Trigger Your Imagination.

AIR C

“トリガーを引く歓び ”

The Airbrush is a small air operated tool which sprays paint and liquid
materials. Today, they are used in painting for a multitude of applications,
such as fine art, automotive custom painting, automotive refinish, nail art,
body art, cosmetics, hobby, craft and others.
You can count on ANEST IWATA to provide you with the best airbrushes on
the market, supporting artists and painters throghout the world.

Item ＃IS-51
IS-50

エアーブラシは、コンプレッサで圧縮した空気によって塗料を霧状に噴霧する道具です。ムラのない吹付けと、トリガー操作による筆や刷毛では得られな
い極細線・ボカシ・グラデーションなど多彩に表現できます。
表現性の豊かなエアーブラシは、カスタムペイント・ホビー・クラフト・ファインアート・ネイルアート・ボディアートなどあらゆる分野で活躍しています。
また特性をよく理解していただく事で、新たな分野への活用も期待が広がっています。
アネスト岩田は、今後ともお客様の様々な創造性をサポートしてまいります。

Item #
While all IWATA products are manufactured to
the highest standards without compromise,
each different series has its own specific
advantage, for different types of applications.

Item#
Grade

Iwataエアーブラシは、最高なパフォーマンスと高微粒化の
吹き付けが可能なノズルヘッドシステムを装着したカスタム
マイクロンシリーズ、空気調節ツマミ、プリセットハンドル
を標準装備し繊細な作業に最適なハイラインシリーズ、従
来からの繊細性に加えプリセットルハンドルをプラスした
HPプラスシリーズ、塗料噴出量の多いエクリプスシリー
ズ、ホビー向けのレボリューションシリーズと特長のある5
シリーズをベースに各シリーズの中でノズル口径、カップ形
状・容量の異なる機種を多数ラインナップしています。

NEW!
CM-CP
Nozzle Size(mm) 0.23
Cup Capacity(ml) 7

AIRB

HP-TH2
Nozzle Size(mm) 0.6
Cup Capacity(ml) 130

HP-CH
Nozzle Size(mm) 0.3
Cup Capacity(ml) 7

Item＃ HPA-QJP3
Plug / プラグ
（3Pcs set / セット）

Soket / ソケット

HP-CP
Nozzle Size(mm) 0.3
Cup Capacity(ml) 7
HP-CS
Nozzle Size(mm) 0.3
Cup Capacity(ml) 7

HP-TR1
Nozzle Size(mm) 0.3
Cup Capacity(ml) 7
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AIR COMPRESSOR

studio series
Item ＃IS-51（日本仕様Japanese version）
IS-50（海外仕様International version）

や刷毛では得られな

IS-51/50 compressor proves ideal for the occasional and professional doing low PSI airbrush
applications. It’s compact and quiet.
■コンパクト設計
■持ち運びに便利な軽量タイプ
（2.6Kg）
■逃がし弁
■定格時間（40分）

活躍しています。

Item #IS-850

Model / 形式

IS-51（Japanese version/日本仕様）

IS-50（International version/海外仕様）

Motor / 定格消費電力

85W (50/60Hz)

140/110 (50/60Hz)

Max pressure / 最高使用圧力

0.3 Mpa

0.35 Mpa

Air consumption / 空気量 0.2Mpa時 4.5 ℓ/min

4.5 ℓ/min

Mass / 質量

2.6 kg

2.9 kg

Dimensions / 外形寸法

150×150×180㎜

150×155×180㎜

Standard / 備考

エアホース (HPA-CH41) 付属

4mCoil horse (HPA-CH41) set

Featuring Iwata’s smart Technology, the smart jet compressor is perfect for the occasional and
professional artist doing general applications. It’s powerful, compact, reliable and quiet
■コンパクトで清音設計
■オートon/oﬀ機能（圧力開閉器）標準装備
■定格時間（40分）

Model / 形式

IS-850

Motor / 定格消費電力

91W (50/60Hz)

Max pressure / 最高使用圧力

0.33 Mpa

Air consumption / 空気量 0.2Mpa時 5 ℓ/min

Item# IS-925

Mass / 質量

3.8 kg

Dimensions / 外形寸法

265×148×164cm

Standard / 備考

Air hose (HPA-SH32,HPA-CH41)

Built with Anest-iwata’s Smart technology, it automatically shuts off the compressor when not in
use.
IS-925 dose not have a tank reservoir, yet delivers all the power necessary for use with the high
paint-flow Anest-iwata Eclipse series and
Model / 形式
IS-925
HP-TH2 airbrush.
■コンパクト清音設計
■オートON/OFF機能（圧力開閉器式）標準装備
■減圧弁・除湿フィルター・エアーブラシホルダーを
パッケージに一体化
■定格時間（40分）

Motor / 定格消費電力

125W (50/60Hz)

Max pressure / 最高使用圧力

0.42 Mps

Air consumption / 空気量 0.2Mpa時

12.6 ℓ/min

Mass / 質量

7.9 kg

Dimensions / 外形寸法

310×156×260cm

Standard / 備考

Air hose (HPA-SH32)

AIRBRUSH ACCESSORIES
Item# HPA-LJ
Long joint /

ロングジョイント

Size(mm) 0.3
pacity(ml) 7
Item＃ HPA-QJP3
Plug / プラグ
（3Pcs set / セット）
Soket / ソケット

Item＃ HPA-QJ
Quick joint / クイックジョイント
（Plug / プラグ+Socket / ソケット）set / セット

Item# HPA-TG
Trigger grip handle /

トリガーグリップ

＃ HPA-MGF
Mini grip filter / ミニグリップフィルタ
Item# HPA-BV2

TR1
le Size(mm) 0.3
Capacity(ml) 7

Air hose / エアーホース（1/8）

Breed valve /

ブリードバルブジョイント
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