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Elastollan エラストラン® 熱可塑性ポリウレタンエラストマー  TPU 

エラストランの特長 
耐摩耗性が抜群に優れる 
機械的強度が高い（結果としてウェルダー強度等も強い） 
硬度の種類が豊富（ゴムからエンプラ領域まで 60A～74D） 
幅広い使用温度で弾性がある 
衝撃強度が強い（－30℃アイゾット衝撃で破壊しません） 
低温屈曲に強い（－30℃屈曲で10万回以上クリア） 
耐油性、耐薬品性、耐オゾン性等が良好 
ポリエーテル系は耐加水分解性が優れている 
耐菌性が良好（ポリエーテル系） 
ホットメルトタイプﾟは広い範囲の被着体と接着性が良好 
いろいろな性能を付与できる 

 エラストラン® はBASFグループの熱可塑性ポリウレタンエラストマー（TPU）の国際登録商標です。 
NTWはこの無限の可能性を秘めたTPUの特長を最大限に活かし、新製品・新用途開発、多種多様のニーズに応えるべく 
TPU原料（ペレット）から加工製品まで、幅広い分野で皆様のビジネスをサポートいたします。 
 

エラストランの用途例 

押出成形  

・ホース、チューブ 

  中低圧、高圧ホース、チューブ、消防ホース内面ライニング、土木用・灌漑用ホースライニング 

・フィルムシート 

  フィルムシート（Tダイ、インフレーション）、搬送ベルト・駆動ベルト 

・押出全般 

  電線被覆、異形押出品（シール材、パッキン材、ヒンジ材、クッションゴム等）、溶融紡糸（メルトスパンデックス） 

射出成形  

・靴 

  スポーツシューズの靴底（サッカー、野球、ゴルフ等）、スキー靴、アイスホッケー靴、ローラースケートローラー、 

  靴のトップリフト、スキー板トップ、シュノーケル、足ヒレ 

・自動車 

  自動車サイドパネル・ロッカーパネル（ガラス繊維入りエラストラン®）、自動車部品（ボールジョイントカバー、 

  ドア－ラッチ、チェンジレバー、アンテナジャケット、ウィンドーレギュレーター等）、スノーチェーン 

・産業工業品＆雑貨 

  ゴルフボール、キャスター、スクリーン（振動篩）、時計バンド、機器のハウジング（削岩機器）、ハンマーヘッド、印字帯、 

  ワープロ・カバン等の把手、グリップ類、肘あて、足ゴム、機械部品（スプロケット、ブッシュ、カップリング等）、 

  カメラボディー、ストラップバンド 

 

ブロー成形 

  ダストカバー、ジョイントカバー等のベロー類 



Elastollan エラストラン®  熱可塑性ポリウレタンエラストマー  TPU 

種類 

 

