
電気･電子部品  

VpCI 

気化性防錆  



コーテック VpCI 電気･電子製品用 

気化防錆剤 高付加価値性能･特徴 

コーテックのVpCI 気化防錆エミッター システ

ム 
コーテックは使用に際しての最適なサイズの防錆製

品を提供しています｡  コーテックの防錆剤は､ 優れ

た性能があり､ご満足のゆく品質を持ち､ 電気電子製

品の製造現場､DOIT､家庭での使用に渡り幅広くご

使用戴けます｡    コーテック社VpCIの使用により､ 製

造から設置･稼働までの間どの瞬間でも錆を抑制す

ることが出来ます｡   各個別の部品供給者からの電

気･電子製品の防錆保護に対する要求をひとまとめ

に解決します｡   

 

コーテックのVpCI 気化防錆エミッター システ

ムは品質に対する信用､ 製品寿命そしてコスト

ダウンを提供します 
 

複雑な電気電子部品に発生する錆は､ 深刻な問題

をふやし､ 高価な代償を強いるものです｡  錆は､その

製造工程中から輸送･保管及び稼働中にも発生しま

す｡    

原因として; 

 塩､湿気､及び汚染空気､硫化水素､アンモニア､

酸性雨 

 流電で引き起こされる攻撃 

 空気調節の無い環境での稼働等が考えられま

す｡ 

コーテックのエミッターVpCI防錆を用いた場合､ 繊細

な機器は錆の発生から守られます､従って製品寿命

を延ばし､補修･修理のコストを削減する事ができま

す｡  

 

VpCI 気化防錆エミッター システムの働き 
コーテックのVpCIデバイス､エミッター､テープは空調

のない空間内､コントロールボックス内又は梱包空間

内の機器及び部品を錆から守ります｡  VpCIエミッ

ターはVpCI分子を気化し､その限定空間中に放出

し､その気化した分子は金属表面に密着し保護分子

膜を形成します｡  この膜は多種金属の保護をする働

きがあり､梱包内空間中の湿気からの攻撃を阻止しま

す｡ 

 

 

コーテック製品は環境に安全です 

鉛､クローム､カドミュウム､ニッケルや亜鉛など

の毒性物質は錆の抑制の為､電子工業では広

く使用されて来ました｡  コーテックの防錆剤は､ 

無毒配合であり使用に安全で､亜硝酸塩やシリ

コンなどを含んでいません｡  コーテック防錆剤

は､各種製造業の方々に､ 有毒物質を減らし 

環境に安全な”グリーン” 製品を開発する一助

となることと確信しております｡  

 

 

 

コーテック VpCI-1O1  

 VpCI含浸 フォーム(特許済み) 

 28リッター容積中を継続的防錆が可能 

 無毒防錆剤 

 NSN  6850-01-338-1392,  MIL  PRF-

81705D 認定製品 

 FDA 及び連邦農林省(USDA)認定済み 

コーテック VpCI-105 / VpCI-111 エミッター 

 亜硝酸塩､シリコン及び燐系化合物を含まず 

 経済的で､長期の防錆が可能  

 防錆容積: VpC-105は142 リッターの密閉容

積 VpCI-111は312リッターの容積を防錆   

 施工が容易で無毒､残渣無し 

 VpCI-105 : NSN 6850-01-406-2060, MIL I-

22110C 

 VpCI-111 :  NSN 6850-01-408-9025, MIL 

I-22110 認可取得 

コーテック VpCI-11O エミッター 

 フォームエミッター型､開放気化防錆剤 

 283リッターの容積を2年間防錆 

 NSN 6850-01456-2971, MILI-22110C.認可

取得 

 側面に両面接着テープ付き(日付書き込みガ

可能) 

 FDA 及びUSDA  認可取得 

コーテック VpCI-150 / VpCI-170 フォーム

テープ 

 裏面接着テープ付きフォームテープ 

 2年間防錆 

 NATO  8030-00-244-1299,  MIL-B-

81705C, NSN 8030-01-208-1769 取得 

 * FDA 及びUSDA 認可済み 



コーテック VpCI-125 帯電防

止フィルム 

 VpCI押し出し成型フィルム 

 優れた防錆性能 

 卓越した帯電防止特性 

 MIL PRF 817O5D､ 

MILPRF-22010A(1)､ MIL 

PRF-22020D 取得 

 FDA 及びUSDA 認可 

 

 

 

 

コーパック I MUL ポーチ 

 24ヶ月防錆 

 自己補充型防錆 

 乾燥及び防錆 2重機能 

 多種金属防錆 

 NSN 6850-01-470-2737 

取得 

 

 

コーワイプ 

 500/300 

 

 強靱なデュポン製ソンタラン不

織布 

 クリーナー/脱脂 濡れナプキン

様ワイパー 

 表面錆の除去ワイパー 

 多種金属防錆 

 帯電防止機能 

 普通ゴミとし 

  て廃棄可能 

 

