レベルのカスタマーサービスおよびサ
ポート
当社の製品にはすべて、A+レベルのカスタマーサービスを
提供することをお約束します。いつでもお電話ください

MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

高レベル生産の消毒、殺菌、脱臭の作業に対して
どこでも SaniSpray HP を使用

食品サービス
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輸送

住宅供給と教育

ホスピタリティ

ヘルスケア

競技場と競技施設

SANISPRAY HP だけの特徴：
エアレステクノロジーを
利用して最高のスピード
と生産性をお届け

複雑な形状のオブジェクト全
体を包む最高レベルの静電性
能を提供*

均一なエアレス噴霧化と
カバレージを提供

最高グレードの材質で構築し
最高の寿命を実現

納品時に必要なものすべ
てがそろっているため作
業をすぐに開始可能

従来の方法

不完全なカ
バレージ

SANISPRAY HP による方法

複雑な形状のオブジェ
ク ト で の 30% の カ バ
レージ増加で優れたカ
バレージを提供*

端から端まで
均一なフルカ
バレージ

•
•
•
•

 用可能な中で最速の消毒剤塗布方法
利
化学物質の滞留時間の要件を正確に満たす
高い生産性または霧状ミストスプレー方法
R AC X 低 圧スプレーチップで常に現場の
ニーズを満たす
™

•
•
•

 用可能な最高性能の静電スプレーヤー
利
効果的な化学物質の使用で材料費を削減
二重接地設計により効果的なラップカバレージ
を確保する

*複数のモデルで利用可能
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最高性能の
エアレステクノロジー
少ない材料で10X 速い塗布スピード
エアレス噴霧は現在ある中で最速の塗布方法です—多くの作業を
短時間で完了できるので、人件費の削減につながります。

均一なフルカバレージ

特許取得済みの技術

SANISPRAY HP 優れたカバレージ

優れた材料送り出し

競合他社 限られたカバレージ

特許出願中

SANISPRAY HP 優れた性能

競合他社 限られたパワー

目標表面に
届かない化
学物質が無
駄になって
いる

6+ FT 噴霧距離

6 ft

3 FT 未満の噴霧距離

4 ft

2 ft

0 ft

6 ft

4 ft

2 ft

0 ft

グラコ独自の技術:
調整可能な圧力制
御であらゆるジョ
ブに対応可能
業界最高のピストン
ポンプは最高の噴霧
圧力を提供
特許取得済みの技術

特許取得済みの技術

RAC X LOW PRESSURE
SWITCH TIPS™ は目の粗
い噴霧から細かい噴霧
まで対応可能
特許取得済みの技術
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最高性能の
静電テクノロジー
特許取得済みの技術

3 倍充電のピストンポン
プは他のスプレーよりも
信頼できる充電電力を
提供

30 パーセント高い充電で
優れたカバレージ
特許出願中

優れたカバ
レージを
複雑な形状の
オブジェクトで
大き目の接地バー、正極接触の
手首ストラップやブートスト
ラップによる確かな接地

接地バー

複雑な形状のオブジェクトで優れたカバレージ
1

ラップ性能比較のた
めのスプレーテスト

2

背面のカバレージ
を比較
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優れたラップカバレージは
SANISPRAY HP だけの特徴

