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現場作業に最適のコンパクトモデル 
（最大出力：10アンペア）

ミドルパワー LCD タッチパネルモデル 
（最大出力：14アンペア )

多機能ハイパワーモデル 
（最大出力：100 アンペア@200V、
　　　　　　75アンペア@100V）

エコクリノックスエコクリノックス

マルチクリノックスマルチクリノックス

クリノックス
　　パワーブラシ
クリノックス
　　パワーブラシ

圧倒的一番人気 !!圧倒的一番人気 !!

消耗品・パーツリスト消耗品・パーツリスト イタリア製



☆全機種ブラシに対応！ 狭い所の焼け取りに最適！

☆ダブルインバーターボード搭載にて、スパーク
　しても電源が落ちない

現場作業に最適なコンパクトモデル

エコクリノックスエコクリノックス

ミドルパワー LCDタッチパネルモデル

マルチクリノックス

●重量 2.8kg で超コンパクトの肩掛けタイプ
●ステンレスに応じて３段階の出力コントロール

●ＬＣＤタッチパネルで細かな出力設定が可能
●２人同時作業可能

エコクリノックス仕様 (型式：ECO100)
入力電源： １００V　５０/６０Hz　
消費電力： ３００W　　　　　最大出力電流値： １０アンペア
本体寸法： ２１０×１７０×８０ｍｍ　本体重量： ２．８ｋｇ

マルチクリノックス仕様 (型式：MUL100)
入力電源： １００V　５０/６０Hz
消費電力： ４５０W　　　　最大出力電流値： １４アンペア
本体寸法： ３０５×１７５×９０ｍｍ　　本体重量： ４ｋｇ

標準付属品

・ポンプ付トーチ × １                              ・トーチケーブル × １                                        ・アースケーブル × １
・チューブ入り電解液3種類 （ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマーLB）100ml × 各１
・ステンレス電極 11mm、22mm用 × 各２　       ・左記用テフロンリング 11mm、22mm用 × 各１
・ブラシ × １　・電解クロス ロールボンド (35mm × 48mm) × １　・ロールボンド用ハサミ × １

標準付属品

・ポンプ付トーチ × １　   ・トーチケーブル × １　   ・アースケーブル × １           ・ダブルトーチ用コネクター × １
・チューブ入り電解液3種類（ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマーLB） 100ml × 各１
・ステンレス電極 11mm、22mm用 × 各１                     ・左記用テフロンリング 11mm、22mm用 × 各１
・グラファイト電極 35mm × １                                                ・35mm電極用オーリング × ３                                     ・ブラシ × １　
・電解クロス ロールボンド (35mm × 48mm) × ４      ・ロールボンド用ハサミ × １　・中和剤フィット 500ml × １



エコクリノックスエコクリノックス

100/200V 兼用
　多機能ハイパワーモデル

クリノックス
 　　パワーブラシ
クリノックス
 　　パワーブラシ
●効率的にバリバリ焼け取りが
　できるビックブラシ使用可能
●有機ＥＬを採用したパネル
　によるシンプルな操作を実現
●ダブルトーチで 2人同時作業可能
　(100V 専用タイプ 2台以上のハイパワーを実現 )

クリノックスパワーブラシ仕様 (型式：CLX-POWER)
入力電源： １００V/２００V　５０/６０Hz
消費電力： １５００W at １００V　　　　  最大出力電流値：７５アンペア at １００V
     　　　　２５００W at ２００V　　　　 　　　　　　　　１００アンペア at ２００V
本体寸法： １７０×２４０×４１０ｍｍ　本体重量： ８．５ｋｇ

標準付属品

・トーチグリップ× ２                           ・45mmグラファイト製トーチ電極 × １　・ワイドロールボンドパット × ２
・チューブ入り電解液3種類 （ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマーLB）100ml × 各１
・45mm電極用オーリング× １      ・ブラシアダプター × １                                           ・ カーボンブラシS × １
・ビックカーボンブラシ × １　　  ・テフロンスリーブ × １                                           ・トーチケーブル 4 m × １
・ トーチケーブル 8 m × １　・アースケーブル 3 m × １　・ロールボンド用ハサミ × １　   ・電解液用容器 × １

●専用ワイドトーチに付け替えてタンクの錆び取り洗浄も可能

●ドブ漬け焼け取り、電解研磨が可能 動画はこちら

動画はこちら

動画はこちら

圧倒的一番人気 !!

