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         防錆機能 
  VpCI (補給元) 

 金 属 

 Anode Cathode 

 溶解VCI 

気化したVCI分子 

 

◆VpCI の気化現象が起きる 

◆閉鎖空間中に防錆揮発分が拡散する 

◆VpCI 気化成分が隙間や空洞の隅々に浸透する 

◆VpCI が金属の全表面を覆い空気中に凝結する 

◆VpCI イオンが水分膜（水電解物）に溶解する 

◆防護イオンが金属表面に引き寄せられる 

◆VpCI イオンがごく薄い保護レイヤーを金属表面に   

形成する （極性分子） 

◆VpCI の保護レイヤーは充満気化成分により補完され、 

 常に完全なレイヤーを形成する 

 
健康面・安全面・公害対策 
最新の化学技術を駆使して開発されたコーテック社独自に配合された防錆剤は、健康
面・安全面・可燃性・公害等への影響を全く心配することなく使用出来ます。 
 
多種金属の保護 
鉄のみならず各種合金を含めた多種金属の保護防錆用に配合された防錆剤で、今まで
には無かった、単一グレードで多種金属防錆が可能になりました。 
 
短期の一次防錆から長期に渡る幅広い防錆期間 
コーテック社は、一時的な防錆を必要とする工場内加工時、輸送や保管時用の中期的な
保護、またプラント等の待機期間中・長期在庫時や設置後の現場での保守用の長期的
保護といった様々な状況に応じた防錆を可能にします。 
 
様々な環境条件にも対応 
金属製品や錆びやすい製作現場中の各種製品を、その現場及び輸送中のみならず海
洋・熱帯性の環境においても、湿気や過酷な環境から効果的に保護します。 
 
防錆された部品は前処理無くそのまま使用可能 
コーテック VpCI により被服された目に見えない保護レイヤーは剥離除去の必要がありま
せん。 加工・設置や使用前に通常行なわれる脱脂・削り取りや研磨・洗浄及びその他の
準備工程を必要としません。   VpCI で保護された機器類・部品や最終製品は、いつでも
そのままご使用いただけます。 しかも必要とあれば、そのコーティングは通常の洗浄法で
簡単に除去出来ます。 
 
金属特性にも無影響 
不可視のコーテック保護イオンレイヤーが金属の重要な表面特性を変化させる事は非
常に稀で、ほとんどの場合弊害は全くありません。  この事は、伝導性・通電性・寸法許容
範囲が最も厳しく要求される精密電子部品にさえも当てはまります。 
 
精密電子部品からタンカーまで 
コーテック社のVpCIは、加工中のプリント基板のパーツや小さな箱に収められた部品を
始めとし、大きなコンテナ船に至るまで、防錆する対象物のサイズや規模を問いません。 

 
［ より効果的な使用法 ］  
 
＊ 添加  ＊ ブラシ塗布 

＊ 散布  ＊ 挿入 

＊ 浸透  ＊ 注入 

＊ 分散     ＊ 梱包 

＊ 自動供給    ＊ 噴霧 

＊ ラップ包装 ＊ 静電防止ｽﾌﾟﾚｰ 

 

より効果的に使用する為には、上記の様な使い勝手の良い、経

済的な防錆処理法が選択できます。 これらの処理法は、コーテ

ックの革新的な VpCI/MCI 技術により可能になりました。 

 

コーテックの VpCI は、液体・粉体・含浸フォームやプラスチック

等の用途に応じた効果的で経済的な防錆保護を得られるよう、

特別に配合されています。 

 

独創的はVpCI技術は､ 従来のブラシ・ゴム・ベラ・浸積やスプ

レーによる簡単な塗布法を使っても、より効果的な保護を可能

にしました｡ 

［ より優れた防錆剤 ］ 



 
［ 多機能型防錆剤 ］  

 

屋内に保管されている包装された物から過酷な条件の

下で屋外に放置されている物に至るまで、この新世代の

気化性防錆剤 VpCI システムによって、錆の問題を無視

無処理するより遥かに経済的に解決することができます。 

 

例えば； 

1 熱交換器に VpCI を数分噴霧する事によって、輸送

時や保管時における錆の問題を排除できます。 

2 現場で使用される電子回路系統の保護を１日当た

り数円の経費にてまかなう事が出来ます。 

3 バルブフランジやステムも戸外用コーティングを単

にスプレーする事で防錆力を高める事が出来ます。 

4 各種金属システムに有効な VpCI を添加することで、

ご使用中の潤滑油の防錆力強化が図れます。 

5 従来の防錆処理法で起きていた錆問題をコーテッ

クのVpCIにより、いかに解決できるかが、上記の例か

らもお分かり戴けると思います。 

 

 

 

 
［ コーテックの VpCI によるコスト削減 ］    

 

 多種金属機能型 

 効果の高い防錆力 

 多種商品形状による防錆しにくい物への経済的適用 

 使い易さ 

 健康面・安全面・環境保全面での改良 

 剥離・除去不要な VpCI 防錆による工程の簡略化 

 機器類の延命 

 

コーテックの VpCI は、在庫用の金属製造時から現場での

実使用に至るまでの製品の一生を通じ、どの工程段階でも

ご利用いただけます。 VpCI を適切に使用する事により、製

品の製造時・保管時・輸送時や現場での保守時といった全

ライフタイムを通じての大幅な時間短縮とコスト削減が実現

されます。 

 

コーテックのVpCIは、生産工程時の洗浄・脱脂・錆落とし・

酸洗・サンドブラストや再防錆処理等の余分なステップを

削減できます。 VpCIにより、繰り返し作業の軽減、歩留ま

りの向上、品質の向上、錆によるクレームの減少、そして機

器類の延命化が得られます。 



［ 製造工程における VpCI ］     
 

プリント基板や金属圧延等、あらゆる製品製造

時において、コーテック VpCI は各作業工程・組

立工程中に容易に組み入れる事が出来ます。 

鉄製品や非鉄製品の錆を排除する一方、 コ

ーテック VpCI には潤滑性を付与することが出

来ますので作業能率や工具の寿命を伸ばし、

第１級製品の製造に多大な貢献をします。 

 

コーテックの防錆剤は、今まで解決が難しかっ

た錆の問題をユニークな方法で解決します。 

粉状の VpCI は到達困難な深い穴や空洞部分

での防錆を果たし、水溶性 VpCI は従来の油性

コーティングやクーラントに取って変わり、除去

し易い中継的防錆を行います。 また水溶性

VpCI 添加剤を水運転の際に添加することによ

って排水時及び排水後でも持続した防錆効果

が得られます。  

 

VpCI エミッターは、電気・電子部品を製造や組立

工程時、 輸送時や使用現場稼働時等の様々な

状況において錆を防ぎます。 

タンク・バルブ・コンプレッサー・プリント基板・電

気ボックス・プリントプレス等、製品が何であれ、

その製造工程の第一歩から加工期間を通し製

品完成時まで、コーテックのVpCIは半加工品・

完成製品を錆から守り続けます。 

［ 包装・梱包における VpCI ］     

 

コーテック社は、各種標準品及び各種軍事規格

(MIL)、ASTM、DIN、JIS,BS,等国際規格に準じた

ユーザー仕様の包装用 VpCI を数多く準備･取

り揃えています。 コーテックの包装用製品に

は、紙・フィルム・発泡材・クッション材や挿入材

等があります。  

これらは全て、各種金属に対する防錆効果があ

り、かつ無毒性でリサイクル可能です。 

 

紙 ： コーテックのVpCI紙は、単品商品用の包

装から複数商品をまとめた大量貨物用の包

装、OEMや自動車部品等の保管や輸送用の

梱包、また、商品分類用シート等、各種用途に

応じた防錆保護が可能です。  

また、毒性のある亜硝酸塩は含んでいません。 



フィルム ： コーテックの VpCI フィルムもまた、各

種包装形態に応じた防錆保護を可能にします。 

フィルムの種類は、一般用のポリエチレンからシュ

リンク包装、ストレッチタイプや強化タイプのもの

等、様々なタイプを用意しています。 またこれらの

各種フィルムは、優れた透明性と密着性を兼ね備

えています。 工業用や小売用の包装としては、

VpCI-120 のスキンフィルムがあります。 多目的タ

イプの VpCI-125 バッグは、気化性防錆効果に乾

燥・静電防止性能を併せ持っています。   

VpCI-126 バッグ及びフィルムは、吸湿効果を持っ

ています。  

そして VpCI-129 は、真空タイプでバリア保護用と

して高温や多湿環境下において優れた性能を発

揮します。 

 

発泡材 ： コーテックの含浸フォームやコーパッ

クの VpCI 発泡材は、精密機器部品や外的影響を

受けやすい電子部品等の保護に使用します。  

これらの発泡材は、製品を破損や表面の傷等の

損傷から守ります。 VpCI-122エコシールド（ﾃｰﾌﾟ

強化ﾌｨﾙﾑ）は、その耐擦傷ライニングで繊細な品

物を保護すると同時に結露を吸収します。 

 

挿入材 ： コーテックのVCI挿入材は、吸着性に

非常に優れており、凹んだ部分にも行き渡りま

す。  どのような包装形態にも実質上対応可能

であり、小袋タイプ・タブレットタイプ・円型タイプ

などがあります。 

［ 装置などの待機状態時における  

               コーテック製品 ］    
 

貴社ユーザーが製品を使用される際、ひいて

はその製品の延命につながる VpCI の防錆効

果にご満足いただけることでしょう。 コーテック

の VpCI システムは、稼働中・休止中の電気・電

子装置を防錆保護します。 コーテックの油性・

水溶性バリヤーコーティングは、設置されたバ

ルブやポンプを環境からくる錆から守ります。 

またコーテックの添加剤は、給油システムを錆

易い環境や汚染物質から保護します。 

 

装置やシステムが一時休止または長期の待機

状態に強いられる際にも、コーテックの製品は

数々の利点を提供します。 パイプ配管・タン

ク・モーターや発電器等の表面に前処理工程

を必要とすることなく、すぐに、素早く、簡単に使

用でき、屋内外を問わず、剥き出しの表面や機

械部品に効果的に防錆処理を施すことが出来

ます。 その製品が置かれる環境の厳しさの度

合いや要求される防錆期間に見合った適切な

グレードを選択し、使用する事をおすすめしま

す。 

 



［ プラント建設時における VpCI ］      
 

プラント建設中における絶え間のない錆の攻

撃は、作業者の安全と環境を守りながら、作業

効率を維持しなければならないエンジニア達

にとっては大きな挑戦です。 コーテックの防錆

剤は環境保全支持の新しい一連の答えを提

供します。 低毒性・低公害で環境に優しい処

理法がそれです。 

 

化学工業に携わる者として、我々は環境保全

支持の製品と製造法を確立すべく、賢明なデ

ザインや構造を信条としています。 このことは、

現在コーテック社が ISO14001 の環境基準の

認可を取得したと言う事からもお解りいただけ

ることでしょう。 

 

