NC-701
リン系難燃ポリエステルコート剤
「NC-701」は、PETフィルムに難燃性を付与する透明コート剤です。
本製品は、地球環境に配慮したハロゲンフリーの難燃剤です。
PETフィルムに塗工する量により、難燃性VTM-0が可能です。
★製品の特長
◆ 人・環境に優しいハロゲンフリーの難燃コート剤です。
◆ PETフィルムに塗工することにより難燃化が可能になります。
◆ 塗工量を調整することにより、難燃性VTM-0にすることが可能です。
◆ 塗工面は透明で、難燃剤のブリードアウトもありません。
◆ コロナ処理のPETフィルムに接着可能です。

★用途
◆ PETフィルムラベルの難燃化に最適です！
◆ PETフィルムを難燃フィルム化することが可能です！

★製品入目（荷姿）
15Kg 石油缶

★取扱い上のご注意
・SDS内 「7. 取扱い及び保管上の注意」 事項をよく読み、
「8. 暴露防止及び保護措置」 記載の設備対策を行って下さい。

★適用法令等
安衛法有機則 : 第二種有機溶剤

ＰＲＴＲ法 : 該当
消 防 法 : 第4類引火性液体 第一石油類
★ＧＨＳ 絵表示

・本製品の残液、空容器、蓋は全て産業廃棄物として処理して下さい。

その他詳細については、SDS（安全データシート）を必ずお読み
頂いた上で適切にご使用下さい。

★SDS 管理番号
1-0285-01

販売代理店

ISO9001・14001認証取得工場

日本シーマ株式会社
本社工場
第二工場
東京営業所
大阪営業所

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7510
TEL 0280-84-3871
FAX 0280-84-3874
〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7420
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-12-14
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町4-19-1

http://www.n-cima.co.jp

NC-701
リン系難燃ポリエステルコート剤

TECHNICAL DATA
【化学的／物理的性質】
◆性 状

淡褐色透明液体

◆主 成 分

ポリエステル樹脂

◆ 不 揮 発 分（％）

38 ～ 42％

◆溶 媒 組 成

ＭＥＫ／トルエン＝３０／７０

◆ 粘 度（２５℃）

２００～５００ ｍＰａ・ｓ

◆ 難燃性能評価（参考）
【拡大図】
23μm

13μm

未燃焼

・試験方法：薄手材料垂直燃焼試験（ＡＳＴＭ Ｄ４８０４）
２５μm ＰＥＴフィルムにＮＣ－７０１をｄｒｙ１３μm・２３μm塗工し、燃焼試験を実施。
ＵＬ９４ＶＴＭの判定：ＶＴＭ－０

※ 上記データは、全て当社測定による参考値です。

NC-772
リン系難燃アクリル粘着剤
「NC-772」は、リン系難燃剤を使用したハロゲンフリーの難燃性粘着剤です。
透明性に優れ、少量添加するだけで大変強い粘着力を発揮します。
低温条件下でも初期粘着力を保持し、基材の難燃性を損なわない粘着剤です。
★製品の特長
◆低有害性
リン系難燃剤を使用、ハロゲンフリーのため低有害性です。
◆安定性
低不揮発性で耐熱性の高いリン系難燃剤を使用して
いるので、高温条件下でも性能低下しません。

荷姿写真掲載

◆粘着性
難燃性の高いリン系難燃剤を使用しており、少ない
添加量でも強い粘着力と透明性を発揮します。
◆作業性
初期接着性が良好で、作業性の良い製品です。

★製品入目（荷姿）
15Kg 石油缶

★取扱い上のご注意
・SDS内 「7. 取扱い及び保管上の注意」 事項をよく読み、
「8. 暴露防止及び保護措置」 記載の設備対策を行って下さい。

★適用法令等
安衛法有機則 : 第二種有機溶剤

ＰＲＴＲ法 : 該当
消 防 法 : 第4類引火性液体 第一石油類

★ＧＨＳ 絵表示

・本製品の残液、空容器、蓋は全て産業廃棄物として処理して下さい。

その他詳細については、SDS（安全データシート）を必ずお読み
頂いた上で適切にご使用下さい。

★SDS 管理番号
1-0291-01

販売代理店

ISO9001・14001認証取得工場

日本シーマ株式会社
本社工場
第二工場
東京営業所
大阪営業所

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7510
TEL 0280-84-3871
FAX 0280-84-3874
〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7420
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-12-14
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町4-19-1

