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New tool profesional corresponding to various usages.

General Catalogue業種別用途事例 様々な業種から愛されるロータリーブラスター 個別製品コード一覧 Product code list
製品コード 製　　品　　名 ブラシ幅
M11-05G
MX-05G
MX-10G
M43-05G
M11-05B
MX -05B
MX -10B
M43-05B
M11-05K
MX-05K
MX-10K
M43-05M
MX-03J
M11-03S
MX-03S
M43-03S
NL-600B
NL-800G

製品コード
S11-02C
SX-02C
SX-02Y
SX-08Y
SX-64Y
RA-111
QA-111
RA-101
QA-101
RA-131
RA-121N
MBX-3500S
MRX-2700N
MRX-4000S
MG-150

D - 2 0 0
PDI-035

ストレートブラシ

製　　品　　名 アダプターサイズ

Cタイプ　SLディスク

Yタイプ　SLディスク

11mm幅アダプター
11mm幅クイックアダプター
23mm幅アダプター
23mm幅クイックアダプター
43mm幅アダプター
ナイロンブラシ用アダプター
エアー式駆動工具本体
電動式駆動工具本体3200rpm
電動式駆動工具本体4000rpm
電動工具用スピードコントローラー
砥 石
エアー工具用レギュレーター
エアー工具用吸塵ノズル

11mm （先端幅 ： 7mm）
23mm （先端幅 ： 30mm）
23mm （先端幅 ： 30mm）
23mm （先端幅 ： 30mm）
23mm （先端幅 ： 30mm）

ブラスターブラシ

マリンブラスターブラシ

マ リ ン ブ ラ シ
0.3mm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

ナイロンブラシ（♯600相当）
ナイロンブラシ（♯800相当）

11mm
23mm
23mm
43mm
11mm
23mm
23mm
43mm
11mm
23mm
23mm
43mm
23mm
11mm
23mm
43mm
20mm
20mm

入り数
5
5
10
5
5
5
10
5
5
5
10
5
3
3
3
3
1
1

入り数 摘　　　　　　　要
2
2
2
8
64
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

全ての11mm幅ブラシ及び先端幅 7mmSLディスク用
全ての11mm幅ブラシ及び先端幅 7mmSLディスク用
全ての23mm幅ブラシ及び先端幅30mmSLディスク用
全ての23mm幅ブラシ及び先端幅30mmSLディスク用
全ての43mm幅ブラシ
全てのナイロンブラシ用
23mmアダプター付
23mmアダプター付
43mmアダプター付

ブラシ再研磨用

Usage Case

Car repair
自動車修理関係

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「危険で面倒な作業」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
つと充実したアクセサリーで、アンダーコートから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。

Architectural painting and others
建築塗装関係、その他

大型のケレン設備では届かない、狭い場所や起伏面、手摺りの丸パイプ等に素晴らしい
効果を発揮します。

Signboard, Silkscreen print

サイン・看板関係及び、
シルクスクリーン
印刷関係

●サイン・看板関係
レンタルが終了した車の社名やロゴの張り替え、季節やイベントで変わるショーウィ
ンドウの装飾など。
自動車ボディーやアクリル板に貼った文字シー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、最低限の損耗できれいに再生します。またブラシを替えることにより、お好
みの粗さに仕上げることが出来ます。

■凹凸部の塗装剥がし

■ボディからのステッカーや
　両面テープ剥離

■サイドバイザーの
　両面テープ剥離

■その他活用事例

■ウィンドウガラスのシーラント剥離 ■アンダーコート（デトナ）剥離 ■新品パネルの足付け

◆用途事例 ◆使用アクセサリー
サビ取り
チッピングコート剥離
厚い塗装剥離
メルシート（フロアーインシュレーター）剥離
厚いシーラー剥離
ステンレスやアルミ材からの塗装剥離
エンジンのメンテナンス
プラスチックに貼付されたスポンジ剥離
真鍮製品の磨き
アルミホイールの腐食磨き

ストレートブラシ
ブラスターブラシ
ブラスターブラシ
マリンブラスターブラシ
マリンブラスターブラシ
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
0.3mmステン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＃600

SLディスクYタイプ SLディスクCタイプ

ブラスターブラシ マリンブラスターブラシ ナイロンブラシ

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、建築塗装業界で使用されるなど多岐にわたり、
多くのプロフェッショナルから支持を受けています。

◆用途事例 ◆使用アクセサリー
アルミバンに貼ったステッカー剥離
ガラスに貼ったステッカー剥離
自然乾燥の塗装面に貼ったステッカー剥離
スクリーン印刷用　アルミフレームの接着剤の除去