✘
SANISPRAY HP 静電
優れたラップ
カバレージ

その他の静電
限られた
カバレージ

違いを体験しましょう！

今すぐご覧
ください
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殺菌ガイド

ジョブに適したスプレーヤー
を選択しましょう

SaniSpray HP 65

SaniSpray HP 130

SaniSpray HP 750

コードレス携帯スプレーヤー

コード付きおよびコードレス
携帯ホッパースプレーヤー

アレススプレーヤー

4-8 ガンカートエ
アレススプレーヤー

低 – 週あたり最高 15
ガロン

低 – 週あたり最高 15
ガロン

中程度 – 週あたり最高 50
ガロン

高 – 週あたり最高 100
ガロン

最高 – 週当たり最高 500
ガロン

低 – 最大 .019 インチ
のチップ /
分あたり 20 fl oz

低 – 最大 .019 インチ
のチップ /
分あたり 20 fl oz

中程度 – 最大 .023 インチ
のチップ /
最大フロー 65 fl oz/分

高 – 最大 .031 インチ
のチップ /
最大フロー 130 fl oz/分

最高 – 最大 .031 インチ
のチップ /
最大フロー 750 fl oz/分

1 ガン

1 ガン

1 ガン

最大 2 ガン

最大 8 ガン

–

–

材料の容量

42 oz Flexliner™ (または)
3 ガロン ProPack

42 oz Flexliner (または)
3 ガロン ProPack

1.5 ガロンホッパー

任意のコンテナーか
らスプレー可能

任意のコンテナーまたは
同梱の 10 ガロンのホッ
パーからスプレー可能

電源

コード付き – 120V
コードレス – 20V DEWALT®
リチウムイオン電池

20V DEWALT リチウ
ムイオン電池

コード付き – 120V
コードレス – 60V DEWALT
FlexVolt® リチウムイオン電池

120V コード付き

240V コード付きまたは
120V コード付き、オプ
ションのアクセサリー付き

材料適合性*

コード付き – N リスト
掲載非アルコール系
(不燃性) 消毒剤材料
コードレス – すべての N
リスト掲載消毒剤材料

非アルコール系
（不燃性）の
N リスト掲載消毒剤材料

すべての N リスト掲載
消毒剤材料

すべての N リスト掲載
消毒剤材料

すべての N リスト掲載
消毒剤材料

ジョブの規模

任意の小規模ジョブ –
テーブル、ドアノブ、
車机など

任意の小規模ジョブ –
テーブル、ドアノブ、
車机など

任意の小規模から中規模
のジョブ – レストラン、
学校、ホテルなど

任意の中規模から大規模
ジョブ – バス車両、車の
ディーラー、アリーナ、
ホテル、学校など

任意の大規模ジョブ –
スポーツ施設、遊園地
動物園など

スプレーヤー

SaniSpray HP 20
コード付きおよびコードレス
携帯スプレーヤー

SaniSpray HP 20
静電

2 ガンカートエ

エアレス
テクノロジー
静電テクノ
ロジー

生産能力
ニーズ

1 つのガンごとに最大 300 ft 1 つのガンごとに最大 300 ft 1 つのガンごとに最大 500 ft

* N リスト掲載消毒剤材料の対応互換性についてはパンフレットの裏表紙をご覧ください。
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あらゆる用途向けのソリューション

ホテル
42 oz FlexLiner ™
（小規模領域）

3 ガロン ProPack ™
（大規模領域）

シングル
客室

共用エリア

玄関
やロビー

フィットネ
スセンター

化粧室

大学のキャンパス

図書館

オフィス
エレベーター
および階段

7

科学ラボ
教室

共用
エリア

スタジアム
視聴覚室

67

ハンドヘルドエアレス殺菌

特許取得済みの技術

特許取得済みの技術

部品番号 25R790

部品番号 25R791

SaniSpray HP 20*

コード付きエアレス携帯スプレーヤー

15
毎週数ガ
ロン未満

SaniSpray HP 20

コードレスエアレス携帯スプレーヤー

15
毎週数ガ
ロン未満

最大毎分最大 20 OZ をスプレー
小規模な作業を高速に完了
•

最高の携帯性が必要なエリアに最適

調整可能なフロー制御
•

 広い範囲で制御できるので固有の殺菌要件に合
幅
わせた噴霧圧力の調節が可能

充填しすぐにスプレーできる 42 oz FLEXLINER バッ
グシステム
•

一回充填すると長い期間スプレーすることが可能

•

どんな方向でも — 逆さまでもスプレー可能

PROCONNECT™ 付き TRIAX エアレスピストンポンプ
逆流洗浄 (RAC®) X LP スイッチチップ
•

 広い RAC X 低圧スプレーチップから、ご使用の
幅
消毒剤の滞留時間や要件を満たす製品を選択

15 インチのスプレーエクステンション
•

さらなるリーチを提供

•

オペレーターが化学物質にさらされるのを回避

ProPack システム

SANISPRAY HP 20 コードレス付属品:
ブラシレス DC モーター
• 火 花が散ることのない操作で利用できる頼り
になるモーターにより、アルコール系 (可燃
性) 化学物質をスプレーすることも可能
(2) DEWALT 20V リチウム
イオン電池と充電器
•

