
製品概要
VpCI-125 帯電防止･ 防錆シュリンクフィルム

(バッグ)は, 防錆と帯電防止を同時にこなし,
シュリンク梱包が出来る特異な製品です｡
最新技術の粋を極めたプラスティック技術と多
種金属の防錆を果たしながら, 同時に強力な帯
電防止性能を合わせ持っています｡
コーテックVpCIフィルム(バッグ)は, 従来お使
いの防錆オイルや乾燥剤に取って替わる製品で
す｡ 利点は, 更に過去には脱脂やコーティン
グを剥離する工程が必要でしたが, これらを省
く事が出来ます｡ 開梱後直ちに次工程に移る
事が出来ます｡

VpCI-125 は, 電気･ 電子装置を電気放電から
守ります｡
VpCI-125は, MIL-PRF-81705D (帯電防止梱包仕
様)に合致しています｡
VpCI-125の帯電防止機能は, 湿度と関連無く働
きます: 湿気の有無は問いません｡
VpCI-125は, アミン類, リン酸塩類, シリコン
や他の有害物質を含んでいません
VpCI-125は無毒です｡

利 点
 鉄及び非鉄金属の VpCI 防錆
 ESD 放電破損の防止
 湿度の有無に関係無し: 摩擦電気の帯電防止に必

要な金属表面の湿気は必要がありません｡
 光学性能には影響しません
 電子産業に多く使用されているプラスティックに

は影響しません｡
 アミンや毒性物質を含んでいません｡
 VpCI 気化･気相防錆機能により空隙部や手の届か

ない箇所の防錆を行います｡
 突き差し強度が高いフィルムを使用｡ ヒート

シールが出来ます｡

サイズ
VpCI-125は, ご注文によりサイズやヒートシール
バッグ,ジップロック バッグ,フィルムシート,チュー
ブ状などを指定出来ます｡
VpCI-125バッグは, 帯電防止機能があり, 気化防錆機
能を練り込んだシュリンクPE 製です｡
厚みは50-150μ, チューブは1.3mまで可能です｡

機 能
VpCI-125のESD性能は, MIL PF-81705 D (Type II,
Class 1)に合格しています｡
 表面抵抗値 (ASTM B 257) 1 x 105 及び 1012 Ω/

sq.
 停電減衰率(Method 4046, MIL STD-3010A): <2

秒 -

使 用 法
VpCI-125 帯電防止･ シュリンク防錆フィルム(バッ
グ)は, 摩擦電気や錆の発生が起こり安い,静電に対し
繊細な装置とそうで無い装置の梱包に使用出来ます｡
VpCI-125は,ICチップ, プリント回路板, PCB 装置,
電気通信装置, 電子･電気パネルやケース等の梱包に
使用します｡
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保管

VpCI-125 の保管は, 常温で, 密閉して源梱包の侭

屋内に限ります｡ 棚寿命は1年です｡ 空気の出入り

の無い様, 源シールで保管して下さい｡

防錆金属種

VpCI-125は, 気化製防止膜を金属表面に形成します

が, 電気機器類の物理特性, 化学特性には影響しま

せん｡

金属種:

鋼 銅,合金

アルミ,合金 真鍮

半田 銀

ニッケル その他メッキ類

** 上記以外の金属については, コーテック社へお

問い合わせ下さい｡
[コーテック ジャパン 村松:

090-2256-6789 harrym@cortecjapan.com ]

シュリンク テスト (ASTM D-2732)

Note: 収縮量はB.U.Rに因る｡

V pC I-125 ｼｭﾘﾝｸ ﾌｨﾙﾑ MD機械方向 CDクロス方向

Sample #1 58 27

Sample #2 60 33

Sample #3 58 34

Sample #4 60 26

機械特性

MD /CD

E SD 特性

テスト法 VpCI-125(100μ) 非防錆LDPE (100μ)

延伸力ASTM-D-882 (lbf) 19.25/19.00 10.20/10.06

% 延伸率 ASTM D-882A 594.4/416.0 378.70/350.3

引っ張り強度: 最高値

ASTM D-882(psi)
3453.20/275.82 2665.206/2704.52

引き裂きﾃｽﾄASTM D1922

(Gf)
1162.67/2549.33 437.33/608.00

突き差し,ASTM D3420 (j) 1.41 1.26

テスト法
MIL-PRF-81705D
規格

VpCI-125(100μ)

表面抵抗値(外側) <1012ohms/sq 1.46 x1011

ohms/sq

表面抵抗値(内側) <1012ohms/sq 1.14 x 1011

ohms/sq

静電減衰 (+5000 V,外側,
1% ｶｯﾄｵﾌ)

<2 sec 0.34 sec

静電減衰 (+5000 V,外側,
1% ｶｯﾄｵﾌ)

<2 sec 0.42 sec

静電減衰 (+5000 V,内側,
1% ｶｯﾄｵﾌ)

<2 sec 0.34 sec

静電減衰 (+5000 V,内側,
1% ｶｯﾄｵﾌ)

<2 sec 0.36 sec
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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
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防錆 フィルム シリーズ

⇒ VpCI-125 ESD
⇒ VpCI-125 ESD Shrink
⇒ VpCI-125 ESD Co-Ex

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