コーテック社は、プラント建設において効果の

面でも経済性の面でも大いに貢献する添加型

防錆技術を開発しました。 従来の防錆処理

が液レベルで/接触型の防錆を果たしていたこ

とに対し、コーテックのVpCIは高い可動性を

持っています。 というのも、コーテックのVpCI

は、錆の発生する部分に磁石の様に引き付け

られ、液相・界面・気化相といった３相において

防錆保護を果たす事が出来るからです。 

［ 自動補給・補充型 VpCI ］       
 

従来の防錆法と異なり、コーテック VpCI は補充・

補給を自動的に行ないます。 システム上の一ヵ

所、あるいは数ヵ所のポイントにおいてコーテック

の VpCI を添加します。 例えば、オペレーターの

立ち合いなく自動的にシステム内に投入するだ

けで、何百メートルものスチームパイプや液体輸

送システム、数百キロメートルのパイプラインの防

錆を瞬時に行なう事が出来ます。 

 

21世紀の環境を考えた防錆処理として、コーテッ

クVpCIは亜硝酸塩系ではありません． 又、クロ

メート・その他の重金属・リン酸や塩素化炭化水

素類を含んでいません。 コーテックVpCIの新し

い有機配合は環境に優しく、また、深くて温度の

高い地底・海底油井内の錆を招きやすい塩水か

らの装置類の保護を始めとし、遠く離れたパイプ

ラインの保護に至るまで、液相・中間相・気化相

の３相全てにおいて、プラントや装置の寿命を延

ばすことが出来るのです。 

VpCIのﾊﾟｲﾌﾟ内での

防 錆 機 能 ：  液 層

（油/水)・界面・気相 



［ コンクリート建造物における 

           MCI（浸透･移行型防錆剤） ］    
 

コーテック社の開発した MCI - 浸透型防錆剤は鉄筋

の防錆の為に開発され、又ヒビ割れたコンクリート構造

物の補修にも使用されます。 MCIは新規建造物に使

用するコンクリートミックス、あるいは補修用コンクリート

に添加して使用します。 MCI が混和されたコンクリー

トは通常の施工法にて使用します。 MCI は古いコン

クリートに浸透し、内部の金属に到達し、鉄筋や金網

等に MCI の保護レイヤーを形成し密着します。 その

MCI レイヤーが、構造物内の金属と塩素等の化学反

応を阻止し錆の進行をくい止めるのです。 

 

MCI 防錆剤は路面や橋上に撒かれる凍結防止剤等の

高濃度塩化物に対しても有効で、海洋や海辺の建造物

等を害する潮風、酸性雨や炭酸塩からも守ります。 また

MCI は、断熱材が使用されているタンクやパイプなどの

構造物に対しても有効です。 

 

コーテックのMCIは、プラントや現場でコンクリートに混

和させて使用するだけでなく、表面処理剤として塗布し

使用する事が出来ます。 また、コンクリート建造物に注

入して使用する事も可能です。 

錆による崩壊部を

綺麗に取り除く 
モルタルに混入した

MCIがコンクリートを

通して浸透する 

MCIが鉄筋を保護し、

錆の進行を止める 



［ VpCI による金属加工・処理 ］       
 
コーテックの金属加工・処理剤は液状ある

いはゲル状で、浸積・スプレー・ブラシを用

い塗布します。 コーテックの錆落とし剤

は有機化学品で、鉄・銅・真鍮・アルミニウ

ムなどの酸化物や変色・汚れを落とします。 

これらの配合剤は強い酸の代替えを果たす

ことが出来ます。使用指示通りに使用され

た場合、この錆落とし剤は無公害であると

同時に、人間の肌や殆どの塗料・プラスチッ

ク類・木材・繊維・セラミック・ゴム等を阻

害しません。 

 

コーテックの環境保全型金属加工・処理剤

はまた、生分解性クリーナーや無公害性の

塗料剥離剤としてもご使用になれます。 

 

錆落としを行なう際、多くの場合は事前に

表面の泥や塗料をまず落とさなければなり

ません。  

 

そのような前処理が必要か否かの判断は、

通常、簡単な目で確認しますが、錆などがこ

びりついた物であれば特に、錆を落として

初めてその下の泥や塗料のコーティングを

更に除去しなければならない事に気が付い

たりする事が多々あります。 

 

水溶性で、可能な場合には天然原料が使用

されているコーテックの大半の洗浄剤や脱

脂剤は、無毒で生分解性があり、かつ不燃性

です。 これらは安全で、多目的、多種金属

用として特別に配合されています。 また

防錆効果も併せ持っているため、洗浄直後

に瞬間的に発生する錆を防ぐことも出来ま

す。 

 

コーテックの塗料剥離剤はまた、ユーザー

の安全に留意して開発されました。  

塩化メチレン・塩素系溶剤・メタノール・

トルエン及びアセトンを含んでいませんの

で、塗料を３～３０分で剥離する事が出来

ます。 



［ VpCI高性能コーティング ］  

コーテックのコーティング剤は全て、厳しい戸外の

工場や海洋、熱帯環境下においてもその顕著な

防錆能力を遺憾無く発揮します。 コーテックの無

毒な有機防錆剤の複雑な配合により、殆どの塗

料・プライマーや溶剤ベースのコーティング剤の性

能を遥かに越えています。 これらの独創的な水

溶性のコーティング剤は、人体にも環境にも悪影

響を与えません。 それと同時に、過酷な戸外環境

に於いても恒久的あるいは一時的なすぐれた防

錆効果を示します。 

 

大半の場合は、コーテックのコーティング剤を一度

塗付するだけでプライマーの役目とトップコートの

役目を果たし、輸送時の一時的な防錆から、戸外

工場や海洋上での数年に渡る防錆まで効果を発

揮します。 その際でも、前処理は全く要らないか、

殆ど必要としません。 

 

コーテックのコーティング剤をプライマーとしての

み使用した場合、どのタイプのトップコートを使用し

ても、VpCI の性能や防錆保護能力を損なう事はあ

りません。 各種在庫も取り揃えられており、注文色

や UV 保護特性の追加も可能です。 

 

浸積用としては、バラストタンク・ポンプ・パイプライ

ンや構造鉄骨用の VpCI 添加剤のエポキシー調

整品もあります。 

新製品 

 
コーテック社のコーワイプ３００は革新的な多機能濡

れナプキンで、クリーナーとして拭き取った後に防錆

皮膜を残します． 環境にも安全で、手袋等の保護具

が必要ありません． ふき取りと防錆処置と２度手間を

省きます．  

レモンの香り付けがしてあります．  



エコエアー 
 

コーテク社の空圧式エ

アゾール製品は独自の

技術に基づいています: 

業界初の製品で､旧来

の化学性高圧ガス系統

によるものと異なり､圧縮

した空気を使用した画

期的な技術が用いられています｡ 各製品はメイラー エコ ポーチの中に

封印され､ 圧縮された缶内部に入れられています｡  バルブを押すと

ポーチを取り巻く空圧により内容物を噴射します｡  

 

エコエアーの技術的特徴は; 

 不燃性 

 全方向噴射可能､ 逆さまにしても噴射が可 

 高圧ガスによる汚染が無い 

 輸送､保管が安全､ 環境汚染が皆無 

 独自の水溶性補修用防錆剤製品のスプレー化 

 

 

 

環境汚染が少ない 

エコエアー製品は､ 大気･環境汚染を起こし､オゾン層の破壊物質である

CFCやHCSC高圧ガスを含んでいません｡  

エコエアーは生分解性物質と認められ､非環境汚染にあたる原材料を使

用しています｡  汚染水の排出も極力抑えてあります｡  

 

使用者に安全 

エコエアー製品は作業者にも作業環境にも安全な化学品を組成してあります｡ これら安

全性の改良は､各製品ごとにHMISレイティングに準拠しています｡ エコエアー製品は

1,1,1,トリクロールエタンやメチルクロライド､塩素系溶剤を含んでいません｡  

 

保管に安全 

エコエアー製品は保管や追加火災保険特約の規制を受けません｡  

非エアゾールタイプの潤滑剤や洗浄剤と同じ扱いで保管出来ます｡   

保管は室温で､凍結を避けて下さい｡  

 

輸送に安全 

エコエアーは空輸や他の普通の輸送方法が出来ます｡   



エコライン 
 

エコライン製品は新たな原料として大

豆オイル誘導体､ソイビーンメチルエス

テルを採用しました｡  メチルエステル

変成したものを使用しているので､斬

新で環境に与える影響を極力抑えた

技術です｡  大豆を原料として使用しているので潤滑性に富み､洗浄が容

易で､防錆効果に優れ､そして生分解性があります｡  

エコライン製品は環境に優しく､高機能のVpCI防錆膜をレイヤーとして金

属表面をカバーします｡   

 

エコライン高機能ヘビーデューティー補修製品シリーズには､VpCI

成分を含む残渣を残さないクリーナー脱脂剤､潤滑浸透剤､強力

防錆/潤滑剤､切削オイル等があります｡  

 

生分解性フィルム 

エココアー&エコフィルム 
 

コーテックの画期的な完全生分解性フィルムは､企

業や政府による厳しい環境基準を充分にクリアー

する様規格製造されています｡ コーテック エココ

アー及びエコフィルムは戸外､土中､堆肥製造条件

下で容易に分解します｡  エココアー及びエコフィ

ルムは従来の梱包用フィルムより遙かに優れ､従来

のLDPE フィルムと比較して2倍の強度を持つこと

が実証されています｡  

エココアー及びエコフィルムは､ コーテック社特許

所有のVpCI技術と融合したもので､金属保護防錆

が必須な梱包現場に欠かせない製品です｡   

エココアー及びエコフィルムは環境保全ソリュー

ションです｡  

エコスプレー＆エコクリーン 
 

エコスプレー＆エコクリーン シリーズは環境保

全を考慮した､頑固な補修作業に非常に有効で

す｡ 低毒性ケミカルの組成を持ち､エアゾール

溶剤､高圧ガス､オゾン破棄CFC(クロロフルオロ

カーボン)等を含んでいません｡  即効性で頼り

がいのある､使用に安全なエコスプレー＆エコク

リーンは環境に安全な技術の導入への第一歩

となります｡  



［ VpCIポリマー添加剤 ］   

コーテックのユーザー仕様の VpCI 防錆添

加剤は製造及び市場開発の新たな可能

性を提供します。 コーテック社の添加剤

技術は、コーティング剤・接着剤・加工液等

に VpCI 防錆剤を経済的に添加する事が

出来ます。 

コーテックの VpCI 添加剤は堅実な投資と

いえます。 と言うのも、コーテックの VpCI

は貴社の製品の防錆保護力を向上させ、

ユーザーに多大の付加価値を提供し、ひ

いては新規の用途を開発する事になり、市

場において欠くことの出来ない貴社製品

に対する信頼を得る事になるからです。 

コーテック VpCI は継続的に防錆保護能力

を発揮すると同時に、接触または気相下で

の不断の防錆保護の際、自動補給を行な

い常時金属表面にイオンの膜を形成し続

けます。 クロム塩酸やその他重金属・亜硝

酸塩や塩素化炭化水素類を含んでいない

ため、コーテックの VpCI は作業者及び使

用者・消費者にも安全で、そして環境にも

優しいのです。 

コーテックのVpCI添加剤を使用する事で、

錆びるが故に使用している高価な金属合

金やメッキ・ステンレススチール・耐錆金属

や物質類をあえて使用する必要が無くなる

場合もあり得るのです。 

ポリマー添加剤は、既にストレッチフィルム・

PE フィルム・静電防止ﾊﾞｯｸﾞ・波板ポリ容器・

射出成形品・コーティング剤・接着剤・シー

ル剤・ポリマー・プラスチック・インク・潤滑

油・燃料・コンクリート等に使用されています

。 このように各用途別の配合は無限に存

在し、また開発され続けています。 

 

多くのエラストマーは金属に対しては不活

性ですが、しばしば、接触金属の錆を助長

する事があります。 コーテックの革命的な

VpCI技術によって、標準的なエラストマー

は各種金属や合金に対して安全で安定し

た完全なる保護材へと容易かつ経済的に

変換されます。 VpCI添加剤は、ペイント

コーティング・乳化剤やインク・押出しグ

レートのポリマー・エラストマー・抽出成形プ

ラスチック等の液状ポリマーシステムに最

適です。 

［ 一般的な添加剤 ］   
コーテック社は、高品質な工業グレー

ドの防錆配合製品の品揃えによって、

VpCI製品の独占商品の品種を拡大し

ています。 コーテック社の商品目録

には、ISO9001、ISO14001を含む非常

に高い基準で製造された、実にすぐ

れた有機化学品が数多くあります。 



  コーテック VpCI 製品別 使用環境/金属種 基準ガイドライン 

防錆使用 基準･ 環境 

1. 包装内. 空調の無い機器ケース内､ コントロールボックス､ その他密閉空間｡       

段ボール包装内､ 包装紙､ プラスティック包装､及び金属コンテナー内｡. 