1 回の充電で最大 3 ガ
ロンのスプレーが可能

付属品：
 状スプレーチップ (310)
霧
中程度スプレーチップ (313)
• 粗いスプレーチップ (515)
• 
保管袋および保管プラグ
• 
15 インチのスプレーエクステンション
• (2) DEWALT 20V Max 2.0 Ah リチウムイオン電池と充電器
• 
(5) FlexLiner バッグ
•
•

SaniSpray HP 20 ハンドヘルドスプレーヤーを
柔軟なシステムに変換し、小規模または大規
模な殺菌ジョブに素早く簡単に対処します。

graco.com/SaniSprayHP
で詳細をご確認ください
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*可燃性消毒剤には使用できません

エアレス消毒剤システム

高容量の殺菌システ
ムに業界で最も強力な
エアレステクノロ
ジーを提供
特許取得済みの技術

部品番号 25A255

SaniSpray HP 20 ProPack

™

エアレス消毒剤システム

充填回数を抑えて長時間スプレー
9 倍超の容量で高レベルの携帯性

開け口の広い充填ポート

•

 高で 3 ガロンの材料を保持—1 回の充電で
最
最充填不要で継続的にスプレー

•

最高の携帯性で大規模施設のスプレーに対応

•

漏れやこぼれのない簡単な充填

取り外し可能な吸入フィルター
 頼性の高い作業を約束
信
システムから不純物を取り除く
• 取り外して簡単に洗える
•
•

快適で人間工学に沿ったバックパック

付属品：

•

材料の重さを背中全体に均一に分散

•

 整可能な一日中使用できるストラップで快適
調
かつぴったりとフィット

•

携帯用のキャリーハンドル

軽量設計
•

長時間スプレー時の疲労を軽減

3 ガロン ProPack バックパック
6 ft 材料ホース
• 
霧状スプレーチップ (310)
• 中程度スプレーチップ (313)
• 粗いスプレーチップ (515)
• 
15 インチのスプレーエクステンション
• 
保管袋および保管プラグ
• (2) DEWALT 20V Max 2.0 Ah リチウムイオン
電池と充電器
• 
(5) FlexLiner バッグ
•
•

SANISPRAY HP PROPACK は業界で最も
消毒剤システムを提供

柔軟な

複数の FlexLiners および ProPacks を取り揃えて素早く化学物質を切替、あら
ゆるジョブでのあらゆるタスクを迅速に完了します — クリックして完了です!
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ハンドヘルド 静電 エアレス殺菌

特許出願中

部品番号 25T589

SaniSpray HP 20*

コードレス静電エアレススプレーヤー

15
毎週数ガロ
ン未満

最もパワフルな静電システム
実証済のエアレステクノロジー
Triax™ エアレスピストンポンプ、
ProConnect™付属
• 調整可能なフロー制御
• RAC X 低圧スプレーチップ
•

高効率 DC モーター
充填しすぐにスプレーできる 42 oz の
Flexliner バッグシステム
• DEWALT 20V リチウムイオン電池と充電器
•
•

さらに…
業界で最もパワフルな
静電テクノロジー
均一な静電帯電
•

 バッテリーレベルからで
低
も高レベルからでも信頼で
きる帯電

効率の良い化学物質の使用
•

 電テクノロジーは少ない
静
化学物質で複雑な表面を素
早くフルコートするラップ
性能を提供

実際に役立つ接地
•
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*可燃性消毒剤には使用できません

 重接地設計によりポジ
二
ティブコンタクトと効果的
な操作を保証

静電電源スイッチ
•

 イッチを切り替える
ス
だけで静電電源をオン
特許取得済みの技術

高出力 LED ライト
•

 い場所では照明を使用し
暗
て フルカバレージを確保

付属品：
霧状スプレーチップ (310)
中程度スプレーチップ (313)
• 粗いスプレーチップ (515)
• 手首およびブートの接地用ストラップ
• 保管袋および保管プラグ
• (2) DEWALT 20V Max 2.0 Ah リチウムイオン
電池と充電器
• (5) Flexliner バッグ
•
•

