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気化性防錆フィルム
ゼラスト

大洋液化ガス株式会社



はじめに

産 業界において製造、出荷、保管の各工程での崎範対策は、これまでグリース、崎範洵を金属表面に畳 ]
布する方法が一般的でした。しかし、これらの方法は
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ストを伴う煩4tな作撲工程を財要とし、また、作業環境の潮 しや作業員の健康への影害など、いくつもの間 |
題点が懸念されていました。特に環境基準の厳しい国内や欧米踏国では、グリース、R538泊の洗浄処理が間

題視され、従来の方法に代わる崎鉛対策が待たれていました。

ゼラストVC,フ ィルムは、ポリエテレンフィルムの特性に防衛機能をプラスさせ、包むだけで長期間の防
範を実現。これまでの問題を一挙に解決できる崎鏡方法として、国内外から高く評価されています。

特に近年は、『ゼラスト』各種製品を利用したドライR538のコンセプトがさまさまな分野へと広がり始臥
自動車関連、精密機械関連、鉄鋼関連、電子部品関連と、『ゼラスト』をご採用いただいている産業は多岐
に及Sよ うになりました。

GLOBAL LOCAT10N

ゼ ラス トVCIフ ィルムは技術開発売である米国NORTH=RN TEOHNOLOGlES lNTERNAT10NAL

CORPOWmO田 (米臥 MERiCAN STOCk ttЮHANO止 賜企業)と の含弁事業として、当社が約10年 前に日

本国内での製造及び販売を開始いたしました。筑化性崎銘フィルム 『ゼラスト』は、今日さまさまな国で

製造されており、世界NO. 1の 知名度と販亮奥組で顧害のニーズにお応えいたします。

《ゼラス ト海外サポー ト拠点》
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ゼラスト防鋪メカニズム

結配現象により、大気中に含まれている水黙気が冷やされて

水滴に変わります。この水滴が金属表面に付■すると金属面

に不均衡電位が生じ、これによる電気イヒ学反価によつて18が

形成されます。

ゼラストフィルムに混練されているゼラスト成分は、常温で

徐々に昇率 (気化)し て大気中の水慕気に潜解します。水蒸

気中に溶け込んだゼラスト成分によつて、金属表面にできる

不均衡電位を抑え、電気化学度価を抑制してRSaします。

ゼラストの特徴

過酷な環境下でも、長期間防衛が可能。

フィルムを1重包装するだけで防衛有効期間1年以上の高効力を持ち、高温 ・高湿下などの過酷
な現賜聡境でも高い効力を発揮します (水噴据6カ月間革願台格)。機械 ・自動車をはじめ3rE部
品関連の輸出・保管に最適で曳

作業負担を大幅軽減。

薬剤を混練加工しているためフィルムの衰夏がなく、作業が容易。また、内容物の確認が容易に
できる波黄色透明フィルムを使用しているため、輸出時の受入側通閣もスムースです。

世界に認められた安全性。

これまでの気化性防衛製品のほとんとよ 発ガン性物質 「ニトロツアミン」を形成するために必
要な化学物質である第2級 アミンを崎競剤として使用しております力k独 自に開発された当社の
防鏡剤には、第2級 アミンは無補使用しておりません。米国F.D.A。 (Food Drug Admin■
strat on)など、主要国において安全面での盟定を受けており、作業晴の人体への憲影世はあり
ません。



用途に応じて選べる

製品バリエーション

ゼラストフイルム
(鉄用、非鉄用、鉄非鉄両月)

ポリエチレンフィルムの特性を生かし、気化性防錆剤を混

練力1工したゼラス トフィルム。フィルムに表裏がなく、悪

条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。簡易包装

により、大幅な工数削減が可能です。金属の材質に合わ

せ、鉄用、非鉄用、鉄非鉄両用の3種類があります。

ゼラストエアセル
(鉄用)

エアセルの最大機能である緩衝効果に、さらに防錆効果を

加えた二面効果の包装材です。衛撃に弱い精密部品等の防

錆、傷防止に最適です。

ゼラストクラフ
(鉄用)

ワリフにゼラス トフィルムを張合わせする事により突き刺

し、引張 り強度が大幅に増強されました。重量物、複雑な

形状物に対して最適です。

ゼラストストレッチフィルム
(鉄用)

ス トレッチフィルムの特徴である伸縮性、密着性に加え防

錆機能を持ちます。鉄コイルや一般部品などに機械巻きも

可能です。

*在 庫品につきましては、都度お問い合わせ下さい。
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ゼラストコンテナ
(鉄用)

ゼラス トフィルムと同様、ヨンテナ製造時に防錯剤を混
練加工。長期防錆 (3～ 5年 )が 可能です。直射日光、
風雨等を避けた場所で保管して下さい。
コンテナ使用時には段室ね、あるいはヨンテナサイズに
適したフタを被せて、密閉度を高めて下さい。

*在庫品につきましては、都度お問い合わせ下さい。

ゼラストポリペーパー

(鉄用)

クラフト紅上にゼラス トフィルムのコーティングが施され
ているため、ヒー トシールが可能です。ポリとの二重包装
も不要です。

ゼラストエース
(鉄非鉄両用)

さまざまな部品の形状に合わせた成型加工が可能。また、
そのまま仕切り材、あるいは精密部品の防錯 トレイとして
も使用できます。

ゼラストESDシールド(旧ハイリークゼラスゆ
(非鉄用)

