
樹脂成型⽤ケミカル専⾨ブランド

商品総合カタログ
・離型剤

・クリーナー

・防錆油

・パージ剤

世界で離型効果が認められた製品、
SLIDE社の離型剤を日本で本格的に販売

SLIDE製品 日本 初上陸、本格販売！！

カタログ内容は予告なしにメーカーが変更している場合があります。 化成品478-b-201704 201709改訂
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塩素系不使⽤ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

NSF登録 ●

⽶国⾷品認証（シリコン） ● ● ●

⽶国⾷品認証（⾮シリコン） ● ● ● ● ● ●

塗装可能 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

速攻タイプ ● ● ● ● ● ● ●

接着への影響無し ● ● ● ● ● ● ● ●

超⾳波溶着への影響なし ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

医療系の成型 ● ●

Slide Product社の提案する樹脂成型業界向けのブランドです。
Slide Product社は⽶国にて1963年に創業し、50年以上に渡り樹
脂成型業界専⾨のケミカルメーカーとして、お客様が求める品質・⽣
産性・経済性にお答えするべく、開発・拡販を続けてきました。

現在では世界15か国に200以上の代理店があり、世界中で愛さ
れるブランドとなっております。

離型剤シリーズ

熱硬化性樹脂⽤
40614 エポキシ系樹脂⽤離型剤

・塩素不使⽤ エポキシ樹脂専⽤離型
剤は名前の通り、エポ
キシ樹脂⽤に開発され
た離型剤です。合成
ワックスベースで、シリコ
ンを含みません。エポキ
シ樹脂等、汎⽤タイプ
の離型剤を使⽤した際
に発⽣するべたつきを防
ぐよう設計され、⽣産
性の向上に貢献します。

・⾮シリコン系で合成ワックスベー
ス

・射出成型、エンキャプシュレーショ
ン、ポッティングに

・エポキシ樹脂、ポリエステル、フェ
ノール樹脂の成型に

・最⼤使⽤温度:232℃

41712 デュラコート

・塩素不使⽤ デュラコートは特殊な離
型剤で、成型した部品
には移りません。あらゆ
る⾦型表⾯に乾燥膜を
形成し、汚れがつきにく
く、⾊の移りも起こしま
せん。焼きを⼊れると塗
装も可能です（121℃
で15分）

・ウレタン系とエポキシ系樹脂成
型に対して耐久性を発揮します。

・パーツを変⾊させません

・焼きを⼊れると塗装可能

・サイクルを伸ばします

・最⼤使⽤温度:315℃

45812H ウレタン樹脂専⽤離型剤

・塩素不使⽤ ウレタン樹脂専⽤離型剤は、
硬質・半硬質・柔軟ウレタン
フォーム等、全てのポリウレタンに
効果的です。軽くてドライなコー
ティングを⾦型に形成し、残りカ
スの発⽣を抑えます。効果的に
作⽤してサイクルを伸ばします。

・ポリウレタン専⽤に開発

・シリコン系で塗装はでき
ません。

・最⼤使⽤温度:260℃

45414 熱硬化樹脂⽤離型剤
・塩素不使⽤ 熱硬化樹脂⽤離型剤は、

合成カルナバワックスベースで
熱硬化性樹脂やゴムおよび
類似樹脂の成型に効果を発
揮します。パーツの引っかかり
を抑え⽣産性を向上。射出
成型、圧縮成型、トランス
ファー成型に最適です。

・合成カルナバワックスベース

・シリコンや油分⾮含有

・ガラス⽣産にも使⽤可能

・最⼤使⽤温度:315℃

について
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44512 E/S環境配慮型塗装可能レシチン離型剤
・塩素系不使⽤ 画期的な潤滑剤で、殆どの

射出成型、圧縮成型に使
⽤できます。塗装可能でひ
び割れを起こしません。パー
ツの溶着、ヒートシール、ラミ
ネーション、超⾳波溶着、そ
の他成型後の加⼯を阻害
しません。

・塗装可能、シリコン⾮含有

・⽶国⾷品規格
(+++++)

・不燃性

・最⼤使⽤温度:315℃

44312 E/S環境配慮型シリコン離型剤
・塩素系不使⽤ 画期的な潤滑剤で、殆どの

⽤途に使⽤でき、特に
100℃以上の成型に最適
です。ウェットタイプのシリコン
系潤滑剤です。環境意識
の⾼い⼯場に最適です。

・⽶国⾷品規格承認(++)

