
           ＶpＣＩ防錆の新世界 

 

       ポリマー用防錆添加剤 



コーテックVpCI添加剤
は優れた付加価値と 
強力な市場性を 
貴社製品の 
プラスティック 
エラストマー 
コーティング 
油剤等に 
添加します。 

コーテック社の特注ＶpＣＩ添加剤は
新世代の製品、市場新開拓への扉を
開きます。 
 
それも、コーテック社のVpCI技術

が、効果的・経済的な腐食防止策を、

製品製造工程に容易に且つ､経済的

に付与するからです。 コーテック

社の研究開発ｸﾞﾙｰﾌﾟは、貴社の技術

ｸﾞﾙｰﾌﾟと共同開発し、貴社の製品に

要求され、又は貴社の顧客の方々の

要求に合う製品にするべくVpCI添
加剤の特注品をご用意致します。 

 

 

これらＶpＣＩ添加剤は、現顧客の新しい市場、又新しい顧客へと可能性を
拡げます。 
 
コーテックVpCI添加剤は、堅実な投資です。 VpCI添加剤は貴社製品

の防錆機能を増し､ユーザーへの付加価値を高め､提供出来るからです。  

新市場への進出に欠かせないより大きな“信頼“を貴社製品に追加す

ることになります。 

 

 

 

 

コーテックＶpＣＩ添加剤は製品ラインの強化の為に“誂える”事ができます

。 
 

コーテックVpCI添加剤は、殆どのポリマー、エラストマーやコーティン

グ材に防錆性能を経済的に付加する事が出来ます。   

コーテックの営業/各国代表/研究開発者は十分なトレーニングを受け、

研究部の支持を充分に受け、要求目的に合う経済的効果的なＶＣＩ添加

剤を追求します。 

 



貴社製品の機能・効果を高め
る原動力は此処に在ります。 
 

コーテックＶpＣＩは継続的な効
果を持っています。  

－ 従来製品とは違い、コーテ

ックVpCIは貴社製品のどの部

分でも、どのシステムにでも添

加出来ます。 一端添加後は直

ぐに効果が現れます。  

更に重要な事は、直接・気相を

問わず、接触した後は自己再生

しますのでその効果は継続的

です。 

 

 

コーテック VpCI は作業者、ユーザーの方々及び環境に安全です。 
 
－ 従来品の防錆剤とは違い、コーテック VpCI はクロメート、重金属、亜硝

酸塩、塩素化炭化水素等を含んでいません。 コーテック VpCIは毒性を殆

ど含まず、公害に影響を及ぼしません。 

 
 
 
コーテック VpCI は付加価値を付与します。 
 
－ VpCI を添加する事で、貴社製品の競争力が強化されます。 新しい市

場への扉を VpCI 技術で開いて下さい。 

 

コーテック VpCI はその源機能から形態

まで実証された革命的製品です。 

VpCI 技術は製品の保護・防錆の方法を

覆すものです。  

コーテック VpCI の使用により、高価な合

金やステンレスや他の高価な耐錆金属・

材料の使用を抑える事になります。  
 
VpCI 添加プロセス 

VpCI 添加剤と貴社製品の相溶性が重

要です。 これによって、VpCI 添加プロセ

スが完璧で、柔軟性を持った製品になり

ます。 そして、期待する防錆機能が果た

せるのです。 
 
－ステップ１ ： ニーズの査定 

技術的検討を共同で行い、最新の VpCI
技術と開発力で適切なVpCI添加剤を決

定します。 
 
－ステップ２ ： 製品の分析 

貴社製品・原型の充分な検討により、防

錆保護機能を確保する適切な VpCI 添

加剤パッケージが確定します。 
 
－ステップ３ ： 完璧な予備テスト 

製品スペックを確定する前に、添加剤入り

の貴社製品は厳格なテスト法、ASTM、

DIN、JIS、MIL-SPEC 基準に基づき試験

されます。 
 
－ステップ４ ： 製品の製造 

ISO ９００１/ISO14001 に基づき、コーテッ

クは完全な製造、品質管理プログラム、ス

ペックを提供します。 
 



プラスティック・接着剤用 

         コーテック VpCI 添加剤 
 
コーテック VpCI 添加剤が、プラスティック及び接着剤と組成され、鋳

造・押し出し成型されますが、これら製品の防錆機能は変わらず、維持

継続されています。  

既に多くのﾒｰｶｰが、ｽﾄﾚｯﾁフィルム、PE フィルム、耐電防止フィルムバッ

グ、コルゲートプラ段ボール函、インジェクション成形用に VpCI マスタ

ーバッチが、現在広く使用されています。   

配合応用は日々開発され続けられています。 

 

   添加材料  コーテック添加剤 

接着剤  

(感圧・、熱・、ホットメルト･) 
M-１３８ 

ナイロン M-１３８ 

ポリエチレン (PE) 

(LD, MD, HD, UL, LLD) 