SLディスクYタイプ
SLディスクYタイプ
SLディスクCタイプ
ストレートブラシ

■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

ストレートブラシ

SLディスクYタイプ SLディスクCタイプ

◆用途事例 ◆使用アクセサリー

船のサビ取り

電車の窓枠の
コーキングはがし

ストレートブラシ or
ブラスターブラシ

ブラスターブラシ

■その他活用事例

ブラスターブラシ ブラスターブラシ ストレートブラシ

■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
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タフなメカニズム、機能的デザイン、世界80ヵ国で愛される製品です。

Driving Tool 驚きのスピードで剥離できる剥離専用工具です。

SL Disk 塗装面を傷つけず、ステッカー等を簡単、スピーディーに剥がします。

1.1㎏の軽いエアー工具と、広範囲に使用できる電動工具の2タイプ。
どちらも安全性と使いやすさを最優先に設計され、
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具です。

特殊ゴムで高速に剥離できる！
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、この高速剥離が実現できま
す！またバニラの香料でゴム特有の匂いがあ
りません。

摩擦熱がこもりにくい！
歯車形状のディスク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揮
し、摩擦熱の上昇を抑制します。（特許登録
済み）

バウンド防止でスムーズ作業！
遠心力によってディスクの直径が拡張し、エ
アークッション的効果がもたらされ、作業面
への傷も防止されます。（特許登録済み）

広い範囲もおまかせ！
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、広い範囲にお使
いいただけて剥離作業のイライラもありま
せん。

粘着シート、両面テープを素早く剥離できる特殊ブレンドゴムディスク。
2種類の幅で、狭い溝から広い範囲まで下地を傷つけずに剥離できます。

最大限に効果を発揮できる！
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
クの高いポテンシャルを最大限に発揮させる事
ができます。

より安全に！より高速に！
内部の高品質タービン（21,000 r pm）を
3,500rpmまで落とし、ローギアで自動車を運
転するように、低い回転でハイパワーを実現しま
す。ワイヤーブラシにとってより安全に、SLディス
クによってより高速に剥離できる設計になってい
ます。

軽量で簡単に使用できる！
エアー工具の場合、1.1㎏と軽く、使い方も簡単な
ので女性でも作業できます。エアーコンプレッサ
ーがない場合は、電動式をお使いいただけます。

焼き入れ処理で強いブラシ毛！
焼き入れ処理（11mm・23mmのみ43mm
は焼き入れ処理なし）をしたブラシ毛先端
は、従来の技術ではでき
なかった硬度HRC68レ
ベルに達し、強靱なブラ
シに仕上がりました。

作業効率抜群！
「く」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らしま
す。遠心力とブラシ毛の弾力性により、毛先
は1回転する間に2回作
業面を打ちつけるので、
一層高い効率を発揮しま
す。

目詰まりしにくい！
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
い構造です。

安全性が高い！
ブラシ毛が「U」の字に曲げられて、強靱な
ベルトの裏側から植毛さ
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。

エアー式

MBX-3500S
■無負荷回転数　3，500rpm　　■使用空気圧力　0.59［6］MPa［Kgf/cm2］
■無負荷空気消費量　1.1m3/Min　　■本体重量　1.1㎏
■ホース取り付け口　NPT1/4　　■意匠権登録済み

エアー工具用　吸塵ノズル

PDI-035
■接続可能集塵機（株）マキタ製集塵機［推奨モデル436X（P）］、
　及び口径約34mmの筒先の一般集塵機
■意匠権出願中

ストレートブラシ

電動式

MRX-4000S
■無負荷回転数　4，000rpm　　■定格消費電力　AC100V/600W
■本体重量　1.9㎏　　■意匠権登録済み
■日本水道鋼管協会　下地処理指定工具に認定ＳＳＰＣ　SP-11の表面処理
　（ブラスターブラシ装着時）
　日本水道鋼管協会　賛助会員

電動式

MBX-2700Ｎ
■無負荷回転数　3，200rpm　　■定格消費電力　AC100V/500W
■本体重量　1.9㎏　　■意匠権登録済み

■ブラシ幅11/23/43mm　3サイズ　　■線径　0.5mm
■先端部焼入れ済み（43mmは焼入れ処理なし）
■最もポピュラーなストレート形状のブラシです。

0.3mmステンレスストレートブラシ

マリンブラスターブラシ ステンレスストレートブラシ

ブラスターブラシ

SLディスク

Ytype

装着時

■SLディスク詳細 ＳＬディスクの種類 ディスクの幅 適合アダプター
Yタイプ（1サイズ）

Cタイプ（2サイズ）

30mm

7mm

30mm

23mm幅アダプター

11mm幅アダプター

23mm幅アダプター

■独自の歯車形状によって、摩擦熱の
発生を抑制しながら、高速でステッ
カーなどを剥離するゴムディスクで
す。Yタイプは、自動車ボディやガラ
ス面用です。
■特許、意匠権登録済み