・不燃性

・最⼤使⽤温度:315℃

⽔ベース離型剤

特殊離型剤
42712N エレクトリック

・塩素不使⽤ シリコン⾮含有で塗装可能
な離型剤です。成型された
電⼦部品の電気的性質を
阻害しないよう特別に作ら
れております。成型後の洗
浄⼯程が不要で⼤幅に⽣
産性を向上させます。

・⾮シリコン系で塗装可能

・電⼦部品⽤のプラスチック
成型に最適

・最⼤使⽤温度:260℃

41112N DFL・ドライフィルム
・塩素不使⽤ PTFEを含有し、速乾性に優

れた潤滑剤で透明です。射
出成型や深絞り成型に最
適で、特に固くて脆い樹脂
やゴム系素材に向いていま
す。ドライなのでほこりや汚
れを呼び込まず、腐⾷性の
薬剤にも不活性です。

・深絞り成型に最適

・ABS,アセチル,ナイロン,ビニー
ル,PVCを含む殆どのゴムや熱
可塑性樹脂に最適

・フェノール系やウレタン系にも

・最⼤使⽤温度:260℃

46612N ノックアウト
・塩素不使⽤ 他ではうまくいかなかった箇

所に使う離型剤です。ひっつ
きやすい部品を綺麗に取る
事ができ、間接的な⾷べ物
への接触が認められていま
す（⽶国）。薄く、ドライな
コーティングを施し、サイクル
を伸ばします。

・⾮シリコン系で塗装可能

・⽶国⾷品規格承認
(+++++)

・最⼤使⽤温度:232℃

44110 ハイテンプ1800
・塩素不使⽤ ハイテンプ1800は⾼温

の樹脂成型に最適です。
ボロンナイトライド配合の
特殊潤滑膜が⽣産性
向上に貢献します。鉛、
亜鉛、アルミニウムといっ
た低融点の⾦属ダイカ
ストにも使⽤可能です。
ガラスの成型にも。

・シリコン⾮含有で塗装可能

・ボロンナイトライド含有

・ガラス⽣産にも使⽤可能

・ULTEM樹脂等ｴﾝﾌﾟﾗに最適

・最⼤使⽤温度:982℃

45712N ピュア・イーズ
・塩素不使⽤ 天然ホワイトオイルベースで

⾷品規格（⽶国）を取っ
ており医療や⾷品系の成型
に使えます。熱可塑性樹脂
やポリオレフィン系、ポリカー
ボネート、ゴム、エポキシ等
様々な材料に適合。無⾊・
無味・無臭です。UL認証。
耐熱性が⾼く塗装も可能
なので幅広くご使⽤いただけ
ます。

・⾮シリコン系で塗装可能

・⽶国⾷品規格承認
(+++++)

・⾊の変化や悪臭が無い

・UL認証

・最⼤使⽤温度:315℃

42510 モールドセイバー
・塩素不使⽤ 難燃樹脂やPVC等から発⽣

する腐⾷性のある蒸気から
⾦型を守ります。薄く効果的
な膜を形成し、ガスを中和し
ます。キャビティにスプレーする
と成型中、攻撃性のある不
純物の形成を抑制し、⾦型
だけでなく作業員の安全性
も向上させます。

・腐⾷性蒸気を中和します

・不純物の形成を抑制

・シリコン⾮含有で塗装可能

・最⼤使⽤温度:287℃

・PVCに最適

41012N ステアリン酸亜鉛離型剤
・塩素不使⽤ 低温ではドライで軽く、耐⽔

性のあるステアリン酸亜鉛
は⾼温で液化して作⽤し成
型後冷えるとドライになりま
す。ポリカーボネート、ポリプ
ロピレン、ポリサルフォンやゴ
ムの成型に使⽤可能で、油
性塗料との相性も良く歩留
まりが良く、⽣産コストを抑
える事ができます。

・⾮シリコン系で塗装可能

・潤滑パウダー

・最⼤使⽤温度:315℃

41212N ⽔溶性離型剤

・塩素不使⽤ ⽔溶性離型剤は、⾦型部
品を清潔に保ちます。通常、
塗装やホットスタンプ、めっき
前に取り除く必要はありませ
んが、テストは⾏って下さい。
帯電防⽌特性により、ほこり
等の呼び込みも抑えます。
離型剤を使いたくない⽅に。