2. 上記の環境に加えて倉庫内の無蓋保管中｡. 

3. 戸外･ 有蓋｡ 上記二つの環境に加えて､ 戸外有蓋･テントカバー内保管中｡. 

4. 上記三つの環境に加えて､ 戸外一般｡ 戸外に於けるカバー無し放置保管｡. 

5.過酷な環境｡ 前記の四つの環境に加えて､ 

海水､原油等錆びを起こす液体に晒される環境に使用可能｡ . 

 

 KEY 

□ 推奨          【グリーン】 

□ 特殊用途に属す｡ コーテックに相談の事｡  【薄グリーン】 

□ 使用不可､ 或いはデータが無い｡      【 ホワイト】 

炭
素
鋼 

ス
テ
ン
レ
ス 

鋳 

鉄 

ア
ル
ミ
合
金 

メ
ッ
キ
鋼 

真 

鍮 

銅 

半 

田 

エ
ポ
キ
シ+

鉄 

炭
素
鋼 

ス
テ
ン
レ
ス 

鋳 

鉄 

ア
ル
ミ
合
金 

メ
ッ
キ
鋼 

真 
鍮 

銅 
半 

田 
エ
ポ
キ
シ+

鉄 



エ
ポ
キ
シ+

鉄 

エ
ポ
キ
シ+

鉄 

銅 銅 

半 

田 

半 

田 

真 

鍮 

真 
鍮 

メ
ッ
キ
鋼 

メ
ッ
キ
鋼 

ア
ル
ミ
合
金 

ア
ル
ミ
合
金 

鋳 

鉄 

鋳 

鉄 

ス
テ
ン
レ
ス 

ス
テ
ン
レ
ス 

炭
素
鋼 

炭
素
鋼 



防錆使用 基準･ 環境 

1. 包装内. 空調の無い機器ケース内､ コントロールボックス､ 

その他密閉空間｡  段ボール包装内､ 包装紙､ 

プラスティック包装､及び金属コンテナー内｡ 

2. 上記の環境に加えて倉庫内の無蓋保管中｡. 

3. 戸外･ 有蓋｡ 上記二つの環境に加えて､ 

戸外有蓋･テントカバー内保管中｡. 

4. 上記三つの環境に加えて､ 戸外一般｡ 

戸外に於けるカバー無し放置保管｡. 

5. 過酷な環境｡ 前記の四つの環境に加えて､ 

海水､原油等錆びを起こす液体に晒される環境に使用可能｡ . 

 

KEY 

□ 推奨          【グリーン】 

□ 特殊用途に属す｡ コーテックに相談の事｡  【薄グリーン】 

□ 使用不可､ 或いはデータが無い｡      【 ホワイト】  
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    コーテック社   VpCl（気化性防錆剤）：製品グループ    

                                                   平成 18 年 5 月 18 日 

＃１００ ： エミッター（放散型） 

番 手 形・性状 適用金属 特  徴 ・ 応  用 

VpCI-101 VpCI 含浸スポンジ

(兼・乾燥剤) 

鉄･非鉄金属(適

ﾏﾙﾁﾒﾀﾙ) 

裏面の粘着ﾃｰﾌﾟで任意の場所に貼付閉鎖空間に適.     

１個/28 ㍑容積 

VpCI-105 ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸｹｰｽ入り

(上部：透過紙、兼

乾燥剤) 

鉄･非鉄金属(適

ﾏﾙﾁﾒﾀﾙ） 

底の粘着ﾃｰﾌﾟで任意の場所に貼付. 閉鎖空間に適. 電

子機器類・パネル等の防錆. １個/140 ㍑容積 

VpCI-111    "    "   "               1 個/313 ㍑容積   

VpCI-110 VpCI 内包ｽﾎﾟﾝｼﾞ 

(兼・乾燥剤) 

鉄･非鉄金属(適

ﾏﾙﾁﾒﾀﾙ) 

 "                                               

1 個/283 ㍑容積 

VpCI-１２０ スキンフィルム 各種金属 透明及び半透明・薄膜フィルム。 

VpCI-１２１ ＭＰﾊﾞﾘﾔｰフィルム 各種金属 乾燥・防錆共働フィルム．アルミ箔ラミ．湿気及び酸素に

敏感な製品用．真空包装可能． 

VpCI-１２２ ３層フィルム 各種金属 エコシールド ： ヒートシール．酸素ﾊﾞﾘﾔｰ性能．耐水性

あり．屋外使用可能．ﾘｻｲｸﾙ可能． 

VpCI-１２５ 

 

帯電防止フィルム 各種金属 防錆・乾燥・帯電防止 多機能性能． 

透明、ヒートシール可能．リサイクル可能。 

MIL-B-８１７０５Ｂ 

VpCI-125  

クリーン 

帯電防止･乾燥機

能付与防錆ﾌｨﾙﾑ 

各種金属 NASA JSCM 5322 ﾚﾍﾞﾙ 100 合格 ｸﾘｰﾝﾌｨﾙﾑ  繊細電

子部品､航空機関連部品保護･防錆｡ 

VpCI-126 LDPE ヒートシール 

フィルム、ｼﾞｯﾌﾟﾛｯｸ

ﾊﾞｯｸﾞ、ｼｭリンクフィ

ルム 

鉄･非鉄金属(適

ﾏﾙﾁﾒﾀﾙ) 

梱包ﾌｨﾙﾑ.他に静電防止、ｼｭﾘﾝｸ、ｽﾄﾚｯﾁﾌｨﾙﾑ、ｼﾞｯﾌﾟﾛ

ｯｸﾊﾞｯｸﾞ等あり. 目安：1 ㎡被梱包物面積/0.１㎡ VpCI ﾌｨ

ﾙﾑ｡ MIL PRF-22019D, MIL B-22020D 合格、FDA 認可

済み、リサイクル可能。  

VpCI-12９ HDPE ﾌｨﾙﾑ 多種金属 高ﾊﾞﾘﾔｰ性能． 真空パック、高い密閉度． 

VpCI-１３０ ＶｐＣＩスポンジ  シ

リーズ 

多種金属 １３２，１３３，１３４、１３７．VpCI 成分含浸スポンジ  MIL 

PRF-81705D ESD 帯電防止、MIL-I-22110B 合致､  

VpCI-133 VpCI 含浸ｽﾎﾟﾝｼﾞ 

(賽子型)  

鉄･非鉄金属(ﾏﾙ

ﾁﾒﾀﾙ)  

2.5 X 2.5 X 0.6cm  14 ㍑ 容 積 /1 個

NSN-6950-01-426-3539 合致 

VpCI-134 VpCI 含浸ｽﾎﾟﾝｼﾞ 

(円盤型)  

鉄･非鉄金属(ﾏﾙ

ﾁﾒﾀﾙ)  

1.5 厚 X 1.9cm¢  金属瓶、管等のｷｬｯﾌﾟと併用  約

110cc 容積/１個 

VpCI-１４４ ＶpＣＩペーパー “エ

コラップ” 

多種金属 湿気ﾊﾞﾘﾔｰ性能．リサイクル可能．生分解性あり． 無公

害、無毒配合． MIL PRF-3420G 合致 

VpCI-１４６ ＶpＣＩペーパー 多種金属 ラミネート紙、強化クラフト紙．リサイクル可． ｸﾞﾘｰｽ/ｵｲﾙ

付着部品の梱包用    MIL PRF-3420G 合致 

VpCI-１４８ ＶpＣＩペーパー 多種金属 耐油脂ペーパー．油脂付着の部品の梱包．    MIL 

PRF-3420G 合致 

VpCI-150 VpCI 含浸ｽﾎﾟﾝｼﾞ 

(ﾃｰﾌﾟ状) 

鉄･非鉄金属(ﾏﾙ

ﾁﾒﾀﾙ) 

1.9cm 幅 X 0.6 厚 cm X 3.6m 長さ       2.54cm/11.2 ㍑

容積 

VpCI-170   "    " 5.1 幅 X 0.6cm 厚 X 6.1m 長さ 2.54cm/28 ㍑容積 



VpCI-132 VpCI 含浸ｽﾎﾟﾝｼﾞ 鉄･非鉄金属 25 X 25 X 0.6cm   1 枚/224 ㍑容積 

VpCI-137 VpCI 含浸ｽﾎﾟﾝｼﾞ 鉄･非鉄金属 1.35m X 0.6cm X 39m   30cm 四方/269 ㍑容積 

1-MUL ﾎﾟｰﾁ入り VpCI 鉄･非鉄金属 5.7 X 5.1 X 0.3 ㎝     1 個/28 ㍑容積 

CorPak 

Tablets 

VpCI ﾀﾌﾞﾚｯﾄ 鉄･非鉄金属 (ﾏ

ﾙﾁﾒﾀﾙ) 

1,000 個 X 4 瓶 = １ｹｰｽ                            

１個/7 ㍑容積 

ElectriCor 

238 

ｴﾚｸﾄﾘｺｰﾙ 

液体ｽﾌﾟﾚｰ缶入り

*340g ｴｱｰｿﾞﾙ  

*470g ｴｺｽﾌﾟﾚｰ 

多種金属    (ﾏ

ﾙﾁﾒﾀﾙ･含金･銀

･半田溶接部) 

