
その他製品

個別製品コード一覧
製品コード 製　品　名 個数

エアー式駆動工具本体P1-3500 J

電動式駆動工具本体E1-3200 J
RA-101 アダプター ( ブラシ /SL ディスク用 )

ストレートブラシ
MX-05G
MX-10G

ブラスターブラシ
MX-05B

MX-10B

マリンブラスターブラシ

01

01
01

05

10
05

10
05

10
MX-05K

MX-10K

製　品　名製品コード 個数

SX-02C 02SL ディスク　Cタイプ

SX-02Y 02
08
64

SL ディスク　YタイプSX-08Y

SX-64Y

NL-600B
NL-800G

01
01

ナイロンブラシ (＃600 相当 )

ナイロンブラシ (＃800 相当 )
RA-121N 01ナイロンブラシ用アダプター

エアー工具用吸塵ノズル 01PDI-035

MG-150 電動工具用スピードコントローラー 01

電動工具セット

■　製造元

ゴトー電機株式会社
〒396-0008 　長野県伊那市上の原 5340

■　総代理店
G-TOOL株式会社
〒461-0001 
愛知県名古屋市東区泉 1丁目 13 番地１号泉第 3パーキングビル３階
TEL　052-265-8091 FAX　052-265-8092 URL http://www.g-tool.jp/

■お問合せ

エアー工具セット
エアー式SLディスクセット

2RS-P1(B)
セット内容

（Yタイプ）

P1-3500 J …… １台

SL ディスク …… 3 個

工具箱 …… １個

1A-2WD …… １セット

エアー工具用吸塵ノズル
PDI-035
◆口径約 34mmの
　筒先の一般集塵機対応

◆推奨モデル
　[マキタ製集塵機 436X(P)]

◆集塵率 80％

エアー工具用

エアー式フルセット
2RS-P1(A)
セット内容

（ストレート /ブラスター /マリン）

（Yタイプ）

P1-3500 J …… １台

1A-2WD …… １セット

ブラシ …… １本各

SL ディスク ……

工具箱 …… １個

2本

エアー式ブラシセット
2RS-P1(C)
セット内容

（ストレート /ブラスター /マリン）
ブラシ …… １本各

P1-3500 J …… １台

1A-2WD …… １セット

工具箱 …… １台

電動式フルセット
2RS-E1(A)
セット内容

（ストレート /ブラスター /マリン）

（Yタイプ /C タイプ）

E1-3200 J …… １台

1A-2WD …… １台

ブラシ …… １本各

SL ディスク …… １本各

工具箱 …… １台

電動式SLディスクセット
2RS-E1(B)
セット内容

（Yタイプ）

E1-3200 J …… １台

SL ディスク …… 3 個

工具箱 …… １個

1A-2WD …… １セット

電動式ブラシセット
2RS-E1(C)
セット内容

（ストレート /ブラスター /マリン）
ブラシ …… １本各

E1-3200 J …… １台

1A-2WD …… １セット

工具箱 …… １台

MG-150

スピードコントローラー

電動工具用

　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。

ロータリーブラスター



製品ラインナップ Product Line up

ワイヤーブラシ

メルシート ( フロアーインシュレーター）剥離
用途事例

厚いシーラー剥離
アンダーコート（デトナ）剥離

◆先端が「くの字」に曲げられ、さらに研磨され「刃」を
　持ったブラシのため、強力な剥離効果を得られます。

◆線径　0.7Φ　最太ブラシ

マリンブラスターブラシ

ストレートブラシ

◆線形がストレート形状で、一番マイルドな仕上がりができます。
◆線径　0.5Φ

錆取り
用途事例

スクリーン印刷用　フレームの接着剤除去
凹凸部の塗装剥がし

◆コーナーや凹み部分等、あらゆる面に効果を発機できます。

ブラスターブラシ

◆先端が「くの字」に曲げられ、さらに研磨され「刃」を
　持ったブラシのため、強力な剥離効果を得られます。

◆線径　0.5Φ

チッピングコート剥離
用途事例

塗装前の塗膜剥離
ウインドウガラスのシーラント剥離

◆マリンブラスターより植針量が多く、マイルドな仕上がり

ガリガリと引っ掻き、　　　錆や不純物を一網打尽！

ナイロンブラシ用アダプター

E1-3200 J
◆無負荷回転数　3,200rpm
◆定格消費電力　AC100V/500W ◆本体重量　1.9kg

◆意匠権登録済

電動式

駆動工具

PDI-035
エアー工具用吸塵ノズル

◆口径約 34mmの筒先の一般集塵機対応
◆推奨モデル [ マキタ製集塵機 436X(P)]
◆集塵率 80％

縦回転による力強い処理能力

P1-3500 J
◆無負荷回転数　3,500rpm
◆無負荷空気使用量　1.1m3/Min
◆使用空気圧力　0.59[6]Mpa[Kgf/ ㎠ ]

◆本体重量　1.1kg
◆ホース取付口　NPT1/4

◆意匠権登録済

エアー式

ナイロンブラシ

ナイロンブラシ＃600 ナイロンブラシ＃800

研磨剤を練り込んだナイロンブラシ
◆線径　0.6Φ
◆＃500～＃600 相当のブラッシング効果

◆ブラシ幅　20mm

用途事例
アルミホイールの腐食磨き
溶接後の表面仕上げ

◆線径　0.6Φ
◆＃800～＃1000 相当のブラッシング効果

◆ブラシ幅　20mm

用途事例
真鍮製品の磨き

ブラシ・SLディスク用アダプター

SLディスクSLディスクCタイプ

◆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。

用途事例
自然乾燥の塗装面に貼ったステッカー剥離
アクリル板の文字シート剥離

用途事例
アルミ板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
自動車ボディのステッカーや両面テープ剥離

◆特殊ゴムによって粘着シート、両面テープを素早く
　剥離できます。

◆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。 SLディスクYタイプ

塗装面を傷つけず、
　ステッカー等を簡単
　　スピーディーに剥離！