・シリコン⾮含有で塗装可能

・超⾳波溶着可能

・パーツを⽔で洗浄可能

・⽔を含みません

・最⼤使⽤温度:232℃
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41612N エコノミスト・シリコン
・塩素系不使⽤

・NSF M1

・UL認証

・最⼤使⽤温度:315℃

シリコン系離型剤で⾼品質な材料を使⽤し
ながらライトユースに特化した商品です。ヘ
ビーユースは40112N参照

43512N LMR・レシチン

・塩素系不使⽤

・NSF M1

・UL認証

・最⼤使⽤温度:315℃

シリコン系ではない塗装可能離型剤です。
成型品の溶着やヒートシール、ラミネーション、
超⾳波溶着、その他成型後加⼯を阻害し
ません。

40012N 塗装可能ライトタイプﾟ

・塩素系不使⽤

・NSF M1

・UL認証

・最⼤使⽤温度:315℃

経済的な塗装可能離型剤で、洗浄が不要
です。パーツの接着、ヒートシール、ラミネーショ
ン、超⾳波溶着、その他成型後の加⼯を阻
害しません。

ライトユース ミドルユース
44612E クイック・シリコン

・塩素系不使⽤

・⽶国⾷品規格承認(++)

・ｺｰﾙﾄﾞ､ﾎｯﾄ両⽅で速乾性

・UL認証

・最大使用温度:315℃

クイック・シリコンは速乾性に優れた離型剤
です。素早く、滑らかな乾燥フィルムを形成
するので、すぐに成型を開始できます。⽶国
⾷品規格認証品です。

44812E クイック・レシチン
・塩素系不使⽤

・⾮シリコン系で塗装可能

・⽶国⾷品規格承認
(+++++)

・UL認証

・最⼤使⽤温度:260℃

⽣産をすぐに開始できるよう、素早く滑らか
な乾燥フィルムを形成します。レシチンは安
全性が⾼く塗装可能です。シリコン⾮含有
で、パーツの接着、ヒートシール、ラミネーション、
超⾳波溶着、その他成型後の加⼯を阻害
しません。

44712E クイック・塗装可能

・塩素系不使⽤

・塗装可能

・ｺｰﾙﾄﾞ､ﾎｯﾄ両⽅で速乾

・UL認証

・最⼤使⽤温度:343℃

⽣産をすぐに開始できるよう、素早く滑らか
な乾燥フィルムを形成します。パーツの接着、
ヒートシール、ラミネーション、超⾳波溶着、そ
の他成型後の加⼯を阻害しません。

40112N シリコン
・塩素系不使⽤

・⽶国⾷品規格承認(++)

・素早い成型とｼｮｯﾄ数延⻑

・⾷品包装機械の承認

・UL認証

・最⼤使⽤温度:315℃

ショット数の延⻑を実現。速度の低下やス
トールを抑制します。特に射出成型や圧縮
成型に最適です。

42612H ユニバーサル
・塩素系不使⽤

・シリコン⾮含有で塗装可能

・⽶国⾷品規格承認
(+++++)

・塗装、箔押し、メタライズを
⾏う商品の成型に最適

・無⾊

・最⼤使⽤温度:315℃

全ての熱可塑性樹脂に使⽤できる汎⽤タイ
プです。⽶国⾷品規格承認で、医療パーツ
の成型にも最適。パーツの接着、ヒートシール、
ラミネーション、超⾳波溶着、その他成型後
加⼯を阻害しません。

41412N ポリカーボネート専⽤
・塩素系不使⽤

・塗装可能

・ひび割れや傷が起こらない

・UL認証

・最⼤使⽤温度:343℃

名前の通り、ポリカーボネート成型専⽤の離
型剤です。ポリカーボネート樹脂専⽤で開発
され成型後のひび割れ等の⼼配がありませ
ん。パーツの接着、ヒートシール、ラミネーション、
超⾳波溶着、その他成型後加⼯も阻害し
ません。

ヘビーユース

耐久性 ⾼低

難燃可燃 難燃性

シ
リ
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リ
ッ
ド
タ
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プ

