AIRBRUSH TOOLS
AB EQUIPMENT

TEMPTU PRO offers a variety of aribrushing equipment to fit every
artists need. In addition to our own TEMPTU PRO line we also offer
a selection of Sparmax products. Check out our comprehensive equipment
offering which is available at the industry's lowest price.

AIRBRUSH SET
AB EQUIPMENT

TEMPTU PRO offers a variety of aribrushing equipment to fit every
artists need. In addition to our own TEMPTU PRO line we also offer
a selection of Sparmax products. Check out our comprehensive equipment
offering which is available at the industry's lowest price.

Airbrush Temptu S-One 2set (set A)
TEMPTU S-One コンプレッサーと TEMPTU SP35 ハンドピースの TEMPTU S-One 2 点セット。エア－ブラシ機器はセット購入するとお買い得です。もちろ
んブレードホース ( 単品 1,575 円 ) が付属。

◇ 内容品：価格
・S-One コンプレッサー /\20,790
・SP-35 ハンドピース /\9,450
・ブレードホース /\1,575

s-one 2set (set A)：\29,400（\28,000）

Airbrush Temptu S-One 3set (set B)
TEMPTU S-One コンプレッサーと TEMPTU SP35 ハンドピースと TEMPTU エアブラシクリーニングポットの 3 点セット。エア－ブラシ機器はセット購入す
るとお買い得です。もちろんブレードホース ( 単品 1,575 円 ) が付属。

◇ 内容品：価格
・S-One コンプレッサー /\20,790
・SP-35 ハンドピース /\9,450
・クリーニングポット /\2,940
・ブレードホース /\1,575
・Ｓ -one バック /\1,890

s-one 3set (set B)：\31,500（\30,000）

カタログの価格は定価ではありません。TEMPTU 直販価格です。/ 制作 , 著作：マリブ TEMPTU / URL:www.temptu.co.jp
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AB Set

AIRBRUSH TOOLS

Airbrush Temptu Air™ 2set (set C)
TEMPTU Air ™ コンプレッサーと TEMPTU SP35 ハンドピースの TEMPTU S-One 2 点セット。エア－ブラシ機器はセット購入するとお買い得です。

◇ 内容品：価格
・Temptu Air コンプレッサー /\39,900
・SP-35 ハンドピース /\9,450
・Airbrush Holder / ・Hose
・Clear Bag / ・AC

air 2set (set C)：\48,300（\46,000）

Airbrush Temptu Air™ 3set (set D)
TEMPTU Air ™ コンプレッサーと TEMPTU SP35 ハンドピースと TEMPTU Air ハンズフリーバックの 3 点セット。エア－ブラシ機器はセット購入するとお
買い得です。

◇ 内容品：価格
・Temptu Air コンプレッサー /\39,900
・SP-35 ハンドピース /\9,450
・Temptu Air ハンズフリーバック /\4,200
・Airbrush Holder / ・Hose
・Clear Bag / ・AC

air 3set (set D)：\51,975（\49,500）

制作 , 著作：マリブ TEMPTU 名古屋市港区大手町 3-3-4

℡ (052-654-2839 fax 052-654-2818 URL:www.temptu.co.jp
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AB Set

AIRBRUSH TOOLS

Airbrush Temptu 2.0 Compressor Set
2.0 コンプレッサー セットは、2.0 コンプレッサーと SE-50 ハンドピースのお得なセット。S/B 1/4oz.（7ml）メークアップ 7 本がセットになった初回
導入お試しセットもあります。こちらのセットは、初級者用のシステムです。上級者用は、S-One / Temptu Air ™のコンプレッサー、Temptu SP-35 ハ
ンドピースセットをお選び下さい。

※こちらのセットを購入される場合注意事項をよく読んでからご検討下さい。
注意事項 : 2.0 コンプレッサーと SE-50 ハンドピースは、今まで販売している TEMPTU のエアーブラシシステムとは構造が異なります。
こちらは初級者用です。・2.0 コンプレッサーは、見た目は Temptu Air ™に瓜二つですが、中の構造は異なります。
そのため、Temptu Air ™のバッテリーを装着することはできません。
また、ダブルアクション、シングルアクション、トリガーアクションの構造のハンドピースも使うことはできません。
・SE-50 ハンドピースは、シングルコントロール方式です。SE-50 の操作はトリガーを引くだけ。コンプレッサーを動かすと、ハンドピースの先端から
エアーが出てきます。コンプレッサー稼働中は常にエアーがハンドピースから出続けます。

