
   VpCI 

    脱脂・洗浄 

    表面処理 



  あらゆる錆の、経済的、効果的で容易な、 

   そして安全な除去・防止が可能になります 

  コーテック社は新しい製品群：錆除去剤、表面処理剤、ペイント剥離剤を開発しました。 他の工業薬品に比較して、 

  より生分解性があり無公害で、廃棄処理の軽減にも役立ちます。 
 
 錆の問題は注意深く、順を追って取り扱わなくてはなりません。 コーテック社の環境に優しい製品群は 

 金属の洗浄、錆の除去、前処理剤として使用でき、塗装・包装前の一時或いは長期の防錆効果があります。 

            多くの場合、金属は深刻 

           な錆やスケール、炭化水素 

    の堆積等で汚染されます。これら汚染物

は、次の加工工程へ移る 前に除去されなけれ

ばなりません。 

コーテックVpCI-４１２  濃縮クリーナー 
濃縮VpCI-４１２クリーナーは生分解性があり、 

天然溶剤から作られた有機化合物です。 

この高機能・多機能なクリーナーは、 

各種接着剤やグリース同様、家庭、 

商店、工場等幅広く使用出来ます。   

VpCI-４１２は種々の金属表面に有効で、 

特にアルカリに弱い表面にも使用出来 

ます。 VpCI-４１２は錆の予防ばかりで 

なく、表面を洗浄し、且つ安全でレモン 

の香りの防錆・洗浄剤です。 

コーテックVpCI-４１４  濃縮クリーナー 
VpCI-４１４は無毒で、生分解性のある水溶性濃縮クリーナーで

す。 この高機能一時塗装用・ﾜｯｸｽ除去剤はあらゆる汚染物・オ

イルかす・グリース残・ワセリン等の除去に有効です。 VpCI-４１

４は粘性があり、天井・底板等下向き面や垂直面への使用が容

易です。 水洗浄後VCI-４１４は更に継続して、２４―４８時間ほ

どの防錆機能を持続します。 

コーテックVpCI-４１６/ ４１７/ ４１９ 
 クリーナー・脱脂剤 

 VpCI-４１６／４１７／４１９は高機能クリーナー 

    兼脱脂剤で、同時に表面洗浄後に要求される防錆 

      効果も合わせ持っています。  他の工業用 

         クリーナーと違い、VpCI-４１６/４１７/ ４１９は無毒で、

      腐食性が無く、非引火型の 

          クリーナーで、多種金属に使用出来ます。     

         VpCI-４１６は水溶性の環境を阻害しない、 

        非亜硝酸塩型液体です。 

           VpCI-４１７は低発泡性の紛状で、紛使用 

           の洗浄機や攪拌槽での使用に適して     

  います。 VpCI-４１９は濃縮化学製品で、 

          炭化水素系のかすや汚れの除去に最適です。 

   低発泡性の床洗浄にも適しています。 

コーテック VpCI-４３０／４３１／４３２／４３３ 
         ペイント剥離・洗浄剤 
コーテックのVpCI４３０／４３１ペイント剥離・洗浄剤

は金属面・木材・コンクリート等の表面からのペイン

ト剥離に際し、安全で環境を阻害しません。 且つ、

あらゆる錆や、ステンレススティール・アルミ・鉄・銅・

真鍮などの表面の変色を防止する機能があります

。 高機能配合のVpCI-４３０シリーズは強固なペイ

ントを３分から３０分で剥離除去し、コンクリート表面

からの剥離・除去も可能です。これらペイント剥離剤

は使用に際しての安全に留意し開発されました。 

又、他の剥離剤に見られるような危険な化学品メチ

レンクロライド、塩素化溶剤、メタノール、トルエン、ア

セトン等を含んでいません。 コーテックVpCI-４３２／４３３ペイ

ント剥離剤はウレタン系や剥離の難しいエポキシー系塗料

用の剥離剤です。 他の高機能剥離剤に比較して、遙かに安

全な強力剥離剤です。 

油性汚染物の除去 

古い塗料の除去 



    
   コーテックVpCI-４２０リキッド / VpCI-４２１ゲル  