植
物
系
タ
イ
プ

その他離型剤
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クリーナー

46410 NEXGENクリーナー
・塩素不使⽤ NEXGENは⾮常に優れた洗剤

で、シトラスや野菜類から作られ、
他の天然素材系洗剤とは⼀線
を画します。油のふき取り、ワック
スの除去、離型剤やグリースの
除去に最適です。フッ素系にも
効果を発揮。NSF P1につき⾷
品・飲料系の⾦型清掃に最適。
常温で使⽤すると揮発しにくく
強⼒に汚れを溶解します。

・NSF P1

・⽶国GRAS規格品

・厳しい環境、健康基準
に適合

・樹脂、ポリマーに優れた
溶解⼒を発揮

46910 モールドクリーナー+ディグリーサー４
・塩素不使⽤ SLIDE社のクリーナーでのベストセ

ラー品。冷えた⾦型表⾯に残った
シリコンやグリース、オイル、ワックス
を取り除くクリーナーで、ふき取り不
要です。速乾性に優れ、⾮導電
性。研磨剤は含みません。NSF 
P1につき⾷品・飲料系の⾦型清
掃に最適。

・NSF P1

・速乾性に優れる

・残留物が発⽣しない

・⾮導電性

44212 オンサイクル・クリーナー
・塩素不使⽤ 暖かい⾦型洗浄⽤に開

発されました。⾦型のオイ
ル、グリース、その他汚れ
を洗浄します。シトラスオ
イルから作られており、ほ
のかな柑橘系の⾹りを残
します。

・NSF P1

・⽶国GRAS規格品

・アルミニウムを汚染しない

・腐⾷、酸性材料不使⽤

47112 NFC不燃性クリーナー
・塩素不使⽤ 使⽤されているガスを含

む不燃性のクリーナーで
す。ロストワックス等⾼
温箇所で、通常のクリー
ナーが使えない現場でも
使⽤できます。

・不燃性

・はんだ汚れの除去に最適

・HAP有害物質リストに⾮該当

・アルミを汚染しない

・腐⾷性、酸性材料不使⽤

41515 プラスチッククリーナー
・塩素不使⽤ ⽔ベースのクリーナーでポ

リカーボネートを含む全て
の樹脂の汚れやオイルを
泡で取り除きます。製
品の洗浄や成型後の
⼆次加⼯前に最適です。

・スプレーしてふき取るのみ

・全てのプラスチックに使⽤可

・⼼地よいフレッシュな⾹り

・不燃性で低VOC

43310 ポリッシュクリーナー
・塩素不使⽤ ⾦型のしみや変⾊部に使⽤

します。ミクロン単位の薄い
フィルムを形成し、⾦型を摩
耗から守ります。使⽤後は離
型剤の使⽤量を減らす事が
できます。

・汚れやシミを取りに

・プロテクトフィルムを形成

・粒⼦径５μｍ以下

47212 イソプロピルアルコールクリーナー
・塩素不使⽤ ⾦属表⾯に形成される、シ

リコンやグリース、オイル、ワッ
クス類の除去に最適。速乾
性で残留物を残さないので、
ふき取り不要。Kosher認証
品。消毒⽤としても。

・NSF P1

・速乾性

・残留物を残さない

・Kosher認証品

41914 レジン・リムーバー
・塩素不使⽤ 強⼒な溶剤により、ほと

んどの樹脂汚れを取り
除きます。成型途中に
⾦型を降ろさずに使⽤
するタイプなので⼤変効
率的です。
※使⽤⽅法はWebをご
確認下さい。

・⾦型の狭くて深い部分や⽳の
奥の異物除去に最適

・ポリアセタール、PVC、ウレタン、
難燃樹脂の汚れを除去

・殆どの変⾊汚れを除去

⾦型の洗浄は樹脂成型において⼤変重要
な項⽬で、成型中に使⽤するものか、保管状
態で使⽤するものかの２つに⼤別できます。

使⽤する際の⾦型温度は商品によって異な
ります。⾦型温度を誤ると洗浄能⼒が⼤きく
変わる事もありますので、右表を参考に使⽤
時の⾦型温度にはご注意下さい。

プラスチッククリーナーのみ⾦型⽤途ではあり
ません。

商品
コード 商品名 ⾦型温度(低)

