
製品概要
コーテック VpCI-148は, 新しく開発され, 機能
を高めたグリース透過防止･防錆紙です｡優れた防
錆機能に加えて, VpCI-148は, グリース, オイ
ル, 溶剤を透過しにくい特徴を持っています｡
ワックス紙やポリコート紙と異なり, 生分解性成
分からなり環境にも優しく, リサイクル/リパル
パブルが可能です｡

コーテック社のVpCI-148 は, 中性天然クラフト
紙を基材とし, フッ素系化学成分を配合せず, 従
来の耐油紙とは違い, 使用者/環境に優しい製品
です｡

特 徴
 耐グリース, オイル, 溶剤
 オイルは吸い取られず, 金属表面から無くな

る事はありません｡
 従来品の耐ワックス, 耐グリース紙とは違い,

危険な廃棄物とはなりません｡
 鉄及び非鉄金属に有効です｡
 生分解成分のみの配合です｡
 フッ素系化学物質, 亜硝酸塩, リン酸塩, シ

リコン, クロメート, その他重金属を含んで
いません｡

 完全にリサイクルで再パルプ化が可能です｡
 3M テストキットで 9を獲得｡
 保管, 輸送中, 待機中, 海上輸送中での湿気,

SO2 , H2S, 異種金属間の電蝕から乾燥した或

いはオイルを塗られた金属表面を保護･ 防錆
します｡

使 用 例
コーテック社のVpCI-148 は, 潤滑性を保つ事が要
求される製品(ベアリング, メタルパーツ)の保管･
輸送中の保護:
 1 品毎の包装や間紙として
 ライナーシートや複数部品の間仕切り紙
 機械加工中: スタンピング, 鉄板加工, スプ

リング, ファスナー, チューブ, パイプ,
ネール他

 完成品: エンジン, 機器類, 装置, 工具, 機
械設備, 銃器, 器具, 道具, モーター,他

 鋳物, ダイキャスト: 鋳型から出たて, 加工
後, キャスティング

施 工 法
VpCI-148の光沢のある方を外側に, グリーンの
VpCI防錆剤のついた側を, メタルに出来るだけ近
くに当てる様にして包んで下さい｡ 間に遮る物が
無い様にして包む事｡
VpCI-148 を1とすれば約3倍の製品面積を防錆しま
す｡ 又30cm四方で約30リッターの容積を防錆環境
にします｡ (目安として｡)

保護金属
炭素鋼 ステンレススティール
メッキ鋼 鋳鉄
アルミニュウム合金 銅
真鍮(30%Zn) 半田/溶接

販売単位
ご注文サイズで供給出来ます｡

V pC I-148
グリース,オイル浸透防止･防錆紙



物理特性

物性 テスト法 単位 VpCI-148 ポリコート紙

標準厚み TAPPI T-410 g/m2 65.1 65.1

厚み TAPPI T-411 mm 0.1346 0.1133

引き裂きMD ASTM D1922-94A ｸﾞﾗﾑ重量 101.33 84.2

引き裂きCD ASTM D1922-94A ｸﾞﾗﾑ重量 102.40 120.53

負荷 @破断 ASTM 882 ﾎﾟﾝﾄﾞ重量 17.3 19

引っ張り @破断 ASTM 882 インチ 0.22 0.33

% 引っ張り @破断 ASTM 882 % 11.15 16.55

抗長力 @破断 ASTM 882 Psi 3424 3771

耐衝撃 ASTM D 3420-95B Joules 0.15 0.21

グリース抵抗 TAPPI T-454 秒 1800+ 1800+

グリース抵抗 TAPPI UM-557 ｷｯﾄ ﾚｰﾄ 9 9

V pC I-148 グリース･オイル浸透防止･防錆紙

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

V pC I 防錆紙 シリーズ

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

http://www.itc-ps.co.jp/cortec/