静電エアレス殺菌システム

3 イン 1 静電システムはあらゆる
ジョブに究極の柔軟性と携帯性を提供
特許取得済みの技術

部品番号 20A243

SaniSpray HP 20 静電 ProPack

*

™

特許出願中

3 イン 1 殺菌システム

唯一の 3 イン 1 フルポータブルシステム
フルカバレージの殺菌を3 つの方法で行うことが可能

1

エアレス消毒剤ハンドヘルド

2

静電消毒剤ハンドヘルド

3

•

 高 1000 psi の比類ない噴霧性能により端から端まで一貫
最
したカバレージを提供し 10 倍以上の生産性をお届ける

 ップ性能が 30 パーセント増しているので複雑な形状のオ
ラ
ブジェクトに優れたカバレージが可能
• 2 種類の実際に役立つ接地オプションがあるので一貫した
ラップ性能を確保
• 効果的な化学物質の使用
•

PROPACK 殺菌システム

9 倍超の容量で高レベルの生産性
快適で、人間工学に沿った携帯型上級高生産システム
• 開け口の広い充填ポートなので漏れやこぼれのない簡単な
充填
• 取り外し可能な吸入フィルターが不純物を取り除きクリー
ニングも簡単
• QuickChange™ を ProPack と Flexliner カップの間で使用
•
•

付属品：
3 ガロン ProPack バックパック
6 ft 材料ホース
• 霧状スプレーチップ (310)
• 中程度スプレーチップ (313)
• 粗いスプレーチップ (515)
• 手
 首およびブートの接地用スト
ラップ
• 保管袋および保管プラグ
• (2) DEWALT 20V Max 2.0 Ah リチウ
ムイオン電池と充電器
• (5) Flexliner バッグ
•
•

御社の選択42 OZ FLEXLINER または 3 ガロン PROPACK
*可燃性消毒剤には使用できません
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エアレス殺菌スプレーヤー

あらゆる高い生産性の作業に利用
できるスプレーヤー
SaniSpray HP スプレーヤーの完全ラインは、高生産性をあらゆる作業
で提供できるように設計されています。小さな部屋の場合も、建物全
体の場合も、作業を行うために必要なパフォーマンスを確保できる
SaniSpray HP モデルがあります。

SaniSpray HP 65
携帯ホッパースプレーヤー

50
毎週数ガ
ロン未満

SANISPRAY HP 20 より 3 倍高速
注いですぐ使える 1.5 ガロンホッパー
• ホッパーは、スプレー時間を延長するだけで
なく、自己-完結的携行性を確保
• はねたりこぼれたりするのを蓋が防ぐ

特許取得済みの技術

部品番号 25R792

どこでもスプレーできるようにリーチを拡張
• どこでもスプレーできるように最大 300 ft の
ホースを追加
高効率 DC モーター
• ス パークアレスター付きの DC モーターに
より、アルコール系 (可燃性) 化学物質をス
プレーすることも可能
調整可能な圧力制御
PROXCHANGE 付き PRO-X エアレスピストン
ポンプ
™

™

軽量の SANISPRAY HP ガン
• 清浄化プロセスを高速化し疲労を軽減するた
めに製品を迅速に適用できる
つかんですぐ使える便利な自己完結的システム
• スプレーヤーと材料をまとめて運ぶ—運ぶ際
にはねたりこぼれたりするのを蓋が防ぐ
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逆流洗浄 (RAC) X 低圧 スイッチチップ
• 幅 広い RAC X 低圧スプレーチップから、ご使用の消
毒剤の滞留時間や要件を満たす製品を選択する
15 インチのスプレーエクステンション
• さらなるリーチを提供
• オペレーターが化学物質にさらされるのを回避
付属品：
SaniSpray HP ガン
Blue Max™ II 材料ホース、1/4in x 50 ft
• Blue Max II ホイップホース、1/8 in x 4.5 ft
• 霧状スプレーチップ (310)
• 中程度スプレーチップ (515)
• 粗いスプレーチップ (617)
• スプレーエクステンション、15 in
•
•