常温
⾦型温度(中)
37.7〜65.5℃

⾦型温度(⾼)
65.5℃以上

46910 モールドクリーナー + ディグリーサー４ 〇
46410 NEXGEN クリーナー 〇 〇 〇
47112 NFC モールドクリーナー 〇 〇
44212 オンサイクル・モールドクリーナー 〇
43310 PCポリッシュクリーナー 〇
41914 レジン・リムーバー 〇
47212 イソプロピルアルコールクリーナー 〇

45210 モールド＆メタルポリッシュ
・塩素不使⽤ 固着した汚れ、錆、その

他異物の除去に最適で
す。光沢仕上げに最適。
ステンレス、鉄、アルミ、
真鍮、銅、ベリリウム、
亜鉛、その他成型関連
の⾦属パーツに使⽤でき
ます。

・塗ってふき取るだけで⾦型表⾯
の光沢を復活させます

・固着した汚れや錆、その他遺物
を取り除きます。

・表面を光沢仕上げします

46370 モールド＆メタルワイプ
・塩素不使⽤ 予め洗剤をしみこませた使

い捨てタイプのタオルです。
⾦型の準備や保管前に最
適で、軽くさっとふき取りたい
時に。
※⾦型や⾦属以外への使
⽤は⽬⽴たない所で予めお
試しください。

・クリーニング剤塗布済のタオ
ルです

・すばやくグリースやオイルを取
り除きます。

・エアゾール禁⽌箇所に
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防錆油 42910 モールドシールド
・塩素系不使⽤ 超ドライタイプの防錆スプ

レーです。浸透しないドライ
ミストでエジェクターピンホー
ル、ガイド、カム、その他動
くパーツに作⽤します。⾦型
を使⽤し始めた際にパーツ
を汚しません。
SLIDE防錆油のベストセ
ラー品です。

※通常屋内保管条件

・新開発のドライ処⽅で浸透せ
ず、垂れたり製品を汚しません

・2年防御※

・指の酸を中和

・⾮シリコン、⾮ワックス

・結露防御

44011 酸性ガス中和型防錆スプレー

・塩素系不使⽤ 主にアセタール系やPVC等を
成型した際に⽣じる塩化⽔
素酸、臭化⽔素酸が⾦型
に残り錆を起こしますが、当
製品は酸性ガスを中和させ
⾦型を守ります。防御期間
はPVC及び難燃樹脂の
ショット数に依存します。

・PVCや難燃樹脂成型時の
酸性ガスから⾦型を守ります

・湿気と酸の両⽅を防御

・スプレーするだけの簡単ステッ
プ

42810R クイック・RPスプレー

・塩素系不使⽤ モールドシールドの⾚⾊版で
す。速乾性のある溶剤とオ
イルを配合しているので、⾦
属表⾯に湿気や弱酸から
守る膜をすばやく形成。⽣
産後の洗浄や、使い始めの
時間を短縮する事ができま
す。

※通常屋内保管条件

・超乾燥処⽅（⾚⾊）

・2年防御※

・浸透したり垂れたりせず、部
品を汚さない

・⾮シリコン、⾮ワックス

40212 ノーラスト
・塩素系不使⽤ スプレーするだけで中和剤と防錆油を

施します。⾦属表⾯から⽔分を取り、
強⼒な防御膜を形成します。打ち抜
き⾦型、ゴム⾦型、ダイカスト型、精
密部品、⼯作機械、加⼯⾦属及び
⾦属材料等、あらゆる種類の⾦属
類にご使⽤頂けます。

※通常の屋内保管条件

・5年防御※

・⾮シリコン
⾮ワックス

・指の酸を中和

41812 ペネトラント・プラス
・塩素系不使⽤ 独⾃の単分⼦フィルム

により、固着したパーツを
緩めます。湿気と保護
潤滑フィルムを置き換え
て潤滑膜を形成。
⾮導電性なので電⼦
パーツに使⽤でき、その
性能も落としません。

・シリコン不使⽤

・PTFEベース

・殆どの樹脂、ゴム、塗装に無害

・湿気を置き換える

パージ剤
468 KLENZパージングコンパウンド

・ホットランナーシステムに最適 KLENZは画期的なパージ剤
で、混ぜる準備等は不要で
す。使⽤温度範囲は、
165℃〜321℃です。KLENZ
はホットランナーを丁寧に洗浄
していき、⾊筋や⿊い斑点を
取り除きます。ポリオレフィン
樹脂キャリアと配合されており、
⾦型全体を洗浄し、時間、
材料等からコストを抑えます。
全ての材料はGRASに登録さ
れており、商品系のパッケージ
ングにも最適です。