防錆･帯電防止･洗浄の 3 つの機能｡  ｽﾌﾟﾚｰ缶に依る塗

布で超薄膜を形成し､ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞｯｸｽ､電気装置やｺﾝﾎﾟｰﾈ

ﾝﾄの屋内防錆向き｡ 電気抵抗･磁性･温度特性を変化さ

せない｡   NSN 6850-01-413-9361 合致 

ElectriCor 

239 

ｴﾚｸﾄﾘｺｰﾙ 

238 の戸外ﾊﾞｰｼﾞｮ

ﾝ｡ 

多種金属 238 に準ずる｡  ｱﾝﾁ UV 剤を含む｡                   

* 5 ｶﾞﾛﾝ､55 ｶﾞﾛﾝﾄﾞﾗﾑ入り 

ｴﾚｸﾄﾘｺｰﾙ 

248 

海浜地区､過酷な

環境での電子部品

の保護･防錆 

電子部品 電気抵抗､電磁得性に変化を与え無い｡ ｱｸﾘﾙ系ｺﾝﾌｫｰﾏ

ﾙ(形状維持)不導膜を形成｡ VpCI-238 の強化型｡ 通電

錆びの発生を抑えます｡ 低圧サーキット､リレー部に使用

可｡ 

ｴﾚｸﾄﾘｺｰﾙ 

286 

非導電性ｺﾝﾌｫｰﾏﾙ

ｱｸﾘﾙと膜形成 

多種金属  

Cor-Pak  

VpCI スキン 

フィルム 

ディスプレー用 透

明防錆フィルム 

多種金属 ショールームディスプレーに適｡  サーリン樹脂配合｡ 炭

素鋼､半田､ステンレス､アルミ､ニッケル､銀｡ 防錆 2 年｡ 

MilCorr    

ミルコア､  

シュリンク  

フィルム 

重機機累の戸外用

防錆フィルム 

多種金属(銅､真

鍮含む) 

アンチ UV 配合｡ 軍関連車両､銃器､重機､等の長期保

護･保管｡ 熱シール可能｡ 

 

 

＃３００ ： スプレー、刷毛塗り、浸積用液状気化防錆剤 

番 手 形・性状 適応金属 特 徴 ・ 応 用 

VpCI-307 
ﾊﾟｳﾀﾞｰ 

(水に難溶) 
鉄･ｽﾃﾝ 

複雑な形状/細部の防錆(ﾊﾟｲﾌﾟ/ｴﾝｼﾞﾝ/ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ/ﾀｰﾋﾞﾝ/水運

転後の機器等)．塗装面の再発錆防止．機械的駆動に無影響．ﾀ

ﾝｸ等金属建造物設置場所(地面)に撒き底部防錆  MIL 

I-22110C 規格合致 

VpCI-309 
ﾊﾟｳﾀﾞｰ 

(水に溶解) 

鉄･ｽﾃﾝ･銅･真

鍮･ｱﾙﾐ 

次工程で除去不要．ｴｱｰｶﾞﾝ/水洗除去可. 噴(粉)霧して使用.   

8.4 ㌘/28 ㍑容積 

VpCI-316 水性/液状 

銅･真鍮 

及び鍍金/合

金 

旧来の防錆油の代替.水溶性.引掻傷に強い潤滑性のある透明皮

膜を形成. 洗浄せずに溶接/塗装可能. 油性/汚染表面皮膜に

浸透. 

VpCI-322 油性/濃縮液 

鉄･亜鉛･ 

ｱﾙﾐ･鍍金鋼材

･銅･ 

ｶドﾐ･銀･真鍮

製造ﾌﾟﾗﾝﾄ･機械設備(内部含)等の防錆. 油溶性 VpCI の強固な

皮膜が金属表面に形成され且つ､油表面から防錆剤を気化させ

ます.  引火点が通常の油より高く安全. 油性皮膜. 

ﾏｸﾞﾈｼｭｳﾑの防錆可能． 

(1 本品:10 潤滑剤) 1 ﾐｸﾛﾝﾒｯｼｭ ﾌｨﾙﾀｰﾊﾟｽ 

VpCI-323 油性/濃縮液 多種金属 
エンジンシステム添加防錆剤｡  稼働エンジン､待機中機器類の

防錆｡ 

VpCI-324 油性/濃縮液 多種金属 
USDA(米国農林省) 認定済み｡ 

潤滑性能を要求される機器類､食品加工機械に使用が可能｡ 

VpCI-３２５ 油性/ 多種金属 
生分解性防錆油． 薄膜形成｡ 鏡面仕上げ金属表面の防錆に

適す｡ 亜硝酸塩フリー．熱安定性あり． ｽﾌﾟﾚｰ、浸漬、ブラシに

て使用．  



VpCI-326 油性/濃縮液 多種金属 

322 に準ずる. 湿度 100%の雰囲気での防錆に適す.  326:柔軟

性､限界耐性を要す潤滑剤に混合可｡ 油圧系統に使用可｡  多

種潤滑剤の改質.(1 本品 : 10 潤滑剤)   

1 ﾐｸﾛﾝﾒｯｼｭ ﾌｨﾙﾀｰﾊﾟｽ.         

MIL-P-46002B､ MIL ‐I-85062(AS) 認可取得 

VpCI-３２７ 油性・濃縮液 多種金属 溶剤ベース屋内用防錆剤｡  指紋痕や汚れ除去 潤滑性能あり．

MIL C-15074 認可済み｡ 

VpCI-329 

/329F 

/329D 

/329SC 

油性/濃縮液 
 

" 

ギヤーボックス､クランクケース等その他潤滑システムに使用｡  

MIL-P-46002Ｂ及び MIL C-85062 認可取得｡  NATO 

6850-66132-6100 認可 

329 :機械/工作油に混合して使用. 

329F: FDA 認可.食品加工機械･設備に適.  

329D: 1 : 9 混合品/即使用可. 

1 本品:5 軽油=防錆期間 12 ヶ月 

1 本品:3 軽油=防錆期間 24 ヶ月  

VpCI-337 

 

VpCI-337F 

(FDA 認可

済) 

水溶性/液体 
鉄･銅･真鍮･ｱ

ﾙﾐ･鍍金鋼板 

室内での防錆. 主として金属切断面用でｺｲﾙ積層鋼板の端面/

曲げ角に噴霧． 透明な､塗装性/通電性/外観を損なわず、他の

金属特性にも無害なｻﾗｯとした保護薄膜を形成敏感な塗装､ﾘﾄｸﾞ

ﾗﾌ､溶接にも影響無し. 圧延/冷延鋼板､ｼﾘｺｰﾝ/電気/ｱﾙﾐ/ﾌﾟﾚ

ｺｰﾄ等の処理された鉄にも使用可能. ﾊﾟｲﾌﾟ/ｺﾝﾃﾅｰ/箱/木枠/

包材/段ﾎﾞｰﾙ/ｽﾎﾟﾝｼﾞ等に噴霧し､内部を防錆.    

(*注：均一に噴霧の事) 

0.4 ㍑/1.4m3 容積  鉄･トタン面のｸﾘｰﾅｰ･脱脂 

VpCI-338  

/338SC 
水溶性 

鉄･アルミ･  ト

タン板 

防錆・洗浄・脱脂 多機能．端面、コイル端面の防錆．室内･梱包

内の防錆｡ FDA 認可｡ USDA(米国農林省) 認定 

VpCI-344 水溶性 鉄･冷延鋼 

湿式のﾒｯｷ鋼､冷延鋼､金属打ち抜き､管状製品等の加工用潤滑･

防錆に使用.複雑形状物の細部の防錆｡ 原液使用の場合２年間

の長期防錆効果あり．ﾌｨﾙﾀｰの目詰まり無し｡ｸﾘﾔｰな皮膜を形

成｡ 保護ｸｰﾗﾝﾄ｡ ASTM4627-86 合格 

浸積/ｽﾌﾟﾚｰにて塗布｡  

短期防錆：30 倍希釈。 

中期防錆：20 倍希釈にて使用｡ 

長期防錆：10 倍希釈：２年間の防錆期間 

湿式打ち抜きには 20--40 倍にて使用。 

VpCI-345 

(防錆＋  潤

滑) 

水溶性/液体 

炭素鋼･ｽﾃﾝ･ｱ

ﾙﾐ･鍍金鋼･亜

鉛 

水溶性金属加工用潤滑剤濃縮液. 軽度の小物の打ち抜き,切

削,曲げ,管成形に適. 工場内加工期間,在庫期間,輸出輸送期

間中２年間の防錆.  特に機械加工,研磨後の長期の防錆と保護

ｸｰﾗﾝﾄとしても使用可. 強力な石油系防錆剤より遥かに優れ,高

純度/準合成ｵｲﾙの代替として耐高圧,高冷却性能を持つ. 屋内

/包装内防錆. 塗装等の前処理不要ｽﾌﾟﾚｰ,刷毛塗り,浸積して使

用.乾燥性皮膜 

   1 : 20 水 = ６ヶ月(目安) 

   1 : 10 水 = １２ヶ月 

   1 :  4 水 = ２４ヶ月まで 

VpCI-347 

(防錆＋ 

潤滑) 

水溶性/液体 

炭素鋼･ｽﾃﾝ･ｱ

ﾙﾐ･鍍金鉄･亜

鉛(対ｱﾙﾐ：347

＞379) 

多種金属用防錆剤兼ﾍﾋﾞｰﾃﾞｭｰﾃｨｰ用潤滑剤 

水溶性で水と混合し乳化.長期の防錆と非乾燥性保護皮膜を形

成. 耐微生物耐悪臭特性を持ち、塩素,工場ガス及び酸性ガス,

高湿気等による錆防止.(2000 時間/100%湿度).優れた伸線,潤滑,

膨潤性能あり.NATO 6850-66-132-6101､6850-66-132-6102 認

可取得｡ 洗浄容易で､可燃性溶剤･塩素･ｸﾛｰﾑ･窒素等環境汚染

物質を含まず. 鋳物/鍛造品/ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ/棒,管状物/深物、細工物

の打ち抜き/組立鉄鋼等の貯蔵及び輸出･移出に適. *SHELL 

4-BALL E.P/WEAR & TAPPING TEST  

1:20-40 水 = 3-4 ヶ月までの防錆(目安) 

1:10-20 水 = 8-10 ヶ月までの防錆 " 

1: 4-10 水 = 24 ヶ月 までの防錆  "   



VpCI-350 

AHS 
水溶性/2 液 

 

鉄･非鉄･鍍金

鋼･銅 

紙製ボックス､ペーパー､段ボール等の防錆コーティング用  耐油

性､非浸透性膜形成｡  

VpCI-350 
水溶性/2 液 

 

鉄･非鉄･鍍金

鋼･銅 

VpCI-351 溶剤系/2 液 
真鍮･銀･半田

等 

折り畳みﾎﾞｯｸｽ、段ﾎﾞｰﾙ内塗布用防錆剤. 従来のｵｲﾙ,ｸﾞﾘｰｽ,紙

包の代替として長期保存用ﾎﾞｯｸｽに使用.  塗布後,温風/赤外線

乾燥     3.27-4.9g/㎡  

水溶性/油性可能｡ 

VpCI-355  

エココート 
水溶性系 各種金属 

ﾜｯｸｽ,ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｺｰﾄの代替. 耐水性を紙/段ボール紙に付加.  