http://www.n-cima.co.jp

NC-772

リン系難燃アクリル粘着剤

TECHNICAL DATA
【化学的／物理的性質】
◆性 状

淡黄色液体

◆ 主成分

アクリル樹脂

◆ 色相（ガードナー）

2

◆ 不揮発分

52.0～56.0 (wt%)

◆ 粘 度（２５℃）

8,000～10,000 (ｍＰａ・ｓ)

◆ 溶剤

酢酸エチル/トルエン＝50/50

◆ 粘着力

420 (N/m)

◆ ボールタック

14

◆ 保持力

0.7

*粘着力:対ステンレス板、180°引きはがし法(300mm/min)、温度23℃、湿度65%RH
*ボールタック:J.Dow法、助走100mm、温度23℃、湿度65%RH
*保持力:対ステンレス板、試料面積20x20mm、測定温度40℃、荷重1kg、1時間後測定

※上記の数値データは、すべて当社測定による参考値です。

PTS－201
金属／プラスチック用接着剤
「PTS-201」は、熱可塑性ポリエステル系の接着剤です。
アルミニウム、すずなどの難接着性金属とプラスチック類の接着に大変優れています。
低温度領域でも非常に安定した、高い接着強度を維持します。
★製品の特長
◆ アルミニウム、すずは、難接着性の金属として知られています。
そのため、これらの金属類とプラスチック製品を接合する接着剤は
多くありませんでした。 PTS-201は、その問題を解消するために
開発された金属／プラスチック接合用の強力接着剤です。
◆ シール加工は、120～200℃と幅広い温度領域で可能です。
加えて、接着強度はシール加工温度に影響を受けません。

荷姿写真掲載

◆ -10℃の低温度領域でも優れた耐久性を有し、剥離しません。
◆ ブロッキングがないため、フィルム・シート類は巻き取り可能です。
◆ PET、ポリカーボネート、PVC、繊維、木材などの素材と金属の
接着に適しています。

★製品入目（荷姿）
15Kg 石油缶

★取扱い上のご注意
・SDS内 「7. 取扱い及び保管上の注意」 事項をよく読み、
「8. 暴露防止及び保護措置」 記載の設備対策を行って下さい。

★適用法令等
安衛法有機則 : 第二種有機溶剤

ＰＲＴＲ法 : 該当
消 防 法 : 第4類引火性液体 第一石油類
★ＧＨＳ 絵表示

・本製品の残液、空容器、蓋は全て産業廃棄物として処理して下さい。

その他詳細については、SDS（安全データシート）を必ずお読み
頂いた上で適切にご使用下さい。

★SDS 管理番号
1-0284-01

販売代理店

ISO9001・14001認証取得工場

日本シーマ株式会社
本社工場
第二工場
東京営業所
大阪営業所

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7510
TEL 0280-84-3871
FAX 0280-84-3874
〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7420
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-12-14
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町4-19-1

http://www.n-cima.co.jp

PTS－201
金属／プラスチック用接着剤

TECHNICAL DATA
【化学的／物理的性質】
◆性 状

乳白色液体

◆ 主成分

熱可塑性ポリエステル混合物

◆ 不揮発分

１８～２２ wt％

◆ 粘 度（２５℃）

１００ ～ １０００ ｍＰａ・ｓ

【低温接着性】

剥離強度 [N/15mm]

20

室温

15

－10℃

10

5

0
未処理ＰＥＴ

アルミニウム

すず
( JIS Z0237準拠 )

接着剤膜厚＝3μm(dry)
接着基材 PETフィルム

※上記の数値データは、すべて当社測定による参考値です。