・⾦型から安全に排出させま
す

・⾊筋や⿊い斑点を取り除く
のを助けます

・化学反応型です

・ポリオレフィン樹脂キャリア

・GRAS規格品で⾷品パッ
ケージ⽤途にも可

451 N.P.T.ニューパージテクノロジー

・反応型ケミカル 数⼗年に⼀度の新しいパー
ジテクノロジーといっても過⾔
では無いパージ剤で、化学的
に反応し効果的に作⽤しま
す。すぐそのまま使えるタイプ
で、他のマルチパージ剤とは
⼀線を画します。

・使⽤温度範囲:71〜
315℃

・FDA準拠

・殆どの樹脂に適合（アセ
タール・デルリンは不可）

43432 P.D.Q.パージングコンパウンド

濃縮タイプのパージ剤です。
＜ボトルタイプ＞
P.D.Q.は射出成型、押出成型、ブロー成型のパージ
を素早く簡単に、安全に⾏う事ができます。滞留無
しで失敗なく保管も簡単です。キャリア樹脂と⼀緒に
使⽤し、あらゆる熱可塑性樹脂を取り除き、樹脂汚
れを取り除きます。独⾃の計測ボトルで正しい濃縮
が可能。不燃性、無毒、殆ど無臭。
＜ポータブルパケットタイプ＞
袋状のバッグをそのままホッパーに⼊れるだけです。

470 パージ・アトリー

・デルリンやアセタール等
ガスを出す樹脂に最適

⾰命的な強⼒パージ剤です。得
にデルリンやアセタールといったガス
を発⽣する樹脂におすすめで、他
にもPA/PC/ABS/SAN/PMMA
等にも有効です。準備段階で混
ぜる事はありません。使⽤温度範
囲は188℃〜321℃で、SAN樹
脂と⼀緒に配合され強⼒にパー
ジし、時間、コストを抑えます。材
料はGRAS品なので⾷品のパッ
ケージングにも最適。射出成型、
押出成型、ブロー成型に使⽤可
能。

・安全にパージします

・⾊筋や汚れを除去

・化学反応型

・SAN樹脂キャリア

・GRAS、⾷品系パッケー
ジ⽤途に安全

P.6

パージ剤に求められる性能 N.P.T. P.D.Q. KLEN
Z

ﾊﾟｰｼﾞ
ｱﾄﾘｰ

デルリンやアセタール等ガスの発⽣す
る樹脂

〇

ポリオレフィン樹脂ベース 〇 〇

ホットランナーのパージ 〇 〇 〇

⾊変更 〇 〇 〇 〇

GRAS材料（⾷品系規格材料） 〇 〇

化学反応タイプ（研磨剤無し） 〇 〇 〇

メカニカルパージ 〇

カーボン系コンタミの除去 〇 〇 〇

臭い無し 〇 〇



商品特定確認書

●離型剤
１）成型品は塗装、プリント、その他装飾や接着は⾏いますか？ ・・・・・・・・ はい ・ いいえ

２）（⽶国）⾷品規格品が望ましいですか？ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ はい ・ いいえ

３）⾦型内側によくへばりついたりしますか？ ・・・・・・・・・・・・・・・・ はい ・ いいえ

４）樹脂の種類をお教え下さい。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

５）成型品の⽤途をお教え下さい（例：飲料ボトル、電⼦部品等）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

●クリーナー
１）速乾性が望ましいですか？ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ はい ・ いいえ

２）（⽶国）⾷品規格品が望ましいですか？ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ はい ・ いいえ

３）使⽤現場は？ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 成型現場 ・ メンテナンス現場

４）落としたい汚れは？ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ グリースやオイル ・ （固着した）樹脂

５）好ましい形状は？ ・・・・・・・・・・・・ ペースト状 ・ クロス ・ 液状 ・ スプレー

６）成型品の⽤途をお教え下さい（例：飲料ボトル、電⼦部品等）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

●防錆油
１）どれぐらいの期間⾦型を保管しますか？ ・・・・・・・・ 週末のみ ・ 数か⽉ ・ 数年

２）⾦型を使⽤する際、洗浄は簡単な⽅がいいですか？ ・・・・・・・・・・・・ はい ・ いいえ

３）カラーは必要ですか？ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ はい ・ いいえ

４）⾦型は塩化⽔素や、その他の酸性ガスにさらされる可能性がありますか？ ・・ はい ・ いいえ

５）成型品の⽤途をお教え下さい（例：飲料ボトル、電⼦部品等）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

