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Grease Filling Pump

http://www.kwk.co.jp/lubricat/

KGPシリーズ
グ リ ー ス
充 填 ポ ン プ

＜用 途＞
●ドラム缶・ペール缶からタンク付
  潤滑ポンプへグリースを充填

＜特 長＞
●簡便なドラム缶・ペール缶交換
●クイックカプラにより楽々脱着
●グリース残量低減（KGP-710）

<Usage>
●Fill the grease to the pump with tank 
     from the drum or pail can

<Characteristics>
●Easy drum and pail can replacement

●Easily removable with quick coupler

●Reduction of remaining grease (KGP-710)

KGP-710

ドラム缶用 （電動）
For drum (electric)

KGP-420

ペール缶用 ）動手（ 
For pail can (manual)

ドラム缶やペール缶に簡単に装着でき、
常に清浄なグリースをポンプに補充します。
ドラム缶やペール缶に簡単に装着でき、
常に清浄なグリースをポンプに補充します。
It is easy to install to the drum or pail can and always restock 
the clean grease to the pump.
It is easy to install to the drum or pail can and always restock 
the clean grease to the pump.
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KGPドラム缶用電動式充填ポンプ
ペール缶用手動式充填ポンプ

Electric filling pump for drum
Manual filling pump for pail can シリーズ
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圧力計 10MPa
Pressure gauge

3-M10
アイボルト
Hanger

ドラム缶
Drum Can

点検口
Check Port

3セットボルト
Set Bolt

クイックカップリング
（ポンプ補給口に接続）
Snap-on Hose CouplingFlexible Hose

フレキホース（2m）

ホース不使用時接続
（キャップ付属）
When Hose is 
not used

3-脚
（仮置き用）
Legs
(temporary,Legs)

ギャドモータ
Ｇeared Motor

A

撹拌羽根
Agitator

フレキシブルホース
φ1/2×1500L
Flexible Hose

吐出口 Rc1/2
Delivery Port

Cover clamps
止め金具

ポンプのグリース
補給口に接続
Connect to the grease
filling port of pump

クイック･カップリング
Snap-on hose Coupling

ドラム缶用電動式充填ポンプ・ペール缶用手動式充填ポンプKGPシリーズは、簡単な
作業でドラム缶・ペール缶に装着できるため、缶交換の時間と手間を省くと同時に、
補充の際のゴミや異物の混入を防ぎます。

※ ドラム缶が空になった際に信号が出せるよう、ローレベルスイッチが付いたKGP-710LS形もあります。

主な仕様 Specifications

KGP-710

KGP-420

ドラム缶用 (電動)  For drum (electric)

※ クイックカップリングを搭載している当社ポンプに接続可能です。
　＜電動式ポンプ＞ KSP-33, KEP-16, KEP-N25, KEP-41, KEP-51
   ＜手動式ポンプ＞ KMP-221, KMP-231, KMP-261
   ＜空圧式ポンプ＞ KSP-402, KSP-502

ペール缶用 (手動)  For pail can (manual)

【寸法図】 Dimensional drawing

【寸法図】 Dimensional drawing

    KGP series  (Electric filling pump for drum・Manual filling pump for pail can) are simple operation.
Since it can be installed to the drum and pail can, it saves the time to replace and prevent the dust into grease.

   Type KGP-710LS with a low-level switch to allow a drum-empty signal.

 It can be connected to our pump equipped with quick coupling.
＜Electric pump＞ KSP-33, KEP-16, KEP-N25, KEP-41, KEP-51
＜Manual pump＞ KMP-221, KMP-231, KMP-261
＜Pneumatic pump＞ KSP-402, KSP-502

形　式

駆動方式

吐 出 量

吐出圧力

電 動 機

ポンプ回転数

減 速 比

対象容器

使用グリース

質　量

付 属 品

KGP-710
電動機

663/800cm³/minat50/60Hz

MAX.5MPa
かご形三相誘導電動機（全閉外扇形）

AC/200/220V、AV400/440V、0.4KW、4P

69/83r.p.m.at50/60Hz

1／21
ドラム缶

集中潤滑用グリース NLGI#1、＃0

61kg
フレキシブルホース２m

主な仕様 Specifications

形　式

吐 出 量

吐出圧力

対象容器

使用グリース

質　量

付 属 品

Model

Discharge capacity

Discharge pressure

Object container

Grease used

Mass

Accessories Flexible hose 1.5m

Flexible hose ２m

18kg・16kg pail, 16kg square can

40cm³/stroke

KGP-420
40cm³/ストローク

MAX.1MPa
18kg・16kgペール缶、16kg角缶

集中潤滑用グリース NLGI#1、＃0

14kg
フレキシブルホース1.5m

Model

Driving system

Discharge capacity

Discharge pressure

Electric motor

Pump revolution

Reduction ratio

Object container

Grease used

Mass

Accessories

Electric motor
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Grease for Central lubricating system

Grease for Central lubricating system

Drum