SLディスク

Ctype（2size）
■独自の歯車形状によって、摩
擦熱の発生を抑制しながら、
高速でステッカーなどを剥離
するゴムディスクです。Cタイ
プは、アクリル面用です。
■特許、意匠権登録済み

■ブラシ幅11/23mm　2サイズ　　■線径　0.7mm
■先端部焼入れ済み
■線径0.7mmのブラシ毛先端を「く」の字に曲げ、さらに研磨して「刃」を
付けたブラシで、最も強力な剥離効果を発揮するブラシです。強いサン
ドブラスト効果を有します。

■ブラシ幅11/23/43mm　3サイズ　　■線径　0.5mm
■ステンレス製のストレートブラシで、他に比べてブラッシングがマイルド
です。
■錆を嫌う用途に使用できます。

■ブラシ幅43mm　1サイズ
■線径　0.7mm
■ストレー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23mm　1サイズ
■線径　0.3mm
■細い線径のブラシ毛で、ブラッシングがもっともマイルドなストレ
ート形状のブラシです。

マリンブラシ

ナイロンブラシ＃600 ナイロンブラシ＃800
■ブラシ幅20mm　1サイズ
■線径　0.55mm
■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ブラシで
す。＃500～＃600相当のブラッシング効果があります。

■ブラシ幅20mm　1サイズ
■線径　0.6mm
■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
ート形状のブラシです。＃800～＃1000相当のブラッシング効
果があります。

※緑色より変更になりました。※青色より変更になりました。

■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」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。ストレートブラシより高い剥離力があ
ります。

製品ラインナップ

駆動工具

SLディスク

Wire Brush 高い隔離力を最後まで維持できます。

強靱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、あらゆる面で効果を発揮します。
また毛先を砥石で再研磨することによって高い剥離力を最後まで維持できます。

ワイヤーブラシ

Product Line-up

ロータリーブラスターセット
エアー式セット

Rotary blaster set

MBX set

電動式セット

その他製品

MRX set

MBX-80S MBXフルセット

エアー工具本体…………………………………………1台
付属品（アダプターセット、砥石、工具箱）……………1式
11mmストレートブラシ ………………………………2個
23mmマリンブラスターブラシ………………………2個
11mmCタイプ   SLディスク（先端幅7mm）………2個
23mmYタイプ   SLディスク（先端幅30mm）……2個

MBX-60S ブラシセット

エアー工具本体…………………………………………1台
付属品（アダプターセット、砥石、工具箱）……………1式
11mmストレートブラシ ………………………………2個
23mmブラスターブラシ………………………………2個
23mmマリンブラスターブラシ………………………2個

MBX-50S ブラシセット

エアー工具本体…………………………………………1台
付属品（23mmアダプター、工具箱）…………………1式
23mmストレートブラシ ………………………………1個
23mmブラスターブラシ………………………………2個
23mmマリンブラスターブラシ………………………2個

SLX-40S SLディスクセット

エアー工具本体…………………………………………1台
付属品（アダプターセット、工具箱）……………………1式
11mmCタイプ   SLディスク（先端幅7mm）………2個
23mmYタイプ   SLディスク（先端幅30mm）……2個

SLX-30S SLディスクセット

エアー工具本体…………………………………………1台
付属品（アダプターセット、工具箱）……………………1式
23mmYタイプ   SLディスク（先端幅30mm）……3個

MRX-23N 23mm幅ブラシセット

電動工具本体（3,200rpm）…………………………1台
付属品（23mmアダプターセット、砥石、工具箱）……1式
23mmストレートブラシ ………………………………2個
23mmブラスターブラシ………………………………2個
23mmマリンブラスターブラシ………………………2個

SRX-30N SLディスクセット

電動工具本体（3,200rpm）…………………………1台
付属品（23mmアダプターセット、工具箱） …………1式
23mmＹタイプ　SLディスク（先端幅30mm）……3個

MRX-43S 43mm幅ブラシセット

電動工具本体（4,000rpm）…………………………1台
付属品（43mmアダプターセット、砥石、工具箱）……1式
43mmストレートブラシ ………………………………2個
43mmブラスターブラシ………………………………3個

MRX-43W 43mm幅ブラシセット

電動工具本体（4,000rpm）…………………………1台
付属品（43mmアダプターセット、砥石、工具箱）……1式
43mmブラスターブラシ………………………………5個