グレード 比重範囲 硬度範囲 100％Ｍo 

（Ｍｐａ） 

引張強度 

（Ｍｐａ） 

伸び 

（％） 

無黄変エーテル系 NY11-ｔｙｐｅ 1.07 92，98Ａ 6，9 30，40 400，450 

無黄変エステル系 NY500系 1.14 86Ａ 5 30 500 

ホットメルト 

無黄変エステル系 

HP105L 流動開始温度 
105℃ 

85A 5 13 700 

ホットメルト 

ポリエステル系 

ET580 流動開始温度 
110℃ 

80A 4 17 750 

ホットメルト 

ポリエーテル系 

ET370  流動開始温度 
145℃ 

70A 3 32 800 

難燃系 C-ｔｙｐｅ 

11-ｔｙｐｅ 

1.14～1.21 75A～87A 4～8 30～55 550～600 

低硬度エステル系 C-ｔｙｐｅ 

ET600系 

1.21 65,68,73,75A 2～3 20～40 550～750 

低硬度エーテル系 ET870-11V 1.17 71A 3 40 700 

高透湿エーテル系 XOP85A 1.18 84A 5 33 700 

種類 グレード 比重範囲 硬度範囲 100％Ｍo 

（Ｍｐａ） 

引張強度 

（Ｍｐａ） 

伸び 

（％） 

ポリエステル系 ET100，ET600系 1.20～1.24 80A～65D 4～20  45～55 400～600 

透明ポリエステル系 ET500系 1.20～1.23 90A～98A 8～13 45～50 450～550 

耐水ポリエステル系 C-ｔｙｐｅ 1.14～1.24 80A～73D 5～28 40～55 330～500 

ポリエーテル系 ET300，ET800系 

11-ｔｙｐｅ 

1.11～1.21 80A～74D 4～32 40～55 350～550 

一般グレード 

特殊グレード 

エラストランの包装仕様は25㎏袋になります。 
300㎏未満の出荷は別途小口手数料が必要です。 
 
予備乾燥 [必須] 
 TPUは、吸湿しやすいので湿気に注意して下さい。ペレットを吸湿したままで成形すると、成形不良や成形品の物性低

下が起こります。吸湿したペレットで射出成形した場合、発泡、ボイド、フラッシュの原因となります。また、押出成形で吐
出量や吐出圧が変動するのも予備乾燥が不十分であることに起因している場合が多いようです。予備乾燥でのペレット
の水分率は必ず0.04％以下にして下さい。場合によっては0.02％以下が望まれることがあります。乾燥条件は一般的に
は下記条件をおすすめします。 
  
 硬度85A未満のグレードは80度から90度で6時間 
 硬度85A以上のグレードは100度から110度で3～5時間 
  

 無黄変とホットメルトの乾燥については、他グレードと異なりますのでご注意下さい。箱形乾燥機（熱風乾燥機）のトレイ
にペレットを入れる場合、TPU層の厚みは4cm以下にして下さい。乾燥機からホッパーにペレットを移送する時は外気に触

れないよう速やかに行い、ホッパーのシールをしっかりと行って下さい。梅雨時から夏期は特に注意を要します。カラーマ
スターバッチなどのマスターバッチを使用する場合も、これらを混合した後に全体を必ず乾燥するようにして下さい。乾燥
機は除湿エアーで輸送する一体型除湿乾燥機、又は除湿型ホッパードライヤーをおすすめします 
 



Higress ハイグレス® ウレタンシート ウレタンフィルム 

 ハイグレスは、熱可塑性ポリウレタンエラストマー（TPU）を素材として、耐摩耗性に抜群に優れ、驚異的な弾性（引張
強度、引張伸度）を特長としたウレタンシート、ウレタンフィルムです。 

ハイグレス®の特長 
・耐摩耗性が抜群に優れている 
・機械的強度が高く、高伸縮で突き刺し強度が驚異的に高い 
・幅広い使用温度で弾性がある（ -40℃～+150℃までの柔軟性） 
・低温屈曲や耐衝撃に強い 
・耐油性・耐薬品性・耐オゾン性が良好 
・洗濯特性が良好（ドライクリーニングが可能） 
・薄肉フィルムは水蒸気透過性に優れている（1,000～約6,000g/㎡・24ｈｒ） 
・環境にやさしく、極めて安全性が高いので人の皮膚や食品に直接触れる場合にも 
 使用可能（食品衛生法20号にも適合）  

・柔軟性と弾力性に富み、肌触りが極めてソフト 
・各種加工が可能（ラミネート、印刷、高周波ウェルダー、熱接着、真空成形等） 

ハイグレス®の用途 
自動車分野 
 ヘッドレスト、座席シート、サンルーフ、ランバーサポート、マーク・エンブレム、ストーンガード（チッピング用）、 
 防弾ガラス、エンジン遮音板 
 
家電 
 キーボードカバー、メンブレンスイッチ、スピーカーコーン、導光シート 
 
医療分野 
 介護用エアーマットレス、介護用ベッドシーツ、絆創膏、 
 経皮吸収用フィルム、血圧計、紙オムツギャザー、生理用品、ドレープ、サージカルテープ 
 
衣料・スポーツ 
 縫製代替のホットメルト接着テープ、防水衣料の縫製部のシールテープ、熱転写シート、エンブレム、 
 ウェットスーツの保護、ラベル、壁紙 

項目 規格 備考 

厚み ０．２ｍｍ以上 ±１０％ 成形可能な肉厚は最大４～５ｍｍ（積層方法） 

０．１～０．２ｍｍ ±２０μ 

０．１ｍｍ以下 ±１０μ 成形可能な薄膜は最小０．０３ｍｍ 

幅 表示寸法に対し－０、+５ｍ
ｍ 

標準１，０５０幅、最大幅２，０００ｍｍ 

長さ 表示寸法に対し－０、＋１％ 

表面 

状態 

①CD(両面マット） ②CDR（片面マット、片面セミミラー） ③CR（片面ミラー、片面マット）  

④CER（両面ミラー） ⑤CDS（両面マット 表裏同等シボ） 

色 各色対応可能です。ご相談ください。 

ロット ※ロットは別途ご相談ください。試作品の対応も致します。 

ハイグレス®規格表 



Higress ハイグレス® ウレタンシート ウレタンフィルム 

タイプ 

表面状態 

品番 

硬度 

JISA 

色 引張強度 

ＭＰａ 

伸び 

％ 

100% Mo 

ＭＰａ 

厚み（mm）×幅（mm）×長さ（M） 

 