今までで最もパワフルで
携帯できる消毒剤
スプレイヤー

特許出願中

部品番号 25T274

50

SaniSpray HP 65 コードレス

毎週数ガ
ロン未満

携帯ホッパースプレーヤー

究極の携帯性を得るためにプラットフォームを革新
コード付き SANISPRAY HP 65 のすべての
性能や機能を備えている

さらに…

キャスターホイールとホース管理システム
• 最大限の携帯性とシンプルなホース管理—作業時に
システム全体を簡単に移動できる
• EZ Adjust ホースクリップで作業時にツール不要でホー
スの長さを調整できる
コンパクトなブラシレス DC モーター
• 軽量で、コンパクトな設計なのでさらに携帯性が向上
• 高性能のブラシレス DC モーターで長時間の作業が
可能

付属品：
SaniSpray HP ガン
Blue Max II 材料ホース、1/4 in x 50 ft
• Blue Max II ホイップホース、1/8 in x 4.5 ft
• 霧状スプレーチップ (310)
• 中程度スプレーチップ (515)
• 粗いスプレーチップ (617)
• スプレーエクステンション、15 in
• ( 2) DEWALT 20V/60V 最大 6.0ah リチウム
イオン電池と冷却ファン付き充電器
•
•

DEWALT 製品を使用
• 高容量の 6ah FlexVolt バッテリー—1 回のバッテリー充
電で最高 3 ガロンスプレー可能
•

•

 却ファン付き高速充電器—60 分以内でバッテリー
冷
を再充電
 ッテリーは密封式バッテリーカバーで化学物質や
バ
消毒剤から保護される

graco.com/SaniSprayHP
で詳細をご確認ください
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特許取得済みの技術

部品番号 25R793

SaniSpray HP 130
2 ガンカートスプレーヤー

100
毎週数ガ
ロン未満

SANISPRAY HP 65 より 2 倍高速
•

任意のコンテナーからスプレー可能
• 長 い期間次の充填を行わずにスプレーするこ
とが可能

逆流洗浄 (RAC) X 低圧 スイッチチップ
• 幅広い RAC X 低圧スプレーチップから、ご使用の消毒
剤の滞留時間や要件を満たす製品を選択する

どこでもスプレーできるようにリーチを拡張
• ど こでもスプレーできるように 1 つのガンあ
たり最大 300 ft のホースを追加

15 インチのスプレーエクステンション
• さらなるリーチを提供
• オペレーターが化学物質にさらされるのを回避

SMARTCONTROL™ 調整可能な圧力制御
• 最 大の範囲を制御することにより、特定のオ
ブジェクトやエリアの非常に小さなミストま
でカバレージを広げる

MAXPOWER™ モーターおよび ADVANTAGE DRIVE™
• 火花が散ることのない操作で利用できる頼りになるブ
ラシレス DC モーターにより、アルコール系 (可燃性)
化学物質をスプレーすることも可能

PROCONNECT 付き ENDURANCE™ ピストンポンプ
すぐに始められるカートデザイン
• ス プレーヤーと化学物質の入ったバケツをま
とめて運搬するのが簡単

13

軽量の SANISPRAY HP ガン
清浄化プロセスを高速化し疲労を軽減するために迅速
な塗布が可能

2 つのガンで高い生産性を提供
• 最 高の消毒率を実現するデュアルガンの同時
パフォーマンス

付属品：
(2) SaniSpray HP ガン
(2) Blue Max II 材料ホース、1/4 in x 50 ft
• (2) Blue Max II ホイップホース、1/8 in x 4.5 ft
• (2) 霧状ミストスプレーチップ (310)
• (2)中程度スプレーチップ (515)
• (2)粗いスプレーチップ (619)
• (2)スプレーエクステンション、15 in
•
•

特許取得済みの技術

部品番号 273216 (4 ガン)
部品番号 273217 (8 ガン)

SaniSpray HP 750

最大

500
毎週数ガ

4 ガンまたは 8 ガンカートスプレーヤー ロン未満

最大の生産性
高い生産性を提供
• 高生産性を誇るエアレス消毒剤スプレー
ヤー
• 一 か所から最大で 400,000 平方フィート
を消毒し殺菌するので最大の生産性が得
られる
材料供給オプション
• 5 - 55 ガロンのコンテナから吸い上げる
か、10 ガロンのステンレススチール製
ホッパーを簡単に充填
どこでもスプレーできるようにリーチを
拡張
• ど こでもスプレーできるように１つの
ガンあたり最大 500 ft のホースを追加(1
つのガンあたり 300 ft が同梱されている)
調整可能な圧力制御
• ご使用の消毒剤の滞留時間や噴霧要件を
満たすために複数のチップを提供
• 0-1200 psi の範囲で調整可能

