Made In Germany

アンダーコート、シーラー
さび落しなどの剥離に抜群

MBX SYSTEM
ソフトな仕上げに、用途に応じて勢揃い！

シール、ストライプステッカーや
両面テープ剥がしに最適

サイドバイザーや狭い所などの
ステッカーや両面テープ剥離に！

MBX Rubber Eraser
ME-5

MBX イレイサー 30 ㎜幅タイプ
ストライプステッカーや
カッティングシート、両面テープ
など、すばやく・キレイに
取り除きます。

両面テープ
看板などの
カッティングシート

特長

30 ㎜幅

画期的なゴムの形状により、
摩擦熱を抑えて、塗装面への衝撃を
最小限に抑え、シールなどのノリ残りが
ほとんどありません。
仕上げの品質と作業の効率アップの
お手伝いをいたします。
看板などのアクリル板に貼った
カッティングシートの剥離にも最適です。

厚いステッカーの剥離

MBX スモールイレイサー 7 ㎜幅タイプ
今まで入らなかった
狭いところや 90 度角
の所のステッカーや両面
テープの剥離に最適！
幅7㎜
狭い所にも
入り込める
■オプション

アルミエアーレギュレーター
(アルミエアースピードコントローラー)

MBX の回転を調節する時に
ご使用下さい

回転数を調節してご使用下さい。
回転数が速いと傷つける恐れがあります。

MES

サイドモールを剥がした後の
両面テープの剥離に！

特長

特殊なゴム質と画期的な
形状により、サイドバイザ
ー側の両面テープや
ウレタンバンパーの両面
テープなどの樹脂系素材に
付着しているテープの剥離
に最適！幅の狭くて届かな
い部分への剥離にも！

サイドバイザーに付いている
両面テープの剥離に！

ウレタンバンパーの溝にある
両面テープの剥離に！

MBX Brush System
MBX ブラシ 23 ㎜幅
BB‐07

アンダーコート
の剥離に

黒ブラシ(粗目)

○ アンダーコート剥離
○ 厚いシーラー剥離
○ 建設機械等厚い外板の塗膜・汚れ・錆び落し

UB‐05
○
○
○
○

黄土ブラシ(中目)

シーラー剥離
○錆び落し
窓枠の接着剤剥離
スポット溶接表面・部分だし
凹み部分の塗膜剥離

GB‐05
○
○
○
○

緑ブラシ(細目)

薄いシーラー剥離
○錆び落し
塗膜下のスポット溶接表面・部分だし
新品部品の塗膜剥離 ○液状ガスケットの剥離
小さな凹み部分の塗膜剥離

SU‐05

頑固な錆び落としに

厚いシーラーの剥離に

ステンレススチールブラシ

○ アルミ材やステンレススチールの塗膜・汚れ
錆び落し
○ エンジンのメンテナンス

塗膜の剥離にステンレスにも対応

MBX スモールブラシ 11 ㎜幅
BB‐07S

シーラーや
溶接表面の
部分出しに

スモール黒ブラシ(粗目)

○ アンダーコート剥離
○ 厚いシーラー剥離
○ 90 度角における塗膜・汚れ・錆び落し

UB‐05S
○
○
○
○

シーラー剥離
○錆び落し
窓枠の接着剤剥離
スポット溶接表面・部分だし
90 度角および凹み部分の塗膜剥離

GB‐05S
○
○
○
○

スモール黄土ブラシ(中目)

スモール緑ブラシ(細目)

薄いシーラー剥離
○錆び落し
塗膜下のスポット溶接表面・部分だし
新品部品の塗膜剥離 ○液状ガスケットの剥離
小さな凹みや 90 度角部分の塗膜剥離

SU‐05S

狭い部分の
錆取りに

スモールステンレススチールブラシ

○ アルミ材やステンレススチールの塗膜・汚れ
錆び落し
○ エンジンのメンテナンス

90 度角の
凹み部分や
塗膜剥ぎに
※使用時は、必ず
防塵マスク、
ゴーグル、手袋を
着用して下さい。

全世界で愛されている、効率アップ万能ツールです！

MBX SET
型式 635iS/MEB-5

イレイサーブラシセット

型式 635iS/MEB-9

セット内容
MP635iS 本体ドリル
AD アダプター
BB-07 黒ブラシ
UB-05 黄土ブラシ
GB-05 緑ブラシ
ME イレイサー

型式 635iS/S05

型式 635iS/ME-5

型式 635iS/S10

ブラシ 10 本セット

セット内容

セット内容

MP635iS 本体ドリル 1 台
AD アダプター
1 ｾｯﾄ
BB-07 黒ブラシ
2個
UB-05 黄土ブラシ 2 個
GB-05 緑ブラシ
1個

MP635iS 本体ドリル 1 台
AD アダプター
1 ｾｯﾄ
BB-07 黒ブラシ
4個
UB-05 黄土ブラシ 4 個
GB-05 緑ブラシ
2個

イレイサー5 本セット
セット内容

ご要望に応じて、各種セットをご用意しました。
セット内容等、お客様のご質問やご不明の点が
ございましたら、お気軽にお申し出下さい。

MP635iS 本体ドリル 1 台
AD アダプター
1 ｾｯﾄ
ME イレイサー
5個

MBX Pneumatic
MBX ニューマチック型式 MP635iS
作業性バツグン
画期的な縦回転により衝撃を軽減
エアー式タイプ仕様

MP635iS 本体ドリル 1 台 AD アダプター1 ｾｯﾄ
BB-07 黒ブラシ 1 個 UB-05 黄土ブラシ 1 個
GB-05 緑ブラシ 1 個 ME イレイサー 1 個
BB-07S スモール黒ブラシ 1 個
UB-05S スモール黄土ブラシ 1 個
GB-05S スモール緑ブラシ 1 個
SU-05S スモールステンレスブラシ 1 個
MES スモールイレイサー 1 個
AD-S スモールアダプター 1 ｾｯﾄ
AR アルミエアーレギュレーター 1 個

1台
1 ｾｯﾄ
1個
1個
1個
2個

ブラシ 5 本セット

フルセットセット

無負荷回転数
使用圧力
平均エアー消費量
エアーインレットサイズ
ホースサイズ
重量(BB-07 付き)

ニューマッチ（本体）

エアー式/電動式 MR635i
アダプター AD

3,500RPM
0.59Mpa
0.11 ㎥/分
1/4“NPT
3/8（9.5 ㎜）
1.1kg

電気式タイプ仕様
電圧
AC/100V 50/60Hｚ
無負担回転数 3200ｒｐｍ
定格電流
5.0A
重量(BB-07 付き)
1.9kg

用途
MBX を使用する際に、本体と
イレイサーもしくはブラシを装着
する金具
23 ㎜幅ブラシ/
30 ㎜幅イレイサー用

スモールアダプター AD-S 用途
MBX を使用する際に、本体と
イレイサーもしくはブラシを装着
する金具
11 ㎜幅ブラシ/
7 ㎜幅イレイサー用

適正回転数は、3,000～3,500 回転がベストです。
※このカタログ商品は、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。
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株式会社

イスコ
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