エステル系 

マット/セミミラー 

DUS202-CDR6 

９０±２ ﾅﾁｭﾗﾙ ４５ ５５０ ７．４ 0.1T×1050×100 

0.2T×1050×100 

0.3T×1050×100 

0.5T×1050×50 

エステル系難黄変 

マット/マット 

DUS213-CD6 

９３±２ ﾅﾁｭﾗﾙ ５５ ５００ １０ 0.05T×1050×200 

0.1T×1050×100 

エステル系難黄変 

マット/セミミラー 

DUS605-CDR6 

９６±２ ﾅﾁｭﾗﾙ ５０ ４５０ １１．５ 0.2T×1050×100 

0.3T×1050×100 

0.5T×1050×50 

エステル系難黄変 

両面ミラー 

DUS605-CER6 

９６±２ ﾅﾁｭﾗﾙ ５０ ４５０ １１．５ 0.2T×1050×100 

0.3T×1050×100 

0.5T×1050×50 

エステル系難黄変 

両面マット 

DUS601-CDS6 

９０±２ ﾅﾁｭﾗﾙ ６０ ５５０ ６．５ 0.8T×1050×30 

エステル系 

両面マット 

DUS501-CD9 

９０±２ ｸﾛ ４６ ５５０ ７．５ 1.0T×1050×20 

エーテル系難黄変 

両面マット 

DUS218-CDS6 

９３±２ ﾅﾁｭﾗﾙ ４５ ４５０ １０ 0.2T×1050×100 

0.3T×1050×50 

0.5T×1050×50 

エーテル系難黄変 

両面マット 

DUS218-CDR7 

９３±２ ｼﾛ ４５ ４５０ １０ 0.2T×1050×100 

0.3T×1050×50 

ウレタンシートは通常、受注生産ですが、上記品番は、在庫がある場合に限り、1本から対応可能です。 
1本での出荷は別途送料が必要です。 
 
ウレタンシートのカット販売いたします 
 DUS218-CDS6 ナチュラル 0.2T、0.3T、0.4T、0.5Tに関しては幅なり（1050㎜）のM単位でカット販売いたします。 
 
  1Mあたり6,000円（消費税別途） ※送料・代引き手数料は当社負担 
 
 メールのお問い合わせフォームからご希望のサイズ、数量をご指示ください。 
 担当者から折り返し、金額、納期をご連絡させて頂きます。 
 在庫がある場合は、1週間以内にお届けいたします。 
 決算方法は、代引き処理（宅急便）にて対応させて頂きます。 

ハイグレス®準規格品 一覧 



Ecellent エセラン® ポリウレタンホットメルトフィルム 

エセラン®の特長 
  エセラン®は特殊ポリウレタン樹脂を素材とした新タイプのポリウレタンホットメルトフィルムです。 
 ポリウレタン樹脂の特長である耐摩耗性、弾性（引張強度、引張伸度）を維持しながら、耐候性に非常に優れたグレード 
 を開発しました。 
  
 ・均一な接着力が得られる。 
 ・フィルム状なので加工が容易 
 ・溶剤フリーで環境にやさしい。 
 ・ 安全・衛生・綺麗な接着加工が容易 
 ・ 全ての接着方法（熱プレス・高周波・超音波）で接着可能 
 ・弾力性がある（生地の風合いを損なわない） 
 ・耐久性が良い（ドライクリーニング可） 
 
エセラン® フィルム規格 
 厚み：70μ・100μ（30～300μ） 
 幅：1050mm幅（2000㎜まで可能） 紙セパ付 その他、ご要望により相談に応じます。 
 
