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コーテックの製品は環境にも優しいのです。 

 
鉛、クローム、カドミュウム、ニッケル、亜鉛等の毒性のある金属が現在、

防錆の意味から電気・電子業界では広く使用されています． コーテ

ックのVｐCIは公害のない、安全な使用・取り扱いが出来て亜硝酸塩・

シリコンを含まない防錆剤です。 VｐCIのエミッターは貴社に、無害な

環境に優しい“グリーン”な製品づくりを約束します。 

コーテックVpCIエミｯティング・システムｊ 
コーテックは電子製品のすべての寿命全体を通じ、使い勝

手の良いサイズの製品を提供しています。 ボードのクリー

ナー（E-2０5）に始まり、フラックス除去剤 そして最終製品

になるまでの保護防錆VpCI-２３８に至るまで完璧な製品が

そろっています。  コーテック製品は、大規模な工場生産

の現場から、do-it-youｒselfの様な家庭用キットに至るまで

高機能な保護防錆を保証する製品です。 製造の過程から

最終設置までのどの行程でも防錆保護を果たします。  電

気/電子分野で要求されるすべてのものにコーテックはお

答えできます。 

 

 

コーテックのエミッティングシステムは 

信頼と持続性と経済性を提供しています。 
（気化・発散型VｐCI） 
複雑な電子製品の錆・腐食は深刻な問題を引き起こし、コス

トアップの要因になっています。 

錆・腐食は製造工程中、輸送中、保管中に発生し、そして運

転・稼働中にも起きます。 

原因としてはは； 

 塩、湿気、汚染された空気・環境、硫化水素・一酸化硫

黄・アンモニアを含む雨水。 

 電気化学的誘発・攻撃。 

 空調の無い環境での機器類の稼働。 

等が考えられます。 コーテックのエミッターシステムの使用

により、敏感な機器類を腐食から保護し、ひいては機械寿命

を延ばし、補修のコスト削減にもなります。 

 

コーテックVｐCIエミッターの働き   
 
コーテックVｐCI製品、エミッター、テープ

は貴社製品の機器類、部品等が空調の

無い屋内での保管やコントロ－ルボック

スや他の雰囲気中に置かれた際、錆・腐

食保護の働きをします。 VｐCIエミッター

はVｐCI成分を包装内、ボックス内に気化

し、それが分子膜として金属表面に接

触、固定されます。この分子膜は、多種

金属に効果があり、雰囲気内の湿気の攻

撃による錆の発生をくい止めます。 

コーテックのVｐCIは複雑な 

機器類の加工組立て・梱包から 

実稼動に至るまでの総合的な 

防錆機能を提供します。 
 

以下の用途には優れた機能を 

発揮します。 

 電気パネル 

 電子関連機器 

 工具・スペアーパーツボックス 

 電子駆動コントロール 

 ｽｲｯﾁｷﾞﾔｰ/ﾘﾚｰｷｬﾋﾞﾝｯﾄ 

 船舶・海浜用機器、航空機関連、                                      

軍関連製品 

 備品、モニター/  アラームシステム 

 交差ヒューズボックス、電線回路、バス バー 

 コンピューター、電話機器 

 製造機器のコントロ－ルパネル 

 科学関連機器、その他多様に効果があります。 

 

特徴 
 継続的・長期的防錆・保護 

 経済的な使用 

 公害面・労働環境に安全 

 無毒・安全な使用 

 亜硝酸塩・シリコン・リン酸を含んでいません 

 VpCI分子膜は電子、光学、機械的な表面特性を阻害しま

せん 

 多種金属に適用 

 製品裏面の両面テープで取り付けが簡単 

 運転・稼動前の前処理が不要 

 稼動中の機器の防錆にも有効 

 スプレー、浸漬 、表面処理等が不要 

 多目的：VpCIは勿論、帯電防止・乾燥剤としても機能 

 場所をとらずOEM機器の保顔に最適 

 揮発成分が少ないので、厳しい南キャリフォルニア大気汚

染規制や他の都市環境規制要求値に合致 



コーテックVｐCI-１２８ 

VｐCI-１２８は、外部からの磁性の影響を防ぐ高機能

の帯電シールドフィルム・バッグです． 

加えて、多種金属に有効で、傷つきやすい貴社製品

をピッティング、酸化、錆、、ひび割れ、電気化学的カ

ップリング等の腐食から、輸送中・保管中保護します．

表面抵抗が低い材質なので、ミクロ電子回路等のパ

ッ キ ン グ に 最 適 で す．  V ｐ CI- １ ２ ８ バ ッ グ は

MIL－B－８１７０５CのタイプⅢ、バリヤーフィルムに

合格しています． 

コーテックVCI-１２５ 

 

VｐCI-１２５は、輸送中や保管

中の成因の静電気防止に効

果のある気化防錆剤発散フィ

ルムバッグです． 同様の機能

は組立・作業中継続します。傷

つきやすい貴社製品を点食

（ピッティング）、酸化、錆、、ひ

び割れ、電気化学的カップリン

グ等の腐食から、輸送中・保管

中保護します． VCI-１２５バッ

グはMIL－B－８１７０５Cのタイ

プⅡ、バリヤーフィルムに合格

しています。 

 

コーテックVｐCI-１５０／ 

          VｐCI-１７０ 
コーテックVpCI-150 /
VpCI-１７０は含浸発泡ポリマ

ーテープで特許製品です． 

テープ自体の緩衝特性によ

り、各サイズの包装に合わせ

カットし使用出来ます。 防錆

期間は閉鎖空間中で２年間

保持します． VｐCI-150/

VpCI-170は軍－NATO＃８０

３０－００－２４４－１２９９で認

可を受けています。 

コーテックVｐCI-１０１  

 