シングルコントロールは初級者用システム、上級者はダブルアクションがお勧め。

以上の点について同意した方に販売します。

◇ 内容品：
・Temptu 2.0 コンプレッサー
・SE-50 ハンドピース
・Airbrush Holder / ・Hose
・Clear Bag / ・AC

2.0 compressor set ：\19,800（\18,857）

カタログの価格は定価ではありません。TEMPTU 直販価格です。/ 制作 , 著作：マリブ TEMPTU / URL:www.temptu.co.jp
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AIRBRUSH
AB EQUIPMENT

TEMPTU PRO offers a variety of aribrushing equipment to fit every
artists need. In addition to our own TEMPTU PRO line we also offer
a selection of Sparmax products. Check out our comprehensive equipment
offering which is available at the industry's lowest price.

Airbrush Tools
当社が取り扱うエアーブラシ機器は、TEMPTU Pro/ Sparmax の 2 社。
それぞれに、メイク用・ボディアート用・フェイス & ボディペイント用・特殊メイク用・ツール用など幅広く取り揃えています。
用途に合わせたエアーブラシ機器を使用することで、効率の良い作業もさる事ながら仕上がりの良さも変わります。

そのなかでも TEMPEU SP35 ハンドピースは、TEMPTU ブランドのエアーブラシ用インクとの相性が良く詰まりにくくなっています。特
に S/B との相性は抜群。TEMPTU の Dura や Aqua は他メーカーのハンドピースでも問題はありませんが、使用するインクを S/B に変
えた途端、根詰まりを起こすとが多く見受けられます。S/B を使用する場合は TEMPTU SP35 をオススメします。TEMPTU ハンドピース

ドの組み合わせでも美しい仕上がりとなります。迷ったら TEMPTU ブランドのエアーブラシ機器をセット購入で間違いありません。

SPARMAX（スパーマックス）とは、1978 年に設立され、台湾を拠点に置く Ding Hwa 社のエアブラシラインである。多くのブランド

Airbrush

ンプレッサーも携帯性と他の組み合わせとのバランスを考え設計。プロ設計なので他社メーカーとのバランスもとれ、様々なブラン

AIRBRUSH TOOLS

では、特殊な 0.35mm のノズルサイズを採用し吹き付け時に絶妙のバランスを維持し綺麗かつ均一に吹きつけることができます。コ

のエアーブラシ機器を製造を行っており、その信頼性は今日でも製造されているのをみれば納得。ハンドピースのラインアップ豊富
なので当社では、使用用途別に取扱いしています。スパーマックのコンプレッサーは、メンテナンスフリーで静か軽量ではあるが耐
久性と品質のバランスがとても優れています。サイズの大きなコンプレッサーなどをお探しの場合は、スパーマックスがお勧めです。

→

→
・フィンガーグリップがあるのでしっかり

・テールキャップに特殊加工でブルホースを加え、色変えの際にテー
ルキャップやニードルをはずす必要がなく容易に掃除が可能。

→

・レバーは W アクション

→

→

・ノズルは取り外しができ、掃除が簡単。
ノズルキャップはノーマルとアート用に砂
目の 2 種類を標準装備 。 →

・インクカップは 2cc を採用。さらにキャップ付。エアファンデーションなら数滴、
ボディアートなら 2 ～ 3cc 程度のカップサイズを最もよく使用します。

・ケースはとってもコンパクトなので、持
ち運びも楽々。型抜きのウレタンで固定す
るので、外部からの衝撃にも安心です。

固定できディテイルラインに強い。

→

・アタッチメントは標準の S ネジ、さらにワンタッチ方式にも対応。

Temptu SP-35

S/B、Aqua、Dura とその他全てのインクと相性抜群のハンドピース。
カップサイズも適量で使用しやすい構造。
・Nozzle Size: 0.35mm / ・Cup Size: 2cc

temptu sp-35：\9,450（\9,000）

Airbrushes and Matching Uses
Makeup / Stage Makeup / Special FX / Body Art / Face & Body Painting /
Tanning / Hobby / Craft / Nail Art /

カタログの価格は定価ではありません。TEMPTU 直販価格です。/ 制作 , 著作：マリブ TEMPTU / URL:www.temptu.co.jp
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Airbrush

