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VpCIのイオン反応により, 防錆分子の

レイヤーが金属表面に吸着し, 防錆保

護膜となります｡

錆は, しつこく, 絶え間なく攻め込んで来る敵の様で, コストに重
大な影響があり, 特に保管や輸送中の梱包内では激しい物がありま
す｡ 旧来の防錆法は, 煩雑で, コスト高となり, しばしば人体や
環境に危険を及ぼす事があります｡ そして多くは効果の薄い物が
多いものです｡
コーテック社の気化/気相防錆技術(VpCI)は, これら諸問題を解決
する有効な手段です｡
弊社VpCI製品は, 多種金属に対し, 電気化学的に防錆分子を金属表
面に吸着させる事で多くの金属の防錆を完遂します｡ 防錆分子の
表面レイヤーは完璧で, 全ての金属表面, 割れ目, 空洞部, 手の届
かない内部へも拡散し覆いつくします｡ 吸着されたVpCI 分子は
防錆バリヤーとなり, 自己回復性を持ち, 何度も開閉する梱包内で
も有効で, 最大24ヶ月の間 継続して防錆します｡
多くの労働を要する洗浄工程が必要な旧来の防錆オイルや防錆剤と
は違い, 以前錆びが発生した個所や塗装面にも有効であると工業的
にも証明されています｡ コーテック社のVpCIは環境に安全, 安心
で, 亜硝酸塩を基本原料としていませんので, 製品の安全仕様や保
護システムの第1項となります｡

VpCI® の利点
経費節減

時間及び労働費の削減
- 施工に際しての前処理が不要｡
- 洗浄や脱脂作業を要しない｡

原料費の削減
- オイルが不要
- 乾燥剤が不要｡

廃棄費用の削減
- VpCI防錆材はリサイクルが可能
- 危険廃棄物はありません｡

工業的証明の追跡調査
- 長年に渡る使用実績及び数々の実施テストが

信頼出来る結果を示しています｡

多種金属防錆
- 鉄及び非鉄金属を防錆します｡

施工が容易
- 離れた個所も接触していない個所も防錆｡

人体や環境に優しい.
- 無毒でリサイクル可能, VpCI は健康問題や

環境問題を軽減します｡

VpCI®は錆びに対し 分子レベルでの戦いに挑んでいます｡

コーテック社の気化/気相防錆技術は, 防錆分子を気化し, 御社金属製
品の表面に吸着し, 均一に, 経済的に, 完璧に, 効果のある, 薄い防錆
保護膜を形成します｡

この保護･防錆バリヤーは自己回復性があり, 継続的に, しばしば開閉
する段ボール箱の内部でも防錆力を維持します｡

使用法は簡単で, 表面前処理は殆どの場合必要ありません｡ 又事後,
防錆されていた機械, 製品, 組立部品は, 洗浄や脱脂を必要とせず直ぐ
に次の工程に入る事が出来ます｡

VpCI 防錆工法



多種金属の防錆が簡単, 経済的に出来ます｡

コーテックの多種金属防錆紙は, 一種類の高級中性
クラフト紙使用のVpCI防錆紙なので, 金属によって
種類別の防錆紙を準備しておく必要が無く, 包装材
汚染も防ぎ, 種々の包装材在庫の軽減が計れます｡
コーテックVpCI紙の使用は簡便で, 必要量の計算は
無く, 計測機器も要りません｡ そして又, 前処理も
後処理も無く直ぐに次工程に移せます｡

全てのコーテックのVpCI 防錆紙は環境に安心, 安
全で, 完全リサクルが可能で, 再パルプ化が出来,
無毒配合です｡ オイルコーティングや他の有害物
質をしばしば含む他のVCI, VPI紙に取って替わる製
品です｡

VpCI防錆紙類は, 保管中, 輸送中, 海外シッピング
の間 乾燥した金属や油まみれのパーツ類の防錆に
卓越した防錆機能を発揮します｡ (ドライ梱包)
コーテック社は又, VpCI防錆コーティング剤も提供
しており, 組合わせにより更に長期の防錆を可能に
します｡

VpCI®-144 バリヤー コート紙 : 製品を湿気や他の汚染物
から遮蔽する様開発された防錆紙です｡ ワックス紙やポ
リコート紙の代換えとして使用します｡ VpCI-144 は完全
リサイクルが可能で, 再パルプ化が可能な, 特級の先駆
的製品です｡

VpCI®-145 帯電防錆防錆紙: 電子産業向けに開発され
ました｡ この防錆紙は帯電を防止し, 接触, バリヤーそ
して気化防錆など複合機能防錆紙です｡

VpCI®-146 防錆紙 特許済み: 高級天然中性クラフト紙
を原料にしていますので, 他社のVCI紙の様に紙埃がでま
せん｡ VpCI-146 クレープ紙(もみ紙)もあります｡

VpCI®-148 耐油性(不透過)防錆紙 : グリース, オイル,
溶剤を透過しにくい紙質で, 生分解性VpCIが塗布され,
完全にリサイクル/再パルプ化が可能です｡

VpCI®-149 銅･アルミ用防錆紙: 幅広い金属種に対応し,
特に敏感な銅, アルミ, 鋳鉄の防錆使用に効果的です｡

VpCI® アンチ スキッド ライナー防錆ボード (滑り防止):
VpCI防錆滑り防止ボードで積み重ねた箱, カートン,
バッグ類を, 斜度20度まで滑りにくくします｡