エセラン®の接着条件 
 125~145℃ 10～30秒 0.03MPa 
 
エセラン®のグレード 

品番 SHM101-PUR SHM103-PUR SHM104-PUR SHM107-PUR 

種類 エステル エステル エーテル エステル 

融点（℃） 115 135 100 110 
硬度 75A 75A 70A 80A 
比重 1.2 1.18 1.2 1.2 

伸び（％） 800 700 900 700 

特色 汎用品 
ストレッチ性◎ 

耐熱タイプ 
耐加水分解性◎ 高機能 

水洗（40℃） ○ ◎ ◎ ◎ 
ﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞ(石油系) ○ ○ × ○ 

被着素材 

綿 ◎ ◎ ◎ ◎ 
ポリエステル ◎ ◎ ◎ ◎ 

ナイロン ○ ○ ○ ○ 
ウール ○ ○ ○ ○ 
軟PVC ◎ ◎ ◎ ◎ 

アルミ箔 ○ ○ ○ ○ 

品番 硬度 

JISA 

色 引張強度 

ＭＰａ 

伸び 

％ 

100% Mo 

ＭＰａ 

厚み（mm）×幅（mm）×長さ（M） 

 

SHM101-PUR 75A ﾅﾁｭﾗﾙ ― 800 ― 0.07T×1050×200 

エセラン® 準規格品 一覧 

※SHM101-PURは、在庫がある場合に限り、1本から対応可能です。1本での出荷は別途送料が必要です。 
 
ポリウレタンホットメルトフィルムのカット販売いたします 
  SHM101-PUR  0.07T×1050 ㎜ に関しては、M単位でカット販売いたします。 
  1Mあたり6,000円（消費税別途） ※送料・代引き手数料は当社負担 
 メールのお問い合わせフォームからご希望のサイズ、数量をご指示ください。 
 担当者から折り返し、金額、納期をご連絡させて頂きます。在庫がある場合は、1週間以内にお届けいたします。 
 決算方法は、代引き処理（宅急便）にて対応させて頂きます。  



Higress ハイグレス® 高透湿ポリウレタンフィルム 

開発品 
ハイグレス® 

 高透湿ポリウレタンフィルム 
   ポリウレタンフィルムは、水を通さずに湿気を透す性質があります。 
   ハイグレス®高透湿ポリウレタンフィルムは、さらにその特性を追求した薄膜フィルムです。 
 
  
 
 
特徴 
  ・高い透湿性 
  ・伸縮性に優れ、皮膚のように柔らかい風合い 
  ・無孔フィルムなので防水性にも優れています 
  ・環境にやさしい無溶剤タイプ 
   
        透湿性比較  
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
          フィルムの厚み：０．０３ｍｍ 測定方式：ＪＩＳ Ｚ ０２０８（４０℃ ９０％ＲＨ） 
 
 用途 
   創傷用フィルム、医療用フィルム、介護シーツ  
   スポーツウエアー・防寒ウエア類、手袋・合羽類、作業着、合成皮革・人工皮革 
   曇り防止フィルム、結露防止フィルム 
 
 
  
 
 フィルム構成 
 
 
 
  
 
 
 ハイグレス®高透湿ポリウレタンフィルム 製品規格 
   厚み：     10μm、20μm、30μm 
   幅：      標準幅は、1050mm幅 ご相談可能 
   セパレータ： ご相談可能  

ハイグレス® 高透湿ポリウレタンフィルム 

セパレーター （紙/PET/不織布） 

各種フィルム g/㎡・24hr 各種フィルム g/㎡・24hr 

LDPE 20 PA 140 

HDPE 15 PET 20 

PP 5 PVC 50 

EVA 45 ハイグレス® 1,000～5,000 

  フィルム 

水 
水蒸気 透湿イメージ図 



Higress ハイグレス® ポリウレタン製遮光フィルム 

開発品 
ハイグレス® 

 ポリウレタン製遮光フィルム 
   ポリウレタンフィルムの柔らかい風合いに遮光性を付与した次世代の遮光フィルムです。 
 
 特徴 
  ・可視光領域での遮光性に優れています 
  ・柔らかい風合いで追随性に優れています 
  ・環境にやさしい無溶剤タイプ 
 
 

   透過イメージ 
   
   
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 用途 
  デジタルカメラ等の電子機器他 
 
 
  
 
 フィルム構成 
 
 
 
  
 
 
  
 ハイグレス®高透湿ポリウレタンフィルム 製品規格 
   厚み：     30μm、50μm、100μm 
   幅：      標準幅は、1050mm幅 ご相談可能 
   セパレータ： ご相談可能  