VpCI-357 

(W.A) 
溶剤系/2 液 

各種金属   

(=350＆1) 

浸透性気化防錆ｺｰﾃｨﾝｸﾞ剤. ﾌﾚｷｽﾌﾞﾙ包装材､紙､段ボール､発

泡材､タイベック等のコーティング防錆.(ﾛｰﾙｺｰﾀｰ,ｴｱｰﾅｲﾌ等使

用)  

MIL-PRF-3420G 認可取得 

VpCI-368 

戸外用 

一時防錆 

VpCI-368 

 

 

VpCI-368D 

 

VpCI-368M 

溶剤ﾀｲﾌﾟ 

油性液状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種金属 

戸外用・一時防錆．半乾燥／不透明皮膜．湿気置換・浸透性あ

り． 防錆期間：24 ヶ月/戸外貯蔵．  

防錆能力：あらゆる金属に、様々な場所での、特に戸外での防錆

に適す．：海浜地区の機器、ﾌﾟﾗﾝﾄ類の内部・外部表面の防錆．ﾜ

ｲﾔｰﾛｰﾌﾟ・ｹｰﾌﾞﾙ・ﾁｪｰﾝにも適す． 

塗布方法：浸積、ﾌﾞﾗｼ､ｽﾌﾟﾚｰ．希釈はﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾂ或いはｼﾝﾅｰ

を使用する。 除去方法：ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾂ、溶剤、ｱﾙｶﾘ洗浄可

MIL/C-16173D GRADE 3 (QPL)  NATO 6850-66-132-5848､

NATO 6850-66-132-6099 認定      

1:1 から 1:4 で使用．原液で使用．6 ヶ月防錆．12 ﾐｸﾛﾝ厚． 

MIL 規格品．長期(24 ヶ月)防錆．l00 ﾐｸﾛﾝ厚 

VpCI-369 

スプレー 

-369D 

-369M 

ｵｲﾙﾍﾞｰｽ 

溶剤ﾀｲﾌﾟ 

ｽﾌﾟﾚｰ用 

各種金属 

(含鋳物鉄 

ｱﾙﾐ、真鍮、 

銅ﾆｯｹﾙ合） 

戸外防錆．湿潤ﾌｨﾙﾑ形成．撥水、湿気浸透性あり．幅広い耐熱

性．潤滑性あり． 海浜地区・戸外の防錆に適． 

不導電性ﾌｨﾙﾑ形成し電磁的錆発生を防御． 

VpCI-368 に準ず．MIL-C-16173D GRADE 2｡ NSN 

8030-00-244-1297 認定 

VpCI-369 

Cor Lube 
防錆グリース  

耐高圧チクソトロピック グリース｡  

戸外､厳しい環境に晒される製品の防錆｡ 

VpCI-372 

ｽﾄﾘｯﾊﾟﾌﾞﾙ 

ｺｰﾃｨﾝｸﾞ 

水ﾍﾞｰｽ 

 
各種金属 

ｸｯｼｮﾝ性のある、剥離可能なﾌｨﾙﾑを形成．はがした(ﾋﾟｰﾙｱｳﾄ)後

の表面に影響無し．炭素鋼の錆発生環境での防錆に最適．戸外

及び輸送中の防錆・表面保護用｡ 

75 ﾐｸﾛﾝ：約 5 ㎡/㍑   25 ﾐｸﾛﾝ：約 14 ㎡/㍑ 

VpCI-373 

 

ｳｵｼｭ 

ﾌﾟﾗｲﾏｰ 

 

水ﾍﾞｰｽ 各種金属 

MIL 規格品の水ﾍﾞｰｽ番手．ｽﾁｰﾙ・ｱﾙﾐ・ｽﾃﾝ等の表面とﾌﾟﾗｲﾏｰ

との接着ﾎﾞﾝﾄﾞ". ｳｵｯｼｭﾌﾟﾗｲﾏｰとして機能． 即乾性 

ｸﾛﾒｰﾄ処理及び防錆鍍金の代替えとして使用．又溶剤系ｺｰﾃｨﾝ

ｸﾞ剤の着火爆発を防御. ｽﾌﾟﾚｰで 10-25 ﾐｸﾛﾝの皮膜形成． 

Mil-P-15328D ウオッシュ プライマーに合致｡ 

本品 3 : 水 1 最大希釈率 

12μ --- 26.1 ㎡/㍑    25μ --- 13.0 ㎡/㍑  

塗布前に充分な洗浄が必要．前処理洗浄剤として VCI-410 ｼﾘｰ

ｽﾞを推薦。 

VpCI-374 水ベース 

各種金属 

(鉄･冷延鋼 

非鉄金属．ﾒｯｷ

鋼.ｱﾙﾐ.銅.) 

無公害ﾀｲﾌﾟ｡ 油性防錆剤の代替｡ ｽﾌﾟﾚｰ及び浸積して使用｡ 

水溶性で戸外の使用に耐え､塩水噴霧試験にﾊﾟｽ｡ 

-鋳鉄､管状、最終製品､ギヤー､ポンプ､各種機械設備､鉄筋等の

保管中の防錆｡ 

-基本的に原液使用｡ 粘度調節の為の数%の希釈可能  

VpCI-376 

(有蓋･戸外) 

 

水溶性･液体 

塗布可能 
鉄.非鉄 

ｱｸﾘﾙﾍﾞｰｽ透明ﾊﾞﾘﾔｰ．３年防錆. 上塗り可能. 洗浄容易. 錆易

い環境､海洋､熱帯にて使用可. 錆の上に塗布可能. 溶接可能. 

浸透性有り. ８㎡/ﾘｯﾀｰ (無希釈時) 

 

 

 



VpCI-377 

 

 

 

 

水溶性 

鉄･冷延鋼 

非鉄金属．ﾒｯｷ

鋼.ｱﾙﾐ.銅. 

無公害ﾀｲﾌﾟ｡ 油性防錆剤の代替｡ 希望の防錆期間に合わせ幅

広い希釈率を持つ｡ (1 倍--10 倍) ｽﾌﾟﾚｰ及び浸積して使用｡  

希釈率 20 倍以上の場合、そのままトップコート出来ます｡ ｸﾘﾔｰ

なﾄﾞﾗｲﾌｨﾙﾑを形成｡ ｱｸﾘﾙﾌﾟﾗｲﾏｰ 

-鋳鉄､管状、最終製品､ギヤー､ポンプ､各種機械設備､鉄筋等の

保管中の防錆｡ 

-部品洗浄､リンス､水ﾌﾞﾗｽﾄ等への添加可能 

６ヶ月防錆： 7--10 倍希釈 

一年間防錆： 3--6 倍希釈 

一年半以上：  1--5 倍希釈 

VpCI-378 

(防錆油    

代替) 

水溶性･ 

炭素鋼･鋳鉄･

銅/合金･ｽﾃﾝﾚ

ｽ･ｱﾙﾐ 

耐熱性有り. 透明膜形成. ｽﾌﾟﾚｰ､浸積使用. 希釈率大(20 倍). 

通常の洗浄可.  屋内及び有蓋戸外防錆. 希釈率1 : 5以上の場

合上塗可乾燥 30 分. 冷却液としても使用可能｡防錆期間24 ヶ月.

VpCI－379 

 
水溶性･ 

炭素鋼･銅ｽﾃﾝ

･ｱﾙﾐ･鋳鉄 

無公害性高い. (VCI-378 に準ずる.) 従来の防錆油代替 

部品洗浄､ﾘﾝｽｼｽﾃﾑ､水研磨､水ﾃｽﾄに添加可能. 

VpCI-383 

(薄膜･戸外/

屋内) 

水溶性･   プ

ライマー  コ

ート 

炭素鋼･鋳鉄･

ｱﾙﾐ･鍍金鋼･ｽ

ﾃﾝ 

短中期用極薄膜防性ﾌﾟﾗｲﾏｰ､ｱｸﾘﾙ系透明ｺｰﾄ. 耐磨耗ｺｰﾄ. 不

燃性.  上塗り可能 (VpCI-386､387 適) 

VpCI-385 

(無滑性 

ｺｰﾄ) 

水溶性･ 

黒色 
多種金属 

滑り防止特性を床･階段･傾斜路･梯子･通路等に防錆効果と伴に

付与. VpCI-375 ﾌﾟﾗｲﾏｰとｺﾝﾋﾞが最適. ﾌﾟﾗﾝﾄの足周り･ 化学工

場･海洋関係･倉庫･発電所等に適す.  

VpCI-386 

ｱｸﾘﾙｺｰﾄ 

(戸外･無   

蓋環境) 

水溶性･ 

炭素鋼･鋳鉄･

ｱﾙﾐ･ｽﾃﾝ･鍍金

鋼 

既に錆てる表面に前処理無く適用. 上塗ｺｰﾄ. 耐熱性(-40 - 

200). 耐磨耗性. 床周りに適. クリヤーコート. 

VpCI-386 

アルミ 
水溶性 多種金属 プライマー､トップコート. 戸外､室内向け. カスタムカラーあり. 有

機防錆剤とアルミ含量を組成.  

VpCI-387 

(厚塗り･ 

戸外用) 

水溶性･ 

炭素鋼･鋳鉄･

ｱﾙﾐ･ｽﾃﾝ･鍍

金鋼 

自動再生ｴﾏﾙｼﾞｮﾝ. 厚膜厚(150--200μ). 鉄骨組枠･海浜地区

構造物･ﾊﾟｲﾌﾟ･ﾄﾛｯｺ･貨車･輸送関係器具/車両等に適. 耐熱性､

耐水性､耐塩水性あり. 長期防錆. ｶﾗｰ各種 

VpCI-388 

(一時防錆) 
水溶性･ 多種金属 

濃縮ﾀｲﾌﾟ(要希釈). ｽﾌﾟﾚｰ/浸積使用. 溶接･上塗り可能. 冷寒

地にも適.  透明､乾燥膜形成. 戸外･屋内使用可. 

VpCI-389 

(一時防錆) 
水溶性･ 鉄･非鉄金属 

薄膜で戸外で６ヶ月余の防錆. 厚塗り可(150―200μ). 鉄構造物

用撥水ﾍﾟﾝｷと組合 不透明､ワックス状形成 

短い乾燥時間. 錆のある海浜地区構造物･ 

ﾊﾟｲﾌﾟ･貨車･輸送関係器具等､既塗装上に上塗り可. 

VpCI-390 

(一時防錆) 
水溶性 多種金属 戸外用防錆､不透明､乾燥膜形成. D リモネン S の他溶剤で剥離

可.  VpCI-389 と同等性能.  

VpCI-392 

遮音特性 
水溶性 多種金属 

戸外用.軟質で柔軟性のある、防音特性のある防錆膜形成. 微細

球体を組成. 下塗り剤(ﾌﾟﾗｲﾏｰ)として使用可．厚塗り可能

(150-200 ﾐｸﾛﾝ.水希釈型塗料に混合しても使用．速乾性．建築

構造物に使用.海浜地帯/工場周りに適す. 

機械的強度が高く摩擦に強い。 

125μ --- 2.9 ㎡/㍑     25μ --- 14.5 ㎡/㍑ 

VpCI-393 
2 液性     

ｴﾎﾟｷｼｰ 
多種金属 

薄膜を形成. むき出し、軽度の錆表面に使用可能. 

ﾘﾍﾞｯﾄ上, 溶接部分等の防錆. 隙間から浸透し錆の進行を防止  

16 リッターキット.  各金属への密着性に富む.  

