


タフなメカニズム、機能的デザイン、

Driving Tool 驚きのスピ ドでお離できる鵡専用工具です。

.1.1 kgの軽い工ア 工具と、広範囲に使用できる電動工具の29イフ。 -最大限に効果を発揮できるl

ど古うも安全性と使いやすさを愚優先に設計され、ブラシディスク
の機能を余すところなく発揮させる専用工異です。

.軽量で種単に使用できる1

今までにない、縦回転の工具で、遠心力を効果的に利用する事により‘
ワイヤーブラシやSLディスヲの高いポテンシャJしを最大限に発期さ

せる事ができます。

工アー工具の場合、1.1kgと軽く、使い方も簡単なので女性でも作業
できます。工ア コンブレッサーが芯い場合1革、電動式をお使いいた

だけます。

・より安全lこlより高速にl

.無負荷回転数 3，500rpm 
・使用空気圧力 0，59 [6] MPa [Kgflcm2] 

.無負荷空気消費量 1，1 m3/Min 
・本体重費 1.1 kg 
・ホース取り付け口 NPT1/4 
・慧匠権登録済み

園無負荷回転鍛 3，200rpm 
・定格消費電力 AC 1 OOV /500W 
E本体重量 1，9kg 
・意匠権登録済み

内部の高晶質ヲービン (21.o00rpm)を3，500rpmまで落とし、ロ

ーキアで自動車を運転するように低い回転で八イ)(ワーを実現υます。

ワイヤーブラシにとってより安全lこ、 SLディスヲによってより高速に

剥離できる設計に広っています。

h 
装着時

.接続可能集塵機(株)マキタ製集鹿機
[推奨モデル436X(P)]、及び
口径約34mmの筒先の一般集箆機

圃意匠権出願中

.無負荷回転数 4，000rpm 
・定格消費電力 AC 1 OOV 1600W 
・本体重費 1，9kg 
・意匠権登録済み
・日本水道鋼管協会下地姐理指定工具に認定
SSPC SP-11の表面処理

(フラスタ ブラシ装着時)

SL Disk塗装酌傷つけす、ステップコ 等を簡単、スピ ディーに剥がします。

E粘着シート.両面テープ在素早く剥離できる特殊フレンドゴムディスフ。

2種類の帽で、狭い溝から広い範囲まで下地を傷つけすに剥離でき

ます。

・特殊ゴムで高速に剥離できる1

剥離する力を一番に考え、独自の調合をした特殊ゴムだから.との高
速剥離が実現できますlまたバニラの香料でゴム特有の匂いがありま

せん。

・摩線熱b'こもりにくいl

歯車形状のディスウが高速で回転すると、遠心力によって谷間の空気
が空冷作用を発簡し、摩嬢黙の上昇を抑制します。(特許登録清み)

・バウンド防止でスムーズ作業l

遠心力によってディスフの直径が部張し、エアーフッション的効果が

もたうされ作業薗への傷も防止されます。(特許登録済み)

-独自の歯車形状によって、摩擦熱の発生を
期制し芯がら、高速でステッカーなどを剥離
するゴムディスウです。Yヲイブ1;):，自動車
ボディやガラス画用です。

・特許、意匠権登録済み

.広い範囲もおまかせ1

従来にあったものよりゴムディスクの幅が広い(先端幅30mm)ので、

広い範閤にお使いいただけて剥雛作業のイライラもありません。

+SLディスヲ詳細

SLディスフの種類 ディスフの帽 適合アダプタ

Y9イブ(1サイズ) 30mm 23mm幅アダブヲ

7mm 11mm幅アダブヲ
C9イプ(2サイズ)

30mm 23mm幅アダブヲー

-独自の歯車形状によって、摩j事熱の発生を
抑制し広がら、高速でステッ力ーなどを剥駿
するゴムディスクです。Cヲイブl耳、アフリル
面用です。

・特許、意匠権登録済み



世界80ヵ国で愛される製品ですも

Wire Brush 高い剥離力を融まで維持できます。

-強靭なリング状のベルトに植毛されたブラシで高い柔軟性があり、平
面部はもちろんコーナーや凹み部分まで、あらゆる菌で効果を発揮
します。また毛先在砥石で再研磨官ることによって高い剥磁力在最