AIRBRUSH TOOLS

MAX-3

SP-575

カップサイズが大きいため、広範囲の作業や同じカラーを一度に使用す

ボトルを差し込むタイプで色変えがスピーディー。広範囲の作業や同じ

る場合に向いています。エアーバルブが 2 種類付属しているので、ダブ

カラーを一度に使用する場合に向いています。※ボトムフィードはコン

ルアクションとシングルコントロールを好みで変更できます。

プレッサー選択注意。

・Nozzle Size: 0.3mm / ・Cup Size: 7cc

・Nozzle Size:0.5mm / ・Cup Size: 22cc, 80cc

max-3：\7,665（\7,300）

sp-575：\8,400（\8,000）

Airbrushes and Matching Uses

Airbrushes and Matching Uses

Makeup / Stage Makeup / Special FX / Body Art / Face & Body Painting /

Special FX / Body Art / Face & Body Painting / Tanning / Hobby / Craft /

Tanning / Hobby / Craft / T-Shirt /

Automotive / T-Shirt

GP-35

GP-50

トリガー式（トリガーアクション）でカップが 2 種類付属しています。

トリガー式（トリガーアクション）でカップが 2 種類付属しています。

より広範囲のボディアートや、特殊メイク、クラフトに最適なハンドピー

より広範囲のボディアートや、特殊メイク、クラフトに最適なハンドピー

ス。※ GP-35 と GP-50 はノズルサイズが異なります。お気を付け下さい。

ス。※ GP-35 と GP-50 はノズルサイズが異なります。お気を付け下さい。

・Nozzle Size: 0.35mm / ・Cup Size: 7cc, 15cc

・Nozzle Size: 0.5mm / ・Cup Size: 7cc, 15cc

gp-35：\13,650（\13,000）

gp-50：\13,650（\13,000）

Airbrushes and Matching Uses

Airbrushes and Matching Uses

Stage Makeup / Special FX / Body Art / Face & Body Painting / Automotive

Stage Makeup / Special FX / Body Art / Face & Body Painting / Automotive

/ T-Shirt / Hobby / Craft / Nail Art

/ T-Shirt / Hobby / Craft

PA-100

DH-201

凝固しやすいインクやシーラを吹き付ける場合に向いています。こちら

凝固しやすいインクやシーラを吹き付ける場合に向いています。こちら

はシングルアクション方式。※コンプレッサー選択注意。

はシングルアクション方式。※コンプレッサー選択注意。

・Nozzle Size: 0.5mm / ・Cup Size: 22cc

・Nozzle Size: 0.8mm / ・Cup Size: 22cc, 80cc

pa-100：\2,100（\2,000）

dh-201：\2,100（\2,000）

Airbrushes and Matching Uses

Airbrushes and Matching Uses

Special FX / Body Art / Face & Body Painting / Tanning / Hobby

Special FX / Body Art / Face & Body Painting /

Tanning / Hobby / Craft

/ T-Shirt /

制作 , 著作：マリブ TEMPTU 名古屋市港区大手町 3-3-4

℡ (052-654-2839 fax 052-654-2818 URL:www.temptu.co.jp
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DH-1

SP-20

ネイル、
クラフト用ハンドピース。ネイルの様な面積の小さい部位に最適。

ネイル、クラフト用ハンドピース。カップサイズが大きいため広範囲吹

カップサイズが小さく掃除が容易。※ TEMPTU インク使用不可。詰まるた

き付けに最適。※ TEMPTU インクは使用不可。詰まるため。

め。

Airbrushes and Matching Uses
Airbrushes and Matching Uses

Airbrush

sp-20：\7,875（\7,500）
dh-1：\7,140（\6,800）

AIRBRUSH TOOLS

・Nozzle Size: 0.2mm / ・Cup Size: 2cc
・Nozzle Size: 0.2mm / ・Cup Size: 0.5cc

Makeup / Hobby / Craft / Nail Art /

Hobby / Craft / Nail Art /

カタログの価格は定価ではありません。TEMPTU 直販価格です。/ 制作 , 著作：マリブ TEMPTU / URL:www.temptu.co.jp
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COMPRESSOR
AB EQUIPMENT

TEMPTU PRO offers a variety of aribrushing equipment to fit every
artists need. In addition to our own TEMPTU PRO line we also offer
a selection of Sparmax products. Check out our comprehensive equipment
offering which is available at the industry's lowest price.