        高機能錆落とし・コンバーター 

VpCI-４２０／４２１は錆を落とし、更にその後の 

錆防止膜を残します。 VpCI-４２０/４２１は容易にあらゆる

錆や、スケール、酸化皮膜を溶解除去し、次工程の塗装向

けに金属表面を整えます。 この防錆性能は、他の錆落とし

剤 に 比 べ て 長 期 に わ た り、約 ４ 週 間 持 続 し ま す。            

VpCI-４２０/４２１は水とリン酸が基になっておりますが、非

引火性で、MIL－C－１０５７８Dに適合しています。 

 
コーテックVpCI-４２２リキッド ＆ VpCI-４２３ゲル 

有機系錆落とし・クリーナー 
VpCI-４２２／４２３ は無公害型の錆落とし剤で、多種金属

に容易に・安全に使用できます。 

新しい成分を持ったこれら製品は、鉄、銅、真鍮、クローム

等の表面から錆や変色、曇りを除去する事が出来ます。 

他の製品と違い、これら成分は危険な酸を含んでいませ

ん。 皮膚等にも刺激は無く、プラスティック、ペイント、木材、

繊維、セラミックスやゴムにも影響がありません。 

 

 
コーテックVpCI-４２５ 錆落とし剤 
VpCI-425は紛状で、生分解性があります。 １００％活性で

中性です。 ステンレススティールから軽度の錆、スケール

を落とし、鉄及びアルミ、銅、真鍮等非鉄製品の汚れ落とし

に使用します。 VpCI-４２５は有機化合物で、非引火性で

す。 工場等での使用に合うように芳香性があります。 

 

 

コーテックVpCI-４２６ 液状クリーナー・錆落とし 

VpCI-４２６はマグネシュム、アルミ製品の表面磨きに使

用できる画期的製品で、光沢を維持し長期の防錆効果が

あります。  本水溶性クリーナーは、炭素鋼や鋳鉄からの

錆落としにも有効で、炭酸カルシュウムや硫酸被膜の除去

にも使用出来ます。 

 

 

コーテックVpCI-４２７ リキッド / VpCI-４２８ ゲル  

  酸化アルミ除去剤・クリーナー 
VpCI-４２７は濃縮アルミクリーナーで酸化被膜を除去し、

継続的にアルミの防錆として機能します。 

VpCI-４２７は希釈して使用しますが、希釈率はアルミの酸

化度によります。 VpCI-４２８はVpCI-４２７のチクソトロ

ピック バージョンです。 

               錆のトータルコントロール 

コーテック社は製造工程を通じ全ての段階での防錆に専心・努力しております。 コーテックは、洗浄前処理剤を始

めとし、金属加工剤、水溶性・油性システム、防錆剤、錆落とし剤、塗料剥離剤、プロセス添加用粉体防錆剤、包装

防錆材、梱包発泡材、紙、フィルム、表面処理剤、コンクリート添加剤等々、幅広い防錆用製品群を開発しました。  

詳細に付いては各国の代理店にお問い合わせ下さい。 

錆の除去 

洗浄・剥離後の製品の他のコーテック製品による保護・防錆 



コーテック社 VpCI＃４００シリーズ リスト 
製品 製品概要 包装形態 使用例 

VpCI-408 

 

   

VpCI-411 液状 

     411 ｹﾞﾙ 

D ﾘﾓﾈﾝ配合一般ｸﾘｰﾅｰ. ｵｲﾙ､ｸﾞﾘｰ

ｽの除去. 無害､生分解性. 多種金属

19 ﾘｯﾀｰ 

208 ﾘｯﾀｰ 

室温-38℃で使用. 水希釈. 原液-15%濃度. 溶剤ﾀｲﾌﾟの

代替え. ｹﾞﾙは垂直面に使用.  

VpCI-４１４  

粘性液状 

鉄｡ｱﾙﾐ．一時防錆被膜の除去、一般

ペイントの剥離．生分解性．下向き面

や垂直面に適す 

１９リッター 

２０８ﾘｯﾀｰ 

使用温度： 室温-49℃． 炭化水素膜の高温除去．  

濃度：5％-30%． アルカリ洗浄の代替え．防錆性能． 強

力クリーナー（汚れ、ｵｲﾙ､ｸﾞﾘｰｽの焼き付き） 

VpCI-415 ﾍﾋﾞｰﾁﾞｭｰﾃｨｰ､生分解性､ｱﾙｶﾘｸﾘｰﾅ

ｰ､ﾃﾞｸﾞﾘｰｻﾞｰ. 軽度の防錆. 