●パージ剤
１）パージするタイプは？ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⾊変更 ・ 樹脂変更

２）お好みの材料は？ ・・・・・・・・・・・・・・ 樹脂ペレット ・ 液状添加剤 ・ 簡易パケット

３）成型品の⽤途をお教え下さい（例：飲料ボトル、電⼦部品等）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

御社名

ご住所

ご担当者様名 ご回答連絡先
（TEL/FAX/ﾒｰﾙ等）

どの商品を使⽤すれば分からない場合、最適な商品をご提案させて頂くにあたり、下記項⽬をご記⼊頂き、
特約店・代理店もしくは当カタログ最背⾯の輸⼊元までFAXもしくはメールにてお送り下さい。追ってそれ
を元に回答させて頂きます。本国問い合わせになる場合は、回答に数⽇かかる事もございますが、ご了承願
います。



URL: www.taskmate.jp/slide TEL: 075-595-4358    FAX: 050-3153-3487

お問合せ先

商品
CD

商品名 希望小売価格
税別単価

ｹｰｽ
入数

41712 デュラコート 2,700円 12

40614 エポキシ系樹脂用離型剤 2,500円 12

45414 熱硬化性樹脂用離型剤 2,400円 12

45812H ウレタン樹脂用離型剤 2,300円 12

41112N DFL・ドライフィルム 3,700円 12

42712N エレクトリック 2,100円 12

44110 ハイテンプ１８００ 3,400円 12

46612N ノックアウト 2,200円 12

42510 モールドセイバー 2,000円 12

45712N ピュア・イーズ 2,300円 12

41212N 水溶性離型剤 3,200円 12

41012N ステアリン酸亜鉛離型剤 2,200円 12

44312 E/S環境型ｼﾘｺﾝ離型剤 1,800円 12

44512 E/S環境型ﾚｼﾁﾝ離型剤 1,800円 12

41612N エコノミスト・シリコン 2,100円 12

40012N 塗装可能ライトタイプﾟ 2,200円 12

43512N LMR・レシチン 2,400円 12

44612E クイック・シリコン 2,200円 12

44712E クイック・塗装可能 2,300円 12

44812E クイック・レシチン 2,200円 12

40112N シリコン 3,000円 12

41412N ポリカーボネート専用 3,100円 12

42612H ユニバーサル 3,200円 12

総輸⼊元

商品
CD

商品名 希望小売価格
税別単価

ｹｰｽ
入数

46910 ﾓｰﾙﾄﾞｸﾘｰﾅｰ+ﾃﾞｨｸﾞﾘｰｻｰ4 2,000円 12

46410 NEXGENクリーナー 2,200円 12

47112 NFC不燃性クリーナー 3,600円 12

44212 オンサイクル・クリーナー 2,300円 12

43310 ポリッシュクリーナー 2,700円 12

41515 プラスチッククリーナー 2,200円 12

41914 レジン・リムーバー 3,400円 12

47212 ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾙｺｰﾙｸﾘｰﾅｰ 2,200円 12

45210 ﾓｰﾙﾄﾞ＆ﾒﾀﾙﾎﾟﾘｯｼｭ 6,400円 6

46370 ﾓｰﾙﾄﾞ＆ﾒﾀﾙﾜｲﾌﾟ (70入) 6,000円 6

商品
CD

商品名 希望小売価格
税別単価

ｹｰｽ
入数

44011 酸性ガス中和スプレー 2,600円 12

42910 モールドシールド 2,100円 12

40212 ノーラスト 2,200円 12

42810R クイック・RPスプレー 2,100円 12

41812 ペネトラント・プラス 2,200円 12

商品
CD

商品名 希望小売価格
税別単価

ｹｰｽ
入数

468‐50 KLENZ ﾊﾟｰｼﾞﾝｸﾞｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ
（22.6㎏入り）

65,000円 1

451‐05 N.P.T.（2.26㎏入り） 5,000円 6

43432 P.D.Q.（946ml） 5,800円 6

470‐50 パージ・アトリー
(22.6㎏⼊り)

74,000円 1

商品⼀覧表

離型剤 クリーナー

防錆油

パージ剤