コーパック® ライナーボード: 工業用防錆ライナーボード｡
多種金属防錆, リサイクル/再パルプ化｡

コーパック® 防錆ポリコート紙: 高級, 中性クラフト紙にPE
コートが裏打ちされています｡ グリース及び湿気に強く,
鉄及び非鉄金属の防錆が可能｡

コーパック® 強化紙: 高級強化中性クラフト紙使用｡ 引
き裂き強度に富み, 鉄及及び非鉄金属の防錆が可能｡

コロソーバー防錆紙: 銀, 金, 真鍮, 錫, 銅などの貴金属
用に開発｡ H2Sガス吸着性能があります｡

コーテイナー® : VpCI防錆及び湿気防止機能がある段ボー
ル様の小型カートン/コンテナーで乾燥剤などの補助材を
必要としません｡ 経費及び環境に安全です｡ (リサイク
ル/再パルプ化可能)

エコシールド® ライナー ボード: 湿気バリヤーがコーティ
ングしてあるライナーボード｡ ワックス紙やPEコート紙
より勝るバリヤー性能があり, 再パルプ化が可能｡

その他 実施例: コーテック社のVpCI防錆紙は強力で, 単
一使用で効果があり, バルク輸送に適し, OEM にも応じ
ています｡ 自動車部品などの保管, 輸送中の防錆が出来,
ライナー類は製品の仕切り等にも使用します｡

VpCI 防錆紙



経済効果の高い, 全グレード多種金属防錆VpCI
気化性防錆フィルム

コーテック防錆フィルムは, 強力で, 多種金属の保
護･防錆が可能です｡
又, サイズも豊富, 機能も用途に合わせ様々特殊化し
てあります:
 ヒートシーラブル及びジッパー開閉バッグ
 シュリンク フィルム
 耐 UV性能
 燃焼安定性
 織布, 不織布裏打ちフィルム
 多層, ラミネートフィルム
 特注サイズ, 形状が可能(自動開口, ガセット,

エラスティック)

ラップ, 覆い, 梱包など巾広く使用できる防錆フィル
ムです｡ 未完成品から完成品まで, 長期保管, 待機
保管, 仮置き, 防錆剤気化発生材として使用できま
す｡ フィルムからVpCI気化防錆剤が拡散し, 全ての
金属表面に防錆レイヤーを形成し保護します｡ 防錆
レイヤーは自己回復性があり, 温度や湿度のぶれに関
わらず継続した防錆が期待出来ます｡

コーテック社のVpCI® フィルムは, 高い技術品質を持
つ樹脂を特殊テクニックで押し出し成形され, 物理特
性, 機械特性が高い100%高品質の防錆梱包材です｡
防錆フィルムとして, VpCIフィルムは, 規格が厳しい
世界各国の防錆規格に合格しています｡

コーテック社のVpCIフィルムは, 御社の財産を守り,
クリーンで, ドライな, 錆の無い製品の侭お届けし,
事後 直ぐに前処理無く使用が可能です｡

VpCI®-125 帯電防錆フィルム, 特許取得: 多機能防錆フィルム: VpCI
防錆と帯電防止機能が合体- 透明( 薄グリーン, クリヤー), 多種金属

防錆, ヒートシール可能｡ 静電発生を抑え, 且つ防錆します｡ リサ
イクル可能｡ MIL-PRF-81705D 静電防止及び表面抵抗規格に合致しま
す｡

VpCI®-126 ブルー 多種金属防錆,ヒートシール可能フィルム- 高機能
気化性防錆フィルム｡ シート及びバッグ類で供給出来ます｡ シュリン

ク, 難燃グレード, 耐UV, 静電防止, QPL規格品があります｡

コーキャップ VpCI® 防錆カバー/キャップ – 延び縮みするバンド付き

キャップ状製品｡ VpCI-126版とエコウイーブ版が供給出来ます｡ 機
械類の突出部などに被せて使用｡ 直径2.5 cmから60cm まで可能.

コーラム® VpCI® バリヤー ラミネート フィルム : 重使用, バイヤーフォイ
ルとVpCIフィルムとのラミネート製品｡ 湿気に過敏な製品や酸素を嫌
う繊細な金属部品, 装置の保護/防錆用｡ 真空包装にも対応｡

MIL PRF-131J(Comm. Equiv.)に合格｡

コーネッティング: 高品質PE 樹脂の網状(ネッティング)押し出し成形品,

多種金属防錆VpCI｡ 包装助材として, 物理特性を高め, 緩衝材として
も働き, 壊れやすい製品, パーツの保護･防錆に｡

コーパック® VpCI® コルゲイト シート: 100% リサイクル可能なPE 製段
ボール板仕様｡ 函, コンテナーへの成形, スティールコイル, シート
の端面保護･ 防錆｡