後まで維持でeます。

・焼告入れ処理で強いブラシ毛!
焼き入れ処理(1Imm.23mmのみ43mmは焼き入れ処理なし)を
したブラシ毛先端は、従来の授術ではできなかった硬度H円C68レベ
ルに達し、強靭なブラシに仕上がりました。

・作業効率w群1

「くjの字に曲がり、さらに研磨、焼き入れされた毛先が、高い剥離効

果をもた5します。遠心力とブラシ毛の弾力性により、毛先は1回転
する閤にE回作業函を打ちつけるので、一層高い効率者発揮します。

-~4"届::::I"~・・・・・-
-ブラシ幅11 /23/43mm 3サイズ
・線径 0.5mm 
・先端部焼入れ済み(43mmlま焼入れ処理なし)
・最もポピュラーなストレート形状のブラシです。

B~41~・喧巨'渇伝..... ~ .... 圃睡眠主

.ブラシ咽11/23mm 2サイズ
・線径 0.7mm 
.先端部焼入れ済み
・線径O.7mmのブラシ毛先端を「くJの字に間11、さらに研磨して「刃J
を付けたブラシで、患も強力主主剥齢効果を発揮するブラシです。
強いサンドプラスト効果を有します。

.ブラシ幅23mm 1ザイズ
園線径 0.3mm 
・細い線径のブラシ毛で、ブラッシンクがもっとも
マイルド芯ストレート形状のブラシです。

.ブラシ幅20mm 1サイズ

.線復 0.5mm 
・研磨再'1を練りこんだナイロンをブラシ毛にレた

ストレートブラシです。 #500-#600相当の
ブラッシング効果があります。

-目詰まりしにくい1

従来型のブラシよりブラシ毛が広い間隔で植毛されているので、粘着
性がある分厚いコーキング材も目詰まりしにくい備造です。

・安全性が高いi

ブラシ毛がrUJの字に曲げうれて、強靭なベルトの裏側かう植毛さ

れた構造のため、作業の応力が集中する部分がなく折れにくく安全性
の高いブラシです。

匝彊;;X~アEヨ.. ~・E・-封

.ブラシ幅11/23/43mm 3サイズ
・線径 0.5mm 
・先端部焼入れ済み
・ブラシ毛先端を「くJの字に曲げ、さらに研磨して 「刃」を付けた

ブラシで、サンドブラスト効果を有します。ストレ トブラシより高い
剥離力があります。

ES司四U'JII畑~唱置・日=.，~哩援?

.ブラシ幅11/23/43mm 3ザイズ
・線径 0.5mm 
・ステンレス製のストレ トブラシで、他に比べてブラッシンクがマィ
ルドです。
錆を嫌う用途に使用できます。

jI司
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-ブラシ幅43mm 1サイズ
・線径 0.7mm 
・ストレ ト太線を使用したブラシで、より強い
殴打力によって効果を発揮するブラシです。

.ブラシ幅20mm 1サイズ
・線径 0.5mm 
・より微粒子の研磨剤を練りこんだナイロンを
ブラシ毛にしたストレート形状のゴラシです。
#日00-#1000棺当のブラッシンク効果が
あります。



剥離作業のわずらわしさから開放。
様々なアクセサリーで、自動車業界、サイン業界、シルクスクリーン業界、

多くのプロフ工ツショナルかう支持を受けています。

業界で使用されるなど多岐にわたり、

自動車修理関係 Ca.r四pair

バーナーで焼いたり、へらをつかって手でこそぎ取っていた「危険で面倒芯作業」や、ドライヤーで温めたり、薬剤を使ったりした
「手間も時間もかかる作業」が 軽量な工具1っと充実したアクセサリーで、アンダーコートかうボディーに貼ったステッカーまで
素早く剥離することができます。