Mil-PRF-87937C. 航空機洗浄/防錆

１９リッター 

２０８ﾘｯﾀｰ 

10-149℃. 水希釈. 1%-20%濃度で使用. ｽﾌﾟﾚｰ､ 

浸漬､蒸気洗浄及び高圧洗浄可能.   

VpCI-４１６液状 

VpCI-４１９液状 

無毒．強力水溶性剥離剤． 

真鍮､銅､鉄､ｱﾙﾐ一時防錆性能． 

１９リッター 

２０８ﾘｯﾀｰ 

使用温度範囲：室温～77℃． 濃度：5%～20％まで 

塗装用ｵｲﾙの剥離．商店、海浜用製品のクリーナー 

鉄、ステン、亜鉛、真鍮、銅に使用可． 

VpCI-４１７粉状 

418  

多種金属． 無毒、強力水溶性クリー

ナー・脱脂剤． 真鍮､銅､鉄､ｱﾙﾐ､鋳

物鉄の一時防錆性可能． 

２．２７kg 

２２．７kg 

４５．４kg 

使用温度範囲：室温～77℃． 高攪拌/高圧部品洗浄用 

濃度：1%-7%  塗装用ｵｲﾙの剥離． 商店、海浜用製品の

クリーナー.  Mg, 鉄、ステン、亜鉛、真鍮、銅に使用可． 

VpCI-４２２液状 

VpCI-４２３ゲル 

多種金属． 生分解性錆落としクリー

ナー． 

            【エコスプレー 

１９リッター 

２０８ﾘｯﾀｰ 

0.47 ㍑】 

使用温度：室温～54℃． 濃度：原液～２５％濃度．工業用

金属、鉄、銅、クローム及び合金の錆、汚染物の除去． 

VCI-４１６クリーナーの５％溶液で洗浄可． 

VpCI-４２５粉状 

 

中性． 生分解性． 錆・スケールの

除去｡ アルミ､ 銅､ 真鍮を含む多種

金属｡ 

２．２７kg 

２２．７kg 

４５．４kg 

使用温度範囲：室温～66℃． 濃度：５％～１０％ 

鉄、非鉄金属アルミ、銅、真鍮の軽度の錆、酸化被膜、スケ

ールの除去 

VpCI-４２６液状 

    ４２６ ｹﾞﾙ 

鉄、非鉄金属 (マグネシュウム、アル

ミ) 鋳鉄用｡ アルミ､ マグネ等の光沢

スケール・錆落とし・磨き使用． 

１９リッター 

２０８ﾘｯﾀｰ 

使用温度範囲：室温又は 77℃ 過熱して使用 浸漬錆落と

し． 炭素鋼、鋳鉄の錆落とし．マグネシュウム、アルミの光

沢磨き,剤炭酸カルシュウム、硫酸被膜等の除去． 

VpCI-４２７液状 

VpCI-４２８ゲル 

アルミ用強力クリーナー・表面処理剤  １９リッター 

２０８ﾘｯﾀｰ 

 

室温： １：１水．  高温(４９℃まで)：  

アルミ、アルミ合金の酸化被膜、他の汚染物の除去． 

航空機、鋳造工業に使用． 

VpCI-４３２液状 

VpCI-４３３ゲル 

多目的使用． 環境に安全． メチレ

ンクロライドを含ま無いペイント剥離

剤． 

防錆、変色防止機能．  

１９リッター 

２０８ﾘｯﾀｰ 

冷水、超音波洗浄： 高温処理(６６℃)： 原液使用． 

金属、コンクリート、木材表面からのペイント剥離．  

各種ペイント、ラッカー、エナメル、ワックス、アルキッド、アク

リルラテックス、ウレタン、エポキシー等剥離． 

 

                           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

び他の売る為･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。 

日本コーック･ジャパン  

  Tel 03-5229-5071        

Fax 03-5229-5072 