コーパック® EX VpCI® フィルム : HDPE製押し出し成形VpCIフィルム｡
鉄及び非鉄金属防錆｡ バリヤー特性に富む｡ 32 µ厚規格｡

コーパック® VpCI® ライナー フィルム : HDPE製VpCI防錆ライナーフィル
ム｡ クレートやボックスライナーとして又現場での形状合わせが容易

なシート｡

コーパック® VpCI® マスキング フィルム: 引っ掻きや傷防止 防錆フィ

ルム｡ 高機能PET樹脂 とシリコン剥離剤との組合わせフィルム｡ 平
滑な表面へはしっかり密着し, 剥離剤の残渣を残さない仕様になって
います｡

コーパック® VpCI® スキン フィルム, 特許取得: 透明スキンフィルムで
多種金属防錆VpCIフィルム｡

透明性が高く, 外部から目視出来るので陳列用製品
パッケージ, 保管パッケージなど向き｡

コーパック® VpCI® ストレッチ フィルム, 特許取得 : 結束力に富み製品
にしっかり巻き付き安全性を確保, 多種金属防錆フィルム｡ 粘着剤を
残しません｡ 機械巻き用, ハンド巻き用があります｡

コーシール® VpCI® フィルム: 相互粘着性気化防錆フィルム｡ 接触防
錆, 気化防錆 両機能併せ持つ, 本フィルム同士しか粘着しないフィル

ム｡ 包装されたパーツには残渣を残しません｡

コーシールド® 織り込みPE フィルム: 布の様に織りこまれたPEシートと強

力不織布(内側)との貼り合わせ｡ 包装材との摩擦などを嫌う繊細な
パーツ類の強力防錆シート包装材 ｡

エコシールド® 強化フィルム : 高機能保護フィルム｡ 不織布で強化し
た, 結露防止, 摩耗防止フィルム｡ 生分解性フィルム｡

エコウイーブ VpCI® 織り込みPE シート: 強度強化型VpCI® フィルム｡
物理特性を上げ, 引き裂き強度をました防錆フィルム｡ 生分解性強化
フィルム｡

ミルコアー® VpCI® シュリンク フィルム, 特許取得: 多種金属防錆に加え
て耐紫外線性を持たせた重仕様複合強化VpCI防錆フィルム｡

250 ミクロン厚: 標準品｡

使用例: コーテック社のVpCIフィルムは, まれに大型機器の輸出
にも使用され, スティールコイルのラッピング, 電子/電気コン

ポーネント, 車体全体や装置のラッピング, コンテナーのライニ
ングや梱包など様々な目的に使用され, 小型部品等はジップ付き
のバッグに入れる等 用途は限りがありません｡

VpCI 防錆 フィルム



使用が簡単で, 調整が容易な強力VpCIフォーム･ ファブ
リック 防錆･保護材

コーテック社のVpCIフォーム(発泡体スポンジ) 及び
ファブリックは多種金属防錆機能と乾燥機能を組み
合わせた製品です｡
VpCIフォーム及びファブリックは, それだけの使用
でも充分多種金属防錆機能を果たす事が出来ますが,
VpCI防錆フィルムで梱包した大容量内部の防錆力強
化として併用も可能です｡

簡便で強力多種金属防錆が出来ます｡
 VpCI フォーム及びファブリックは防錆紙や

フィルムの 10 倍の防錆力があります｡
 VpCI 防錆分子の拡散が早く, 飽和し易いの

で, 船出しまでの時間を短縮出来ます｡
 帯電防止や注文サイズに対応しています｡
 軽量なのでハンドリングチャージ, 輸送費,

保管費の低減に繋がります｡
 防錆力の計算が形状により決まっています

ので, 簡単に使用量が解ります｡

VpCI®-131 防錆剤含浸フォーム パッド: 小空間向
け多種金属防錆VpCI® フォーム材｡

VpCI®-132 フォーム パッド: 25 cm x 25 cm x 0.625
cm フォーム シート, 防錆乾燥材｡ 防錆紙,防錆
フィルムの10倍の防錆力｡ (面積比)

VpCI®-137 フォーム ロール : 防錆空間に合わせ
て必要量をカットして使用｡
(以上 VpCI® 130 シリーズ フォーム グレード)

バイオ パッド, 特許出願中: VpCI防錆剤含浸100% 生
分解性不織布｡

コーパック ファブリック: VpCI防錆材含浸ポリエスター
不織布｡

使用例: コーテック社のVpCI含浸フォーム製品は広い
表面積のある空間の防錆に適しています｡ 貨物コン
テナー内全域にVpCI防錆分子を素早く拡散させ, 製
品や, 凹凸や込み入った構造のある装置類の防錆に
適しています｡ VpCI含浸フォームは又, 大型梱包,
海洋運搬コンテナーを長期間に渡り防錆します｡

VpCI フォーム, ファブリック



VpCI® クッション製品 —
敏感な装置類に対する究極の防錆戦略｡

コーテック社の防錆機能付き緩衝材グレードは, 強
力な破損防止と錆防止機能の組合わせで, 殆どの梱
包に対応出来, 又注文サイズに対応します｡
VpCI防錆緩衝材は, 塗装, 溶接, クリーニングなど
の次の工程にも影響を与えません｡ 又, プラス
ティック類, エラストマーや光学特性にも何ら影響
はありません｡

VpCIクッション グレードは多種金属防錆は元より,
無毒で, 電子部位品など繊細な製品の高性能緩衝材
です｡

コーパック® VpCI® バブル, 特許取得 : 緩衝機能
と防錆機能を併せ持ち, 繊細/敏感な機器類を保護
します｡ 保護敷物として又, 詰め物, 仕切り等板
など用途は自在で巾広くあります｡