ハイグレス® ポリウレタン遮光フィルム 

セパレーター （紙/PET/不織布） 

LEDランプ DUS215-CD 
遮光フィルム 

0.03㎜厚 

一般黒色 
0.2㎜厚 



多層フィルム＆シート 

開発品 
 
 特徴 
  各機能を持った異種樹脂を複合多層製膜することにより、機能性の付与、加工工程の簡略化などが可能です。 
  成形温度が異なる樹脂の多層化も可能です。 
 
 構成図 
    
   
   
   
   
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
      
     
     ※上記の構成例は一例になります。各層の構成については、別途ご相談ください。 
 
 
  
 
 ハイグレス®高透湿ポリウレタンフィルム 製品規格 
   厚み：    ～1.0㎜ 
   幅：      ～1,200mm幅  
   セパレータ： ご相談可能  

熱接着層 

高伸縮層 

耐熱層 

熱接着層 

高硬度層 

低硬度層 

熱接着層 

2種2層品 2種2層品 2種3層品 

高硬度と低硬度の樹脂を 
組み合わせることで、 

柔らかい風合いのシート
にハードコート性を付与す
ることができます。 

高融点と低融点の樹脂を 
組み合わせることで、 

耐熱層に接着性を付与す
ることができます。 

高伸縮性と低融点の樹脂
を組み合わせることで、 

熱接着シートに高伸縮性
を付与することができます。 



Higress ハイグレス® 熱可塑性発泡ポリウレタンシート 

開発品 
ハイグレス® 

 熱可塑性発泡ポリウレタンシート 
   微細で均一なマイクロセル発泡制御技術で熱可塑性ポリウレタンを発泡シート化しました。 
    
  
 特徴 
  ・軽量 
  ・独立発泡なので遮水性があり、水に浮きます。 
  ・高反発弾性 
  ・低圧縮永久歪み 
  ・熱可塑性なので熱加工、溶着加工が可能 
  ・熱可塑性なのでリサイクルが可能 
  ・環境にやさしい無溶剤タイプ 
 
 
  
 
 
 用途 
  電子部品等の緩衝材、断熱材など 
 
 
  
 
 フィルム構成 
 
 
 
  
 
 
  
 ハイグレス®高透湿ポリウレタンフィルム 製品規格 
   厚み：     0.15～3㎜ 
   幅：       1050mm幅 ご相談可能 
   セパレータ： ご相談可能  

ハイグレス® 熱可塑性発泡ポリウレタンシート 

セパレーター （紙/PET/不織布） 



 
ウレタンシート 各種加工 

 
NTWでは、ウレタンシートの各種2次加工も承ります。もちろん試作から量産まで対応させて頂きます。 
 
カット、スリット、打抜き 
 ご希望のサイズをご相談ください。 
 
印刷 
 ウレタンシートにはシルク印刷が一般的ですが、その他、オフセット印刷、グラビア印刷、インクジェット印刷など 
 ご相談ください。 
 
粘着加工 
 一般的な粘着剤から医療向け粘着剤まで対応可能です。 
 
コーティング 
 防汚、スリップ性向上等の性能を付与することが可能です。 
 
ラミネート加工 
 熱接着、接着剤などで異素材とウレタンシートを貼り合わせます。  
布生地や他樹脂との貼り合わせでウレタンシートの伸びを抑えたり、ガスバリア性を持たせたりすることが可能です。 
 
熱プレス 
 ウレタンシートの表面にエンボスを付与したり、目の粗いメッシュ生地をウレタンシートで挟み込むことが可能です。 
 
真空成型・圧空成形 
 立体的な形状に成形することが可能です。 
 
溶着加工 
  高周波ウェルダーによる溶着加工が可能です。 
 企画・設計から金型製作、印刷、加工・製造まで一貫した対応が可能です。 
 
 以下、塩化ビニール（PVC）の用途もウレタンシートで加工可能です。 
  カードケース、名札入れ、CDケース、ファイル、バインダー、ブックカバー、天チャック袋、ポーチ、 
 バッグ、ワッペン、箱、エアーPOP、エアマット、垂れ幕、浮き輪、ライフジャケット、テント、間仕切りカーテン、 
 携帯ストラップ、携帯灰皿、店頭展示・陳列用パッケージ(PETGブリスター)、etc… 
 