MG-150 電動工具用　スピードコントローラー

一般電動工具用のスピード可変装置です。
低速時に負荷がかかっても電子制御により回転力を
維持します。（専用カタログが別にあります。）

※ご希望により、上記3種類のブラシの中から、
　計5個ご自由にお選び頂くこともできます。

QA-111
クイックアダプター（11mm）
■適合アクセサリー：11mm幅製品
■入り数：1セット

QA-101
クイックアダプター（23mm）
■適合アクセサリー：23mm幅製品
■入り数：1セット

RA-111
アダプター（11mm）
■適合アクセサリー：11mm幅製品
■入り数：1セット

RA-101
アダプター（23mm）
■適合アクセサリー：23mm幅製品
■入り数：1セット

RA-131
アダプター（43mm）
■適合アクセサリー：43mm幅製品
■入り数：1セット

RA-121N
ナイロンブラシ用アダプター
■適合アクセサリー：ナイロンブラシ
■入り数：1セット

砥 石
■入り数：1ケ

補充品

supplies



タフなメカニズム、機能的デザイン、世界80ヵ国で愛される製品です。

Driving Tool 驚きのスピードで剥離できる剥離専用工具です。

SL Disk 塗装面を傷つけず、ステッカー等を簡単、スピーディーに剥がします。

1.1㎏の軽いエアー工具と、広範囲に使用できる電動工具の2タイプ。
どちらも安全性と使いやすさを最優先に設計され、
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具です。

特殊ゴムで高速に剥離できる！
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、この高速剥離が実現できま
す！またバニラの香料でゴム特有の匂いがあ
りません。

摩擦熱がこもりにくい！
歯車形状のディスク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揮
し、摩擦熱の上昇を抑制します。（特許登録
済み）

バウンド防止でスムーズ作業！
遠心力によってディスクの直径が拡張し、エ
アークッション的効果がもたらされ、作業面
への傷も防止されます。（特許登録済み）

広い範囲もおまかせ！
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、広い範囲にお使
いいただけて剥離作業のイライラもありま
せん。

粘着シート、両面テープを素早く剥離できる特殊ブレンドゴムディスク。
2種類の幅で、狭い溝から広い範囲まで下地を傷つけずに剥離できます。

最大限に効果を発揮できる！
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
クの高いポテンシャルを最大限に発揮させる事
ができます。

より安全に！より高速に！
内部の高品質タービン（21,000 r pm）を
3,500rpmまで落とし、ローギアで自動車を運
転するように、低い回転でハイパワーを実現しま
す。ワイヤーブラシにとってより安全に、SLディス
クによってより高速に剥離できる設計になってい
ます。

軽量で簡単に使用できる！
エアー工具の場合、1.1㎏と軽く、使い方も簡単な
ので女性でも作業できます。エアーコンプレッサ
ーがない場合は、電動式をお使いいただけます。

焼き入れ処理で強いブラシ毛！
焼き入れ処理（11mm・23mmのみ43mm
は焼き入れ処理なし）をしたブラシ毛先端
は、従来の技術ではでき
なかった硬度HRC68レ
ベルに達し、強靱なブラ
シに仕上がりました。

作業効率抜群！
「く」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らしま
す。遠心力とブラシ毛の弾力性により、毛先
は1回転する間に2回作
業面を打ちつけるので、
一層高い効率を発揮しま
す。

目詰まりしにくい！
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
い構造です。

安全性が高い！
ブラシ毛が「U」の字に曲げられて、強靱な
ベルトの裏側から植毛さ
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。

エアー式

MBX-3500S
■無負荷回転数　3，500rpm　　■使用空気圧力　0.59［6］MPa［Kgf/cm2］
■無負荷空気消費量　1.1m3/Min　　■本体重量　1.1㎏
■ホース取り付け口　NPT1/4　　■意匠権登録済み

エアー工具用　吸塵ノズル

PDI-035
■接続可能集塵機（株）マキタ製集塵機［推奨モデル436X（P）］、
　及び口径約34mmの筒先の一般集塵機
■意匠権出願中

ストレートブラシ

電動式

MRX-4000S
■無負荷回転数　4，000rpm　　■定格消費電力　AC100V/600W
■本体重量　1.9㎏　　■意匠権登録済み
■日本水道鋼管協会　下地処理指定工具に認定ＳＳＰＣ　SP-11の表面処理
　（ブラスターブラシ装着時）
　日本水道鋼管協会　賛助会員

電動式

MBX-2700Ｎ
■無負荷回転数　3，200rpm　　■定格消費電力　AC100V/500W
■本体重量　1.9㎏　　■意匠権登録済み

■ブラシ幅11/23/43mm　3サイズ　　■線径　0.5mm
■先端部焼入れ済み（43mmは焼入れ処理なし）
■最もポピュラーなストレート形状のブラシです。

0.3mmステンレスストレートブラシ

マリンブラスターブラシ ステンレスストレートブラシ

ブラスターブラシ

SLディスク

Ytype

装着時

■SLディスク詳細 ＳＬディスクの種類 ディスクの幅 適合アダプター
Yタイプ（1サイズ）

Cタイプ（2サイズ）

30mm

7mm

30mm

23mm幅アダプター

11mm幅アダプター

23mm幅アダプター

■独自の歯車形状によって、摩擦熱の
発生を抑制しながら、高速でステッ
カーなどを剥離するゴムディスクで
す。Yタイプは、自動車ボディやガラ
ス面用です。
■特許、意匠権登録済み

