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EZ Blust（イージーブラスト）とは、重曹由来のマジックパウダーを圧縮空気と水と共に対象物に打ち付け、重曹の持つ
洗浄性能と併せてパワフルに清掃、研磨を行うツールです。
高圧洗浄機とサンドブラストの中間の様な効果、施工が可能となります。
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これまでのブラスト工法と何が違う？

重曹メディアは環境にやさしい

作業後の重曹メディアはそのまま下水へ流しても環境負荷がありません。回収する必要が無いためグレーチングの傍などでダイレクトに作業が行え
ます。また、人体への影響も少ないため人の肌に触れる素材にも施工が可能です。

※酷い油汚れや塗装塗膜が混じっている作業の場合は、分離層やグリストラップを経由して下さい。
メリット：回収出来ない→では無く→回収する必要がない
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重曹メディアは水に溶ける

これまでのブラストメディアは、水溶性ではなかったため、作業後に少量でも残留物があっては駄目な物には不向きな工法でした。例えば、ボール
ジョイントやベアリング等がついた足回りや内燃機のオーバーホール等は、作業前の準備（外したり、養生したり）、メディアの除去に膨大な手間
がかかっていました。
水溶性の重曹メディアは作業後に水で洗い流す事が容易で、また、モース硬度が低いことにより、仮に残留があった場合でも対象物へのダメージ
が極端に抑えられます。

※キャブレター等の精密部品の場合は、確実に残留をなくすよう、お湯で洗い流す方法を推奨しています。水温が60度を超えると一瞬で溶解し
ます。
※流す量によってはPh値を変えてしまう場合があります。飼育用の小規模な池や花壇等作業環境によっては、動植物に影響を及ぼす可能性
がありますのでご注意下さい。
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重曹メディアはモース硬度が2.5（爪の硬さと同等）

こすったり、磨いたりする方法の場合、物理的に工具や指が入りにくい箇所の洗浄はとても大変です。この打ち付ける工法は、そういった箇所への
施工も得意です。こすらないので余計な線キズが入る心配もありません。
重曹は溶解する過程で炭酸ガスを発泡します。この効果で汚れを浮き上がらせ、洗浄効果がより力強くなります。
これまで諦めていた汚れを効率良く落とせます。

※素材により影響が出る場合があります。金属メッキ（クローム、ユニクロ、ニッケル等）の素材表面は、汚れや錆のみの洗浄が可能です。アルミ
や真鍮、銅の場合は傷つけてしまう恐れがあります、仕上がりは半艶状態になります。ステンレスは磨き物でも曇りません。
※塗装塗膜は塗装の種類により効果は様々です。膜厚が薄かったり、硬度の低い塗膜は、一瞬で剥離していまいます。自動車外板に塗られ
ている2液ウレタンも剥がすことができます。硬度の高いパウダー塗装や膜厚のある塗装は、ダメージを与えず汚れのみを落とす事も可能ですが、
基本的に塗装面はダメージがあるとお考えください。
※同様にプラスチック、木材等も硬度が様々ですので、素材をきちんと見極めて、必要に応じて適切な方法で施工下さい。
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通常、物の腐食は酸性の時に進行します。重曹メディアは弱アルカリ性のため、施
工後の対象物も弱アルカリ性になります。このままで長期間防錆効果が得られる訳
ではないですが、一般的な方法に比べて、次の工程までの時間を長く取ることがで
きます。

※ドライ/ウェット、水温等、施工方法により防錆期間は様々です。鋳物製品等、
錆の発生しやすい素材の中には、効果の無い物、薄い物もあります。
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重曹メディアは弱アルカリ性のため、腐食の発生を抑える。



施工例１

過走行のアルミ製のヘッドカバーの裏側です。オイルが固着している
難儀な汚れですが、素材を極力傷めずに洗浄が可能です。
施工時間：約5分
メディア使用量：約1.5㎏

施工例２

クロームメッキのワイヤーホイールです。手で磨くと非常に手間の掛
かる形状ですが、驚くほどあっという間に綺麗になります。
施工時間：約8分（裏表）
メディア使用量：約1㎏
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施工例３

エンジンルームの洗浄です。これまでの方法に比べ、圧倒的に時間の短縮とクオリティアップが望めます。
EZ Blust施工後、高圧洗浄機で洗い流し、水気を飛ばしてください。
施工時間：約15分
メディア使用量：約4.5㎏
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施工例４

