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洗浄剤 前樹脂

プラスチック成形機洗浄剤【エコマル】

極細で圧倒的比表面積を有する柔軟なガラス短繊維がGFと比べ
成型機内の傷つきを抑制しながら、隅々まで汚れを取ります。

この製品は（公財）東京都中小企業振興公社ニューマーケット開拓支援事業の支援対象製品です

Mail : info@ecomaru.world
製品専用:https://ecomaru.world

無償サンプルをご用意しております。

◇中型 ～ 大型成型機
10年以上分解清掃せず、
不良に悩みながら
・・何とかしているが･･･

黒点除去

◇黒点で不良率が高いのが悩み
◇休日明けシールを加熱する

ことで黒点の原因となる
(収縮剥離現象)

高洗浄の原理 従来【GF】

新素材の極細で柔軟な GlassWool 短繊維を開発

関連特許登録済 日本9件 外国11カ国17件 PCT国際出願6件

新素材【GW】
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東京都荒川区東尾久4-21-19
03-6806-8501 https://nanodax.jp

世界初!

従来 ガラスファイバー

新素材 グラスウール

◇PP黒のマスターバッチ
色替えに困っている

◇難燃樹脂
難燃剤が炭化しやすい

グレード 原 料

GWP

GWS

GWH

PP＋GW

AS＋GW

HDPE＋GW

180 ～ 280℃

200 ～ 320℃

近日発売予定

温 度

PP・PE

スチレン系「ABS・AS・HIPS」

PC・PC-ABS・ PA6T/9T

適 用 樹 脂 特 ⾧

適用樹脂･温度帯が広域なバランス重視

高洗浄で後続樹脂置換性に優れている

高洗浄で後続樹脂置換性に優れている

PA6/66 ・POM・PBT

グラスウールは、繊維⾧が短く、繊維径は細く柔らかいため、
圧倒的な比表面積で高洗浄を生み出します。

無数のガラス繊維の角を有し、物理的に不要物をそぎ落とします。

短い繊維⾧ 平均繊維 0.06㎜程度
細い繊維径 繊維径 4～6㎛程度

⾧い繊維⾧ 平均繊維 0.8㎜程度
太い繊維径 繊維径 11㎛程度

PPS・PEI



お客様事例 ecomaru【 プラスチック成形機用洗浄剤 】

【検証条件】
◇ グレード:GWS ◇ 成型機容量:100トン
◇ 温度 :270℃ ◇ 評価内容 :樹脂替え・色替え
◇ 樹脂種類:ABS(黒) ➡ PC-ABS(ﾅﾁｭﾗﾙ)

黒点不良率激減
自動車部品成型

KEYWORD

◉ 検査ご担当者

これまで黒点が出ると連続して不良となっていました。

ecomaruによるパージ後は、黒点不良が劇的に減り、品質改善が図れました。

◉ 成型ご担当者

ecomaruの洗浄力に驚きました。同席した営業担当者から事前に、
初回利用時には洗浄剤を“通常より多く使用するが、綺麗になるまで洗浄を行う”
ようにと話がありました。