-凹凸部の塗装剥がし .ウインドウガラスのシーラント剥離 園アンダーコート(デトナ)剥離 .新品パネルの足付け

l6| 
A ストレートブラシ A ブラスターブラシ Aマリンプラスターブラシ

-ポアイか50.:ステッカーや両面テープ副産 ・廿イドパイザーの両面テープ型l離 ・その他活用事例

.a.SLディスクYタイプ .a.SLディスクCタイプ

チッピングコート型用量
厚い塗装剥蹴
メルシート(フロアーインシコレーター)剥離
厚いシーラー剥醗
ステンレスやアルミ材。うの塗装甲IJ!:I I 

エンジンのメンテナンス | 

プラスチッ?に貼付されたスポンジ剥磁 | 
真鎗製品の騒音 l 

アルミ主4ニル豆堕金皇室

Aナイロンブラシ

プラスヲーブラシ
プラスターブラシ
マリンブラスターブラシ
マリンプラスターブラシ
ステンレスストレートブラシ
ステンレスストレートブラシ
O.3mmステ〉レスストレートブラシ
ナイロンブラシ#800
ナイロンブラシ#60白

サイン・看板関係及び、シルクスクリーン印刷関係 Signboard，SiU(screen print 

争サイン看板関係
レンタルが終了した車の社名や口ゴの張り替え、季節やイベントで変わるショ ウインドウの装飾広ど。
自動車ボディーやアクリル板に貼った文字シ トも下地を傷めず素早く剥離します。

・シルクスクリーン印刷関係
繰り返し使われるスクリーンアルミフレームも「削る」のではなく「細かく叩く」ことによって.最低限の婦耗できれいに再生しままふ
またブラシを替えることにより、お好みの籾さに仕上げることが出来ます。

.自動車ボディの文字シート剥離 ・アクリル板の文字シート剥離 ・その他活用事例

塑里
.a.SLディスクYタイプ .a.SLディスクCタイプ

語孟孟
riレミパンに貼ったステッ力一剥自主

ガラスに貼ったステッ力一剥離

自然乾燥の蓮華主面に貼ったステッ力一剥離

スフリー〉印刷用 アルミフレームの撞置用の障去

且ι一一一一一-
SLディスヲYタイプ

SLディスフY9イフ
SLディスフC9イフ

ストレ トブラシ

建築塗装関係7そぬ他 A凶 it虻加心同ntingand0出回

大型のケレン設備では届か花王い、狭い場所や起欣面、手溜りの丸パイプ等に素晴らしい効果を発煙します。

-縞鋼板のケレン -丸パイプなどのケレン .建築機械のメンテナンス

ドラe
/ 

圃\~~

官調
Aブラスターブラシ 企プラスターブラシ Aストレートブラシ

・その他活用事例



ロータリーブ、ラスターセット 畑町 blaster回

工ア一式セットMBX5e! 

dヨ
~ 

樫3

電動式セット MRX5e! 

MBX-BOS ""フルわ卜

エアー工奥本体 1台

付属品{アダプタ t?::.卜極右工奥iI) Ht 

"問nストレートフラν 2. 
23rrm;>"!，jンフラスターブラシ 2信
"""刊Cタイブ Slj'.1スク{先週E・7m同 2fi 
2_Vタイプ乱ディスク惜JlIII3UTml 2鋼

