
製品概要:  ミルコアFR VpCI シュリンクフィルム
は､ ヘビーデューティー用のコーテック社多種金属向
け気化気相防錆フィルムで､ 難燃性､ 耐UV特性のある
製品です｡ ミルコア FR VpCIシュリンクフィルムは､ 
高度な機能を持つ汎用性のある防錆システムで､ フィ
ルム梱包の完全性を維持しながら､ 梱包内の部品類の
防錆も完全に果たします｡   
ミルコアFR VpCI シュリンクフィルムは､ 旧来より使
用されているオイルや乾燥剤に替わる防錆システムで
す｡   
ミルコアで梱包された金属部品は､ 開梱後､ 前処理/
洗浄/脱脂せず直ちに使用され､ 省エネ､ コストダウ
ンにもつながります｡ 
 
ミルコアFR VpCI シュリンクフィルムは､ 梱包内の金
属製品に対し､ 間断のない防錆機能を発揮し､ 塩分を
含んだ空気/環境､ 高湿環境､ 工場から来る汚染ガス､ 
異種金属錆から製品を保護します｡   
 
梱包内域全体に渡りVpCIは気化し分散し､ 装置の外側
のみならず､ 空隙部や隔離部まで金属表面全域に吸着
し､ 防錆保護膜を形成します｡  この防錆膜は､ 国内
及び海外輸送期間を通じ有効に働き､ 錆びのクレーム
を最大限排除します｡  ミルコアFR VpCI シュリンク
フィルムは､ 他のコーテックVpCI製品との併用で､ 包
括的な戸外での長期保管が可能になります｡  

 

利点 

 紫外線防止機能があり､ 戸外での保管が可能です｡ 

 難燃性防錆フィルム｡ 

 多種金属の接触並びに気化防錆｡ 

 優れた機械特性  

 電気ヒーター､ ガストーチ等幅広いシュリンク

ツールが使用可能｡ 

 一括梱包､ ピーンと張った梱包､ 盗難/改ざん予防

処置を要する運搬に適す｡ 

 厳しい戸外環境での保管が可能になります｡ 

 梱包を外して､直ぐに機器類の稼働が可能 

 

保護金属: 下記の金属種が防錆可能です｡ 

*  スティール    * 半田/溶接 

*  鉄   * アルミニュウム 

*  真鍮   * 銀 

*  銅   * ニッケル  

上記リスト以外のメタル種の防錆についてはコーテック又は

レップにお訊ね下さい｡ 

 

使用法  

1. 対象物の寸法を測り､ 合わせ目は少なくとも30cmは重なる

様に適宜フィルムを切り出します｡  

2. 清潔で乾燥した場所を選びフィルムを広げます｡  (床面は

清潔に) 

3. 車両､ 装置､ 部品をシートの上に置きます｡  

4. 鋭い先端や角は､ ウエスで覆い､ 養生します｡ 

5. フィルムで巻き､ 覆います｡      

6. シュリンクテープを用い､ フィルムの端を一方のフィルム

か装置類の上に止めます｡   

7. ぴったり張り付くようにヒーターを当て粘着させ､ 後 全

体にヒートブローを当て､ フィルムをシュリンクさせます｡ 

*** シュリンク温度: 171 – 227 ℃ 

*** 粘着温度      : 116 – 160 ℃ 

 

使用例 

 軍事用車輌､及び機器類の保管 

 プラント装置などの輸出梱包 

 高価な巨大な機器類の輸出梱包 

 重量のある機器類の梱包 

 リクレーション 車輌(ソート､スノーモービル等)の季節

保管 

 パレット類の覆い 

 

テスト 

UV 紫外線耐候試験 

ASTM G 53-93 UV 耐候テスト* 

フィルム試験体は軍規格に合格 

MIL-PRF-22019 D 及び MIL-B-22020 D 遮断性及び柔軟性､
シール性､気化性防錆力に関する規格: 合致, 
* 特記事項:  テストは継続中､ 現在まで錆の発生及びフィル
ムの暴露試験の結果: 3年+ 見られない｡  

 

 

ミルコア FR VpCI シュリンク フィルム 



その他テスト 

* ドイツ VIA Test (German Military Std.TL-81 35-

002): 合格

* Cortec Razor Blade Test: 合格

* Cortec SO2 Corrosion Test: 合格

* Cortec F-12 Cycling Corrosion Test: 合格

湿度透過性テスト(MOCON) 

* ASTM F-1249 : 100%RH､ 37.8℃

難燃性テスト 

* NFPA 701-2010 "繊維及びフィルムの燃焼伝播テスト”
Test #2 平シート試験体 :  合格

 上記物性は､ ラボに於ける検証の平均値であり､ 品

質規格を提示している訳ではありません､ あくまで指標

としてご理解下さい｡   取り扱い情報に関しては安全

データシートSDSを参照して下さい｡  

梱包単位､ 保 管 

ミルコアFR VpCI シュリンクフィルムは､ 標準品として

ご提供しています｡

20' x 210' x 0.010" シート オン ロール (6.1 x

64.1m x 250μ)

他のサイズの場合特注品となります｡

標準品 色: 白色

保 管

源梱包の侭､ 屋内保管に限ります｡

棚寿命: 24ヶ月｡

機 械 的 物 性 

CD, TD: 横方向､  MD: 縦方向 

WVTR g/(100in2•day) WVTR g/(m2•day)

Sample 1 Sample 2 Sample 1 Sample 2

0.0833 0.0829 1.29 1.28

物  性 テスト法
単 
位 

MilCorr

測定/厚み 25μ/
mil

ASTM D6988 mil 10.00

断絶点 (重量/ｲﾝﾁ)
MD

ASTM D882-02
lbs
/in

26.1

TD 25.5

引っ張り強度 
MD

ASTM D882-02 psi
2607.7

TD 2553.4

延伸率 
MD

ASTM D882-02
 % 725

TD 789

降伏強度 
MD

ASTM D882-02 psi
896.6

CD 1547.1

引き裂き強度 
MD ASTM   D1922-

06a
mN

19463.0

CD 29571.3

ダーツ落下抵抗 
ASTM   D1709-
04,Test Meth-
od A

ｸﾞﾗ
ﾑ

1166

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。

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

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 

http://www.itc-ps.co.jp/cortec/
http://www.csj1.co.jp
mailto:info@csj1.co.jp
http://www.itc-ps.co.jp/cortec/