自動車内装部品（天井内張り）です。長年のタバコヤニ、手垢で
もの凄い状態でしたが、ノズルと対象物の距離を適切にとって作業
する事により、極力ダメージを与えずに綺麗になり、においもすっきり
無くなりました。
施工時間：約5分
メディア使用量：約1.5㎏

施工例５

ピストンのカーボンスラッジ落としです。素材を極力傷めず、瞬時に洗
浄完了します。
施工時間：約1分
メディア使用量：約300g
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“EZ40-SX” “EZ40-PRO”製品紹介

必要環境
空気供給：空気圧35-90PSI 最低3馬力以上のエアーコンプレッサー推奨（継続時間に影響が出ます）

水供給：水道蛇口 推奨圧力2.0～3.5kgf/cm
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製品、パッケージ、内容物は改善、改良の為に告知なしに変更する事があります。大幅な変更のある場合は事前に告知致します。
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荷姿

EZ40-SX EZ40-PRO

EZ WET スタートセットエンドユーザー価格：67,800円
(全国一律送料2,000円）税別
送料は1台のみの価格です。
複数台のお届けの場合は都度お見積りさせて頂きます。

お試し用
重曹メディアマジックパウダー
MPSTが10kg付属します

EZ40-PRO エンドユーザー価格：162,000円
(全国一律送料5,000円）税別
送料は1台のみの価格です。
複数台のお届けの場合は都度お見積りさせて頂きます。

お試し用
重曹メディアマジックパウダー
MPSTが50kg付属します



“EZブースターアップグレードキット”とは

タンク内でのメディアの流動性はEZ Blustの作業性、作業効率、作業
結果に大きく影響します。左図の様にメディアを掘り下げてしまう状況で
も、自然に周囲が崩れ落ちてくる状況が望ましいです。
しかし、湿気が大敵の重曹メディアは状況により崩れ落ちてきません。
特に目の細かいMPST(平均粒径0.2㎜)は自然に崩れ落ちづらいメ
ディアです。よってタンク本体を揺すったり傾けたりする必要がありました。

EZブースターを使用するとメディアが対流を始め、常にシャフト
先端のメディア供給口にメディアがある状態となります。
これまでタンクを揺すったり傾けていた片手が空き、作業性が
良くなります。
また、安定供給される事により、メディア使用量の削減、仕上
がりのクオリティアップも望めます。
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EZ40-SX EZ40-PRO
通常オプション品のEZブースターを標準装備EZブースターはオプション品になります



EZ Blust(標準モデル)はメディアレギュレータ部とメディア投入口が兼用
となっております。
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EZ40-SX EZ40-PRO
マジックパウダー専用投入口を装備メディアレギュレータ部とメディア投入口が兼用

EZ40-PROでは、メディア専用投入口を装備しました。標準モデルより
スピーディーにメディアの補充が可能です。



※エアー環境によって、ドライエアー対策は当然必要になります。
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EZ40-SX EZ40-PRO
ハイグレードタイプのエアフィルターレギュレーターを装備ノーマルタイプのエアフィルターレギュレーターを装備

オートドレン機能付。長時間の作業でもエアタンク内へのエアー補充にス
トレスがありません。

オートドレン機能付。コストパフォーマンス、メンテナンス性に優れたレギュ
レーターになります。
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EZ40-SX

EZ40-PRO

1.5mのブレードホースを標準装備
短いホースで取り回しが良いので小物等
の施工が得意です。

ロングブレードホースを標準装備
EZ40-PROではホースを3mにしてあります。
車両の下回りやエンジンルーム内の洗浄時
の煩わしさを低減します。
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EZ40-SX EZ40-PRO
内容物内容物

組み立て作業が必要となります。
本体、付属品は1年保証です。同封の組み立て、操作マニュアルに保
証書欄があります。
ロジスティクスターミナルより直送の場合は、出荷時に日付をご記入しま
す。各販売店様の在庫を販売する際は、お客様へ納品する日付をご
記入下さい。本体は、シリアルナンバーにて出荷時から納品場所まで管
理してます。

組み立て済みでお届けします。(届いてすぐ使える)
本体、付属品は2年保証です。同封の組み立て、操作マニュアルに保
証書欄があります。
ロジスティクスターミナルより直送の場合は、出荷時に日付をご記入しま
す。各販売店様の在庫を販売する際は、お客様へ納品する日付をご
記入下さい。本体は、シリアルナンバーにて出荷時から納品場所まで管
理してます。