エレクトリコアー VpCI-238 

 手早く防錆及び酸化

防止が出来ます｡ 

 CFCフロンを含まず 

 湿気置換作用がある 

 帯電防止が可能 

 屋内2年間防錆が可 

  NSN 6850-01-413-

9361 取得済み 

 

 

エレクトリコアー VpCI-

248 

 非可燃性防錆 

 接点の防錆に再適 

 速乾性 

 クリーナーとしても使

用可能 

 非導電性 

 

 

エレクトリコアー VPCI-239 

 戸外防錆に優れ 

 過酷な環境に対応 

 非電導性です 

 帯電防止が可能 

 露出した接点リレー部の防錆に最適 

 紫外線表示 

 

エレクトリコアー VpCI-

286 

 表面の凹凸に

沿ってと膜を形成

(コンフォーマブル) 

 速乾性 

 揮発性有機化合

物を含みません 

 紫外線表示 

 耐振動抵抗があり

ます 

 PC板の寿命を延

ばします 

コロソーバー 

 腐食性ガスの吸収剤 

 不可逆反応 

 無毒 

 硫化物(H2S)に対して吸収

能に優れている 

 使用限界を色で表示 

 使用･設置が容易 

VpCIの一般的特徴 

･ 長期防錆を可能にします 

・ 経済的に防錆 

・ 悪環境･高湿環境で有効 

・ 無毒で安全に使用が可能 

・ VpCIの防錆レイヤーは電気

的･工学的･表面の機械的

特性を阻害しません 

・ 多種金属防錆 

・ 設置に工具を必要としませ

ん(両面テ-プ) 

・ 稼働通電前に除去する必

要がありません 

・ 機器類の稼働中でも防錆機

能を発揮･継続します 

・ 多種金属防錆､帯電防止機

能及び乾燥機能を持ってい

ます 

・ OEM等への適用に最適 (省

スペース) 

・ 揮発性有機化合物が少な

く､南キャリフォルニア大気

汚染条例その他規範にも合

致しています 

 

利点 

･ 省エネルギー: 消費を減ら

し､ 使用料を削減､ 少ない

作業､ 時間短縮が図れま

す｡ 

・ 製品の付加価値を高めます 

・ 安心して輸送や保管ができ

ます 

・ 補修の頻度を減らします 

・ 表面処理作業の削減が可

能です 

 

 

 

 

 

テスト 

コーテックのVpCI防錆製品は厳しい

テストに対応｡ 

高湿チェンバーでの防錆性能強制試

験は､ 高湿状況下での金属防錆機

能を図るのに使用されます｡ 無処理

のPC板とVpCI処理されたPC板をそ

れぞれ密閉高湿空間に置きテストし

ます｡ 

防錆効果の判断は､表面に現れた錆

の跡の数及び大きさで検証されます｡ 

 



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。 

コーテック ジャパン  
                         Tel 03-5229-5071                             
                                  Fax 03-5229-5072 
    mailto: harrym@cortecjapan.com 

 製 品  特 徴 ･ 性 能  保護 容積 梱 包 適応･使用例 

エ 

ミ 

ッ 

タ 

ー 

VpCI-101 底面接着ﾃｰﾌﾟ付き(76x32x6mm)   FDA, USDA認可 

MIL PRF-817050, NSN6850-01-338-1392 FDA, USDA 
28 ﾘｯﾀｰ 50個/ｶｰﾄﾝ 

VpCI-105 微細孔ﾀｲﾍﾞｯｸ紙蓋付き容器入り ｡ (68.4mm径x19mm高) 

NSN 6850-01-406-2060､ MIL 1-22110C FDA, USDA   
142 ﾘｯﾀｰ 20個/ｶｰﾄﾝ 

VpCI-110 気化･気相防錆ｴﾐｯﾀｰ  (64mm径x 51mm高)  

MIL I-22110C,  NSN 6850-01-456-2971 FDA, USDA 
280 ﾘｯﾀｰ 12個/ ｶｰﾄﾝ 

VpCI-111 気化気相防錆 ｽﾎﾟﾝｼﾞ容器入り､ (58.4mm径x 32.3mm高) 

MIL I-22110C,  NSN 6850-01-408-9025  FDA, USDA 
310 ﾘｯﾀｰ 10個/ｶｰﾄﾝ 

VpCI-133 気化気相防錆 ｽﾎﾟﾝｼﾞｶｯﾄ 底面粘着ﾃｰﾌﾟ (25x25x6mm) 

MILB-81705D,  NSN 6850-01-426-3539  FDA, USDA 
100ﾘｯﾀｰ 1000個/ｶｰﾄﾝ 

VpCI-150 気化気相防錆 ｽﾎﾟﾝｼﾞﾃｰﾌﾟ 底面粘着 (3.7mx19mmx6mm) 

