飲食物、製薬産業
高性能メンテナンスMRO化学製品
産業解決策
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チェスタートンの定評のあ
るプログラム：
■

製品の品質を維持

■

信頼性を最適化

■

稼働時間を最大限に
向上

■

機器の寿命延長

■

トータルコストを低減

品質
チェスタートンの高品質基準
A.W. Chesterton Company、 食品グレードや医薬品用の
製品に、最も厳しい品質基準を維持すべく日夜努力を
重ねています。先端技術と厳しい品質管理プロセスを
駆使して、当社はお客様の期待を的確に応えています。
当社の目標はお客様に優れた品質を誇る製品とサー
ビスをお届けすることです。

品質の心配は当社がします。お客様は
安心してください。
当社のほぼ全ての製品がNSF®に
登録されています。
当社はNSF基準を満たす製品類を最も豊富に取り
揃えている企業のひとつに数えられています。この
独立機関による評価は、当社がお客様に優れた
品質を一貫して提供していることを証明します。
NSFに登録された高性能製品が、コスト低減を実現
しながら、機器の信頼性向上に最高の結果をもた
らします。
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潤滑剤
ベアリング信頼性の向上
チェスタートンのベアリング

最先端グリース技術

用潤滑剤は、ベアリング

チェスタートンの産業潤滑剤は、荷重、温度、水、腐食
などの条件が過酷な環境でも、ベアリングの寿命と信
頼性を向上します。

故障の主な要因に対処し、
操業時の信頼性を向上、
メンテナンスコストや生産
コストを低減します。
■

優れた腐食防止性能

■

優れた荷重支持性能

625 CXFおよび630 SXCF*
高性能、多目的食品グレード潤滑剤。NSF H1
■
■
■

■

水や薬品による洗浄に対する優れた耐性

■

QBT™ クワイエット・ベアリング・テクノロジー

■

自動給油装置

■

潤滑剤の消費を低減

磨耗、荷重、腐食からベアリングを十全に保護
水洗浄や腐食に対する優れた耐性
PTFEを含まない。PTFEの使用が禁止されているタバコ
その他の加工プラントで安全に使用可能

アプリケーション： びん詰め機械、果物供給機、ペーストおよびソ
ース詰込機、缶詰機械、肉包装装置、カートン詰め装置。

615 HTG, 633 SXCM**および635 SXC*
ベアリング故障の主な原因

高性能腐食抑制グリース。優れた極圧対応特性および耐水
性。NSF H2

疲労
9%
取付
不具合

27%

潤滑
64%

ベアリング故障の原因
の64%が潤滑に関する
ものです。設計寿命 –
L10 -を全うするベア
リングは9%以下です。
出典：ABMA（米国ベア
リング製造業者協会）

■

水洗浄や腐食に対する優れた耐性

■

優れた剪断安定性、酸化安定性

■

温度限界は204°C以上

アプリケーション： 機械工具、機械プレス、高速スピンドル・ギア、
ブロワー、コンベヤー、製粉機、粉砕機、電気モーター。自動給
油装置を使用して簡単に塗布可能。
*合成ベース
**モリブデン配合

自動充填器
チェスタートンの潤滑剤を重要部位に過不足なく供給します。
Lubri-Cup™ EM
■

■

■
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マイクロプロセッ
サーで制御された
「パルス」式給油
システム
交換可能な
サービスパック
最高8個のベア
リングを潤滑

Lubri-Cup™ VG – 250cc
Lubri-Cup™ VGミニ –120cc
■

■

■

マイクロプロ
セッサーで制御
された「パルス」式
給油システム
窒素ガ
スによる操作
可変タイマー

Lubri-Cup™ S
■

■

■

低供給圧でベア
リングシールの
故障を防止
再潤滑の頻度を
6分の1に低減
その場で簡単に
補充可能

機器の寿命の延長
チェスタートンはチェーン、空圧制御装置、ワイヤロープ、オープンギアの潤滑用に特に
配合された潤滑剤を数多く取り揃えています。チェスタートンの潤滑プログラムは、要求
される高品質基準を維持しながら、機器の寿命を延長、信頼性と生産性を向上、コスト
ダウンを実現することで定評があります。

601 チェーン・ドライブ・ピン&ブッシング・ルブリカ
ント
ピンやブッシングに浸透し、重要部位を潤滑、磨耗を防ぐ高品質
低粘度オイルです。NSF H2

690 FG ルブリカント
最高品質の軽油で、チェーンドライブピン
とブッシングの間のような精密部品の
わずかな隙間に隅々まで浸透し完璧な
潤滑を行います。NSF H1

■

-23°C から150°C

■

チェーンを清浄に保ち、泥や誇りの付着を防止

■

■

チェーンの寿命を2倍から4倍に延長

■

アプリケーション： 組立てライン、包装ライン、送電チェーン、コン
ベヤードライブ、チェーンホイスト、フォークリフトトラックのチェー
ンドライブ。

■

■

636 FG SLG-220シンセティック・ルブリケーティン
グ・フルイド
636 FGはISOグレード220の高性能合成潤滑剤です。NSF H1に
登録されており、飲料、食品、医薬品産業で使用される高温ベ
アリングとチェーンの潤滑に特化し開発されました。NSF H1
■

-25°Cから260°C (-13°Fから500°F)