M-１２０、M-１２３ 

M-１２５、M-１３８ 

ポリプロピレン M-１２１、M-１２３ 

M-１３８、 

ポリエステル M-１３８ 

スキンフィルム添加用 M-４３５、M-５１２０ 

ヴィニール、ABS、PP、PE 

ラバー 
M-１３８ 

その他エンジニアリング樹脂 ＊コーテックに問い合わせ 

プラスティック・接着剤用製品チャート 



エラストマー用 

         コーテック VpCI 添加剤 

 
 多くのエラストマーは金属に対し不活性であるに

すぎませんが、しばしば接触面には錆を発生させる

事がよくあります。  

 革新的なコーテック VpCI 技術は標準のエラスト

マーを簡単に経済的に VpCI の発生・昇華元にし、

種々の金属や合金類に対し直接又は独自の気相

防錆機能を付与し保護を発揮する様に変性する

事が出来ます。 

 VpCIが添加されたエラストマー近接の金属は、

かなりの時間防錆・保顔され、技術的にはそのコン

ポーネントの寿命中防錆保護され続けます。 

ＶＣＩ製品       製品概要 使用重量比％   包装 

M-１２０ スキン包装フィルム用マスター

バッチ、デュポン社製サーリン押

し出しグレード樹脂製の多種金属

防錆用 

１０－２０％ ３６４ｋｇ 

=８００ｌｂｓ 

M-１２５ ポリプロピレン用押し出し用マス

ターバッチ． PPベースの防錆・

乾燥組成品 

５－２０％ ３6４kg 
=８００ｌｂｓ 

M-１２３  ストレッチフィルム用押し出しグ

レ ー ド．LLDPE 製 多 種 金 属 防

錆・乾燥組成品 

５－２０％ ３6４kg 
=８００ｌｂｓ 

M-１２４ 成型用マスターバッチ． 射出成

型用樹脂・多種金属防錆・乾燥組

成品 

１－２０％ ３6４kg 
=８００ｌｂｓ 

M-１２５ VCI-１２５用LDPEマスターバッ

チ．押し出し成型用樹脂．多種金

属防錆・乾燥・帯電防止 

１０－２０％ ３6４kg 
=８００ｌｂｓ 

M-１３８ 合成エラストマー・天然ゴム用紛

状添加剤． 耐高熱性．ホットメル

ト接着剤用． 

１－１０％ ２３kg 
４５kg 
ドラム 

M-４１５ FDA（薬品食品用認可）認可の

溶剤・油性タイプ用添加． 

１－５％ １９ﾘｯﾀｰ 

２０８ﾘｯﾀｰ 

ドラム 

M-４３５ スキンフィルム・接着剤・結着剤・ﾗ

ﾃｯｸｽ用液状水溶性ＶＣＩ添加剤．

特に鉄及び黄色金属向 

１－２％ １９ﾘｯﾀｰ 

２０８ﾘｯﾀｰ 

ドラム 

M-５１２０ スキンフィルム・接着剤・結着剤・ﾗ

ﾃｯｸｽ用液状水溶性ＶＣＩ添加剤．

特に鉄及び非鉄金属向 

１－７％ １９ﾘｯﾀｰ 

２０８ﾘｯﾀｰ 

ドラム 

プラスティック・接着剤・エラストマー用製品ガイド 



コーティング、インク用 

           コーテック VpCI 添加剤 
 
 コーテック VpCI 添加剤は、あらゆる場面、戸外屋内を問わず、長

期でも短期でも、前例の無いほどの防錆機能を持っています。  

製品・機器類の補修、貯蔵に際し優れた機能を発揮します。 

 
 コーテックの水溶性－、油性－ VpCI 添加剤は鉄及び非手雨金

属に対し有効です。 加えて、コーテック VpCI 添加剤は優れた機

能性を持ち、低粘度で、貴社製品の製造プロセス中の何処ででも

混和することが出来ます。   

 長期永久防錆であれ短期であれ、瞬間錆に対しても水溶性・油

性組成の添加剤は貴社製品の機能を高め、付加価値をつける大

いなる助成となります。 

 
 
コーテック コーティング添加剤。 
 
◆ 気相防錆機能 

◆ 環境に優しい 

◆ 殆どの VpCI は生分解性が在ります 

◆ 液層湿潤効果（ピグメント防錆との比較） 

◆ レットダウンステージでの添加 VS ピグメントステージ前  の

研磨 

◆ 基本的に透明 

◆ より少量の添加： 0.5-2% VS 5-20%（ピグメント防錆剤） 

◆ 艶、合体、流度を改善 

◆ 他のポリマー添加物との相性が良い 

    