SLディスク

Ctype（2size）
■独自の歯車形状によって、摩
擦熱の発生を抑制しながら、
高速でステッカーなどを剥離
するゴムディスクです。Cタイ
プは、アクリル面用です。
■特許、意匠権登録済み

■ブラシ幅11/23mm　2サイズ　　■線径　0.7mm
■先端部焼入れ済み
■線径0.7mmのブラシ毛先端を「く」の字に曲げ、さらに研磨して「刃」を
付けたブラシで、最も強力な剥離効果を発揮するブラシです。強いサン
ドブラスト効果を有します。

■ブラシ幅11/23/43mm　3サイズ　　■線径　0.5mm
■ステンレス製のストレートブラシで、他に比べてブラッシングがマイルド
です。
■錆を嫌う用途に使用できます。

■ブラシ幅43mm　1サイズ
■線径　0.7mm
■ストレー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23mm　1サイズ
■線径　0.3mm
■細い線径のブラシ毛で、ブラッシングがもっともマイルドなストレ
ート形状のブラシです。

マリンブラシ

ナイロンブラシ＃600 ナイロンブラシ＃800
■ブラシ幅20mm　1サイズ
■線径　0.55mm
■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ブラシで
す。＃500～＃600相当のブラッシング効果があります。

■ブラシ幅20mm　1サイズ
■線径　0.6mm
■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
ート形状のブラシです。＃800～＃1000相当のブラッシング効
果があります。

※緑色より変更になりました。※青色より変更になりました。

■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」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。ストレートブラシより高い剥離力があ
ります。

製品ラインナップ

駆動工具

SLディスク

Wire Brush 高い隔離力を最後まで維持できます。

強靱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、あらゆる面で効果を発揮します。
また毛先を砥石で再研磨することによって高い剥離力を最後まで維持できます。

ワイヤーブラシ

Product Line-up

ロータリーブラスターセット
エアー式セット

Rotary blaster set

MBX set

電動式セット

その他製品

MRX set

MBX-80S MBXフルセット

エアー工具本体…………………………………………1台
付属品（アダプターセット、砥石、工具箱）……………1式
11mmストレートブラシ ………………………………2個
23mmマリンブラスターブラシ………………………2個
11mmCタイプ   SLディスク（先端幅7mm）………2個
23mmYタイプ   SLディスク（先端幅30mm）……2個

MBX-60S ブラシセット

エアー工具本体…………………………………………1台
付属品（アダプターセット、砥石、工具箱）……………1式
11mmストレートブラシ ………………………………2個
23mmブラスターブラシ………………………………2個
23mmマリンブラスターブラシ………………………2個

MBX-50S ブラシセット

エアー工具本体…………………………………………1台
付属品（23mmアダプター、工具箱）…………………1式
23mmストレートブラシ ………………………………1個
23mmブラスターブラシ………………………………2個
23mmマリンブラスターブラシ………………………2個

SLX-40S SLディスクセット

エアー工具本体…………………………………………1台
付属品（アダプターセット、工具箱）……………………1式
11mmCタイプ   SLディスク（先端幅7mm）………2個
23mmYタイプ   SLディスク（先端幅30mm）……2個

SLX-30S SLディスクセット

エアー工具本体…………………………………………1台
付属品（アダプターセット、工具箱）……………………1式
23mmYタイプ   SLディスク（先端幅30mm）……3個

MRX-23N 23mm幅ブラシセット

電動工具本体（3,200rpm）…………………………1台
付属品（23mmアダプターセット、砥石、工具箱）……1式
23mmストレートブラシ ………………………………2個
23mmブラスターブラシ………………………………2個
23mmマリンブラスターブラシ………………………2個

SRX-30N SLディスクセット

電動工具本体（3,200rpm）…………………………1台
付属品（23mmアダプターセット、工具箱） …………1式
23mmＹタイプ　SLディスク（先端幅30mm）……3個

MRX-43S 43mm幅ブラシセット

電動工具本体（4,000rpm）…………………………1台
付属品（43mmアダプターセット、砥石、工具箱）……1式
43mmストレートブラシ ………………………………2個
43mmブラスターブラシ………………………………3個

MRX-43W 43mm幅ブラシセット

電動工具本体（4,000rpm）…………………………1台
付属品（43mmアダプターセット、砥石、工具箱）……1式
43mmブラスターブラシ………………………………5個

