
製品概要  
VpCI-386 HT ブラックは､ 独自配合の､ 耐高温性水
溶性アクリルシリコンプライマー兼トップコート用
防錆コーティングです｡  無毒配合で､ 有機系防錆機
能を持ち､ そしてシリコンとの配合により今まで以
上に優れた戸外環境での保管中の防錆に適し､ 耐熱
抵抗にも優れた防錆膜を形成します｡ 

VpCI-386 HT ブラックは､  防錆効果に優れたシリコ
ンポリマーも配合に加え改良され､ 強力複合ポリ
マー防錆膜を形成します｡  この保護防錆膜は､ 金属
イオン化及び水の浸透を著しく遅延させ､ 電解質を
保護し､ 錆び環境に於いても錆を発生しにくくさせ
ます｡

VpCI-386 HT ブラックは, 速乾性チクソトロピック
な膜を形成しますので､ ダレや流れを起こしません｡   
この卓越した防錆コーティングは､ 有蓋屋内､ 無蓋
屋内､ 戸外等で幅広く使用可能です｡ 
耐熱性は､ -78℃ から +260℃ 
塗膜は耐UV特性があり､ 戸外での使用でも割れや剥
がれを起こさず､ 直射日光下に晒されても､ その防
錆機能を果たします｡  

特 徴 

耐熱温度: 260℃ 
速乾性 
耐 UV 特性 
最高の屋外使用に耐えるコーティング 

使用前攪拌 
本製品は一液性です｡ 電動攪拌機で､ リス篭タイプの
ミキサーを使用しゆっくり攪拌して下さい｡  手動ド
リルミキサーや他の攪拌方法も可能です｡

使用法  
VpCI-386 HT ブラックは､ トップコート並びにプライ
マーとしても使用出来ます｡
VpCI-386 ブラックをプライマーとして使用し､ 溶剤
タイプのトップコートをする場合､ 接着性等の相性に
ついては事前に検証が必要です｡
VpCI-386 HT ブラックをトップコートにする場合､
VpCI-374 やVpCI-395 をプライマーとしての使用がお
勧めです｡
Note : 13 以下の気温では使用しないで下さい｡  又､
露点が-15℃以内の場合も使用を控えて下さい｡ (高湿
度の場合)
VpCI-386 HT ブラックの塗布には､ スプレー､ロー
ラー又はブラシを使用します｡

保護金属種 
 炭素高 
 鋳鉄 

アルミニュウム**
ステンレススティール
メッキ鋼**
銅

 **  これら金属種に使用する場合は､ ウオッシュプ
ライマーとしてVpCI-373 グリーンを12.5μ – 25μ厚
で塗布する様お薦めします｡

テスト データ
   CS 1010   アルミニュウム

塩水噴霧(ASTM B117)     500時間+    1000時間+ 
高湿テスト(ASTM  D1748) 1000 時間+  1000時間+ 
*37.5 - 50μ 膜厚で計測

合格:  
ASTM D-2485-91: 高温下での性能標準テスト (Method 
A) (加熱後)

VpCI-386 HT ブラック 耐高熱戸外用防錆コーティング 



標準スプレー 
製造メーカー  ガンモデル  ﾁｯﾌﾟ/ｴｱｰｷｬｯﾌﾟ
 DeVilbiss MBC又JGA  704E 
 Binks  #18 又 #62  66PE 

液ホースは0.95 cmを使用して下さい｡I.D.(内径)｡ 
ホース長: 15.2メーターを推奨｡
液タンクはデュアル調整が出来､ 作業中はスプレー
ガンと同じ高さを保って下さい｡

エアーレス
 製造メーカー  ガンモデル ﾁｯﾌﾟ/ｴｱｰｷｬｯﾌﾟ

 Graco 205-591  ブルドッグ 
 Binks      モデル500  マーキュリー5C 

   DeVilbiss JGN-501    QFA-519 
液ホースはI.D.(内径)0.95 cmを使用して下さい｡  
但し内径0.64cmのホイップエンドセクションも､ 作
業の簡便化には使用可能です｡   
最長ホースは30.5メーターに止めて下さい｡  
最適条件は､ 0.3-0.4 cm チップで､ 83-117気圧で
使用した場合です｡  
Note:  上記のメーカー以外でも同等の条件が整う
ならば､ 他社製品も使用可能です｡  

梱包単位,  
VpCI-386 HT ブラック: 
● 19 リッター(5 ガロン=5G)､ 208 リッター(55 G)､

液体トートバッグ(数百リッター)､ バルク( 数トン) 
● カスタム仕様でアルミ色があります｡

保管 
凍結を避けて,保管して下さい｡ 
又､ 高温(24℃以上)での保管は避けて下さい｡ 

物理特性､ 品質 
外見 黒色液体 
pH   8.7-9.3 (neat) 
比重 1.03-1.05 kg/l 
非揮発成分 38-43% 
完全気化時間 7日間､ 気温25℃,湿度55%の時 
乾燥膜厚DFT 25μ- 50.8 μ(各塗布膜毎) 
塗布膜率(理論値)5.2—14 m2 /ﾘｯﾀｰ : 25-67.6μ
予備乾燥時間 30分､ 25℃の時  
VOC 既定値 141g/ﾘｯﾀｰ 以下 
VOC 実測値 64g/ﾘｯﾀｰ 以下 
粘度 800-1600 cps (6rpm/#3)
棚寿命 12ヶ月
耐熱抵抗 -78℃ から +260℃ (完全固化時)

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

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