これまで取れていなかったものがecomaruにより取れ出す現象で、
綺麗になった後、不良率が下がる。という、説明通りとなりました。

洗浄後、黒点不良が激減

不良率 検品数

洗浄前 9.96% 1024
洗浄後 2.80% 1570

不良率削減

① 従来使用している他社界面活性タイプの洗浄剤でパージを実施。
すぐに白色に変わり、パージを終了した。

② その後、 ecomaruに切り替えてパージしたところ、グレー色と黒点が
出てきたため、最終的に合計3㎏使用し、終了するまでパージを行った。

洗浄状況
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お客様評価の声

削減効果【不良率削減】

不良判定 黒点0.3㎜以上

KEYWORD

◉ 分解清掃同様の挙動で一時的に黒点の発生が上昇した事、その後不良率が軽減出来たことから

清掃する能力は高いと判断します。

◉ 分解清掃を無くすことで作業軽減が図れ、不良率軽減と両立出来ると考えます。

成型機停止日数も少なくできるため、代替え手段として採用させていただきます。

分解清掃代替

お客様評価の声

不良率削減 作業負荷軽減

全体不良平均 12.14％
黒点不良平均 5.01％

分解洗浄
3日間

分解洗浄後
不良率が一時的に上がる

全体不良平均 4.88％
黒点不良平均 1.61％従来

全体不良平均 6.97％
黒点不良平均 2.31％

ecomaru洗浄
1時間

ecomaru洗浄後
不良率が一時的に上がる

全体不良平均 3.55％
黒点不良平均 0.85％

eco
maru

テスト対象成型品

7.16減少

分解清掃同様の効果
ファンブレード成型

【検証条件】
◇ グレード :GWS ◇ 成型機容量:850トン
◇ 温度 :235℃ ◇ 樹脂種類 :ABS(白)
◇ 評価内容 :分解清掃 vs ecomaru黒点不良率低減

.