一枚のフィルムで付カロ価値の高い電子部品を静電気、酸化によ
る トラブルから解消します。導電性も界面活性剤タイプより優
れ、半透明により瞬時に内容物を見分ける事が可能です。

*規 格品、詳細につきましては、
ゼラストESDシ ールト(旧 夕ヽイリークゼラスト)専用カタログを
ご請求下さい。

(成形品例)



ロ

*印 は片開きです。(展開市は240 0 m / mとなります。)

黛 (鉄用)

標準品

ポリフィルム

シート&チューブ

ロ エアセル (鉄用)

ロ クラフ (鉄用)

ロ ポリペーパー (鉄用)

品番 規格

ZPF75 75gクラフト紙 1000m/mX'00m巻

品番 巾(lalarl) 長さ(lll) 厚み (llllll)

ZT5 05

品番 用途 フィルム色 巾(IllEI) 長さ(Ill) 厚み (Ixlltl)

MYF4090S

鉄 用 ライトイエロー

01

MYF4120S 12∞ ,30 91

MYF4120V * 1200 01

「MYF4090T 900 01

MYF4120T 1200 01

l.lYF6090S 150 015

MYF6120S 1 200 150 015

ROF4120S

鉄りF鉄両用 ピンク
1 200 150 01

ROF4120V * 1200 01

HOF4120V * 非鉄用 バーブル ,200 01

品番 巾X深 さ(IIIItl) フィルム色 数量(枚/ケ ース) 厚さ(IIII I)

MYF40313 80X130

ライトイエ回―

4800

l■4YF41016 100X160 2000

lvlYF41 320 130X200 2900 01

MYF41523 150X230 〕000 01

MYF42332 230× 320 1000 01

MYF42536 250X360 1000 01

MYF43046 300× 460 500 01

MYF64055 400× 550 250 015

MYF64662 460× 620 250 015

品番 巾(コ‐) 長さ(BII) 気泡径 (mlll)

ZEC-200 1200 100

品番 巾(I Ittrl) 長さ(lll)

MYFC1201 1200

ロ エース (鉄 ヲF鉄両用)



標準品

ロ ストレッチフィルム (鉄用)

ロ コンテナ (鉄用)

品番 内寸(・Elll) 内容量 数量(ケ/ケ ース)

ZC9B 315X240X120 88″ 10

*そ の他のサイズ 形状につきましても、特注品として承りますで
*製 品の仕様(サイズ 色調等)よ、予告なく変買する場合があります。
*製 造臼ットこよっては色卸に着手の違いが見られる場合がありますが、防館効果には全く問題ありません。

CUSTOMER SUPPORT

日本国内で

ゼラスト製品使用時に、当社のセールスエンシエアが氏社を統間して、
たします。

ン
D3‐鈴に関する各種討醸サービスをほとんど無料にて、ご提供しております。

フィール ドテス トサー ビス
 ぶ

昌もヌ皆二盾震じゼ編落誓増争
による調査 (包装及び網包時の立会確認を

最適な便用法をア ドバイスい

海外で

ゼラストを使用して景社の製品を海外へ輸出したときに、ほとんど全せ昇において輸出先現地での閣相調査を無料でご提

供しております。しかも世界eO力 国のゼラストグループまインターネットで結ばれておりますので、輸出先現地での調
査資料等を迅速に貴社にお届けする事ができます。                      _、 と一、下 ・

景社がゼラストを使用して製品を海外へ送った揚合、景社製品受け取り側でも防鍋に関する

知識をお要とする場合が度々あります。その場合、ゼラストグループであれば海外企業に対

する防錆技術の指導も実施しておりますので、tR社の手間をお取りしません。

海外での崎錆技術勉強会を随時開催しており、修了時には修了柾明書を発行いたします。

気化性防鎗剤を使用して海外へ製品をTai出した場合

● 気化性防錆剤の安全性の有無が海外でのクレームにつながる恐れがあります。
ゼラストグループでは、世界各地において気化性防船tlの安全性及び環境問題
を調査致します。

● 今日、安全性展ぴ環境問題に対しては寅なる注意が必要になりました。

品 番 巾(llllll) 長さ(Il) 厚み(llslll) 数量(本/ケ ース)

MCST1051 500 ハ
Ｖ

●
４ 0025 6

■,主 草帯●1■■■■スト

海外での防錆に関するア ドバイス

CERTIF〔 CAIE O● 人IIEN DANCC



金型の相包・輸送。保管・防錆

0ロ ックベルト

0院閉くンート

0シ ート固定□一プ

0ゼ ラスト防鏑フィルム

0牽 引□―プ

O振 動吸収ブレート

重呂輸送業者から宅配業者へ。

短期間 ・費心の輸送を実現。

使い捨ての梱包資材は、もう不要。

梱包や開梱にかかる手間 口寺間 経費を削減。

ゼラスト防錆フィルムが金型を錆から守る。

国内外、輸送中も防錆効果を発揮します。

M―Box Lサ イズ

絡東バン日判ガイド

パーツケース

ネームプレート・ケース

水深2mの 水槽実験で立証された

M Boxの 防水機能。

金型 関連部品 図面等を一緒保管。作業効率

の大幅なアップと取り扱いの標準化に効果。

クランプ

園
“rloコ可

皿

田
中

困
中国
岬

500X400× 450(mm)350k9 2段

M―Box Sサイズ 300X300× 300(mm)200kg 3段