使用例: コーテック社のVpCIクッション グレード
は巾広く梱包助材として繊細･精密な電気部品類な
どの防錆兼緩衝材として使用されています｡ 破損
や引っ掻きからも保護する等, 用途は様々です｡
VpCIクッショングレードは多種金属の防錆材で,
無毒配合です｡

VpCI® インサートには簡便な定量投入グレードの
選択肢があります｡

コーテック® インサートシリーズは全ての金属表
面の防錆･ 保護に使用できます｡
VpCI防錆分子が梱包内金属の, あらゆる個所に吸
着され, 防錆保護膜を形成します｡ 頻繁に開閉す
る梱包等にも, コーテック インサートから拡散し
たVpCI防錆膜は自己回復性がありますので, 使用
可能です｡ コーテック インサートは, 安全に使
え, 様々な梱包スタイルに対応しますので, 多種
金属を防錆するのに面倒が無く, 有効な方法です｡
インサート製品のポーチ類やタブレット, サーク
ル類は自動又は手動で挿入が出来ます｡

VpCI® -133 フォーム角形: VpCI含浸フォーム(発泡
体スポンジ)は, 裏面に接着剤付きなので梱包内の何
処でも簡単に貼り付けて使用できます｡ (理想的には
梱包内 上部) 小型梱包向き｡ 14リッター防錆容積｡

VpCI® -136 フォーム 角形: VpCI含浸フォーム(発泡
体スポンジ)ですが､ 裏面に接着剤はありません｡
縦に差し込んで, 製品の間に使用することも出来ま
す｡ 小型梱包向き｡ 7リッター防錆容積

コーパック® 1-MUL タイベック ポーチ: VpCI防錆剤
の粉体を入れてあります｡ タイベック紙はVpCI防錆
分子を透過させ空気中に拡散させます｡
小型梱包向き｡ 28リッター防錆容積

コーパック® タブレット: VpCI防錆剤をタブレット型にし
てあります｡ 梱包に内に入れて置くだけで梱包内に
防錆雰囲気を充満させます｡ 多種金属防錆用｡
7リッター防錆容積｡

使用例 : コーテック VpCI インサートシリーズは防
錆主材として又, 助剤として他の防錆フィルム､バッ
グ, 防錆段ボール等と併用する事で, より確実に防錆
力を高め, 防錆期間の延長が計れます｡



コーテック社の巾広い, 最先端水準のコンポスタブ
ル(堆肥化)製品群は, 環境安全に根ざした開発の結
果, 梱包材製品で, 毎日使用しても環境汚染への影
響を抑える製品となり完成しました｡
コーテック社は, 世界の同業他社に先駆けバイオデ
グラダブル(生分解可能)やコンポスタブル パッケイ
ジング製品を多数展開しています｡

一般用買い物袋から高機能バリヤーやストレッチ
フィルムまであり, Eco Film®, Eco Works® 及び
Eco Wrap® 等の機能別グレードに分かれています｡
旧来製品に比べて多くの利点を持っています｡

 ASTM D 6400 スペック及び EN13432 合格｡
 廃棄費用の削減及びゼロ化｡
 強度を上げているため原料使用量が少ない｡
 保管中 安定｡
 物理特性の調整が可能｡
 強度があり, 耐熱生, 耐湿気, 耐化学特性があ

ります｡
 微生物(土中の)と接触したときのみ分解が開始

します｡
 一旦堆肥化が始まると, 数週間の内に完全に分

解します｡
特注配合
要求される最も厳しい使用条件や物理強度にも対
応して特注の配合も可能です｡

バイオクッション® : 認定済みの生分解性エアークッション(バブ

ル)｡ 環境に優しい梱包保護クッションで, 旧来の詰め物クッ

ション材の代換え品です｡

エコフィルム 高機能ポリエステル配合生分解フィルム: PEフィル
ムの代換え品として使用できます｡ ロール巻き, 各サイズバッ
グ, カバーフィルム｡

エコフィルム® 冷凍フィルム, 特許取得: 完全にコンポスタブル
ポリエステルフィルムで高温, 低温,冷凍使用が可能です｡

エコワークス® フィルム, 特許取得: 高機能ポリエステルブレンド
と生分解樹脂との配合フィルム｡ エコフィルムに比較し多少剛
性があります｡ サイズ各種供給可能｡

エコワークス® マスターバッチ樹脂: 脂肪族と芳香族ポリエステル
配合樹脂で生分解性フィルムの押し出し成形用｡ PEやPPフィル
ムの代換えフィルム成形用｡
エコラップ®, 特許取得: 認定されたポリエステル(ASTM D 6400)
に生分解性粘性コーティングしたラップ用フィルム｡ 強度が高
く, それだけ薄く, パレット包装や保護ラッピングにも少量で
すみます｡
使用例: コーテック社のコンポスタブルフィルムは, 農業使用や
使い捨て商品, キャリーバッグ, 大型バッグ, 買い物バッグ,
廃棄物バッグ, ストレッチフィルムとして使用できます｡
農業･園芸用, 軍事使用にも適しています｡

● 生分解性 コンポスタブル,
● VpCI エココア



新しいバイオデグラダブル及びコンポスタブルフィルム｡
工業界へ新風 (生分解性, 堆肥化フィルム)

コーテック社技術は, 工業界や政府の求める厳しい
環境規制に対応する生分解性フィルムを開発し続け,
それに成功しました｡
例えばエココア® フィルムは, 卓越した防錆保護機
能を有し, 同時に100% 生分解し炭酸ガスと水になり,
分解後その侭土中に放置し分解出来る製品です｡