NATO 8030-00-244-1299､  FDA, USDA 
5ﾘｯﾀｰ/cm 6ﾛｰﾙ/ｶｰﾄﾝ 

VpCI-170 気化気相防錆 ｽﾎﾟﾝｼﾞﾃｰﾌﾟ 底面粘着 (6.1mx51mmx6mm) 

NATO 8030-00-244-1299､  FDA, USDA 
30ﾘｯﾀｰ/cm 1ﾛｰﾙ/ｶｰﾄﾝ 

      

梱 

包 

材 

VpCI-125 帯電防止VpCIﾌｨﾙﾑ ﾊﾞｯｸﾞ､ ｼｰﾄ   

MIL PRF-81705D､ MIL PRF-22010A(1)､  

MIL PRF-22020D､ FDA, USDA 

適宜 ｶｽﾄﾑ ｻｲｽﾞ 
 

帯電に敏感な機器類の輸
送･保管中の防錆 

VpCI-137 帯電防止防錆ｽﾎﾟﾝｼﾞﾌｫｰﾑ (39.6m x 135cm巾 x 6mm) 

MIL PRF-81705D､ MIL PRF-22010A(1)､ FDA, USDA 

MIL PRF-22020D､ NSN 6850-01-426-3539   

適宜 ｶｽﾄﾑ､規格品  

ｺｰﾊﾟｯｸ  
1-Mul 

多種金属防錆 + 乾燥剤 6.4 x 6.4cm x 3 mm) 

GSA8030-01-208-1769､ NSN 6850-01-470-2737 
30 ﾘｯﾀｰ 300個/ｶｰﾄﾝ 隠れた空間､電子部品等の

輸送梱包無塵防錆 

 ｺｰﾜｲﾌﾟ 
300/500 

部品･工具･被覆ﾒﾀﾙ等のｸﾘｰﾅｰ防錆 濡れﾜｲﾊﾟｰ 

食品加工機器類のｸﾘﾅｰに使用可能 
 25枚/ｷｬﾆｽﾀｰ 

12ｷｬﾆｽﾀｰ/ｹｰｽ 
ﾃｽﾄ機器､ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ､PC板､
ﾋﾞﾃﾞｵ音響機器類 

       

ス 

プ 

レ 

ー 

ｴﾚｸﾄﾘｺｱｰ 
VpCI-238 

多機能ｸﾘｰﾅｰ､ 多種金属防錆 

340g 缶 NSN6850-01-413-9361   
4.65 m2/缶 6缶/ｶｰﾄﾝ､ 19l 

208 l ﾄﾞﾗﾑ 
ｻｰｷｯﾄ､ ﾊﾞｽﾊﾞｰ､  
電気ｽﾃｰｼｮﾝ 

ｴﾚｸﾄﾘｺｱｰ 
VpCI-239 

VpCI-238の戸外様ｸﾞﾚｰﾄﾞ 

340g 缶 
4.65 m2/缶 6缶/ｶｰﾄﾝ､ 19l 

208 l ﾄﾞﾗﾑ 
ｻｰｷｯﾄ､ ﾊﾞｽﾊﾞｰ､  
電気接点 ｽﾃｰｼｮﾝ 

ｴﾚｸﾄﾘｺｱｰ 
VpCI-248 

非可燃性､多機能ｸﾘｰﾅｰ､ 多種金属防錆 

340g 缶  
4.65 m2/缶 6缶/ｶｰﾄﾝ､ 19l 

208 l ﾄﾞﾗﾑ 
ｻｰｷｯﾄ､ ﾊﾞｽﾊﾞｰ､  
電気ｽﾃｰｼｮﾝ 

ｴﾚｸﾄﾘｺｱｰ 
VpCI-286 

ｱｸﾘﾙﾍﾞｰｽ 形状変形 ｺｰﾃｨﾝｸﾞ 

312g 
1.0m2/ﾘｯﾀｰ 6缶/ｶｰﾄﾝ､ 19l 

208 l ﾄﾞﾗﾑ 
ﾌﾟﾘﾝﾄ ｻｰｷｯﾄ製造･補修用 

 ｺﾛｿｰﾊﾞｰ 錆ｶﾞｽ吸収 

58.4mm 径 x 32.3mm高さ 

28 m3 10本/ｶｰﾄﾝ 硫化ｶﾞｽ､その他錆発生ｶﾞｽ
吸着 

 
 
 
 
電気電子機器部品､ﾅﾋﾞｼｽﾃ
ﾑ､航空機､ｽｳｲﾁ類､ﾌｰｽﾞﾎﾞｯｸ
ｽ､医療機器､ 電線類､ ﾀｰﾐﾅ
ﾙ接点､ 科学計測機器､ 送
信機器､ 製造加工機器及び
ｺﾝﾄﾛｰﾙ機器等の輸送､保管
駆動中の防錆 