推奨重曹メディア紹介

MPSTとEB60の成分は同一ですが、粒径(粒の大きさ)が異なります。MPSTの0.2㎜に対してEB60は0.3㎜と大粒のため、流
動性(吸い上げシャフトへの安定供給)と切削能力の向上が期待できます。
しかし、コストが大きく違うものの、モース硬度が低い重曹メディアが多少大粒になっても落ちない物は落ちません。流通の9割は
MPSTで、通常使用はほぼMPSTで行っています。
上記は宅急便で扱える範囲に限定しているパッケージです。100㎏まとめ買いといった販売方法もありますので、都度ご相談下
さい。

※トラブルの原因となるため推奨メディア以外のご使用はお止め下さい。

MPST 10kg 平均粒径0.2㎜

MPST 25kg 平均粒径0.2㎜

EB60 10kg 平均粒径0.3㎜

EB60 25kg 平均粒径0.3㎜
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EZ Blustの主な用途と分野

• 自動車、建設機械関係
• 車両足回り、エンジン回り洗浄、車体洗浄（汚れ、サビ、油成分）、塗装剥離、整備修理等の部品洗浄
• 船舶関係船体洗浄（汚れ、サビ、油成分）、塗装剥離、エンジン部品、機械室、デッキの洗浄、フジツボ除去
• 建物関係、内外壁洗浄、レンガの洗浄、コンクリートの目荒らし、塗装下地処理、塗膜落とし、落書きの除去（インク、ペンキ、油分除去）
• コンクリート表面の劣化及び汚れ除去、鉄筋サビの除去、土木・建築完了時の仕上げ洗浄、看板、テント、駐車場洗浄
• 記念碑、その他野外モニュメント等の洗浄、空調機等のフィルター・ダクト洗浄
• 浴槽の内外・床・壁等の洗浄、墓石の洗浄、アスファルト・コンクリートの油シミ除去

自動車、バイク分野では、各種部品製造業、整備業、鈑金塗装業、中古車販売店、各種ディーラー、GS、解体リサイクル業等様々な業態で
使用用途があります。
例１ 某タイヤメーカー様にて金型の洗浄に。
例２ 内燃機のオーバーホールに。
例３ エンジンルーム、車輛下回りの洗浄に。
例４ リサイクル、輸出用部品の洗浄に。
例５ 塗装前の洗浄、足付け作業に。

使用用途は無限大です。ユーザー様の想像力によって、使用用途は日々増えています。
私達は上記全ての自動車、バイク関連事業の方々にとって必要なツールであり、そして、DIYをされるプライベートユーザーにも販路があると思って
います。本格的な市場への流通はこれからがスタートです。
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使用方法準備編

まずは付属のマニュアルを参照しながら、本体を組み立てましょう。

カッター、モンキーレンチ、プラスドライバー、ニッパーが必要になります。
個人差はありますが、10分ほどで組み立ては完了します。

組立完了後、タンク上部のメディアレギュレータを外し、スタートセット
に付属しているMPST10kgを全てタンク内に投入して下さい。
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タンク内には3/4を目安に、最大で約20kgのメディアの投入が可
能です。
タンク内にメディアを投入後、タンク上部のメディアレギュレータを締
め込む際にシャフトをタンク中心に垂直に差し込んでください。ネジ
を締め込む際はご注意ください。
安定して噴射されない要因の一つは、タンク内のメディア不足です。
スタートセットに付属する10kgはあくまでもお試しの量となります。
製品の構造上、投入した10kgをきれいに使いきれる訳ではあり
ません。
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付属の水道ホースを蛇口に接続し、蛇口を開放します。
蛇口の開放の程度については、場所や環境により水圧も吐出量も
異なるので断言できませんが、作業時に手元のノズルにあるバルブで
調整可能ですので蛇口は全開放で良いかと思います。
また、タンク内に水は混入しません。メディアは水溶性の重曹ですの
で混ぜると溶解してしまいます。ドライ状態のメディアをタンク内の圧
力により噴射させ、ノズルから噴射する直前に水と混合します。手元
でドライ/ウェットの切り替えが可能な仕組みとなっています。
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作業を開始する前に必ず、保護メガネ、防塵マスク、保護グ
ローブを装着して下さい。