水和剤・油剤（フルイド）用コーテック VpCI 添加剤 
 
コーテック接触・浸透性VpCI添加剤は水、溶剤、油剤、クリーナー            

その他に添加しても、優れた独特の保護機能を発揮します。 

製品 製品概要 添加使用量重量％ 包装 
M-２３５ 水溶性、溶剤タイプ・油性に使用可能． 

黄色金属防錆用に限る 
０．１－１．５％ ２３kg 

４５kg 

M-２３８ 溶剤タイプ、油性システム用． 本製品は金属

表面に防錆薄膜を残し、塩水噴霧及び湿潤状

況に耐える． 

１－５％ １９ﾘｯﾀｰ 

２０８ﾘｯﾀｰ 

ドラム 

M-３２０  主として油性システムに使用． この防錆膜は塩

水噴霧、湿潤、高温に耐える． 
１－５％ １９ﾘｯﾀｰ 

２０８ﾘｯﾀｰ 

ドラム 

M-３７０ 水溶性システム用． 多種金属防錆． １－１０％ １９ﾘｯﾀｰ 

２０８ﾘｯﾀｰ 

ドラム 

M-３７０A 水溶性システム用．アルミ防錆用に開発． 

ASTM F－１１１０－９０に合格し、好奇の防錆テ

スト合格． 

１－１０％ １９ﾘｯﾀｰ 

２０８ﾘｯﾀｰ 

ドラム 

M-３７０C M-３７０の変性グレードで、鋳鉄及びアルミ用に

開発． 球状製品に適す． 
１－１０％ １９ﾘｯﾀｰ 

２０８ﾘｯﾀｰ 

ドラム 

M-４１５ FDA認可取得． 油性・溶剤システム用 １－５％ １９ﾘｯﾀｰ 

２０８ﾘｯﾀｰ 

ドラム 

コーテック社の総合的防錆保護製品 
 
 コーテックはその他、原材料から製品の梱包輸送に至る全ての工程中で使用可能な防錆保護製品を提供しておりま

す。 クリーナー、金属加工用潤滑防錆、水溶性、油性、錆取り剤、ペイント剥離剤、粉状、包装フォーム（スポンジ）、包装

紙、フィルム、コンクリート添加物。 

防錆油剤（フルイド)用添加剤使用ガイド 



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 

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 

製品 製品概要 使用重量％ 

M-１１１ 水溶性水システムＶpＣＩ．フラッシュラスト防止．鉄・ﾒｯｷ・アルミ（銅には不向き）．>102℃．反応：安定 ３－５％ 

M-１１２ 水溶性水システムＶpＣＩ． 銅に最適． ＜104℃． 反応性：安定． ０．５－１％ 

M-１１３ 水溶性水システム・組成ＶpＣＩ． 鉄及び非鉄金属用  ０．５－２％ 

M-１１４ 水溶性ＶpＣＩ添加用． 鉄及び非鉄金属用． ﾌﾗｼｭﾗｽﾄ防止． VOC無し．水溶性コート． ＜93℃ ２－４％ 

M-１１５ 接触型水溶性ＶpＣＩ． 鉄用． 水システム用． 反応性：安定 ０．５－１％ 

M-１１６ 水溶性水システム・組成ＶpＣＩ． 鉄・特に銅の表面向き．＜104℃  反応性：安定 ０．５－１％ 

M-１１７ 接触型アルミ・鉄用ＶpＣＩ． 溶剤・水システム用． 反応性：安定  １－２％ 

M-119 接触型アルミ・鉄用ＶpＣＩ． 耐塩害． 水システム． 反応性：安定  ＊ ゆっくり予備攪拌を要す ０．５－２％ 

M-１３８ 紛状ＶpＣＩ添加剤． エラストマー・天然ゴム用． １－５％ 

M-１５０ 水溶性ＶpＣＩ添加剤． 多種金属用． 3-5ｇ/m2 

M-２３５ 水・溶剤・油性システム用． 黄色金属の防錆に適す． 0.1-1.5% 

M-２３８ 溶剤・油性システム用． 薄膜防錆． 塩水・湿潤環境に耐性あり． １－５％ 

M-１５１ 溶剤システム． インク用． 多種金属防錆用． 3-5ｇ/m2 

M-１６５ エポキシー用添加剤． 効果機能． 溶剤システム用． ＜６６℃． 反応性：安定 ２：１容積 

M-１６６ 接触型ＶpＣＩ． 水システム．  反応性：安定 ２－４％ 

M-１６８ 接触型ＶpＣＩ． 溶剤システム． 反応性：安定． ＜６４℃ ２－１０％ 

M-３７０ 水溶性金属加工剤添加用． 部品洗浄・リンスシステム添加．水溶性コーティング剤初期錆防止． １－１０％ 

M-３８０ カルボキシアクリル樹脂・スチレンアクリルラテックス向き．  １－５％ 

M-３８５ 水溶性ラテックス用． 塩水噴霧環境に適す． １－５％ 

M-４１５ FDA認可取得済み． 溶剤・油性システム用． １－５％ 

M-４３５ ＶpＣＩ添加剤． 初期錆防止に有効． 各システムに安定． 溶剤・水システム可． １－２％ 

M-５３６５ 水・溶剤系ペイント及びエポキシー用 溶剤系ＶpＣＩ添加剤． １－２％ 

 コーティング・インク用VpCI添加剤 

日本コーテック コーポレイション 

 Tel03-5229-5071  Fax03-5229-5072 

    e-mail  cortec@technochem.co.jp 