MG-150 電動工具用　スピードコントローラー

一般電動工具用のスピード可変装置です。
低速時に負荷がかかっても電子制御により回転力を
維持します。（専用カタログが別にあります。）

※ご希望により、上記3種類のブラシの中から、
　計5個ご自由にお選び頂くこともできます。

QA-111
クイックアダプター（11mm）
■適合アクセサリー：11mm幅製品
■入り数：1セット

QA-101
クイックアダプター（23mm）
■適合アクセサリー：23mm幅製品
■入り数：1セット

RA-111
アダプター（11mm）
■適合アクセサリー：11mm幅製品
■入り数：1セット

RA-101
アダプター（23mm）
■適合アクセサリー：23mm幅製品
■入り数：1セット

RA-131
アダプター（43mm）
■適合アクセサリー：43mm幅製品
■入り数：1セット

RA-121N
ナイロンブラシ用アダプター
■適合アクセサリー：ナイロンブラシ
■入り数：1セット

砥 石
■入り数：1ケ

補充品

supplies

G-TOOL
テキスト ボックス
販売終了



タフなメカニズム、機能的デザイン、世界80ヵ国で愛される製品です。

Driving Tool 驚きのスピードで剥離できる剥離専用工具です。

SL Disk 塗装面を傷つけず、ステッカー等を簡単、スピーディーに剥がします。

1.1㎏の軽いエアー工具と、広範囲に使用できる電動工具の2タイプ。
どちらも安全性と使いやすさを最優先に設計され、
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具です。

特殊ゴムで高速に剥離できる！
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、この高速剥離が実現できま
す！またバニラの香料でゴム特有の匂いがあ
りません。

摩擦熱がこもりにくい！
歯車形状のディスク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揮
し、摩擦熱の上昇を抑制します。（特許登録
済み）

バウンド防止でスムーズ作業！
遠心力によってディスクの直径が拡張し、エ
アークッション的効果がもたらされ、作業面
への傷も防止されます。（特許登録済み）

広い範囲もおまかせ！
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、広い範囲にお使
いいただけて剥離作業のイライラもありま
せん。

粘着シート、両面テープを素早く剥離できる特殊ブレンドゴムディスク。
2種類の幅で、狭い溝から広い範囲まで下地を傷つけずに剥離できます。

最大限に効果を発揮できる！
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
クの高いポテンシャルを最大限に発揮させる事
ができます。

より安全に！より高速に！
内部の高品質タービン（21,000 r pm）を
3,500rpmまで落とし、ローギアで自動車を運
転するように、低い回転でハイパワーを実現しま
す。ワイヤーブラシにとってより安全に、SLディス
クによってより高速に剥離できる設計になってい
ます。

軽量で簡単に使用できる！
エアー工具の場合、1.1㎏と軽く、使い方も簡単な
ので女性でも作業できます。エアーコンプレッサ
ーがない場合は、電動式をお使いいただけます。

焼き入れ処理で強いブラシ毛！
焼き入れ処理（11mm・23mmのみ43mm
は焼き入れ処理なし）をしたブラシ毛先端
は、従来の技術ではでき
なかった硬度HRC68レ
ベルに達し、強靱なブラ
シに仕上がりました。

作業効率抜群！
「く」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らしま
す。遠心力とブラシ毛の弾力性により、毛先
は1回転する間に2回作
業面を打ちつけるので、
一層高い効率を発揮しま
す。

目詰まりしにくい！
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
い構造です。

安全性が高い！
ブラシ毛が「U」の字に曲げられて、強靱な
ベルトの裏側から植毛さ
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。

エアー式

MBX-3500S
■無負荷回転数　3，500rpm　　■使用空気圧力　0.59［6］MPa［Kgf/cm2］
■無負荷空気消費量　1.1m3/Min　　■本体重量　1.1㎏
■ホース取り付け口　NPT1/4　　■意匠権登録済み

エアー工具用　吸塵ノズル

PDI-035
■接続可能集塵機（株）マキタ製集塵機［推奨モデル436X（P）］、
　及び口径約34mmの筒先の一般集塵機
■意匠権出願中

ストレートブラシ

電動式

MRX-4000S
■無負荷回転数　4，000rpm　　■定格消費電力　AC100V/600W
■本体重量　1.9㎏　　■意匠権登録済み
■日本水道鋼管協会　下地処理指定工具に認定ＳＳＰＣ　SP-11の表面処理
　（ブラスターブラシ装着時）
　日本水道鋼管協会　賛助会員

電動式

MBX-2700Ｎ
■無負荷回転数　3，200rpm　　■定格消費電力　AC100V/500W
■本体重量　1.9㎏　　■意匠権登録済み

■ブラシ幅11/23/43mm　3サイズ　　■線径　0.5mm
■先端部焼入れ済み（43mmは焼入れ処理なし）
■最もポピュラーなストレート形状のブラシです。

0.3mmステンレスストレートブラシ

マリンブラスターブラシ ステンレスストレートブラシ

ブラスターブラシ

SLディスク

Ytype

装着時

■SLディスク詳細 ＳＬディスクの種類 ディスクの幅 適合アダプター
Yタイプ（1サイズ）

Cタイプ（2サイズ）

30mm

7mm

30mm

23mm幅アダプター

11mm幅アダプター

23mm幅アダプター

■独自の歯車形状によって、摩擦熱の
発生を抑制しながら、高速でステッ
カーなどを剥離するゴムディスクで
す。Yタイプは、自動車ボディやガラ
ス面用です。
■特許、意匠権登録済み