エココア® は､ 全ての環境対応と機能を満足させたエ
コフィルム® とVpCI防錆技術とを組み合わせた製品
です｡ エココア®は, 鉄及び非鉄金属用防錆フィル
ムで, このフィルムの物理特性により, 仕切りフィル
ムやライナー用途などの特殊梱包に使用できます｡
コーテック社のエココアは, 完全生分解性で堆肥化が
可能な世界で唯一の特許済み防錆フィルムです｡

エココア® ESD
エココア® ESDは, 100%生分解性があり電気電子工
業向けに開発された帯電防止･ 防錆フィルムです｡
MIL-PRF-81705D に合致し, 優れた静電防止･ 防錆機
能があります｡ 多種金属の防錆が可能で, 接触/バリ
ヤー/気化防錆/帯電防止機能を合わせ持っています｡

エココア® 生分解性VpCI® フィルム: 脂肪酸, 芳香
族系コーポリマーVpCI フィルム｡ 炭酸ガスと水に
100%分解します｡ 多種金属防錆でゴミになりま
せん｡ BPI 堆肥化認証｡ バイオ由来原料を40%ま
で配合出来ます｡

エココア® 生分解性VpCI® ESD フィルム: 生分解
性ポリエステル 多種金属防錆, 帯電防止フィル
ム｡ 土中などに放置するとCO2 とH20に生分解しま
す｡ バイオ由来原料を40%まで配合出来ます｡

使用例: エココア® 及びエココア® ESD は, 部品
や装置類, 電気･電子部品の輸出や保管梱包に適し
ています｡ 堆肥化廃棄工場等では数週間で完全に
生分解します｡



製品 概要 保護金属 包装単位

VpCIR-144
多種金属防錆, ﾊﾞﾘﾔｰｺｰﾄ紙｡ ﾜｯｸｽ紙, ﾎﾟﾘｺｰﾄ紙の代換え｡ 無

毒, 亜硝酸塩ﾌﾘｰ, ﾘｻｲｸﾙ可能
各種金属 規格品, 注文

VpCIR-145
多種金属防錆｡ 高級天然ｸﾗﾌﾄ紙使用の帯電防止機能付き｡

電子･電気機器包装向け｡
各種金属 注文のみ

VpCIR146-
多種金属防錆｡ 高級天然ｸﾗﾌﾄ紙使用の無毒, 亜硝酸塩ﾌﾘｰ,

100%ﾘｻｲｸﾙ可能｡ 個別包装向き｡
各種金属 規格品, 注文

VpCIR-146 ｸﾚｰﾌﾟ
多種金属防錆｡ 高級天然ｸﾗﾌﾄ紙使用の無毒, 亜硝酸塩ﾌﾘｰ,

100%ﾘｻｲｸﾙ可能｡ ｸｯｼｮﾝ性に優れている｡
各種金属 注文のみ

VpCIR-148 優れた防錆性能に加え, ｸﾞﾘｰｽ, ｵｲﾙ, 溶剤不透過性 各種金属 注文のみ

VpCIR-149
優れた多種金属防錆｡ 錆びに過敏な銅, ｱﾙﾐﾆｭｳﾑ, 鋳鉄の防

錆に適している
各種金属 注文のみ

ｺﾛｿｰﾊﾞｰVpCIR紙
多種金属防錆に加え, 漂白紙を使用, H2Sｶﾞｽ吸着性能あり｡

銀, 金などの貴金属類の防錆向き｡
各種金属 規格品, 注文

ｺｰｼｰﾙVpCIR ﾌｨﾙﾑ
無毒配合の防錆ﾌｨﾙﾑ, 柔軟性に富み, 軽量｡ 同ﾌｨﾙﾑ同士のみ

粘着する｡ 簡便にｼｰﾙﾄﾞ空間を得る｡
各種金属 注文のみ

ｺｰﾊﾟｯｸ ﾗｲﾅｰ ﾎﾞｰﾄﾞ
多種金属防錆ﾗｲﾅｰ ﾎﾞｰﾄﾞ｡ 無毒, 硝酸塩ﾌﾘｰ｡ 箱, 段ﾎﾞｰﾙ箱

の製造に適している｡
各種金属 注文のみ

コーテイナー
VpCI防錆及び防湿ｺﾝﾃﾅｰ｡ 内部はVpCIがｺｰﾄされ, ﾊﾞﾘﾔｰ性

もあり, 安全, 効果が一体となった防錆箱｡
各種金属 注文のみ

ｴｺｼｰﾙﾄﾞVpCIR

ﾍﾟｰﾊﾟｰ/ﾗｲﾅｰﾎﾞｰﾄﾞ
多種金属防錆用VpCI防錆+ﾊﾞﾘﾔｰｺｰﾄされた紙｡

防湿, 耐油性があります｡
各種金属 注文のみ

VpCIR強化紙
VpCI防錆剤がｺｰﾄされた強化紙｡ 鉄鋼, ﾒﾀﾙ類の梱包に適し

ています｡
各種金属 規格品, 注文

VpCIR ﾎﾟﾘｺｰﾃｯﾄﾞ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝで裏打ちされた強化防錆紙｡ 湿度に強く, ﾊﾞﾘﾔｰ性に