コンプレッサーからエアーホースを繋ぎ、バルブを開放してタンク内にエ
アーを充填させます。通常は約6～７キロに設定しますが、施工す
る対象物の素材により調整します。
コンプレッサーの能力は仕事率に比例します。最低でも3馬力以上
のコンプレッサーを推奨しています。3馬力であっても吐出量によって
は間隔を取りながら作業を行なう必要があります。
付属のエアーレギュレータには簡易式のウォーターセパレーターが付
属しています。重曹メディアは水分を含むと固く締まり流動性が悪く
なり、安定噴射を阻害する要因の一つになります。
エアー環境によっては、多量の水分が混じるので、エアードライヤー
やウォーターセパレーターの増設が必要になります。全てのエアー工
具にとって水分は大敵です。



使用方法調整編
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タンク上部のメディアレギュレーターにあるバルブ
を開放するとドライ重曹ブラスト。

ドライで噴射中に手元の水バルブを開放すると水
が混じりウェット重曹ブラスト。

水のみの放水。重曹メディアを洗い流す際に使用
して下さい。
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水道蛇口がお湯を使用出来る場合は、洗い流す際にも便利で、酷い油汚れを洗浄する際にも有効です。



ゴールドのメディアコントロールバルブでメディアの濃度を調整します。

時計回りに締め込むと濃く、反時計回りで薄くなります。
ホースからインナーノズルへ突入する際に、通路が細くなります。メ
ディア濃度が濃すぎると、通路をスムーズに通過出来ず、溜まって
一度に沢山出たり、急に薄くなったりを繰り返してしまいます。

スムーズに通過出来る様、メディア濃度を最適にして下さい。

1分間の平均的な使用量の目安は約330gですが、調整範囲は約
100g～1000gです。素材、素材の状態により適切にご使用ください。
回転数はメディアの状態やタンク内の残量によって調整しながらお使い
ください。

重曹メディアは湿気を吸いやすく、環境によってや、残量が少なくなれ
ばなるほど、タンク内のシャフトのメディア吸い込み口への供給が悪くな
ります。
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こういった事柄をご理解の上ご使用頂ける様ご説明お願い致します。

※タンク内の残量が少ない状態で作業をする場合は、本体を揺すったり振ったり等をしながらタンク内のメディアを崩す
動作が頻繁になります。
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使用方法施工編

初めてお使い頂く時は、どうしてもメディアを無駄遣いしてしまうと
思います。溶接機を買ったからといってプロと同じ溶接が直ぐに
出来る訳ではないのと同じです。ノズルの角度や対象物との間
隔、調整具合により作業結果は当然変わってきます。まずは慣
れて頂く為の10kgとお考えください。

ムラにならない様、メディアを無駄にしない様施工するにはノズル
を均一に動かす事です。
色々な形状、素材でお試しください。

自動車外鈑の塗膜剥がしは可能ですが、広い面積の場合は
効率的ではありません。剥離剤との併用を推奨します。剥離剤
で柔らくした塗膜をEZ Blustで洗い流すように行うと効率的に
作業が進みます。

※施工後は必ず素材に残っている重曹メディアを洗い流してく
ださい（ドライでの使用の場合はエアブロー等で除去）。素材
によっては放置するとシミになる恐れがあります。
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作業後はノズル内にメディアが残っていない状態にして下さい。
放水で終わった場合にノズル内にメディアが残っていると中で固
まる恐れがあります。
固まってしまった場合は、水を張ったバケツ等に浸けて溶かして
下さい。それでも除去出来ない場合は2㎜以下の針金等で除
去して下さい。

タンク内のメディアをそのまま放置すると固まる恐れがあります。
長期間使用しない場合は、一旦取り出して除湿剤と共に保管
して下さい。

地域、季節、状況により様々ですが、1ヵ月以内ぐらいであれば
バルブを閉じて外気と遮断しておけば良いかと思います。次回
使用する際に一旦シャフトを抜いて固まっている様であれば崩し
てからお使いください。

最後に、本体は外観をきれいに清掃し、冷暗所に保管して下
さい。
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よくある質問

Q エアーコンプレッサーはどの程度のスペックが必要ですか？
A ある程度の作業を行う場合、3馬力以上のコンプレッサーのご使用を推奨しています。それでも長時間の連続作業は無理ですのでプロユー
ザー様やヘビーユーザー様には5馬力以上を推奨しています。

Q ウェット/ドライ兼用ノズルにて水の逆流によってメディアが湿気を帯びてしまう事はあり得ますか？
A タンク内に圧力が無い状態でメディアレギュレータのバルブを開いて、ノズルの出口を塞いだりすると逆流する可能性があります。通常の使用
方法だと逆流はしません。