 
      高周波ウェルダー 例 

高周波ウェルダー 金型 製品 



MC-TPU （Micro Cell Processed TPU） 

MC-TPUはBASFジャパン㈱社が熱可塑性ポリウレタンエラストマー（TPU）を特殊技術により発泡ビーズ化した新素材です。 

特徴 
 ・ビーズの一粒一粒が高い柔軟性、反発弾性を持っており、従来のTPUの常識を超えた感触を実現しています。 
 ・他の発泡素材に比べ圧倒的に圧縮永久ひずみが小さく、へたりにくい材質です。 
  高負荷のかかる環境や繰り返しの圧縮にたいして高い耐性があります。 
 ・低硬度のMC380、高硬度のMC396の2種類があり、用途によって使い分けが可能です。 
 ・独立発泡のため、水に浮きます。 
 ・成形方法・密度により風合いや特性がコントロールできます。 
 ・バインダーやスチームでの成形が可能です。 

MC-TPU  着色も可能 発泡セル 拡大 

写真 BASFジャパン㈱提供 

グレード一覧 



MC-TPU （Micro Cell Processed TPU） 

４大特徴 
 ①柔軟性に優れる 

MC-TPUは、TPUの特徴の機械的強度の高さも併せ持ちます。 
引張強度・破断時伸びの比較 

EPS EPP MC-TPU 

 ②究極の耐ねじり性能 
    ひねっても破断しません。 
    

MC-TPU 

 ③高反発弾性 
    落球試験比較    

MC-TPU 

写真 BASFジャパン㈱提供 



MC-TPU （Micro Cell Processed TPU） 

 ④圧縮永久歪が小さい    

 繰り返し圧縮しても、へたらない     繰り返し圧縮比較    

MC-TPU 

写真 BASFジャパン㈱提供 

 MC-TPUの加工方法    
①TPUフィルム、生地等に封入する 
②バインダー（接着剤）で成形・・・圧縮あり、なしで空隙を調整できます。 
③スチーム成形 

加工 

方法 

そのまま  

もしくは、被覆体へ充
填して 

バインダー接着 
スチーム成形 

（圧縮有無可） 圧縮なし 圧縮あり 

特長 

・容器やフィルム内 

 へ充填 

・低環境負荷成形 

・ゴムプレス機、PU成形機、現場施工可 

・機械特性、空隙率、固化速度はバイン  

 ダー種類/量/圧縮度合いで調整できる 

・EPPおよびEPS 

 成形機使用可 

・連続生産 

・空隙率、表面意匠 

 性が期待できる 
・易変形 

・低比重 

・液体、気体浸透可 

・低比重 

・浸透性なし 

・高強度 

加工方法一覧 

用途例 
  緩衝用途、寝具（マットレス、まくら）、リハビリ、スポーツ、救命具、防災用品など 

スチーム成形例 
   



 EVAシート  フィルム 

  ＥＶＡ樹脂は、エチレンと酢酸ビニルとの共重合樹脂で、可塑剤を含まず、環境にやさしい素材です。 
 軽量で低温特性に優れています。主に酢酸ビニルの含有率で多くの種類があります。 

 ・可塑剤を必要とせず柔軟で、安全性が高く、環境にやさしい。 
 ・低温特性に優れています。  
 ・低比重で、軽量化が可能。（ゴム、ＰＶＣに比べて30％以上軽減）  
 ・屋外耐候性に優れる。 
 ・ ヒートシール強度が大きい 
 ・低温ヒートシール性に優れる 
 ・耐衝撃性、耐ピンホール性、耐寒性に優れる。 
 
 EVAシートの用途例   
  遮水シート、傘、合羽、シャワーカーテン、手帳、立看板、ターポリン、空気物、化粧品ポーチ、カードケース 
  通帳ケース、携帯灰皿、面発、冷却枕、乾燥食品包装、水物食品包装、冷凍食品包装、ガス充填包装 