軽量の SANISPRAY HP ガン
清浄化プロセスを高速化し疲労を軽減するために迅速
な塗布が可能

•

逆流洗浄 (RAC) X スイッチチップ
•

 広い RAC X 低圧スプレーチップから、ご使用の消毒
幅
剤の滞留時間や要件を満たす製品を選択する

静かな電動モーター
• 240V/20A 電源必須（30A アダプタ同梱）
• オプションで 120V 変換キットが利用可能 (P/N 25D489)
• 74 dB
• 点検は、オイルをさすだけ
付属品：
(4 または 8) SaniSpray HP ガン
(12 または 24) Blue Max II ホース、1/4 in x 100 ft
• (4 または 8) スプレーエクステンション、15 in
• (4 または 8) 霧状ミストチップ (515)
• (4 または 8) 中程度チップ (619)
• (4 または 8) 粗いチップ (631)
•
•

ホイール付き大型カート
• フラットフリータイヤで携帯性と操作性
を提供
ステンレススチール製ロアポンプ

graco.com/SaniSprayHP
で詳細をご確認ください
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アクセサリーおよび修理部品

主なアクセサリーおよび修理部品
殺菌、消毒、および消臭向けに設計されたアクセサリーおよび修理部品を使用して
時間を節約しお使いの SaniSpray HP スプレーヤーを最大限にご活用ください。
部品 #

部品 #

SaniSpray HP 20 スプレーヤー

25T780

SaniSpray ProPack

20A379

部品番号 25R791
25R790
6 ft 部品番号
ProPack ホースアセンブリ

20A378

SaniSpray HP ProPack フィルター

FLEXLINER バッグ&キット

42 oz (1.2 l) FlexLiner バッグ、3 パック – バッグ、再利用ま
たはリサイクルが可能

17F005
42 oz (1.2 l)

SaniSpray HP 65、130&750 スプレーヤー

スプレーガン、チップ、ガードおよびシール

PROPACK

25R874

SaniSpray HP Spray Gun - 清浄化プロセスを高速化するため
に製品を迅速に適用

246215

RAC X ガード – SaniSpray HP スプレーガンおよび SaniSpray HP
チップエクステンションに使用

25R872

SaniSpray HP チップシール 5 パック – ガンとシールの間の
漏れを防ぐ必須シール

273226

SaniSpray HP 750 – 4 ガンアップグレードキット

バッテリーおよび充電器

17P549

42 oz (1.2 l) FlexLiner バッグ、25 パック

17P553

追加の 42 oz (1.2 l) FlexLiner カップシステム – カップ支持、
ライナー、蓋、プラグを含む

バッテリーおよび充電器

20A162

DEWalt 60V MAX リチウムイオン電池

20A165

DEWALT 60V MAX リチウムイオン冷却ファン付き充電器

ホース、エクステンションおよび継手

17P474

DEWALT 20V MAX リチウムイオン電池

17P475

DEWALT 20V MAX リチウムイオン充電器

スプレーチップ、ガード、シールおよびエクステンション

25R871

SaniSpray HP 20 RAC X ガード

25R872

SaniSpray HP チップシール 5 パック – ガンとシールの間
の漏れを防ぐ必須シール

246215

RAC X ガード – SaniSpray HP エクステンションの先端に使用

™

240794

Blue Max II エアレス 1/4 in x 50 ft (6.4 mm x 15 m) エアレスホース –
3300 psi (227 bar)

223771

Blue Max II エアレス 1/4 in x 100 ft (6.4 mm x 30 m) エアレスホース –
3300 psi (227 bar)

