
製品概要  

VpCI-389は, 水溶性, 一時防錆コーティングで, 戸外で
の防錆に適し, 耐塩水性に優れています｡  VpCI-389 は
VpCI-389は柔軟性のあるフィルムは環境に安全で､従来
の防錆油に取って替わる製品です｡   

VpCI-389 は長期(5年*) 及び中短期間(6-24ヶ月)の 屋
内防錆 , 無蓋 屋外防錆にも対応します｡  

ソフトな膜に硬化し, その後更に硬い膜に固化します｡   
VpC-389はアルカリクリーナー, 及びコーテックのVpCI-
414 で容易に剥離が出来ます｡  

*防錆期間 : 施工現場の環境やフィルムの厚みにより長
短あります｡  

特徴 

＊ 多種金属 
＊ 使用が安全で容易 
＊ 環境に安全 
＊ その侭施工できる VpCI-389D (1:1 希釈済み)が用

意してあります｡ 
＊ SO2 や H2S 等の存在下でも防錆が可能です 

 

保護金属種 

⇒ アルミニュウム 
⇒ 鋼鉄 
⇒ 鋳鉄 
⇒ 銅及び合金 
⇒ 錫 

 

用途例 

◇ 待機保管中の装置 
◇ 部品加工間の防錆 

◇ 海外輸送 
◇ 補修用パーツ類 
◇ 保管部品  

 

物理特性

 

使用法  

推奨するフィルムの厚みは25-50 µ｡ 

製品前処理: 

表面はARS同等である事｡ 低いA-3及び高め､ 又は

SSPCs SCs 1,2,3,5,6,及び10 

スプレー等使用法により希釈した後使用下さい｡   

製品準備: 

スプレーや施工しやすくする為に､ VpCI-389は希釈して

使用ができます､ VpCI-389 : 水 = 1 : 1 から1 : 8を推奨

します｡  

 VpCI-389 VpCI-389D 

外見 淡黄色粘性液体  

非揮発分 35-40 % 17-22 % 

比重 0.95-1.01kg/l 0.94-1.01kg/l 

pH 8.7-10 neat 8.7-9.8 neat 

VOC (実測値) 24.84g/ﾘｯﾀｰ 12.92g/ﾘｯﾀｰ 

上塗り迠の時間 30-90 分  

タッキー膜形成時間 10-60 分  

乾燥硬化時間 1-3 時間  

フィルム 性状 ベタつく, ソフトな膜  

シェルフ ライフ 24℃で保管: 12 ヶ月  

理論的塗布率 
7-14 m2 /ﾘｯﾀｰ 25-

50 μ厚 
 

VpCI-389 VpCI-389D 戸外用防錆コート 



使用に際して: 

使用前には良く攪拌してご使用下さい｡ スプレー, ブラシ, 

ロール, 浸漬で塗布します｡

塗布膜厚 WFTは75-150 µを推奨｡  乾燥膜DFTでは25-

50 µに相当します 

エアーレス スプレー

圧力 2000 psi (140気圧) 

フィルター 60 メッシュ 

チップ 0.038 cm 

希釈率 0 - 50 % 

従来法 

機器  Binks 18 ガン 及び同等品 

自動調整圧 3 気圧 

液体圧 1 気圧 

キャップ/チップ 66/S 

希釈率 10 – 50 %

* ブラシナイロン/ポリエスター又はナイロン(希釈率 0–50 %
の時)

* ローラー ポリエスター網,  (希釈率 0–50 %の時)

* 浸漬 コーテック浸漬法の項を参照  (2 : 1, 1 : 5の時)

製品 洗浄 

工具類は水で洗浄し, 更にすすいで下さい｡ 

包装  

VpCI-389 ,  VpCI-389 D: 

- 19 リッター ペール缶
- 208 リッター ドラム
- 液トートバッグ, バルク

保管:  凍結を避けて保管の事 

施工後注意: 施工後の部品はしっかり乾燥後､保管の事 

防錆保護 テスト 

*Prohesion テスト: 主として､ 戸外用塗装の剥離し無い性能サイクルテストで､塩水噴霧より戸外に於ける塗装の強さのテス
ト｡

テスト法 DFT 乾燥膜厚 SAE 1010 炭素鋼 鋳 鉄 

ASTM D 1748 湿潤テスト (25 μ) 1000+ hr. 

ASTM Gig-94 接着性能* (25 μ) 600 hr. 

ASTM B 117 塩水噴霧 (50 μ) 600 hr. 40 時間 (12 µ) 

DIN 50017 高湿中結露 (12 μ) 96 hr.  5%以下 錆び発生 

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

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