VpCI-395 
エポキー系   

プライマー 
鉄・アルミ 

幅広い環境での長期防錆. 水希釈可能.  スプレー､ブラシで塗

布可. 2 液性. (3.2 ﾘｯﾀｰ + 0.38 ﾘｯﾀｰ) ｷｯﾄ 

VpCI-396 湿

式硬化型 

ウレタン系 プ

ライマー 

橋梁･鉄骨･貯

蔵タンク･バラス

トタンク等 

硬質モイスチュアキュアー ウレタン系｡ 戸外用プライマー｡ 有蓋

戸外用｡ アンチ UV 特性｡ 硬質･柔軟フィルム｡   ウレタン系上

塗り可能 19 リッターペール缶､ 208 リッタードラム 



VpCI-396 導

電性 

ウレタン系 プ

ライマー 
多種金属 

硬質モイスチュアキュアー.  導電性顔料組成. 強力防錆. 

VpCI-398 導

電性 

エポキー系   

粉プライマー 
多種金属 

硬質モイスチュアキュアー.  VpCI-399 を上塗りとして組み合わ

せ.  

VpCI-399 ﾊ

ｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ粉 

ｴﾎﾟｷｼｰ､ﾎﾟﾘｴ

ｽﾃﾙ粉体 
多種金属 

硬質､柔軟性耐 UV 膜形成. 各色あり.  

ｺｰﾊﾞｰﾀｰ 水溶性 多種金属 表面錆びの錆び固定プライマー. キレーティング含有. 上塗り塗

装可能.  

 

洗浄防錆     ＃400 シリーズ 

VpCI-408 

水溶性    

弱アルカリ   

(ほぼ中性) 

多種金属 

無発泡脱脂クリーナー. 高圧ｽﾌﾟﾚｰ洗浄可能｡ 機械油､ クーラン

ト､軽油､グリース等の除去剤｡ 排水処理機械､パイプ系に適す｡ 

洗浄後防錆皮膜を残す｡ 塗装前処理にも可｡  

VpCI-411  

- 液 

- ゲル 

油性     

弱アルカリ 

機器用金属･合

金 

強力ｸﾘｰﾅｰ. 油脂､グリース､ワックス､接着剤､の除去｡ 

原液使用｡ ブラシ､ローラー､スプレー使用可.  洗浄後短期防

錆. 

VpCI-４１４ 水溶性 多種金属 
強力グリース、パラフィン、ワックス 粘性クリーナー．塗装. コスモ

リン､他の VpCI グレード等の剥離． 希釈可能､ ふき取り後２４－

４８時間防錆． 

VpCI-415   強力クリーナー. 航空機用洗浄.  オイル､グリース､汚れ､炭素焼

き付きの除去.  MIL PRF-87937C 認可取得.  

VpCI-４１６ 

脱脂洗浄 

防錆剤 

水溶性 

 
多種金属 

強力洗浄尾防錆剤. 機械工作油で汚染した機械,工作器具類の

脱脂/洗浄/防錆用｡ 油田ﾊﾟｲﾌﾟ､油田周辺機器の洗浄に適す。  

低温洗浄に適｡ 

通常洗浄: 本品 1 : 水 1 (機械､ﾀﾝｸ等) 

中程度洗浄: 本品 1 : 水 4 

蒸気洗浄: 本品 1 : 水 15 

VCI-415：脱脂洗浄後４週間防錆 

VCI-416：脱脂洗浄後６ヶ月防錆 

VpCI-417 

脱脂洗浄 

防錆剤 

粉状･水溶性 多種金属 

強力脱脂洗浄剤. 超音波､化学洗用. 蒸気洗浄にも適す. 

攪拌ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ不用.発泡少. リン酸含まず. 残留防錆皮膜は後

処理接着性に影響無し.  

強力洗浄：本品 5-10%濃度水. 

通常洗浄：本品 3% 濃度水. 

軽度洗浄：本品 2% 濃度水. 

蒸気洗浄：本品 2% 濃度水. 

* 洗浄時間：20 秒 - 5 分 

VpCI-418 

VpCI-418L 
液状 多種金属 強力アルカリクリーナー､脱脂剤.  工業用洗浄機使用可能. 無

発泡. 洗浄後防錆.   

VpCI-419 

脱脂洗浄 

濃縮タイプ 

液状 多種金属 

強力脱脂洗浄剤. 化学洗浄剤.  油田精製所､機器類の洗浄用. 

無発泡､ 界面活性剤、従来洗剤、ﾋﾞﾙﾀﾞｰを含まず).  

強力洗浄：本品１：水１ 

通常洗浄：本品１：水４ 

軽度洗浄：本品１：水６ 

蒸気洗浄：本品１：水１５     *洗浄時間(浸積)：20 秒--5 分 

VpCI-422 

(液状) 

VpCI-423 

(ｹﾞﾙ状) 

錆除去剤 

液状/ゲル状 

水系 

各種物質上の

錆 

有機･生物分解性。 軽･重度の錆落としに効果的。 

ﾌﾗｯｼｭ錆の防止。 無公害型。ﾍﾟｲﾝﾄ･ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ･木･繊維･陶磁

器･ｺﾞﾑを損ないません。 

機械部品/戸外設置ﾀﾝｸ/船/機械/装置/ﾌｪﾝｽ､自動車類/ﾚｰﾙ/

鍵/錆付ﾈｼﾞ等の錆に効果。 

原液を塗布後水 10-15 分水洗。  

ﾀﾝｸにて浸積 4-5 時間後水洗。 



VpCI-425 

錆除去剤 

 

粉状 各種金属 

中性 錆･ｽｹｰﾙ･酸化物の除去及び塗装前の錆防止. 有機･生物

分解性。塗装下塗りに有効。 浸積､高圧ｽﾌﾟﾚｰ使用 

軽度の錆： 30g/l     8g/l 

中度の錆： 45g/l    15g/l 

重度の錆： 75g/l    30g/l 

VpCI-426 

錆取り剤 

VpCI-426 

ｹﾞﾙ 

水系液状 

 

ｱﾙﾐ/ﾏｸﾞﾈｼｭｳ

ﾑ 

酸化物除去･再酸化防止。表面洗浄･光沢剤。 

無毒性,無公害型。炭素鋼にも有効。 

１(VCI-426）：１水  通常錆洗浄。 

１     ： 4 水 炭素鋼 

１      : 4 水 ﾏｸﾞﾈｼｭｳﾑ･ｱﾙﾐ+熱 

VpCI-427 

アルミ用酸化

物除去 

磨き剤 

水系液状 ｱﾙﾐ/ｱﾙﾐ合金

ｱﾙﾐ等の表面から酸化ｽｹｰﾙの強力除去。 ｱﾙﾐ性構造物/自動

車部品/鋳物用。 ｱﾉｰﾄﾞ化,塗装、電気メッキ等の前処理用. 

1 本品  :  5 水   重度の錆 

1 本品  :  ８水   中程度の錆 

1 本品  : 15 水   軽度の錆  

VpCI-428 ア

ルミ用 

水系液状ｹﾞﾙ

希釈可能 
ｱﾙﾐ/ｱﾙﾐ合金 VCI-427 のﾁｸｿﾄﾛﾋﾟｯｸ版。 

VpCI-432 

(液状) 

VpCI-433 

(ｹﾞﾙ状) 

強力塗料剥

離剤 

金属,ｺﾝｸﾘｰﾄ,

木材 

ﾍﾋﾞｰﾁﾞｭｰﾃｨｰ塗料剥離剤で、一般塗料/ｳﾚﾀﾝ/２重ｴﾎﾟｷｼｰﾍﾟｲﾝ

ﾄ剥離可能。 使用が安全。 

 

 
＃500 シリーズ   

VpCI-500 コ

ーパック  パ

イプ内部防

錆コード 

ワイヤー状 
鉄･非鉄管の

防錆 

LDPE 製コード状.主に管の内部の防錆に用いる. 後処理の塗装,

溶接に影響を与えず. 水運転ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟにも悪影響無し. 

１巻き：５００フィート  直径 ：1/3 インチ(対直径１５センチ管) 

効果：２年  ｼｪﾙﾌﾗｲﾌ：３年 

 ＊直径 15 ｾﾝﾁ以上の場合 VCI-150,VCI170 

 

＃６００シリーズ   水処理、プラント機器防錆 
EcoClean 分

散剤 600 
液状 油脂分解 

生分解性のある､油脂分散･乳化剤｡ タンカーからの重油の漏れ

による海岸沿い､海水､砂石､岩の洗浄｡  

VpCI-605 

防錆剤 
粉状 

氷結防止剤添

加型 

各種金属用 

氷結防止剤へ添加して塩化物による錆を防止.  塩水の存在す

るクローズ型クーリング システムにも使用出来ます. 安全な使用

可 

VpCI-609 粉状 鉄/アルミ ドライ､ウエット状態での防錆に適す. 

VpCI-611 液状 鉄/アルミ 

水研磨,水ブラスト,ハイドロテスト,サンドブラスト後の表面に使用.

不燃性.無毒.  

無窒素, 無リン. 溶接可能. 上塗装可能. 

1:10,1:20,にて使用. 

VpCI-617 液状 鉄/銅 

中圧ボイラー用.ボイラー内のスケール防止,長期防錆.  高ﾐﾈﾗﾙ

含有水でのｽｹｰﾙを防止し,濃縮酸類の中和,酸素の枯渇を図る. 

添加量はボイラー圧,水の硬度等により変化しますが、通常

2-300ppm 単位で使用. 

VpCI-619 ｹﾞﾙ状/水系  
断熱剤等で覆われた金属表面の防錆.  耐高温特性あり. 

酸化膜/ｽｹｰﾙのある表面にｽﾌﾟﾚｰ/刷毛塗りし、10-60 分自然乾

燥. 稼働中温度 430℃ 

VpCI-６２９ 濃縮添加剤 鉄主体 
石油精製所、パイプライン、タンク、ｳﾞｧﾙｳﾞの橋梁区防錆． 炭化

水素、強腐食性にの液体の貯蔵タンク、輸送車の内部の防錆に

効果的． 



VpCI-629D 

- 629HF   

- 629SC 

濃縮生分解性

防錆添加剤 
鉄主体 

VpCI-629 に準ずる｡ パイプライン､原油受けタンク等の内部及び

バルブ類の防錆｡   -17℃以上でも使用可能｡   ヘビーデュー

ティー用途｡ 15ppm-6000ppm 濃度で使用｡ 

VpCI-６３７ 濃縮添加剤 鉄主体 ガス輸送パイプ、タンクの強力防錆．腐食性ガス、塩素ガス、水に

対し効果的． 

VpCI-638 濃縮添加剤 鉄主体 FDA 認可済み､閉鎖回路内防錆 

VpCI-639 濃縮添加剤 鉄主体 耐高熱防錆. オイル､ガス､石油関連プラント用. 

VpCI-641 

液体添加 
添加用 各種金属 

工業用水ﾊﾟｲﾌﾟの保護・防錆.  閉鎖回路及び水運転にも適す. 

VpCI-644 添加剤 鉄・非鉄 海水､ 無機塩、塩素分を含む排水ﾊﾟｲﾌﾟ類の防錆. 