ワイドトーチ

CLX80263
CLX80118

CLXD200.01

(オプション)

パネル



消耗品・パーツリスト消耗品・パーツリスト

エコ・マルチ共通消耗品

アースケーブル

CLX4004

トーチケーブル

CLX4002

上記用 Ｏ－リング ５個

CLX4003

グラファイト電極 35mm幅
× 1 個
CLX857

電解クロス ロールボンド
幅 ： 35mm × 長さ ： 2.5ｍ

 CLX2530

ﾆｭｰﾄﾗﾙﾎ ﾏ゙ｰ(中性)
100ｍｌ×20本
CLX2516.20

上記用 11mm幅ﾃﾌﾛﾝﾘﾝｸﾞ
× １０個
 CLX2595.10

ｽﾃﾝﾚｽ電極 11mm幅
× 10個
 CLX656.10

チューブ充填ユニット
(5L缶からチューブへ
 電解液を充填出来ます。)

CLX800108

全商品共通消耗品

ロールボンド
専用ハサミ

中和剤ｽﾌﾟﾚｰ ﾌｨｯﾄ1L
(しみ、ムラを未然に防ぎます)
ESXFIT001

しみとり液ﾃﾞｵｯｸｽ 5L
(しみ、ムラが出た後に除去します)

ESXDEX001

ブラシ

 CLXTIGB001

ボマー(弱酸性)
100ｍｌ×20本
CLX2512.20

ｽﾃﾝﾚｽ電極 22mm幅
× 10個
CLX556.10 

上記用 22mm幅ﾃﾌﾛﾝﾘﾝｸﾞ
× ５個 

 CLX2580.05

給液ポンプつきトーチ

 CLX2223

ソフトボマー(弱酸性)
100ｍｌ×20本
CLX2514.20

マルチ専用消耗品

総輸入元：

〒213-0002　神奈川県川崎市高津区二子１－２６－２６
TEL：044 -850 -1401　FAX：044 -850 -1402
URL：www.stjcorp.jp/
営業拠点：川崎・大阪・名古屋・岡山・福岡

パワーブラシ専用消耗品

ドブ漬け用 E-BOX

CLXJPEPB003

マルチ・パワーブラシ共通消耗品

グラファイト製
トーチ電極 45mm

CLX756

ワイドロールボンド
幅 ：45mm × 長さ ： 2.5m

CLX2541.25

ブラシアダプター

CLXB030

カーボンブラシS

CLXB041

ビックカーボンブラシ

CLXB051

45mm 電極用
ｵｰﾘﾝｸﾞ５個入
CLX2886.05

ﾋﾞｯｸｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｼ用
テフロンスリーブ
CLXB052

トーチグリップ

CLX80278

トーチケーブル
4ｍ

CLX4094.3

トーチケーブル
8ｍ

CLX4095.3

アースケーブル
3ｍ

CLX4090

チューブボンド
2.5m
 CLX2289

200㎜ﾜｲﾄﾞ電極用
ハンドグリップ
CLX80118

ﾜｲﾄﾞﾄｰﾁ電極
200mm
CLX80263

200㎜ﾜｲﾄﾞ電極用
クロス

CLXD200.01

ﾜｲﾄﾞﾄｰﾁ電極用
電解液トレイ
CLX408

ボマー 5L

CLX2500.01
焼け取り、電解研磨用

弱酸性

ソフトボマー 5L

CLX2502.01
焼け取り用

弱酸性

ﾆｭｰﾄﾗﾙﾎ ﾏ゙ｰLB 5L

 CLX2504.50
焼け取り用

中性

販売元：
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