SLディスク

Ctype（2size）
■独自の歯車形状によって、摩
擦熱の発生を抑制しながら、
高速でステッカーなどを剥離
するゴムディスクです。Cタイ
プは、アクリル面用です。
■特許、意匠権登録済み

■ブラシ幅11/23mm　2サイズ　　■線径　0.7mm
■先端部焼入れ済み
■線径0.7mmのブラシ毛先端を「く」の字に曲げ、さらに研磨して「刃」を
付けたブラシで、最も強力な剥離効果を発揮するブラシです。強いサン
ドブラスト効果を有します。

■ブラシ幅11/23/43mm　3サイズ　　■線径　0.5mm
■ステンレス製のストレートブラシで、他に比べてブラッシングがマイルド
です。
■錆を嫌う用途に使用できます。

■ブラシ幅43mm　1サイズ
■線径　0.7mm
■ストレー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23mm　1サイズ
■線径　0.3mm
■細い線径のブラシ毛で、ブラッシングがもっともマイルドなストレ
ート形状のブラシです。

マリンブラシ

ナイロンブラシ＃600 ナイロンブラシ＃800
■ブラシ幅20mm　1サイズ
■線径　0.55mm
■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ブラシで
す。＃500～＃600相当のブラッシング効果があります。

■ブラシ幅20mm　1サイズ
■線径　0.6mm
■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
ート形状のブラシです。＃800～＃1000相当のブラッシング効
果があります。

※緑色より変更になりました。※青色より変更になりました。

■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」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。ストレートブラシより高い剥離力があ
ります。

製品ラインナップ

駆動工具

SLディスク

Wire Brush 高い隔離力を最後まで維持できます。

強靱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、あらゆる面で効果を発揮します。
また毛先を砥石で再研磨することによって高い剥離力を最後まで維持できます。

ワイヤーブラシ

Product Line-up

ロータリーブラスターセット
エアー式セット

Rotary blaster set

MBX set

電動式セット

その他製品

MRX set

MBX-80S MBXフルセット

エアー工具本体…………………………………………1台
付属品（アダプターセット、砥石、工具箱）……………1式
11mmストレートブラシ ………………………………2個
23mmマリンブラスターブラシ………………………2個
11mmCタイプ   SLディスク（先端幅7mm）………2個
23mmYタイプ   SLディスク（先端幅30mm）……2個

MBX-60S ブラシセット

エアー工具本体…………………………………………1台
付属品（アダプターセット、砥石、工具箱）……………1式
11mmストレートブラシ ………………………………2個
23mmブラスターブラシ………………………………2個
23mmマリンブラスターブラシ………………………2個

MBX-50S ブラシセット

エアー工具本体…………………………………………1台
付属品（23mmアダプター、工具箱）…………………1式
23mmストレートブラシ ………………………………1個
23mmブラスターブラシ………………………………2個
23mmマリンブラスターブラシ………………………2個

SLX-40S SLディスクセット

エアー工具本体…………………………………………1台
付属品（アダプターセット、工具箱）……………………1式
11mmCタイプ   SLディスク（先端幅7mm）………2個
23mmYタイプ   SLディスク（先端幅30mm）……2個

SLX-30S SLディスクセット
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※ご希望により、上記3種類のブラシの中から、
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QA-111
クイックアダプター（11mm）
■適合アクセサリー：11mm幅製品
■入り数：1セット

QA-101
クイックアダプター（23mm）
■適合アクセサリー：23mm幅製品
■入り数：1セット

RA-111
アダプター（11mm）
■適合アクセサリー：11mm幅製品
■入り数：1セット

RA-101
アダプター（23mm）
■適合アクセサリー：23mm幅製品
■入り数：1セット

RA-131
アダプター（43mm）
■適合アクセサリー：43mm幅製品
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砥 石
■入り数：1ケ

補充品

supplies



日本水道鋼管協会 下地処理指定工具認定
電動式MRX-4000Sブラスターブラシ装着時

〒396-0011 長野県伊那市上の原5340
TEL.0265-72-3871　 FAX.0265-73-3197

〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目13番1号 泉第三パーキングビル3階
TEL.052-265-8091　 FAX.052-265-8092
URL http://www.g-tool.jp/　  E-mail  info@g-tool.jp

■ 総代理店

■ お問い合わせ

■ 製造元

New tool profesional corresponding to various usages.