VpCI-645 濃縮添加剤 多種金属 耐海水防錆．硫黄、ハロゲン溶解水から長期保護防錆． 

VpCI-646 濃縮添加剤 多種金属 クーリングタワー、工業用水等循環水からの防錆、スケール防止、

環境問題に対応． 

VpCI-647 添加剤 多種金属 オープン型クーリングタワー、工業用水等循環水からの防錆、ス

ケール防止、 

VpCI-649 
水溶解性  防

錆 
多種金属 

閉鎖ﾘｻｲｸﾙ クーリングタワーに適す．低濃度で効果あり． 

粉状グレードあり. 

VpCI-658 液体防錆財 多種金属 既設の耐熱処理カバーの上から注入し内部のパイプ類の保護防

錆． スティームパイプ等.   

    

VpCI-705 
濃縮添加剤フ

ュｴﾙ添加 
多種金属 

ガソリン、ディーゼル、ｱﾙｺｰﾙ用添加剤、燃料安定化剤、水の乳

化効果もあり．メタノール、ガソリンに溶解性あり．GM 認定済み 

VpCI-812 
ワックス    ペ

ースト 
多種金属 

長期、光沢ワックス入り防錆剤． 耐ＵＶ、ファイバーグラスの酸化

防止． 

VpCI-819 油性 多種金属 ワックス・リンス乳化防錆剤． 濃縮タイプあり． 

耐 UV､酸化､腐食防止． 

VpCI-1238 濃縮 多種金属 蒸気脱脂、洗浄、剥離液、溶剤洗浄に添加、強力防錆． 

 

Cor、 Eco、シリーズ  エコ/MRO シリーズ  環境安全シリーズ 

ボイラー  リザード 
ボイラー用

VpCI 
 

VpCI 防錆剤を内包した水溶性 PVA バッグ入り. リン酸塩､

亜硝酸塩､フリーアミン等を含まず. ドライ待機保管中のボイ

ラー保護/防錆. 

クーリング ループ 

ゲイター 

クーリング   

タワー用 
 

クーリング  タワー用短期/長期防錆用.  

クーリング     

タワー フロッグ 

クーリング  タ

ワー用 
 

クーリング  タワー用短期/長期防錆用. ドライ待機中防錆

用に開発.   季節休止中等.    12 ヶ月防錆. 高湿気のタ

ワーの中を防衛.  運転再開が容易.  

コークリーン    

ブレーキ､部品   

クリーナー 

エアゾール 
洗浄防錆  ｴ

ｱｿﾞｰﾙ 

車用ブレーキ､パーツ クリーナー兼防錆剤.         2 ヶ

月防錆.  

コーリューブ    

グリース 
カートリッジ 

スリーブ､ボー

ル､ローラー

等の防錆 

リチュウム系グリース潤滑防錆剤. 強酸化防止､耐熱安定性

あり. 稼働中機器､待機中機器の防錆. 耐塩水に優れ､

H2S､塩酸雰囲気､腐食ガス雰囲気での防錆.  

コーリューブ 

VpCI-325 

ハンド     ス

プレー 

潤滑防錆  ﾊ

ﾝﾄﾞｽﾌﾟﾚｰ 

撥水性あり. メンテナンス向き. 屋内･戸外防錆.  非乾燥タ

イプ. ｺﾝﾍﾞｱｰ､ﾁｪｰﾝ､ﾋﾝｼﾞ､ﾛｰﾗｰ､ｼｬﾌﾄ､ﾚｰﾙ､ﾋﾟﾝ､ﾍﾞｱﾘﾝ

ｸﾞ､機器類､ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ､ﾓｰﾀｰ､ﾄﾞｱｰ. 



コーリューブ 

PTEF 配合ﾘﾁｭｰﾑ

EP ｸﾞﾘｰｽ 

高潤滑剤 潤滑防錆 

NLGI ｸﾞﾚｰﾄﾞ:2  PTEF 配合高級潤滑. 高機能ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ駆

動潤滑性. 防錆機能付加.  ｺﾝﾍﾞｱｰ､ﾁｪｰﾝ､ﾋﾝｼﾞ､ﾛｰﾗｰ､ｼ

ｬﾌﾄ､ﾚｰﾙ､ﾋﾟﾝ､ﾍﾞｱﾘﾝｸ､その他機器類. 

コーリューブ    

モーターオイル 

モーターオイ

ル 

潤滑防錆   

エアゾール 

高機能 API 合格モーターオイル.  海上､陸上各種ガソリン

エンジン､ディーゼルエンジン. 

コーリューブ  

VpCI 浸透液 
浸透オイル 

浸透･防錆  

エアゾール 

低表面張力性､錆び部分に浸透･防錆､潤滑保護､発泡機能

あり. ｺﾝﾍﾞｱｰ､ﾁｪｰﾝ､ﾋﾝｼﾞ､ﾛｰﾗｰ､ｼｬﾌﾄ､ﾚｰﾙ､ﾋﾟﾝ､ﾍﾞｱﾘﾝｸ､

その他機器類. 

コロソーバー 
腐食ガス吸着

剤 
 

カップ入り腐食ガス吸着剤. 硫化水素等腐食性ガス吸着剤.

CorShield     

コーシールド 

ファブリック 

包装材 

多層不織布

防錆フィルム

LDPE の網目と HDPE フィルムの多層構造。 

コーシールド 

VpCI-368 

戸外用高機

能防錆剤 
エアゾール 

ﾄﾞﾗｲ､固いﾜｯｸｽ性膜形成. 錆の発生しやすい環境での長期

防錆. 耐汚染性､ 耐 UV. MIL-C16173E, MIL-C-2218A､ 

MIL-C-83933A 取得. ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾃｨﾝｸﾞ､部位品保管､車体底

部保護防錆､ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ､ﾒｯｷ部､加工部の防錆保護.  

コーシールド 

VpCI-369 

湿潤膜形成 

防錆･潤滑 
エアゾール 

非乾燥ｺｰﾃｨﾝｸﾞ､潤滑膜形成. MIL C-16173D Grades 1,2 と

4 合致. NSN 8030-00-244-1297. ﾜｲﾔｰ､電気接点配線､ 

ｷﾞﾔｰ等防錆保護･潤滑. 長期 5 年以上. 伸線剤添加､ｼﾘﾝ

ﾀﾞｰ､加工･駆動潤滑･防錆. 

コーシールド 

VpCI-377 
水溶性防錆 

エアゾール 

多種金属 

水溶性防錆. 透明膜形成､ドライ撥水性膜形成. 屋内 1 年

防錆.  オイル代替え､ 環境に安全. 

EcoFilm      

エコフィルム 
生分解ﾌｨﾙﾑ  

DIN V 54 900 及び BPS 100%合格品. 生分解性ﾌｨﾙﾑ. 

91.4cm ‐ 122cm 幅 巻きﾛｰﾙ. ｼﾝｸﾞﾙ､ﾀﾞﾌﾞﾙ.  

EcoCorr      

エココアー生分解

防錆フィルム 

生分解防錆フ

ィルム 
 

DIN V 54 900 及び BPS 100%合格品. 生分解性機能に

VpCI 技術を付加.  最先端､世界唯一の防錆フィルム.  

EcoAir       

エコエアー     

シリーズ 

VpCI 厳選グ

レード 

高圧式    

エアゾール 

VpCI-324､ VpCI-337, VpCI-377､ VpCI-414､ VpCI-422, 

等の独自技術圧縮･高圧空気式エアゾール シリーズ.  

EcoClean     

エコクリーン 

VpCI クリーナ

ー･防錆剤厳

選グレード 

高圧式    

エアゾール 

VpCI-416,VpCI-423,VpCI-433 等の独自技術圧縮･高圧

空気式エアゾール シリーズ.  

 

植物油性 多種金属 
非石油系オイル使用潤滑･防錆. 生分解性.       汎用潤

滑オイル. 

植物油性 多種金属 
非石油系オイル使用潤滑･防錆. 生分解性.       ベアリ

ング､ ローラー潤滑グリース. 

植物油性 多種金属 
非石油系オイル使用潤滑･防錆. 生分解性.        クリー

ナー 脱脂･防錆剤 

植物油性 多種金属 
非石油系オイル使用潤滑･防錆. 生分解性.       切削オ

イル 

植物油性 多種金属 
非石油系オイル使用潤滑･防錆. 生分解性.       ヘビー

デューティー グリース.  

植物油性 多種金属 
非石油系オイル使用潤滑･防錆. 生分解性.       長期防

錆オイル. 

EcoLine      

エコライン 

 

植物油性 多種金属 
食品加工用機器類の潤滑防錆油･グリース｡ FDA 認可済

み｡ USDA リスト合格｡  



植物油性 VpCI-238 
電子材クリーナー･防錆.  CFC 含まず. 撥水性. 電気抵抗

を変化させない. 

植物油性 VpCI-325 工業用潤滑､防錆. ノンドライ膜. 

EcoSpray      

エコスプレー 

植物油性 VpCI-389 強力防錆. 

環境安全  ク

リーナー 
スプレー 

141B 代替え. 不燃性､ 非導電､ 残渣無し､ 即乾性､船舶､

航空機､軍事施設機器､ 照明機器､モニター機器､警報シス

テム､フューズボックス､電線 

クリーナー スプレー 
HCFC 含まず. プラスティックに影響無し､ 非導電性､ 残渣

無し､ 速乾性､ 油分､グリース除去剤.  

ElectriCorr     

エレクトリコール   

電子･電気部品用 

防錆 

VpCI-238  

クリーナー 
スプレー 

 

EcoShield     エ

コシールド 
包装布材 

多層不織布

防錆シート 

ヒートシール可能、注文生産可能. 

EcoWeave    エ

コウイーブ 

PE 製強化防

錆フィルム 
防錆シート 

強化耐衝撃・耐破断特性. FDA 認可製品. 

CorPak Cold Seal 
凝集性 VpCI

保護 

PE フィルム及

び紙 

製品同士のみ接着. 

CorPak ｺﾙｹﾞｰﾄ

PE ｼｰﾄ 
  

FDA 認可製品. ﾘｻｲｸﾙ可能.  防錆ﾎﾞｯｸｽ､ｺﾝﾃﾅｰ製造用｡

CorPak   帯電防

止ﾊﾞﾌﾞﾙ 
ｸｯｼｮﾝ材  

 

CorPak ﾌｨﾙﾑ HDPE ﾌｨﾙﾑ 
多種金属 防

錆 

VpCI 成分がｺｰﾄされた HDPE ﾌｨﾙﾑ 

CorPak      

Pipe Strip 
ワイヤー状 

鉄･非鉄管の

防錆 

LDPE 製線状。主に管の内部の防錆に用いる.後処理の塗

装,溶接に影響を与えない. 

水運転ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟにも悪影響無し. 

１巻き：５００フィート 

直径 ：1/3 インチ(対直径１５センチ管) 

効果：２年  ｼｪﾙﾌﾗｲﾌ：３年 

 ＊直径 15 ｾﾝﾁ以上の場合 VCI-150,VCI170 

CorPak 1-Mul   
ﾎﾟｰﾁ入り VpCI 紛状. タイベック製バッグ入り. 紛状製品が

適応出来ない場所で使用. 

CorPak ｽﾄﾚｯﾁ フ

ィルム 
 多種金属 

VpCI ｽﾄﾚｯﾁﾌｨﾙﾑ 

CorPak ﾀﾌﾞﾚｯﾄ  多種金属 ﾀﾌﾞﾚｯﾄ状の VpCI. 