EVAシートの特長 

EVAシートの規格品一覧 

品番 VA 色 
引張強度 伸び 100% Mo 

厚み（mm）×幅（mm）×長さ（M） 
ロット 

ＭＰａ ％ ＭＰａ ｍ 

 EVAフィルム 梨地 クリア 18 ﾅﾁｭﾗﾙ 

 ﾀﾃ 22.7 621   
0.1×915×200 200 

 ﾖｺ 20.0 684   

 ﾀﾃ 25.0 647   
0.2×915×100 100 

 ﾖｺ 22.3 684   

 EVAフィルム 白 20 ｼﾛ 
 ﾀﾃ 21.76 645 3.94 

0.34×1,190×100 100 
 ﾖｺ 15.76 615 3.6 

 EVAフィルム 半透明 BF 20 ﾅﾁｭﾗﾙ 
 ﾀﾃ     

0.35×1,420×50 50 
 ﾖｺ     

 EVAフィルム 黒 20 ｸﾛ 
 ﾀﾃ 12.2 560 3.0  

0.28×2,150×475 2,000 
 ﾖｺ 12.8 636 2.6  

 高酢ビEVAフィルム 25 ﾅﾁｭﾗﾙ 
 ﾀﾃ     

0.30×1,000×100 3,000 
 ﾖｺ     

※物性値は実測値になります。 



 
蓄光製品 

 
   蓄光製品の特長 

   ①光エネルギー（主に紫外線）を吸収し、暗い所で徐々に光を放出します。    

   ②電源なしで発光し、配線やメンテナンス不要で半永久的に光エネルギーの吸収、発光を繰り返します。 

   ③蓄光顔料の種類、蓄光顔料の量、照射する光の強さで発光の強さが変わります。 

 
営業品目 
・蓄光顔料 
   
 
 
 
 
 
 
 
・テープ 
   
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
・標識 
   蓄光を応用した避難誘導標識、津波標識を作成いたします。屋外耐候性を持った製品も作成可能です。 
 
 
 
 
 
 
 
     
・反射材との応用製品 
   蓄光単体よりも反射材と組み合わせることにより視認性をアップすることができます。 

品番 特徴 発光色 平均粒径 残光時間 

G-300M 長時間残光タイプ イエローグリーン 60μm >1600min 

GLL-300M 初期高輝度タイプ イエローグリーン 40μm >1500min 

  ※残光時間はD65光源にて200lx×20分 照射後、残光輝度が0.32mcd/㎡までに減衰までの時間です。 

品番 幅 長さ 特徴 

EGL-30U-C 25mm、50mm 10m JIS Z 9095 対応品 

  ※蓄光式避難誘導システムのラインラインの基準 
    ライン幅25mmのとき、25lx×15分照射後、10分後60mcd/㎡、60分後8mcd/㎡以上の残光輝度 



 
ウレタンゲル 

  ウレタンゲルとは、アスカーC硬度で30度以下のウレタン樹脂です。スポンジや軟質ゴムのようなクッション性と両面テー
プのような粘着力があり、耐震、防振、防音、耐衝撃性に優れた特性があります。 
 

ウレタンゲルの特長 

・可塑剤を使用していないため、家具やフローリングを傷めにくい。 
 
・家具、テレビ、パソコン、理化学機器、オフィス機器の下に敷くだけで粘着力と衝撃吸収力で転倒、 
 落下などの防止に役立ちます。 
 
・振動や音などに対しても優れた吸収力で、プリンターや機械設備などの振動音を大幅に軽減し、 
 作業場やオフィスの騒音対策になります。 

ウレタンゲルの使用方法 

・設置物と設置場所のホコリや汚れを取り、設置面にウレタンゲルを敷いてその上に物を置いてください。 
 ウレタンゲルの表面には保護シートがついておりますので、剥がしてからご使用ください。 
 
・設置物の移動や取り外しをおこなうときは、ゆっくりと剥がすときれいに取り外せます。 
 
・自己粘着力がある素材ですが、ホコリや指の油などがつくと粘着力が低下します。 
 水や中性洗剤で汚れを洗い落とし、しっかり水気を取ると粘着力は回復します。 

※上記値はサンプルの実測値であり、保証値ではありません 
※粘着力に関しては弊社独自の測定方法による相対比較値となります。 

ウレタンゲルの規格品一覧 

  硬度（アスカーC） 粘着力（独自方法） サイズ 

ウレタンゲルA 30  63N  5mm×500×500 

ウレタンゲルB 28 75N  5mm×500×500 

ウレタンゲルC 25 85N 5mm×500×500 

機器や家具のサイズに合わせてハサミやカッターで 
適当なサイズにカットしてご使用できます。 

5㎜×50㎜×50㎜ 各種カット、打抜き対応可能です。  