25T282

SaniSpray HP チップエクステンション 15 in (38 cm) – さら
なるリーチを提供しオペレーターが化学物質にさらされ
るのを回避

16A005

SaniSpray HP 1/4 in x 1/4 in (6.4 mm x 6.4mm) ステンレスス
チール製ホース継手

フィルターおよびストレーナー

フィルターおよびエアキャップ

17P554

60 メッシュフィルター、3 パック

112133

SaniSpray HP 65 ホッパー吸入ストレーナー

17P712

VacuValve™ エアキャップ、3 パック

235004

SaniSpray HP 130 吸入ストレーナー

ロアポンプ

ポンプ交換キット

19Y962

コード付き SaniSpray HP 20 Triax 全体ポンプ交換

25R920

SaniSpray HP 65 全体ポンプ交換 – コード付きおよびコー
ドレス

19Y967

コードなし SaniSpray HP 20 Triax 全体ポンプ交換

25R916

SaniSpray HP 130 全体ポンプ交換

25T784

静電 SaniSpray HP 20 Triax 全体ポンプ交換

HP 65

簡単に素早く一般的な Graco 部品を検索できます。

HP 130

gracopartsbook.com

接地ストラップ (SANISPRAY HP 20 静電スプレーヤーのみ)

20A381

手首接地ストラップ

20A453

ブート接地ストラップ

RAC X低圧スプレーチップ
霧状ミスト
狭い

スプ
レーパ
ターン
幅

.010

.012

2

FFLP 110

FFLP 112

4

FFLP 210

FFLP 212

6

FFLP 310

FFLP 312

8

FFLP 410

10

FFLP 510

12

幅

15

噴霧化

IN

14

.013

0.14

.015

粗いスプレー
.017

.019

.021

.023

.025

FFLP 214
LP 313

FFLP 314

LP 315

FFLP 412

FFLP 414

LP 415

LP 417

LP 419

LP 421

LP 423

LP 425

FFLP 512

FFLP 514

LP 515

LP 517

LP 519

LP 521

LP 523

LP 525

LP 617

LP 619

LP 621

LP 623

LP 625

LP 723

LP 725

SaniSpray HP 20
ProPack

25R790

25R791

20A255

25T589

20A243

25R792

25T574

20 (0.6 l)

20 (0.6 l)

20 (0.6 l)

20 (0.6 l)

20 (0.6 l)

65 (1.9 l)

65 (1.9 l)

.019 in

.019 in

.019 in

.019 in

.019 in

.023 in

.023 in

圧力

調整可能で
0 ～ 1,000 psi (70 bar)

調整可能で
0 ～ 1,000 psi (70 bar)

調整可能で
0 ～ 1,000 psi (70 bar)

調整可能で
0 ～ 1,000 psi (70 bar)

調整可能で
0 ～ 1,000 psi (70 bar)

調整可能で
0 ～ 1,000 psi (70 bar)

調整可能で
0 ～ 1,000 psi (70 bar)

調整可能で
調整可能で
0 ～ 1,000 psi (70 bar) 0 ～ 1,200 psi (82.7 bar)