富んでいる｡ 鉄及び非鉄金属の防錆向き
各種金属 規格品, 注文

ｺｰﾊﾟｯｸVpCIR

ﾏｽｷﾝｸﾞ ﾌｨﾙﾑ
各種金属部品用 防錆ﾏｽｷﾝｸﾞﾌｨﾙﾑ｡ 軽度の錆び, 変色, 染み,

白錆び, 酸化皮膜から保護｡ 引っ掻き傷及び傷から守ります｡,
各種金属 注文のみ

VpCIR-125

帯電防止ﾌｨﾙﾑ
透明, 多種金属用, ﾋｰﾄｼｰﾗﾌﾞﾙ静電防止防錆ﾌｨﾙﾑ｡

ﾘｻｲｸﾙ可能｡ MIL PRF-81705D 表面抵抗, 静電放出認可品｡
各種金属 注文のみ

VpCIR-126 ﾌﾞﾙｰ
透明, PE VpCI多種金属防錆ﾌｨﾙﾑ｡ ﾋｰﾄｼｰﾗﾌﾞﾙで, ｼﾞｯﾌﾟﾛｯｸﾌｨﾙ

ﾑ及びｼｭﾘﾝｸ ﾌｨﾙﾑ仕様あり｡ VpCI-126 MILはMIL PRF

220190, QPL 4350-OB120(3)

各種金属 規格品, 注文

VpCIR-ｺｰｷｬｯﾌﾟ

VpCI-126及びｴｺｳｲｰﾌﾞ製のｼｬﾜｰｷｬｯﾌﾟ状｡ 機械類の突起部分

に被せ防錆｡ 直径2.5cmから60cmまで成形可能｡ 簡便に防

錆が可能

各種金属 注文のみ

製品ガイド



製品 概要 保護金属 包装単位

ｺｰﾊﾟｯｸEX ﾌｨﾙﾑ
31.25 µ厚のHDPE製VpCI 共押し出し成形防錆ﾌｨﾙﾑ｡ 無

毒, 亜硝酸塩ﾌﾘｰの多種金属防錆ﾌｨﾙﾑ｡ 超軽量, 柔軟性に

富む｡ 透明で外からの目視部品検査が可能

多種金属
規格, 注文

ｺｰﾊﾟｯｸVpCIR ﾗｲﾅｰ

ﾌｨﾙﾑ
超軽量, 25µ厚HDPE防錆ﾌｨﾙﾑ｡ 形状に沿って梱包出来, 目

視検査が可能｡ 多種金属防錆, ﾘｻｲｸﾙ可能｡
多種金属 注文のみ

ｺｰﾊﾟｯｸ VpCIRｽｷﾝ

ﾌｨﾙﾑ
VpCIｽｷﾝﾌｨﾙﾑ, 多種金属, 透明ﾌｨﾙﾑ, 展示部品ｹｰｽ等 多種金属 注文のみ

コーネッティング
高級PEを押し出し成形したｺｰﾃｯｸ社多種金属用防錆網

(ﾈｯﾃｨﾝｸﾞ)です｡ 保護網の役目をし, ｸｯｼｮﾝとしても有効で,

繊細な機械ﾊﾟｰﾂ, 部品の保護防錆｡

多種金属 注文のみ

ｺｰﾊﾟｯｸ VpCIRﾊﾞﾌﾞﾙ 多種金属防錆ｸｯｼｮﾝ材｡ 優れた梱包材, 精密部品保護 多種金属 規格, 注文

ｺｰﾊﾟｯｸ ｽﾄﾚｯﾁ ﾌｨﾙﾑ
多種金属防錆ﾌｨﾙﾑ｡ 無毒, ﾘｻｲｸﾙ可能, 透明性VpCI防錆ﾌｨ

ﾙﾑ｡ 突き差し強度, 引き裂き強度に富む｡ 機械巻き及びハ

ンド巻きがあります｡

多種金属
規格, 注文

ｺｰﾊﾟｯｸ VpCIR

ｺﾙｹﾞｰﾄ PE ｼｰﾄ
100%ﾘｻｲｸﾙ可能な梱包材｡ 箱, ｺﾝﾃﾅｰ, ﾄｰﾄへの製造材｡

段ﾎﾞｰﾙ状防錆ｼｰﾄ｡
多種金属 注文のみ

ｺｰﾊﾟｯｸ VpCIR

ﾊﾟｲﾌﾟ ｺｰﾄﾞ
LDPE製VpCI防錆ｺｰﾄﾞ｡ 鉄及び非鉄製長尺ﾁｭｰﾌﾞ製品の

内部に通して防錆｡
多種金属 規格のみ

ﾐﾙｺｱｰ ｼｭﾘﾝｸ ﾌｨﾙﾑ
複合機能ﾌｨﾙﾑ｡ 多種金属, 耐UV剤配合の最強, 外部保

管を可能にする防錆保護ﾌｨﾙﾑ｡
屋内･戸外

規格, 注文

ｴｺｳｲｰﾌﾞ ﾌｨﾙﾑ
編み込みPEﾌｨﾙﾑ｡ 突き先強度, 引き裂き強度に優れ

重量のある, 大型製品の梱包向き｡ 無毒, 多種金属用
多種金属

規格, 注文

ｴｺｼｰﾙﾄﾞ ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ
編み込み材入り不織布貼り合わせﾌｨﾙﾑ｡ 多種金属を含む