General Catalogue業種別用途事例 様々な業種から愛されるロータリーブラスター 個別製品コード一覧 Product code list
製品コード 製　　品　　名 ブラシ幅
M11-05G
MX-05G
MX-10G
M43-05G
M11-05B
MX -05B
MX -10B
M43-05B
M11-05K
MX-05K
MX-10K
M43-05M
MX-03J
M11-03S
MX-03S
M43-03S
NL-600B
NL-800G

製品コード
S11-02C
SX-02C
SX-02Y
SX-08Y
SX-64Y
RA-111
QA-111
RA-101
QA-101
RA-131
RA-121N
MBX-3500S
MRX-2700N
MRX-4000S
MG-150

D - 2 0 0
PDI-035

ストレートブラシ

製　　品　　名 アダプターサイズ

Cタイプ　SLディスク

Yタイプ　SLディスク

11mm幅アダプター
11mm幅クイックアダプター
23mm幅アダプター
23mm幅クイックアダプター
43mm幅アダプター
ナイロンブラシ用アダプター
エアー式駆動工具本体
電動式駆動工具本体3200rpm
電動式駆動工具本体4000rpm
電動工具用スピードコントローラー
砥 石
エアー工具用レギュレーター
エアー工具用吸塵ノズル

11mm （先端幅 ： 7mm）
23mm （先端幅 ： 30mm）
23mm （先端幅 ： 30mm）
23mm （先端幅 ： 30mm）
23mm （先端幅 ： 30mm）

ブラスターブラシ

マリンブラスターブラシ

マ リ ン ブ ラ シ
0.3mm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

ナイロンブラシ（♯600相当）
ナイロンブラシ（♯800相当）

11mm
23mm
23mm
43mm
11mm
23mm
23mm
43mm
11mm
23mm
23mm
43mm
23mm
11mm
23mm
43mm
20mm
20mm

入り数
5
5
10
5
5
5
10
5
5
5
10
5
3
3
3
3
1
1

入り数 摘　　　　　　　要
2
2
2
8
64
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

全ての11mm幅ブラシ及び先端幅 7mmSLディスク用
全ての11mm幅ブラシ及び先端幅 7mmSLディスク用
全ての23mm幅ブラシ及び先端幅30mmSLディスク用
全ての23mm幅ブラシ及び先端幅30mmSLディスク用
全ての43mm幅ブラシ
全てのナイロンブラシ用
23mmアダプター付
23mmアダプター付
43mmアダプター付

ブラシ再研磨用

Usage Case

Car repair
自動車修理関係

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「危険で面倒な作業」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
つと充実したアクセサリーで、アンダーコートから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。

Architectural painting and others
建築塗装関係、その他

大型のケレン設備では届かない、狭い場所や起伏面、手摺りの丸パイプ等に素晴らしい
効果を発揮します。

Signboard, Silkscreen print

サイン・看板関係及び、
シルクスクリーン
印刷関係

●サイン・看板関係
レンタルが終了した車の社名やロゴの張り替え、季節やイベントで変わるショーウィ
ンドウの装飾など。
自動車ボディーやアクリル板に貼った文字シー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、最低限の損耗できれいに再生します。またブラシを替えることにより、お好
みの粗さに仕上げることが出来ます。

■凹凸部の塗装剥がし

■ボディからのステッカーや
　両面テープ剥離

■サイドバイザーの
　両面テープ剥離

■その他活用事例

■ウィンドウガラスのシーラント剥離 ■アンダーコート（デトナ）剥離 ■新品パネルの足付け

◆用途事例 ◆使用アクセサリー
サビ取り
チッピングコート剥離
厚い塗装剥離
メルシート（フロアーインシュレーター）剥離
厚いシーラー剥離
ステンレスやアルミ材からの塗装剥離
エンジンのメンテナンス
プラスチックに貼付されたスポンジ剥離
真鍮製品の磨き
アルミホイールの腐食磨き

ストレートブラシ
ブラスターブラシ
ブラスターブラシ
マリンブラスターブラシ
マリンブラスターブラシ
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
0.3mmステン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＃600

SLディスクYタイプ SLディスクCタイプ

ブラスターブラシ マリンブラスターブラシ ナイロンブラシ

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、建築塗装業界で使用されるなど多岐にわたり、
多くのプロフェッショナルから支持を受けています。

◆用途事例 ◆使用アクセサリー
アルミバンに貼ったステッカー剥離
ガラスに貼ったステッカー剥離
自然乾燥の塗装面に貼ったステッカー剥離
スクリーン印刷用　アルミフレームの接着剤の除去

SLディスクYタイプ
SLディスクYタイプ
SLディスクCタイプ
ストレートブラシ

■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

ストレートブラシ

SLディスクYタイプ SLディスクCタイプ

◆用途事例 ◆使用アクセサリー

船のサビ取り

電車の窓枠の
コーキングはがし

ストレートブラシ or
ブラスターブラシ

ブラスターブラシ

■その他活用事例

ブラスターブラシ ブラスターブラシ ストレートブラシ

■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
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