Corwipe 300 濡れﾅﾌｷﾝ 多種金属 
VpCI 含浸ｳｴｯﾄ ﾅﾌｷﾝ. ｸﾞﾘｰｽ､ｵｲﾙ､軽い錆等の除去.  工

具類及び製品出荷前の点検作業に. 

Corwipe 450 濡れﾅﾌｷﾝ 多種金属 電気製品等静電気を嫌い製品･工具類の汚れ･油落とし 

Corwipe 500 濡れﾅﾌﾟｷﾝ 多種金属 

ヘビーデューティー用. 脱脂､ 静電防止､ 錆び落とし､ 防

錆機能｡ 摩擦電気を 300 ボルト以下に減少. 13cm 角のナプ

キン｡  

EcoClean Silver 

Gold 金銀磨き 

クリーナー磨

き･防錆 
金､銀 

酸化物､グリース､オイル､指紋除去 

 

 

 



MCI コンクリート中の鉄筋の防錆 

MCI 鉄筋     

コーティング 
埋設鉄筋の防錆  

鉄筋の保管等にも使用 

MCI フィルム VpCI フィルム  建設用防錆フィルム. 耐 UV 性あり. 黒色フィルム.  

MCI グレネード 水溶性 PVA 袋入り 0.76 ㎥/袋 粉体 MCI. レディーto ユーズ.  

MCI-1999/2000 コンクリート混和剤. 
0.6/ｍ3     ＋

25 年 

コンクリート中の鉄筋の保護防錆. 生コンクリート混和

方.  19 ㍑・208 ㍑   ASTM G―109 合致 

MCI-2001/2002 
MCI-2000 のヒュームド

シリカ添加. 粉状 

1.78kg/m3  

＋25 年 

MCI-2000＋マイクロシリカ 乳化型､ 2001 は粉体 コ

ンクリート中の鉄筋防錆. 2.27 kg､ 22.7/ 45.4 kg 

MCI-2003 
MCI ゲル．

MCI-2000+MCI-2020 

1.2l/ m3 

数回の施工

で 15-30 年

長期防錆｡ ゲルをｺﾝｸﾘｰﾄの穴・割れに注入して使

用  19 ㍑・208 ㍑ 

MCI-2005 
水溶性ｺﾝｸﾘｰﾄ混和

型． 

0.6l/ m3．  

長期+25 年 

混和型鉄筋防錆 19 ㍑・208 ㍑ 

MCI-2006 
MCI-2005 の粉状製

品. 混和型。 

0.5 kg/m3  

長期+25 年 

コンクリート製造時にｺﾝｸﾘｰﾄ・モルタルに混和  19

㍑・208 ㍑ 

MCI-2006 NS MCI-2006 の非収縮型   

MCI-2007     

コアークリート 

液状､紛状. 減水剤 ｽ

ｰﾊﾟｰﾌﾟﾗｽﾃｨｻｲｻﾞｰ 

 コンクリート製造時にｺﾝｸﾘｰﾄ・モルタルに混和. 

ASTM C-494 合致.  19 ㍑・208 ㍑｡   

MCI-2010/2011 MCI エミッター．ﾌﾟﾗｽﾃ

ｨｯｸ容器入り補修用 

中 期 防 錆 ．

数 回 の 施 工

で 5-15 年 

ｺﾝｸﾘｰﾄに穴をあけ挿入．  

交換により性能延長維持可能 

MCI-2020 表面塗布型．浸透･移

行し防錆 

3.68 ㎡/l．数

回 の 施 工 で

＋15 年 

水溶性表面処理剤．NSF 61 認可飲料水間接接触

OK.   ｺﾝｸﾘｰﾄ中の埋設鉄筋の防錆 

MCI-2020 VO   MCI-2020 の垂直面塗布用. 濃縮ｹﾞﾙ状. 

MCI-2021 活性ｼﾘｶ・界面活性

剤・MCI の特殊配合． 

表面塗布型ｼｰﾗｰ． 

3.7-6.1l/㎡ ｽﾌﾟﾚｰ，ﾛｰﾗｰ､ｽｷｼﾞｰ、刷毛にて表面に塗布． 

MCI-2022  シーラー.  シラン+シロキサン配合. 浸透性防錆剤. コンクリー

ト､煉瓦､大型建造物等.  

MCI-2023 補修グラウト剤．２成分

型 

長期＋50 年 むき出し鉄筋､的建造物の防錆. セメント状塗布剤 

MCI-2025 2 液型. プライマー  セメントベース伸縮性塗布･防錆剤 

MCI-2026 ﾌﾟﾗｲﾏｰ  水溶性､ 2 液性､ｴﾎﾟｷｼｰｺｰﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ. 無臭.  

MCI-2026 床用 ﾌﾛｱｰ ｺｰﾃｨﾝｸﾞ  ｴﾎﾟｷｼｰ､2 液性､耐化学薬品､耐熱型.  洗浄に床に

巻き､ 長柄こてで延ばす.  

MCI-2026 床用 ﾌﾛｱｰｼｽﾃﾑ  MCI 浸透性防錆強化型. 

MCI-2038 ２成分．仕上げ     

補修モルタル 

長期＋５０年 ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾌｧｲﾊﾞｰ強化補修用 2 液性 

MCI-2039 ２成分．補修モルタル 長期＋５０年 ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾌｧｲﾊﾞｰ強化下地補修用. 2 液性 

MCI-2050 水 溶 性 ｴ ﾏ ﾙ ｼ ﾞ ｮ ﾝ ．  

離型剤 

表 面 状 態 に

より使用量 

調整 

ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｱｽﾌｧﾙﾄ等の表面よりの離型剤 



MCI-2060 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ ｸ ﾘ ｰ ﾅ ｰ ､  

脱脂剤 

 MCI 配合のｸﾘｰﾅｰ､ﾃﾞｸﾞﾘｰｻﾞｰ. ｺﾝｸﾘｰﾄ表面の保

護･防錆･洗浄･脱脂用 

MCI-2070 ｱｽﾌｧﾙﾄ ﾌﾟﾗｲﾏｰ  ｱｽﾌｧﾙﾄ用ﾌﾟﾗｲﾏｰｺｰﾃｨﾝｸﾞ.  4%重量比添加. 

MCI-2311 構造用ﾓﾙﾀﾙ  1 液性. 構造､補修､外面補修用. 錆びの進行止. 

MCI-2701 変成ﾎﾟﾘﾏｰ配合  補修､上塗り用. 垂直面塗り可能. STO 開発 

MCI-2702 ｾﾒﾝﾄﾍﾞｰｽ  1 液性. ﾎﾟﾘﾏｰ配合 

GalvaCorr     

ガルバコアー 

カソード防錆       

電気防蝕 

 90% は金属分. 鉄筋を連結し､ 電気を通しカソード

側の永久防錆. 

 

 

 

 

ミル規格 製品別索引 

Military Standards Cross Reference Guide 

 
製品名 ミリタリー規格リスト QPL (含相当) NSN/NATO/GSA 

CorPak 1-MuI  
Pouch ﾎﾟｰﾁ 

  NSN 6850-01-470-2737 
GSA 8030-01-208-1769 

CorPak Tablets  
ｺｰﾊﾟｯｸﾀﾌﾞﾚｯﾄ 

MIL 1-221100-C   

CorrLam  
Barrier Laminate 

MIL PRF-131 J O  

VpCl-101 MIL PRF-817050  NSN 6850-01-338-1392 
VpCI-105 MIL 1-221100C  NSN 6850-01-406-2060 
VpCI-110 MIL 1-221100C  NSN 6850-01-406-2971 
VpCI-111 MIL 1-221100C  NSN 6850-01-408-9025 
VpCI-125 MIL PRF-817050 

MIL A-22010A(1) 
MIL B-22020D 

  

VpCl- 126 MIL* MIL PRF-22019D(1) 
MIL PRF-22020D(1) 

O  

130 シリーズ MIL PRF-817050   
VpCI-133 - MIL PRF-817050  NSN 6850-01-426-3539 
VpCI-144 MIL PRF-3420G   
VpCI-146 MIL PRF-3420G   
EcoShie1d MIL P-58102   
CorrShield MIL P-58102   
EcoWeave MIL-PRF-121G   
VpCI-150 MIL-PRF-81 7050D  NSN 8030-01-208-1769 

NATO 8030-00-244-1299 
VpCI-170 MIL-PRF-81 7050D  NSN 8030-01-208-1769 

NATO 8030-00-244-1299 
Electricorr 
VpCI-238 

  NSN 6850-01-413-9361 

VpCI 307 MIL 1-22110C   
VpCI 322 MIL PRF 46002C 

MIL I 85062 
MIL PRF 16173E 

  

VpCI 323 MIL PRF 46002C 
MIL I 85062 
MIL PRF 16173E 

  

VpCI_325 MILC-81309 (Grade 5) 
 

 NSN 6850-01-517-1652 



VpCI 326 MIL PRF-46002C 
MIL1-85062 (Additives to Oil) 
MIL PRF 16173E (Grade 1 - 2) 

 NSN 6850-01 -470-3358 
NATO 6850-66-132-6100 
 

VpCI 327 MIL C-81309 (Grade 5) 
MIL C15074E 

  

VpCI 329 MIL PRF-46002(1) 
MIL I-85062 (Additives to Oil) 
MIL PRF 16173E (Grade 1~2) 

 NSN 6850-01-470-3359 
NATO 6850-66-132-6100 
 

VpCI 347 MILPRF-16173E(Grade l - 2)  NATO 6850-66-132-6101 
NATO 6850-68-132-61 02 
NATO 6850-01-470-2740 

VpCI 368 MILPRF-16173E (Grade 1 - 2) 
MIL-STD-221 8 

 NSN 8030-00-062-6950 
NSN 8030-00-231-2340 
NSN 8030-00-244-1 300 
NSN 8030-01-470-2601 
NATO 6850-66-132-5848 
NATO 6850-66-132-6099 

VpCI 368M MIL-PRF-16173E (Grade 1) 4620-1535(1) NSN 8030-01-430-4898 
VpCI 369 MIL PRF-1 61 73E (Grade 1,2,4)  NSN 8030-00-244-1297 

NSN 8030-00-244-1295 
NSN 8030-01-149-1731 

VpCI 369M MIL PRF-1 61 73E (Grade 2) 4620-1535(2) NSN 8030-00-244-1298 
NSN 8030-01-149-1731 

VpCI 373 MIL P 15328D  NSN 8010-01-470-2739 
VpCI-377   N8R 8010-01-502-9727 
VpCI-379   NSN 8030-01-481-8928 
VpCI 386   NSN 8030-01-481-8897 
VpCI-388   NSN 8030-481-8898 
VpCI-415 MIL PRF 87937D (ﾀｲﾌﾟ IV) O  
VpCI-422   NSN 6850-01-482-4534 
VpCl-423   NSN 6850-01-482-4536 
VpCI 426   NSN 6850-01-477-4155 
VpCI-560   NSN 6850-01-470-2758 
 

 

 

 

 
コーテック ジャパン  Tel 03-5229-5071    Fax 03-5229-5072   

                             e-mail : harrym@cortecjapan.com 