【検証条件】
◇グレード :GWP ◇ 樹脂種類:PP
◇ 成型機容量:1300トン ◇ 評価内容:色替え・黒点不良削減

PP難燃剤入り成形

KEYWORD

◉ ガラス排出の２度洗いが無くなった点が大きな

コストメリットです。
当社はPP成形（色替え）が多い為、PPベースの
ガラス入り洗浄剤は後材置換に相性が良いと感
じています。

◉ 不良率減少し、生産性が向上が出来ました。

お客様評価の声

コスト削減 不良率削減

◉ 従来GF入り洗浄剤は、ガラス繊維の残りが気に

なって、別の洗浄剤で2回パージしていました。

ecomaruはパージ後に後続樹脂で捨て打ちする
だけで切替ができ、大幅なコストダウンが実現が
出来ました。

◉ 大型機は煙がかなり発生しており、火災報知機を

気にしながら作業していました。

ecomaruは煙の量が少なくとても良いです。また
匂いもごくわずかになりました。

従来 ￥5,135/回 ⇨ ecomaru ￥3,109/回

削減効果 ￥2,026/回
削減率 39.45％

KEYWORD コスト削減 環境改善

お客様評価の声

削減効果【洗浄コスト削減】

before after
A社 ecomaru

洗浄剤単価 ¥850/㎏ ¥850/㎏
洗浄剤使用量 3.5㎏ 3㎏

洗浄剤使用コスト ¥2,975 ¥2,550
GF抜き洗浄剤単価 ¥600/㎏ ¥0/㎏
GF抜き洗浄剤使用量 2㎏ 0㎏

GF抜き洗浄剤使用コスト ¥1,200 ¥0
shot回数 18shot 10shot
秒/shot 30秒 30秒
洗浄時間(合計) 540秒 300秒

洗浄時間人件費換算 ¥225 ¥125
単価 ¥400/㎏ ¥400/㎏
使用量 1㎏ 0.6㎏

後材置換材料費 ¥400 ¥240
shot回数 6 4
秒/shot 30秒 30秒
後材置換時間(合計) 180秒 120秒

後材置換人件費換算 ¥75 ¥50
単価 ¥40/㎏ ¥40/㎏
使用量 6.5㎏ 3.6㎏

廃棄物処理費 ¥260 ¥144

¥5,135 ¥3,109 ¥2,026洗浄コスト合計

¥25

¥116

洗浄剤 削減効果

¥425

¥1,200

¥100

¥160

before after
A社 ecomaru

洗浄剤単価 ¥850/㎏ ¥850/㎏
洗浄剤使用量 8㎏ 7㎏

洗浄剤使用コスト ¥6,800 ¥5,950
GF抜き洗浄剤単価 ¥600/㎏ ¥0/㎏
GF抜き洗浄剤使用量 5㎏ 0㎏

GF抜き洗浄剤使用コスト ¥3,000 ¥0
単価 ¥40/㎏ ¥40/㎏
使用量 13㎏ 7㎏

廃棄物処理費 ¥520 ¥280

¥10,320 ¥6,230 ¥4,090洗浄コスト合計

¥240

洗浄剤 削減効果

¥850

¥3,000

従来 ￥10,320/回 ⇨ ecomaru ￥6,230/回

削減効果 ￥4,090/回
削減率 39.63％

削減効果【洗浄コスト削減】

製品名 使用量 製品名 使用量

従来 PP難燃 他社GF入り 8㎏ 他社PPベース洗浄剤 5㎏ PPナチュラル

ecomaru PP難燃 ecomaru「GWP] 7㎏ なし PPナチュラル

洗浄剤 2度洗い 洗浄剤
置換樹脂前樹脂

後続樹脂置換性に優れています

2度洗い手間･コスト削減
家電製品成型

【検証条件】
◇グレード :GWS ◇ 樹脂種類 :ABS
◇ 成型機容量:350トン ◇ 評価内容 :色替え『茶 ➡ 白』

※ 削減状況を示す資料として、ecomaru単価は他社単価同額にしております。
詳しくは営業にお問い合わせください。



推奨パージ方法 : 自動パージ + ショートパージの併用を推奨します
ショートパージとは、「計量を少なく」「高速射出」を繰り返す方法です。
☑ 弊社の80㌧成形機の場合、例えば計量を15㍉設定、
スピードを通常の100㍉secを120～150㍉secに上げた設定で洗浄します。
☑ 回転数や温度は前材料の成形条件のままです。
☑ この方法は、後材によるecomaruの排出時でも有効です。

【洗浄操作 例】
① ecomaruで前材料を自動パージか回転パージで洗浄し全量排出を確認する。
② 自動パージなら4ショット目から上記ショートパージに設定を切替える。

（洗浄が不足している場合はecomaruを追加投入して下さい。）
③ 洗浄終了後に後材料や排出用PPなどでecomaruを完全に排出し置換する。
④ 成形品にて外観等異常がないことを確認する。
※ 洗浄後の温度変更はecomaru排出置換後にお願いします。
※ 油圧機や、旧式の電動機では使えない場合もあります。

☑ 他社パージ剤は、排出用グレード(2度洗い用)を使うよう推奨していますが、当社は2度洗いグレードは
販売せず、他の安い方法を提案します。

☑ ecomaruで洗浄後、後材捨て打ち、若しくは、以下の方法で置換してください。
☑「GWS」はAS樹脂を使用しています。

AS樹脂は金属との濡れ性が良く、洗浄後は完全に排出しないと成形不良の原因になります。
特に後材が透明樹脂の場合は細心の注意が必要です。
PP(MFR5～10)を2度洗い用として使用していただき、使用する量はパージ剤と同量を目安として、
貴社環境下で最適化を図ってください。
尚、透明材料への置換の場合、PPはパージ剤使用量の1.5倍が目安となります。

☑「GWP」はPP樹脂を使用しています。洗浄後は低MFRのPP、PEで排出して下さい。

〒116-0012 東京都荒川区東尾久 4 - 21 - 19
TEL 03-6806-8501 HP https://nanodax.jp
Mail info@ecomaru.world

パージ剤排出について

◇ 使用温度をお守りください。
・ 使用温度範囲を厳守してください。
・ 使用下限温度以下では、過負荷(オーバーロード)にご注意ください。
・ 使用上限温度以上では、液状化して飛散による火傷の恐れがあります。

◇ 洗浄以外の用途使用は行わないでください。
◇ シリンダー内に滞留させないでください。ガラスが冷え内部で固まる恐れがあります。
◇ シールには使用しないでください。
◇ ホットランナー、コールドランナーの洗浄には使用しないで下さい。

使用上の注意

☑ 黒点不良の削減効果でご評価してください
初回の洗浄では、従来取れなかったものを洗浄するため、洗浄剤を多く使用します。
ダンゴ数評価の場合、この現象が「取れていない」と錯覚する事があります。
パージ色になるまで洗浄していただき、成形開始後の不良率変化でご評価してください。

サンプル評価について

ecomaruはＧＷを高配合し黒点除去性能を最重視したパージ剤で
射出成型機のシリンダー内部洗浄専用のパージ剤です

お問い合わせ・ご用命は