機器類の防錆｡ ｼﾞｯﾊﾟｰの取り付けが可能です｡
多種金属

規格, 注文

ｺｰｼｰﾙﾄﾞ VpCIR

網入りPE ﾌｨﾙﾑ
網入り多層防錆ﾌｨﾙﾑ｡ 内側にある不織布が接触面に優しく,

LDPEとHDPEの押し出し成型で強靱｡
屋内･戸外

規格, 注文

ｺｰﾗﾑ LD ﾊﾞﾘﾔｰ

ﾗﾐﾈｰﾄ
ﾌｨﾙﾑ, ﾊﾞｯｸﾞ状可能｡ 多種金属防錆ｱﾙﾐ複合製品｡

15年防錆梱包が可能｡
多種金属 注文のみ

VpCIR-131
ｳﾚﾀﾝ ｽﾎﾟﾝｼﾞ製 VpCI含浸材｡ 5x25x0.64厚cm

多種金属防錆｡

42ﾘｯﾀｰ

容積防錆
250片/ｶｰﾄﾝ

VpCIR-132
ｳﾚﾀﾝｽﾎﾟﾝｼﾞ製 VpCI含浸材｡ 25.4x25.4x0.6厚cm

多種金属防錆｡

250ﾘｯﾀｰ

容積防錆
250 片/ｶｰﾄﾝ

VpCIR-133
ｳﾚﾀﾝｽﾎﾟﾝｼﾞ製 VpCI含浸材｡ 接着ﾃｰﾌﾟ付き｡

2.5x2.5x0.64厚cm 多種金属防錆｡

14ﾘｯﾀｰ

容積防錆
1､000片/ｶｰﾄﾝ

VpCIR-136
ｳﾚﾀﾝｽﾎﾟﾝｼﾞ製 VpCI含浸材｡ 接着ﾃｰﾌﾟ無し

2.5x2.5x0.64厚cm 多種金属防錆｡

12ﾘｯﾀｰ

容積防錆
1､000 片/ｶｰﾄﾝ



製品 概要 保護金属 包装単位

VpCIR-137
ｽﾎﾟﾝｼﾞ含浸VpCI防錆材｡ 39.6x137.2x0.685cm｡

多種金属防錆, 無毒, 亜硝酸塩ﾌﾘｰ

280ﾘｯﾀｰ

防錆容積
1ﾛｰﾙ/ｶｰﾄﾝ

ｺｰﾊﾟｯｸ ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ
ﾎﾟﾘｴｽﾀｰ不織布にVpCIを含浸｡ VpCI気化分子の拡散に優れ,