Temptu S-One Compressor
メイクアップ、ボディアート、ネイル、ホビーと様々なジャンルに使用できる万能コンプレッサー。小型でも圧力があるので吹き付け時に詰まりがあ
りません。メイクアップ、ボディ兼用で業界最小、最軽量の設計を実現。見た目もスマートで、スペックも充実。レギュレータ ( 圧力調整 ) を内蔵し
ているので、細かな部位も S-One コンプレッサーで行えます。ハンドピースホルダーも標準装備でハンドピースも安心して使えます。卓上に置け、充
実のスペックにも関わらず持ち運びも便利なので、操作性は抜群です。今ならスパイラルホースとは別に特別にプロ用にブレードホース ( 単品 1,575
円 ) を付属させました。S-One コンプレッサーのパワーを 100% 引き出すことができるホースです。※ハンドピースは別売。

◇ サイズ
・W13.5cm × L14.6cm × H9.5cm /・Weight: 2.6kgm
・圧力：40PSI(2.8Kgf/c ㎡ )/・風量：7L/ 分

Compressor

AIRBRUSH MAKEUP

s-one compressor：\20,790（\19,800）

Temptu Air™ Compressor
メイクアップ用コンプレッサー。メイクだけでなくボディも行えます。レギュレータ内蔵で業界最小、最軽量の設計を実現。充電式とプラグインの両
方で可動します。
、プロメイクアップアーティストの必需品！メイク現場では、手直しが必要です。今までのコンプレッサーを現場に持ち込み、メイク
する場所を確保した後、手直しのたびその場所まで移動というのはあまりにも効率が悪い作業となります。Temptu Air があれば充電式なので現場でも
その場で手直しができます。最小、最軽量だが、コンプレッサーの圧力は十分なのでボディメイクもできます。これからの常識コンプレッサー。持運
び用のキャリーバック付、ハンドピースも収納でき大変便利です。エアーブラシ機器はセットで購入するとさらにお買得価格になります。
※ハンドピースは別売。

◇ サイズ
・W9.5cm × L5.7cm × H15.2cm /・Weight: 771gm
・圧力：30PSI(2.1Kgf/c ㎡ )

temptu air compressor：\39,900（\38,000）

カタログの価格は定価ではありません。TEMPTU 直販価格です。/ 制作 , 著作：マリブ TEMPTU / URL:www.temptu.co.jp
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Sparmax TC-501 / arc/

Sparmax DC-25 Compressor

据え置きタイプのコンプレッサー。エアーブラシ使用時に動き出すオー

DC-25 コンプレッサー は、持ち運び便利なコンパクトタイプ。バッテリー

トストップ機能付き、エアーブラシの吹付けをやめるとコンプレッサー

付なのでコードレスで使用できます。コンプレッサーを収納できるポー

は連動し止まります。オートストップ機能付なので音も静かで終日の作

チ付きで作業効率アップ !!

業でも迷惑になりません。圧力調整も付属しており、思い通りのエアー
圧力で様々な作品に対応できます。また、水取りフィルターも付いてい
るので、コンプレッサーから発生する水を効率よく除去。メタルフード

※コンプレッサーは、黒になります。

で覆われておりどこでも安心して置けます。エアー圧力が強いためホー
◇ サイズ

スを分岐して 2 人で同時使用もできます。

・W5cm × L10cm × H10.5cm

◇ サイズ
・W14cm × L22cm × H22cm

・Weight: 0.4kg

・Weight: 4.1kg

・圧力：28PSI(1.96Kgf/c ㎡ )

・圧力：60PSI(4.9Kgf/c ㎡ )

dc-25 compressor：\20,790（\19,800）

Sparmax DC-25X Compressor

Sparmax DC-25X Compressor Battery Set

DC-25X コンプレッサー は、持ち運び便利なコンパクトタイプ。バッテ

DC-25X コンプレッサー は、持ち運び便利なコンパクトタイプ。バッテ

リー無しモデルとバッテリー付モデルの 2 種。こちらはバッテリーなし、

リー無しモデルとバッテリー付モデルの 2 種。こちらはバッテリー付、

AC アダプターを使用して動かします。

コードレスで使用できます。収納できるポーチ付きで作業効率アップ !!

コンプレッサーにハンドピースフォルダーが付いているのでハンドピー

コンプレッサーにハンドピースフォルダーが付いているのでハンドピー

スの置き場所に困りません。

スの置き場所に困りません。

◇ サイズ

◇ サイズ

AIRBRUSH TOOLS

Compressor

tc-501/arc/ compressor：\20,790（\19,800）

・W8.7cm × L9.5cm × H5.8cm

・W8.7cm × L9.5cm × H5.8cm

・Weight: 0.4kg

・Weight: 0.4kg

・圧力：30PSI(2.1Kgf/c ㎡ )

・圧力：30PSI(2.1Kgf/c ㎡ )

dc-25x compressor：\20,790（\19,800）

制作 , 著作：マリブ TEMPTU 名古屋市港区大手町 3-3-4

dc-25x compressor battery set：\25,200（\24,000）

℡ (052-654-2839 fax 052-654-2818 URL:www.temptu.co.jp
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AB ACCESSORIES
AB EQUIPMENT

TEMPTU PRO offers a variety of aribrushing equipment to fit every
artists need. In addition to our own TEMPTU PRO line we also offer
a selection of Sparmax products. Check out our comprehensive equipment
offering which is available at the industry's lowest price.