容量

充填しすぐにスプ
レーできる
42 oz(1.2 l) タンク

充填しすぐにスプ
レーできる
42 oz(1.2 l) タンク

充填しすぐにスプ
レーできる 42 oz
(1.2 l) タンクおよび
3 ガロン ProPack

充填しすぐにスプ
レーできる
42 oz(1.2 l) タンク

充填しすぐにスプ
レーできる 42 oz
(1.2 l) タンクおよび
3 ガロン ProPack

注いですぐ使える
1.5 ガロン (5.7 l) ホ
ッパー

注いですぐ使える
1.5 ガロン (5.7 l) ホ
ッパー

高い生産性
任意のコンテナー
を使用

10 Gal (38 l) ホッパー
またはサイフォン
供給

電源

120V コード付き

DEWALT 20V コード
レスリチウムイ
オン電池

DEWALT 20V コード
レスリチウムイ
オン電池

DEWALT 20V コード
レスリチウムイ
オン電池

DEWALT 20V コード
レスリチウムイ
オン電池

120V コード付き

DEWALT FlexVolt 20V/60V
コードレスリチウム
イオン電池

120V コード付き

120V オプションのア
クセサリー

非アルコール系
（不燃性）の
N リスト掲載
消毒剤材料

すべての N リスト
掲載消毒剤材料

すべての N リスト
掲載消毒剤材料

非アルコール系
（不燃性）の
N リスト掲載
消毒剤材料

非アルコール系
（不燃性）の
N リスト掲載
消毒剤材料

すべての N リスト
掲載消毒剤材料

すべての N リスト
掲載消毒剤材料

すべての N リスト
掲載消毒剤材料

すべての N リスト
掲載消毒剤材料

コードレスエアレス携帯 3 イン 1 消毒剤システム

SaniSpray HP 65
携帯ホッパー
スプレーヤー

携帯ホッパー
スプレーヤー

SaniSpray HP 130

SaniSpray HP 750

2 ガンカートエアレス
スプレーヤー

4 8 ガンカートエアレス
スプレーヤー

25R793

273216 (4 ガン)
273217 (8 ガン)

最大チッ 最大フロー
プサイズ (FL OZ/MIN)

静電
テクノロジー

エアレス
技術

部品番号

コードレスエアレス
携帯

コードレスエアレス
消毒剤システム

SaniSpray HP 20
静電 ProPack*

SaniSpray HP 65
コードレス

SaniSpray HP 20

コード付きエアレス
携帯

材料適合性

SaniSpray HP 20
静電*

SaniSpray HP 20*

750 (22.2 l) 4 または
130 (3.8 l) 2 つのガンを
8 つのガンを同時に
同時に使用する機能
使用する機能
.031 in / 2 ガン .023 in

8 ガン .031 in

240V コード付き

* 粒子サイズは、チップサイズ、圧力、使用する消毒剤により異なります。平均の粒子サイズは 40-110 ミクロンの範囲の水をスプレーする際に測定されます。

リスト N 消毒剤への対応
•

 型コロナウイルス感染症 (COVID-19) を引き起こす新種
新
のコロナウイルスである SARS-CoV-2 に対して使用する
EPA の基準を満たすリスト N 消毒剤に対応

•

承認済みのアルコール系 (可燃性) 有効成分 - エタノー
ル、イソプロパノール (コード付きの SaniSpray HP 20 お
よび SaniSpray HP 20 静電モデルを除く)

•

 認済みの非アルコール系有効成分 - アルデヒド、フェノー
承
ル、4 級アンモニウム化合物、次亜塩素酸ナトリウム (漂白剤)、
過酢酸、過酸化水素、次亜塩素酸、ジクロロイソシアヌレー
トナトリウム、塩素、チモール

•

 料メーカーと相談して、スプレーを塗布できるか、そして
材
装置で使用できるかについて確認

自信をもってスプレー
米国製の品質

モジュラー式修理キット

 raco SaniSpray HP エアレススプレーヤーは、米
G
国で設計、製造、組み立てが行われ、100%
の試験も行われており、グローバルなコン
ポーネントで構成

1 年間の限定的保証

•	病 原体の拡散を回避するために、SaniSpray

HP は返品
不可で、販売代理店やサービスセンターで修理不可
•	簡 単な、モジュール式のセルフ型サービスおよび修
理キットは ほとんどの SaniSpray HP スプレーヤーで
利用可能

北米のみ最寄りの Graco 販売代理店に各国特有の情報を確認してください。
Graco の SaniSpray HP スプレーヤーはそれぞれ
が 1 年間の部品専用交換の限定的保証付き
詳細については
graco.com にアクセ
• 返品不可
•

スしてお確かめください

詳細については graco.com
にアクセスしてお確かめください

G の製品はすべて、A+ レベルのカスタマーサービスが提供されます。
ご質問がありますか? (844)241-9499にお電話ください

MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

©2021 Graco Inc. 3J0080H 1/21  本文書に含まれる書面によるデータおよび画像データはすべて、出版時に利用可能な最新の製品情報に基づいています。Graco は、通知なく、いつでも変更する権利を留保します。商標は
特定の目的のためのみに本文書で参照されています。すべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。取得済みおよび出願中の特許を利用した製品。graco.com/patents を参照してください。DEWALT® および DEWALT ロゴは
DEWALT Industrial Tool Co. の商標で、ライセンスに基づいて使用されます。すべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。取得済みおよび出願中の特許を利用した製品。graco.com/patents を参照してください。20V MAX に関
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しては、(負荷なしに測定される) 最大初期電池電圧は 20 ボルトです。公称は 18 ボルトです。

