
主要仕様

形  式 質量 接続口径

AJR-02S-VG 120ｇ G1/4 

手元圧力計 AJR-02S-VG

この取扱説明書に示された警告事項および注意事項は必ず守ってください。
使用時に不用意に塗料が噴出したり、有機溶剤の吸引により重大な身体上の障害を起こすことがあります。
印付きの下記マークは、安全上、特に重要な項目ですので、必ずお守りください。

警告内容を怠った場合、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定されることを示します。

注意内容を怠った場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生する可能性が想定
されることを示します。

この記号は、機械の性能や機能を十分に発揮してお使いいただくために守っていただきたい
内容を示しています。尚、本取扱説明書で示す安全事項は、必要最低限のものであります。
国や自治体の消防、電気、安全関連の法規、規則又、それぞれの企業や事業所で規則、
規定として守るべき事項に従ってください。

■接続方法

■保証と修理サービス

・保証期間は、お買いあげの日から６ヶ月です。

・万一、故障の場合は、お買いあげの販売店又は当社支店・営業所・サービス会社にご連絡ください。

保証期間中は、無償修理いたします。

・本製品の故障または不具合に伴う生産補償、営業補償など二次損失に対する補償は致しませんのでご了承願います。

・次の場合は保証期間内でもお客様のご負担（有償）になります。

・取扱説明書の注意事項を守られなかったことによる故障および損傷  ・お客様の取扱上の不注意による故障および損傷

・消耗品の交換・修理   ・天災、地変、火災、地震、水害、塩害、落雷、公害などによる故障および損傷

・純正部品以外の部品が使用されている場合   ・指定の修理店以外による修理がなされている場合

・保証は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan 

【お問い合わせ窓口】

◆ 修理・保守に関するお問い合わせ

アネスト岩田コーティングサービス株式会社  （お問い合わせ先は当社ホームページをご確認ください）

◆ 技術的なお問い合わせ、ご意見、ご希望など

当社支店・営業所又はお客様相談室までご連絡下さい。（支店・営業所のお問い合わせ先は当社ホームページをご確認ください）

お客様相談室          0120-917-144
FAX 045-591-1137

〒223-8501横浜市港北区新吉田町 3176 
ホームページ http://www.anest-iwata.co.jp 

取扱説明書 （国内販売用）The English version is printed on the back page.

重要仕様

最高使用圧力 

０．６８ＭＰａ  

この取扱説明書は、安全にご使用いただく
ために重要な警告、注意事項および取扱
い方法について記載しています。
この取扱説明書で扱われている機器は、
塗装業務用途の商品です。
他の用途には使用しないでください。
正しい取扱指導を受けられ、機械の操作
方法を理解された方以外の人は、使用し
ないでください。
 ご使用前に、必ずお読みになり、十分理
解してからご使用ください。
 本書はすぐに確認できる場所に大切
に保管してください。

圧力計保護の為、下記に順じて操作願います。

１． エアーホースを接続する前に、圧力調節ツマミを時計廻り方向

に止まるまで回転させて調節弁を全閉状態としてからスプレー

ガンにセットしてください。

２． エアーホースにしっかりと接続した後スプレーガンの引き金を引

きながら圧力調節ツマミを徐々に開いて所定圧力に調節してく

ださい。

1. 手元圧力計に 1MPa を超える空気圧力をいきなり供給したり衝撃を与えたりすると圧力計内部の破損や圧力計針上がり等の原因とな

ります。 

2.手元圧力計全体をシンナー等の液中に浸さないでください。 

※ 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。（受付時間:月～金 9:00～17:45 土・日曜、祝祭日、夏季休暇、年末年始を除く）

取説No.Ｔ３７６－０２ 
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Air regulator   AJR-02S-VG 

 Important  

Be sure to observe warnings and cautions in this instruction manual. 
If not, it can cause paint ejection and serious bodily injury by drawing organic solvent. 
Be sure to observe following   marked items which are especially important.

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in serious injury or loss of life. 
Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury or property 
damage.

 Important 
Indicates notes which we ask you to observe.  The safety precautions in this instruction manual are the minimum 
necessary conditions.  Follow national and local regulations regarding fire prevention, electricity and safety as well 
as your own company regulations. 

■Important specifications
Max. Pressure ０．６８ＭＰａ  /  ６．９ｂａｒ  /  （９８PSI ）

■ Main specifications 

Model Connection Mass 
g (lbs) 

AJR-02S-VG G1/4 120(0.26) 

■How to connect

This manual contains IMPORTANT WARNINGS and INSTRUCTIONS.  
 Equipment in this manual is exclusively for painting purposes. 
 Do not use for other purposes. 
 The operator shall be fully conversant with the requirements stated in this instruction manual including 
important warnings, cautions and operation and correct handling. 
Read and understand the instruction manual, before use and retain for reference. 

1. Pressure shots occurring upon plugging in the air hose or opening the air supply tap which exceed 10bar(142psi) destroy the 
gauge in the same way as mechanical damage(hits/impacts),causing zero offset. 

2. Never immerse the pressure gauge into liquid such as thinner 

Therefore: close Air adj. valve knob before plugging-in, and open 
slowly while gun trigger is pulled, until required pressure is obtained. 
protect equipment hits. 

INSTRUCTION MANUAL 

Manual No. Ｔ３７６－０２ 

Code No. ０５００２４００ 

3176,Shinyoshida-cho, Kohoku-Ku, 

Yokohama 223-8501, Japan 

和文取扱説明書は裏面にあります。