AIRBRUSH ACCESSORIES

AIRBRUSH TOOLS

ACCESSORIE

Handpiece Nozzle（3）

Handpiece Needle（25）

ハンドピース 0.35mm 用の交換パーツ。ノズル部分。一

ハンドピースの交換パーツ。ニードル部分。曲がっ

番壊しやすく、なくしやすい部品でもあるため常時取

てしまったり、先の針の部分が潰れてしまったりと

り扱い中。※他の交換パーツの在庫と価格は、ご連絡

壊しやすい部品であるため常時取り扱い中す。

下さいませ。

handpeace needle：\1,050（\1,000）
handpeace nozzle：\1,575（\1,500）

Extra Crown Cap（1-1）

Needle Cap（1）

Nozzle Cap（2）

：\630（\600）

：\630（\600）

：\1,260（\1,200）

Body（4）

Piston（5）

Push Button（6）

：\4,725（\4,500）

：\630（\600）

：\630（\600）

Needle Chucking Guide（11）

Spring（12）

Spring Case（13）

：\1,260（\1,200）

：\630（\600）

：\630（\600）

2cc Cup Cover（17）

O-Ring（19）

Air Valve（20-21）

：\630（\600）

：\1,050（\1,000）

：\2,310（\2,200）

Needle Chucking Nut（26）

Tail Cap（27）

Nozzul Rench（24）

：\630（\600）

：\2,625（\2,500）

：\630（\600）

制作 , 著作：マリブ TEMPTU 名古屋市港区大手町 3-3-4

℡ (052-654-2839 fax 052-654-2818 URL:www.temptu.co.jp

#14

Quick Connect Adapter Set

Connect Adapter -Male-

ワ ン タ ッ チ で 簡 単 に ハ ン ド ピ ー ス が 取 り 付 け、 取 り 外 し が で き る。

ハンドピース側に装着するためのアダプター雄。クイックコネクトアダ

TEMPEU air には 3 ジョイント等は不格好なので、こちらを使用すると、

プターセットやコネクトアダプター雌と合わせて使用して下さい。※雄

見た目もスマートに素早くハンドピースを交換できます。ハンドピース

だけでの使用はできません。

とホースの間に取り付けます。

connect adapter male：\420（\400）

quick connect adapter set：\1,575（\1,500）

Connect Adapter -Femaleホース側に装着するためのアダプターです。コネクトアダプター雄と合
わせて使用して下さい。※これだけでは、使用できません。

2+2 Airbrush Holder (H401)

ハンドピースとホースの間に取り付けるレギュレータ ( 圧力調整 )。繊

ハンドピースを固定するハンドピースホルダー。机や板に挟み込むだけ

細な作業は必ず圧力を調整する必要がある。手元で調整ができるので、

で簡単に設置できます。ボトムフィードやサイドフィードタイプを 2 本、

スムーズに作業が行えます。レギュレータがないメーカーに活用下さい。

トップフィードタイプのハンドピースを 2 本まで固定できます。

handpeace regulator：\1,575（\1,500）

2+2 airbrush holder：\1,575（\1,500）

3 Airbrush Holder (H3BI)

4 Airbrush Holder (H4BB)

ハンドピースを固定するハンドピースホルダー。机や板に挟み込むだけ

ハンドピースを固定するハンドピースホルダー。机や板に挟み込むだけ

で簡単に設置できます。3 本までハンドピースを固定できます。レギュレー

で簡単に設置できます。ハンドピースの本数が増える場合にはエアーブ

タ設置スペース付き。

ラシ・ホルダーを使用して下さい。4 本まで固定できます。

3 airbrush holder：\1,575（\1,500）

4 airbrush holder：\1,575（\1,500）

カタログの価格は定価ではありません。TEMPTU 直販価格です。/ 制作 , 著作：マリブ TEMPTU / URL:www.temptu.co.jp

AIRBRUSH TOOLS

Handpiece Regulator

ACCESSORIE

connect adapter female：\1,260（\1,200）
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COMPRESSOR ACCESSORIES
Temptu Air™ Hose