Q 木材の表面の汚れ取りは出来ますか？
A 木材の表面清掃にも使用できますが多少表面を荒らします。ドライとウェットを使い分けるとその後の処理も楽になります。モース硬度が柔ら
かく水溶性の重曹メディアだからこそ可能になります。

Q エアー圧は何キロぐらいが良いのでしょうか？
A 6～7キロ程度を推奨しています。10キロを超えると安全弁が開きます。上手に使用すれば4キロぐらいでも施工可能です。

Q タンクのどのくらいまでメディアを入れればいいのでしょうか？
A 連続大量に作業する場合であればタンクの 4分の3（約20kg） まで入れていただいてもかまいませんが、最初に10㎏投入しメディアが
減ってきたら10㎏ずつ 継ぎ足しがいいと思います。
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よくある質問ー続き１

Q ドライで使う場合は密閉された空間での使用が必要でしょうか？
A 必須ではありませんが、粉塵が舞いますので周辺環境への配慮をお願いします。

Q 一度使ったメディアを再び使うことは可能でしょうか？
A 水溶性メディアですので、WET吹きの場合は再使用は不可となります。ドライ吹きでキャビネット内での使用であれば再使用可能ですが、切
削能力は落ちます。

Q メディアが出たり出なかったりするのですが解消方法はありますか？
A まず機械の設定の調整（エアーとメディアの の流量 ）をお試し下さい。ゴールドのつまみがメディアの流量調整つまみになります。時計回り
にいっぱいに回していただくと最大流量となります。そこから少しずつ絞り、メディア量を適正（メディアがきれいに連続噴射するポイント）にしてく
ださい。それでも出が悪い場合は、タンク内のメディアが、湿気で固まっていたり、量が少なくなっている可能性があります。

Q Magic Powderの使用量を教えてください。
A 1分間の平均的な使用量の目安は約330gですが、調整範囲は約100g～1000gです。素材、素材の状態により適切にご使用ください。
回転数はメディアの状態やタンク内の残量によって調整しながらお使いください。

Q Magic PowderのMPSTとEB60はどう違うのですか？
A 弊社で用意しているMPSTとEB60の成分は同一ですが、粒径(粒の大きさ)が異なります。MPSTの0.2㎜に対してEB60は0.3㎜と大粒
のため、流動性(吸い上げシャフトへの安定供給)と切削能力の向上が期待できます。メディアの噴出、供給に難がある場合などにMPSTにブレ
ンドすると供給、噴出が向上する場合があります。
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よくある質問ー続き２

Q 車のボデーの塗装・塗膜を剥がすことはできますか？
A 自動車の塗膜を剥がす事自体は可能です。しかし、EZ Blustは硬度の柔らかい重曹をメディアとして使用している故、膜厚の厚い塗膜や
表面硬度の高い塗膜の除去を効率的に行う事は不向きです。ボンネット一枚をEZ Blustで剥離することはコスト、時間を考えると現実的では
ありません。このような場合には、剥離剤とEZ Blustを複合して使用し、剥離剤で柔かくなった塗膜をEZ Blustでそぎ落とす方法を一例として
推奨しています。

Q 分解したエンジンの燃焼室等にこびりついたカーボンや、剥がしきれないガスケット等の除去を、母材側を傷めずに作業を出来ますか？
A エンジン内部やキャブレター等、特にメリットの生かせる作業となります。母材を極力傷めませんので容積の変化等のリスクが極めて少なくなり
ます。また、水溶性のメディアは作業後の洗浄により残留の心配が極めて少なくなります。アルミナ、ガラスビーズ等の場合、少量の残留物でもエ
ンジン内部を傷だらけにしてしまう恐れがありますが、モース硬度の低い重曹メディアは、オイル、ガソリンに少量混じっても最終的には融解してし
まいます。ガスケットの除去は素材、状況により難しい場合があるかもしれません。

Q Magic Powderの成分は？他の物を代用できますか？
A 弊社でご用意させていただいておりますMPSTメディアは成分は重曹となります。MPSTの特徴は粒径を揃えてあり、湿気具合も適切にして
あります。一般的な重曹は湿気を帯びていたり、粒径が最適でない為、機械トラブルの要因になったり効果が得られないとお考えください。また、
弊社指定メディア以外のご使用によるトラブルの場合、保証対象外となります。
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EZ Blust Japan株式会社
お問い合わせ先:0120-139-639(平日10～18時)

ご注文、ご請求に関して:宮田
製品、技術的な事に関して:木村、茅場


