
製品概要
コーテック社のVpCI-145 帯電防止･ 防錆紙は,
気化防錆技術と帯電防止機能を組み合わせた,
御社の貴重な製品の梱包に使用されます｡ この
コーテック社製の新製品は, 帯電を排除し, 大
豆オイルを原料とした素材を紙表面に塗布して
ありますで環境に安全な製品です｡

コーテック社のVpCI-145 帯電半減テスト(乾燥,
極低い湿度環境)で, 従来の塩化アルキルアンモ
ニュウムや標準エトキシレート化アミン, イミ
ダゾリン, リン酸エステル及びノ二オン系耐電
防止コーティングより遙かに優れた結果を出し
ています｡
VpCI-145の耐電防止は, 200℃を超えても熱安定
性があり, 38℃を超えても数日間はpHも2-11間
で安定しています｡ 更に, VpCI-145は, 鉄及び
非鉄金属に対して接触･気化･バリヤー防錆機能
を発揮します｡ VpCI-145 は, MIL–PRF-3420G規
格に合致して居ます｡
繊細な電気関連金属製品をVpCI-145 で梱包して
置くだけで帯電蓄積防止及び防錆が出来ます｡
コーテック社のVpCI-145 は, 完全リサイクル/
リパルパブル可能で, 生分解性があり, 危険物
である亜硝酸塩, リン酸塩, シリケートなどを
含んでいません｡

塩素や他のブリーチング剤を使わず最高級品の
天然中性クラフト紙です｡ この事が, 従来の防
錆紙に見られる包装材そのものから来る汚染が
無いと言うことに繋がります｡ コーテック社の
VpCI-145は使用が簡単です｡ 薬剤の添加量を計

る必要が無く, ケミカルタンクも要りませし, 施
工機器は使用しません｡
只, VPCI-145でくるみ, 端を合わせてシールする
だけです｡ VpCI-145でくるまれた部品等は,その
まま次工程の塗装,溶接や半田付け等が出来ます｡
繊細な電子部品, 導電性や抵抗値等の物理特性に
何ら影響を与えません｡

使用法
コーテック社のVpCI-145 帯電防止･ 防錆紙は, プ
リント基板, 集積回路, PCBコンポーネント, 電気
通信機器, 電気パネル, 電気筐体, バッテリー及
び異種金属組み立て部品等の放電によりダメージ
を受けやすい製品に使用出来ます｡

特 徴
 単一で鉄及び非鉄金属用の防錆が可能です｡
 性能規格 MIL-PRF-3420G 及び MIL-PRF-

81705D (静電減退率及び表面抵抗)に合格して
います｡

 防錆機能と電気放電からの保護機能が合体し,
一手間で梱包｡

 温度や pH に影響されず帯電防止が出来ます｡
 無毒配合です｡ 亜硝酸塩, リン酸塩, シリコ

ン, クロメート,他重金属を含んでいません｡
 完全にリサイクル, リパルパブルです｡
 高湿度, SO2, H2S 下の環境や異種金属間の電

蝕に対しても有効です｡

性 能
ESD(帯電防止)機能MIL PRF-81 705 Dに合格
 表面抵抗 (ASTM B 257) 1 x 105 及び 1012

Q/sq.間
 静電減退率 (3046 法, 連邦規格 101C) : 2 秒

以下
 防錆性能: MIL-PRF-3420G に合格しています｡

施行法
洗浄後,水滴が無く完全に乾燥したのち直ちにVpCI
-145で梱包して下さい｡ VpCI-145を使用する場合
は, 性能が最大限に発揮出来る様に, 金属表面に
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出来るだけ近く, 遮る物が無い様に包みこんで下さい｡
使用量目安
: 30cm角のVpCI-145 は対象物90cm角面積の防錆をしま
す｡ (3倍の面積を防錆): 30cm角のVpCI-145は, 体積10
-13リッター内を防錆します｡

長期防錆が可能: 完全密閉梱包内(完全通気遮断状態)
で10年間

標準構成
VpCI-145は, VpCI防錆剤と帯電防止剤を塗布した, 天
然中性クラフトを使用しています｡ 裏面にはコーテッ
ク社のロゴが印刷してあります｡
クレープ仕様も提供しています｡

保護金属
炭素鋼 メッキ鋼
ステンレス 鋳鉄
アルミアロイ 銅
真鍮(30%亜鉛) 溶接･ 半田

包 装
カスタムメードも可能です｡
35ポンド及び60ポンド/3000ft2 (#35 & #60)

機械強度

CD = クロス方向 (幅方向)

MD = 機械方向(巻き方向)

強度 TAPPI法 単位 VpCI-145

基本重量 T-410 g/m2 57±3 97±5

クリップ(厚さ) T-411 μm 93 170

引き裂き-MD T-411 gms 32 114

引き裂き-CD T-411 gms 45 135

円滑性 (紙) T-538 sheffield 200 280

円滑性 (VpCI側) T-538 sheffield 250 300

限定責任範囲
ここに記述した内容,技術情報･薦めた使用法はコーテック社の信頼すべきと信ずる事前テストに基づいた物では在るが,その精度･完成度に付いて

保証はし無い。 コーテック社は到着した貨物に付いては無限責任を問われ無いものとする。 但し商品が欠陥品で在ると証明された時は,その商品

をコーテック社は交換する義務を負うものとする。 交換品を要求するには,商品の到着から６ヶ月以内にコーテック社に申し立てをしなければならな

い。その際の交換品の輸送にかかる経費は申立人の負担とする。

コーテック社は製品の使用にかかる傷害,欠損,被害,また製品の不可使用に付いてもその責を問われないものとする。 製品の使用に際し、使用者

は目的に合った製品番手を事前に自ら確認,決定しなければならない。且つそれに関わるいづれの危険回避負担は使用者に帰するものとする。 こ

こに述べた説明及び使用法･推薦は何れもコーテック社の各責任者の署名無しには何ら強制力･影響力を持たない物とする。 前述の責任･責任

範囲は固有の物で、他の全ての暗示的･法的責任,及び他の販売･使用目的の適切さに係る無限の言外の責任等に優先する。 コーテック社は偶発

的･結果的被害ついて、何れの場合もにその責任を問われないものとする。

FOR INDUSTRIAL USE ONLY

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

KEEP CONTAINER TIGHTLY CLOSED

NOT FOR INTERNAL CONSUMPTION

CONSULT MATERIAL SAFETY DATA FOR MORE

INFORMATION

工業用使用に限る

子供の手の届かない所に保管の事

容器のふたはしっかり締めて置く事

飲用を混ず

詳細については安全データシートを参照の事
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V pC I-144 :ﾓ ｲｽﾁｭｱ ﾊ ﾘ゙ﾔ ｰ

V pC I-145 :帯電防止

VpC I-146 :気化防錆紙,ｸﾚｰ ﾌ 紙゚

V pC I-148 :耐ｸ ﾘ゙ｰ ｽ浸透･防錆紙

VpC I-149:ｿﾌﾄ,ｺﾝﾌｫｰ ﾏ ﾌ ﾙ゙防錆紙
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