ｸｯｼｮﾝ材としての機能を持つ｡

280ﾘｯﾀｰ

防錆容積
1ﾛｰﾙ/ｶｰﾄﾝ

VpCIR-150 ﾃｰﾌﾟ
ｽﾎﾟﾝｼﾞ含浸VpCI防錆材｡ 防錆, ｸｯｼｮﾝ製, 帯電防止など複合

機能を持つ, 多種金属防錆, 無毒, 亜硝酸塩ﾌﾘｰ｡ 1.9cm巾 x

3.7m x 0.6cm厚､ﾃｰﾌﾟ状｡

5ﾘｯﾀｰ/2.5cm

防錆容積
6ﾛｰﾙ/ｶｰﾄﾝ

VpCIR-170 ﾃｰﾌﾟ
ｽﾎﾟﾝｼﾞ含浸VpCI防錆材｡防錆, ｸｯｼｮﾝ製, 帯電防止など複合機

能を持つ, 多種金属防錆, 無毒, 亜硝酸塩ﾌﾘ-｡ 5.1cm巾 x 6.1m

x 0.6cm 厚, ﾃｰﾌﾟ状｡

30ﾘｯｰ/2.5cm

防錆容積
1ﾛｰﾙ/ｶｰﾄﾝ

ﾊﾞｲｵ ﾊﾟｯﾄﾞ
100%生分解性のある不織布にVpCIを含浸させた画期的な防

錆ﾃﾞｨﾊﾞｲｽ｡ 環境に優しく, 原料巡回(ｻｽﾃｲﾅﾌﾞﾙ)する防錆材
4.5m3/m2 注文ｻｲｽﾞ

ｺｰﾊﾟｯｸ 1-Mul
ﾀｲﾍﾞｯｸ製のﾊﾞｯｸﾞ入りで気化しやすいVpCI防錆ﾃﾞﾊﾞｲｽ｡ 梱包内

に置くだけの簡便使用が出来ます｡

28ﾘｯﾀｰ

防錆容積
300個/ｶｰﾄﾝ

ｺｰﾊﾟｯｸ ﾀﾌﾞﾚｯﾄ
VpCI防錆剤のﾀﾌﾞﾚｯﾄ型｡ 1粒 7ﾘｯﾀｰ容積防錆｡

MIL I-22110C 認可済み

7ﾘｯﾀｰ

防錆容積
1000個/ﾎﾞﾄﾙ

ﾊﾞｲｵ ｸｯｼｮﾝ 生分解性認証済みの緩衝剤 梱包助材｡ Non VpCI 注文ｻｲｽﾞ

ｴｺ ﾌｨﾙﾑ
高機能ﾎﾟﾘｴｽﾀｰ梱包ﾌｨﾙﾑ｡ ASTM D6400生分解性認証済み

で従来のLPFPE, HDPE等樹脂ﾌｨﾙﾑの代換え品｡ ｼｰﾄ, ﾁｭｰ

ﾌﾞ, 平/ｶﾞｾｯﾄ袋, その他形状が可能
Non VpCI 規格, 注文

ｴｺ ﾌｨﾙﾑ ｸﾘｵｼﾞｪﾆｯｸ
高機能ﾎﾟﾘｴｽﾀｰ梱包ﾌｨﾙﾑ, 低温(冷凍), 高温対応｡ ASTM

D6400生分解性認証済みで従来のLPFPE, HDPE等樹脂ﾌｨﾙ

ﾑの代換え品｡ ｼｰﾄ, ﾁｭｰﾌﾞ, 平/ｶﾞｾｯﾄ袋, 他
Non VpCI 規格, 注文

ｴｺ ｺｱ ﾌｨﾙﾑ
ASTM D6400100%生分解性認証済みで, 堆肥化が可能な

防錆ﾌｨﾙﾑ｡ LDPEﾌｨﾙﾑより引っ張り, 引き裂き強度物理特性に

優れ, 耐水, 耐安定性が高く, 使用中に分解しません｡

24ヶ月 注文ｻｲｽﾞ

ｴｺ ｺｱ ESD
認証済みの堆肥化できるﾌｨﾙﾑ, 且つESD(帯電防止), 防錆ﾌｨﾙﾑ

です｡ 世界初の開発品｡
24ヶ月 注文ｻｲｽﾞ

ｴｺ ﾜｰｸｽ ﾌｨﾙﾑ
変成ﾎﾟﾘｴｽﾀｰ梱包ﾌｨﾙﾑで, 堆肥化及び生分解性ASTM

D6400,及びEN13432認可製品｡ LDPE, HDPEの代換え用

ﾌｨﾙﾑ｡ 注文ｻｲｽﾞ可能｡
Non VpCI 規格, 注文

ｴｺ ﾜｰｸｽ ﾚｼﾞﾝ
変成ﾎﾟﾘｴｽﾀｰ梱包ﾌｨﾙﾑ材料ﾚｼﾞﾝで, 堆肥化及び生分解性あり｡

環境に優しく, 堆肥化可能｡
Non VpCI 注文ｻｲｽﾞ

ｴｺ ﾗｯﾌﾟ ﾌｨﾙﾑ

変成ﾎﾟﾘｴｽﾀｰ梱包材で, 堆肥化及び生分解性がありASTM D

6400認可製品｡ 粘着性のあるﾗｯﾌﾟﾌｨﾙﾑ｡

通常のｽﾄﾚｯﾁﾌｨﾙﾑの代換え品｡ PEの200-300%の強度を持つ｡

自動巻き, 手巻き｡

Non VpCI

厚み , 手動 ,

自動, 注文ｻｲ

ｽﾞ

ｴｺ ﾀｲ
強度もあり生分解性縛り紐｡ より紐/金属ﾜｲﾔｰ/ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸﾍﾞﾙﾄ

の代換え品｡
Non VpCI 注文巻き



最高のコーティング製品は最高の製造ラインから

コーテック社の先端を行くコーター
は, 種々のコーティング技術, つま
りロール移動, Mayerロッド, エ
アーナイフ, スロットダイなどを駆
使し高品質のフィルムや紙を製造し
ています｡
又, 最高技術の浮揚オーブン, 裏面
加湿, 先駆的カールコントロールの
出来るフォイル貼り付け工程などの
技術を使用しています｡
コーテックは又幅広スーパーカレン
ダーを持ち, 種々の仕上がりや全面
混合が可能です｡
コーテック社工場内でコーティン
グ, 仕上げ, コンバート作業が可能
で, 全製品を一貫して製造していま
す｡

コーテック社の最高水準のフィルム及びバッグ製造

コーテック® 社は, 防錆フィルムやバッグを自社工場内での一貫統合
製造している唯一のメーカーです｡ 弊社アドバンスフィルム事業部
は, フィルム巾8.255cmから12m巾まで製造出来, 20,000トン/年の能
力を持つ世界最大の防錆フィルム工場です｡
VpCI®-126 ブルーは, 防錆フィルム及び防錆バッグ ブランドでは世
界的なベストセラー商品です｡

VpCI® マスターバッチは, 最高技術で製造されたコンパウンドです｡
マスターバッチを自社工場で生産しているため, フィルム製造に係る
品質のコントロールも万全です｡

コーテック ･ ジャパン
Tel 03-5287-6167
Fax 03-5287-6168

mailto: harrym@cortecjapan.com

harrym@technochem.co.jp

コーテック社は, 製品のライフタイム(原材料管理から完成品まで) を通じ, 防錆に

関する全ての問題解決に献身的に努めています｡ コーテック社はこと防錆関連製

品では, 全ての工程で使用･ 実績のある製品を開発し, 提供しています｡ 錆び落と

し, クリーナー, 機械加工油, 水溶性/油性コーティング剤, 防錆材, ペイント剥がし,

エミッター, パウダー, 梱包紙/フィルム, 水処理剤, コンクリート混和剤, 水添加剤,

オイル, ポリマーなど ｡

詳細はコーテック社, 及び 国内レップ, ディストリビューターへご連絡下さい｡