Braided Hose

Temptu Air 専用のホース。それぞれ連結部分のコネクターが通常よりや

ブレードタイプのホース。通常のホースでは、圧力がロスした形でハン

や長めになっています。Temptu Air に取り付けやすいホースです。

ドピースに伝わっていました、ブレードホースではそのロスを改善。ロ

・Length: 1.5m

スなくハンドピースに伝えることができます。

・Adaptor spec: 1/8 × 1/8

・Length: 3m

temptu air hose：\1,575（\1,500）

・Adaptor spec: 1/8 × 1/8

braided hoses：\1,575（\1,500）

AIRBRUSH TOOLS

ACCESSORIE

Manifield 5 Joint

Manifield 3 Joint

色変えの度にハンドピースの付け替えをしていると手間が掛かります。

色変えの度にハンドピースの付け替えをしていると手間が掛かります。

初めから繋いでいれば、手間もなくスムーズに作業が行えます。マニ

初めから繋いでいれば、手間もなくスムーズに作業が行えます。マニ

フィールド 5 連ジョイントは、5 本までハンドピースが繋げれます。

フィールド 3 連ジョイントは、3 本までハンドピースが繋げれます。

manifield 5 joint：\2,415（\2,300）

manifield 3 joint：\1,890（\1,800）

Temptu Air™ Hands-Free Carrier

Temptu Air™ Battery

Temptu air 専用の肩掛けキャリアーバック。TEMPTU air をしっかいと覆

Temptu air の追加バッテリー。電源が取れない場所では、バッテリーを

い完全に一体化し違和感なし。シリコーンゴムなので耐久性も十分。キャ

数個持っていると大変便利です。また、メイク直しなどメイクルームに

リアーバックを使用することで Temptu air のハンズフリー性能をより生

戻らなくてもバッテリーがあればその場でメイクが直せます。フル充電

かせ、使用者の作業効率も高めてくれます。Temptu air とセットの購入

で 1 時間 30 分使用できますが、それ以上作業したい場合は追加バッテリー

をお勧めします。

をご購入し仕事に備えて下さい。

temptu air hands-free carrier：\4,200（\4,000）

temptu air battery：\5,250（\5,000）

制作 , 著作：マリブ TEMPTU 名古屋市港区大手町 3-3-4

℡ (052-654-2839 fax 052-654-2818 URL:www.temptu.co.jp
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Temptu S-One Bag

Silver Bullet Mini Moisture Trap

Temptu S-One コンプレッサーが入るバック。中敷きはクッション素材な

シルバー バレット ミニ モイシュチャー トラップ（エアーブラシ ハン

ので S-One コンプレッサーを衝撃から守ってくれます。運びに便利です。

ドグリップ フィルター）は、空気中のホコリや水分を効率的に除去しま

メークポーチとしても使用できます。

す。ハンドピースの下に付けることで持ちやすくもなります。

・ H,16cm × D,14cm × W,22cm

・ H,7cm × W,2.6cm

temptu s-one bag：\1,890（\1,800）

silver bullet mini moisture trap：\2,625（\2,500）

※装着イメージ

Temptu Airbrush Cleaning Brush Kit

ブラシ 5 本のみのクリーニングブラシセット。ハンドピースを掃除する

ハンドピースを掃除する際には必要不可欠なクリーニングブラシ。どん

際には必要不可欠なクリーニングブラシ。どんな汚れもこのブラシで新

な汚れもこのブラシで新品同様に !! 綺麗なハンドピースは、均等に綺麗

品同様に。

な吹き付けを約束されます。高品質ブラシ 5 本と Super Lube（潤滑油）
付。

airbrush cleaning brush set：\1,050（\1,000）

airbrush cleaning brush kit：\2,575（\2,453）

AIRBRUSH TOOLS

Airbrush Cleaning Brush Set

ACCESSORIE

CREANING ACCESSORIES

Temptu Airbrush Cleaning Pot
掃除の際、残ったペイントを空中散布することなく処理できます。狭い
環境ではインクがこもり、壁や床にインクの付着を防ぎます。掃除の際
には必需品です。ハンドピーススタンドとしても使用できます。

・Pot: 700cc

airbrush cleaning pot：\2,940（\2,800）

カタログの価格は定価ではありません。TEMPTU 直販価格です。/ 制作 , 著作：マリブ TEMPTU / URL:www.temptu.co.jp
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