コーテックVｐCI-１０１は含浸

スポンジ製品で、特許製品で

す。 １個当たり、封印した２８

ﾘｯﾀｰの容積を２年間防錆し

ます． 軍使用基準－NSN＃

６８５０－０１－３３８－１３９２

に認可されており、底が糊付

きで、設置日時が書き込める

様になっています． 

コーテックVｐCI-１０５／VCI-１１１ 

 

VｐCI-１０５／VｐCI-１１１はプラスティックケース入りで、“タ

イヴェック“紙で蓋をしてあります． VｐCI-１０５は有効容

積１４２ﾘｯﾀｰ、VｐCI-１１１は３１２ﾘｯﾀｰに、数年有効です．  

軍の使用基準－NSN＃６８５０ｰ０１ｰ４０６ｰ２０６０及び

NSN＃６８５０ｰ０１ｰ４０８ｰ９０２５で認可済みです。 

裏面の粘着テープで装置類に取り付けます． 設置日時

も記入出来ます。 

 

コーテックVｐCI-１１０ 

コーテックVpCI-110はスポンジ容器入りのVCIで、やはり

特許製品です． ２３８３ﾘｯﾀｰの有効容積があり、梱包内部

を２年間防錆します． 軍の認可NSN＃６８５０－０１－３３

６－１３４３を取得済みです． 裏面の粘着テープで装置

類・ボックス内に取り付けます． 設置日時も記入出来ます

。 

 

利点 
 コスト削減 

 消耗品 

 労働費 

 材料費 

 時間 

 付加価値製品の提供/サーヴィス 

 輸送中・保管中の不安解消 

 定期補修の減少 

 表面処理の手間の削減 
 



 

コーテックVｐCI-２３８ 

       エレクトリコール スプレー 
VｐCI- ２３８は、世界的に著名 な研究所に於いて

『Batelle混合ガス流入テスト、クラスⅢ環境』のテストを

受けました．  

結果は、多種金属に対し、室内環境で７年間の防錆期

間があることが証明されました． VCI-２３８は保護膜を

形成し、エミッター製品の保護強化・補助剤としても使

用出来ます． この保護膜は表面の電気抵抗や磁性、

金属素材の表面特性に影響を与えません．軍の認可

NATO＃６８５０－０１－４１３－９３６１を受けています。 

 

VｐCI-２３８の特徴 
 手軽に使用できる防錆剤です。 

 導電性がありません．  

 CFCフリーのクリーナーです． 

 防湿、耐水性薄膜を形成します。 

 塩素化化合物を含みません． 

 

コーテックのVｐCIとコロソーバーの 

      硫化水素の存在下での機能・ 

コロソーバーは硫化水素及

び他の錆の発生を促すガス

類を吸収し、一方VpCI気化

物が金属表面を保護します

。  

コロソーバーはVCI保護を

阻害しません、それ以上に

さびの原因となるガス類の

吸着を援護しています。 

 

コーテック エレクトリコール VｐCI-２３９ 
VｐCI-２３９スプレーはVCI-２３８の戸外用に開発されました。 

このスプレーは、有蓋戸外及び海浜地区にある電気接点の

保護防錆に使用できます。  VCI-２３９は紫外線で識別でき

ます。 

コーテック E-２０５ 接点クリーナー 

E-２０５は電子機器の接点を洗浄し、機能を回復する

します。 スイッチ、リレー、キーパッドに使用できます。 

速乾性で、残留物は残しません。 

 

コーテック E-215 フラックス除去剤 

E-215は活性なフラックスや他のイオン汚染物を除去

します。 電子機器の接点を洗浄し、機能を回復するし

ます。 スイッチ、リレー、等に使用できます。 残留物を

残さずリンスの必要もありません。 

 

コーテック E-２２０ ダスト・ア・ウェー（噴塵スプレ

ー） 

E-２２０安全な圧縮ガスを使用し、埃りに敏感な表面

に付着した塵等を吹き飛ばすエアースプレーです。  

金属面でも非金属面にも使用できます。 

 

コーテック E-２２５ スーパーフリーズ 

E-２２５スプレーは温度遮断機能があり、半田付け作

業中特定の場所を冷却します。 

 

 

コーテック E-２３０ ガラス・プラスティック用静

電防止兼クリーナー 

E-２３０は埃・垢をガラス・プラスティック表面から除去

します。 帯電を阻止しながら、縞模様の残らないきれ

いな表面を維持します。 

 



コーワイプ ４５０ 
 

コーワイプ４５０静電を拭い去ると同時に、防錆機能があります。 電

子機器・部品、コネクター、接点に使用します。 その他電子関連機

器の汚れやすい外部表面、コンピューター、キーボード、モニター、

電話、ファックス、コピー等にも使用されます。 

 

コーテック コロソーバー 
 

コロソーバーは、硫化水素系の錆の原因になる物質を吸着するユ

ニークなケース入り新製品です。  容器中の白っぽいものがH2S

を十分吸い込むと黒く変色します。  水処理機器周辺、食品貯

蔵、納屋、電気キャビネット、リレーステイション、トイレ、交通標識

ボックス等に使用出来ます。 

コーテックのエミッティングシステムと電子部品 
 

コーテックは電気・電子関連機器・部品等全ての製品を防

錆保護する完璧な防錆剤ラインを提供しています。 コーテ

ックのトータルコロージョンコントロールシステムは、製造品

の全てのライフサイクルを通じ防錆保護機能を果たします。 

貴社向けの特殊防錆工程をデザインする事もできます。 

特注品 

特殊サイズ、ラベルのご要望にもお答えいたします。 



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 

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。 

 日本コーテック ・ジャパン 
                         Tel 03-5229-5071                             

                         Fax 03-5229-5072 