SLX-40S げイλク包レト

エアー工興本体 18 
付毘畠(アダプタ t'JトT異靖 式

11rrmC夕刊 SLディスク(究輔7mml 羽

田 ""VタイプSlj'.(スク{摘幅3伽間) 2・

SLX-30S 乱Tィスク匂ν、

工ア工貝~it lE 

付属皐17タフター包山卜工奥渇 式

23rrmYタイプ乱ディスク(先進咽3町rrn). 3個

M円x-23N 23rT1(l"，1Ii:iテ~':;'J~

電.工奥羽区1$:(3.2α〉問問白

付属語(23mmアダプタ t?'.l1.蛋石工具語)1式

23mmストレ-1トブラシ ε値
目剛、フラスタフラシ 調

23mmマ1):;フラスターヌラ:" 2fi 

SRX -30N SLテ4クセyト その他製品
.猶工員志修(3.2αlrom)' i iS 

nM{23mmアダプター包γ卜工踊) ほ

23mmγタイプ SLディスク(先編劇伽nmi' 3鋼

個別製品コード一覧 Prodl山

型畠コ ド 型 晶 名 ブラ乙帽 λり叡 盟晶コード 型 昂 名 71ブタサイヱ

MI )-05G l1mm 5 

MX-05G 
ス トレ 卜ブ ラ ジ

23mm 5 
SSXIl0B2EC C cタイプ Slディスヲ

) )mcl尭稲曜 7mm)

23mm(先崎幅 30mm)

MM4X3I0D5E G 
23mm lO 

43mm 5 

SX-02Y 日 記 州 先制 叩 mmJ
SX-OBY Yタイプ Slディスフ m(先噴幅 30mm)

MMMX1X 1-0010558 日B 

llmm 5 

プラスター ブラシ
23mm 5 

23mm 10 

SX-54Y 23mm(先場喧30mm}

RA-111 11 mm帽アダプタ

M43-05日 43mm 5 RA-1 0) 23mm幅アダプタ

M) )-05K RA-13 ) 43mm幅アデブタ

MX-05K マリンプラスタ ブラシ AA-)21N ナイロンブうソ用アダプタ

MX-IOK MBX日明3 工ア 式駆動工島本体

h悦J-05M マリンブラシ 'dRX.27出W 電~U~工島本修 3200 rcm

MX-03J 0 3""，~わ レ1ストレートブラン IA:X..l凹QS 電1i1~t=具志修4000rom

MII-03S MG-150 電量ご且毘Zピ rJ:卜ローラ

MX-03S 1子yレuトレ トブラソ E E 

M43-03S 0-2 0 0 エア工具用レギユレタ

Nl.600a I tイ0:;ブラシ1=600唱当) POI-OJ5 エア 工具用岨Eノズル

Nl-BOOG ナイロン7ラシI=BOC梧当)

λ0:7 
2 

E 

E 

B 

54 

MBX-60S フラシbト

エア工興本修 1台
付I.I!{アタブヲーセフ¥鍾石工.'・} I~ 

1l'TVT1ストレートブラシ 20 
2_ブラスターブラシ 21 
23mmマUンブラスターフラシ

2・
MBX-50S フヨシ叶

エア 工興本体 1白
付属罰{23n川Yタフタ 工奥揺) 1式
E勘mストしートブラシ 1. 
23mmフラスターフラy 2. 
E担割1マ'):1フラスターフラシ ε省
器ご希望lこより‘上記3極通のフラシ句中伊ら
~5個と自由に岳遭日聞くこともできま曹，

MRX -43S '3mm岨フラウ也、

.~工奥~体 (40由問中 台

付回{岨mm7タフター苫';Jt-.a:o工踊) I~ 

4_ストレートフヨウ 2・
4島町ブラスタ→フラシ 3・
MRX -43W 43rr(!"・フラ児Jト

.艶工具本体(4田Dcpm) 台

付属畠(43rr明アダプター2:')卜磁石 工民衛11式
43mmプラスターブラシ 5偏

MG-150 踊 工聞疋ーにントロト

ー般電島工実用のスピ ド可愛装置で..

l'息時に負衝がt:NJ'っても電子静観 こより回転力を

0"しま.. (事用カタログ~別にあDま.. )

摘 要

全ての1)間咽7ラン且ほ 鋪 7rrmSl7'....:z.?.IIl

主て由E勘胴喧プラン且日先進福田伽明記Sl7'ィZヲR

主ての43mm9!i!ブラシ

圭て由ナイロンブラシ聞

23mrrアダプター付

23mrrアダプタ付

43mn:アダプタ 吋

ブラシ再研磨用



お問い合わせ