■

低蒸発性

■

残留物の生成なし

■

自己洗浄性

アプリケーション：ベーキングオーブン、ヒートシール機械、滅菌
領域、コンベヤーローラーベアリング、チェーンコンベヤー、熱処
理コンベヤー、プラスチックフィルムシールなどの高温潤滑

660 シリコン・ルブリカント

透明、無色、無臭
圧力添加剤 - 鉱油に比べて3倍の
荷重支持能力
チェーンに泥や埃の付着、粘性
潤滑剤の残留がない
永続性のある非乾燥性の油膜が
チェーンの寿命を2倍から4倍に延長

アプリケーション： 組立てライン、コンベヤー、包装機器、ホイスト
チェーン、リンクやローラーの組立てのチェーンドライブ。

715 Spraflex® ゴールド
チェーンドライブ、オープンギア、ワイヤーロープ用表面潤滑剤。
長期間機能する、たれのない「磨耗シールド」を形成し、高負荷
条件で運転する装置を保護します。NSF H2
■

極圧下で潤滑

■

グリースのようなはみ出しがない

■

腐食から保護

■

水中でも流れ落ちなし

アプリケーション： チェーンドライブ、オープンギア、ホイスト、ワイ
ヤーロープやケーブル、回転フィーダー、コンベヤーチェーン。

透明なシリコン潤滑液で、プラスチック、ゴム、あるいはプラス
チック/金属製の機械部品や摺動面に連続フィルム潤滑を
行います。NSF H1
■

-40°C から205°C

■

非着色製、粘性残留物なし

■

安定性のある長寿命潤滑剤

■

優れた離型剤

アプリケーション： プラスチック製ギア、
プラスチック製コンベヤーベルト、ロー
ラー、ゴム製ガスケット、プラスチック
製ブッシング付きのチェーン。
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洗浄剤および脱脂剤
プラント機器のメンテナンス
チェスタートンはプラントと機器のメンテナンスに必要な洗浄剤や脱脂剤を数多く
取り揃えています。洗浄技術は、対象となる汚れの種類、表面材質、環境保護や
作業員の安全などを考慮の上、選択されます。そのため以下のような個々の
ニーズに対応する多彩な技術が用意されています。
■
■

整備工場の洗浄および脱脂
機械およびプラントの洗浄

■
■

部品類の脱脂
電気系の洗浄

水ベースの洗浄剤
生分解性、迅速なオイル分解、ろ過可能、再循環性

360 フォスフェート・フリー・クリーナー
食品産業で使用される天然オイルや天然脂肪の除去に最適な強
力な水ベース脱脂剤。NSF A1、A4
■
■

生分解性、無リン
EDTA、Butyl Cellosolve™（ブチルセロソルブ）、
有毒溶剤を含まない

アプリケーション： プロセス機器、プラントの壁や床から天然オイル
とグリースを除去。廃水処理パイプとタンクの洗浄。多孔性コンク
リート構造物に特に効果的。

803 IMS II
非溶剤ベースの強力脱脂剤。優れた表面活性技術が洗浄効果
を最大限に発揮します。NSF A1
■

石油ベースのオイルとグリースを迅速に除去

■

生分解性

■

EDTA、Butyl Cellosolve™（ブチルセロソルブ）、
有毒溶剤を含まない

アプリケーション： プラントと機器、コンクリートの床、石やレンガ
製の壁、その他の硬表面類の脱脂。

KPC 820/KPC 820N
環境規制、作業者の安全性を遵守する強力な脱脂剤。プロセス
脱脂に理想的。KPC 820 – NSF A1、KPC 820N – NSF A1、A4
■

穏やかなpH、無リン

■

ほとんどの金属に使用可能

■

異臭なし

■

加熱すると浸漬タンクの洗浄に効果的

■

82°Cまで使用可能

アプリケーション： 油性付着物、煤および排気残留物、金属切削
液、動物性脂肪、植物油、潤滑剤、および工業生産設備一般の
汚れ
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溶剤ベースの脱脂剤

電気系洗浄剤

即効性、低芳香族、低残留物、
精密脱脂剤

ほぼすべての塗料とプラスチックに使用可能、
低残留物、高速蒸発性

277 メタル・サーフェス・デグリーサー

296 エレクトロニック・コンポー
ネント・クリーナー(ECC)

硬表面用、急速蒸発性の溶剤ベース脱脂剤。オイル、グリース、
タール、ワックスその他の有機質の汚れを除去します。
NSF C1、K1
■

低残留物

■

低芳香族含有量

■

■

有害な溶剤に代わる環境に
やさしい洗浄剤。泥、埃、有機
残留物を電気部品、工学部品
から除去します。 NSF K2

通常のプラスチックを含むほぼ全ての材料に
損傷を与えない
引火点：-6°C

アプリケーション： オイルやグリースをベアリング、ギア、バルブ、
チェーン、金型、電子機械アセンブリから除去。

292 プレシジョン・
デグリーシング・ソルベント
穏やかな蒸発速度。工業強度溶剤の
ブレンドが分解、メンテナンス、修理の
前に装置を即時に洗浄します。全て
の金属に対応。引火点40°C。
NSF K1、K2、K3

■

非引火性、高速蒸発性

■

残留物なし

■

オゾン層破壊薬品を含まない

■

プラスチックに使用可能

アプリケーション： コントローラー、パネルメーター、回路基板、
接点、モーター駆動装置、制御パネル。電子機器産業で使用
される繊細な材料ほぼすべてに対応。

■ 頑固なオイルとグリースを迅速に除

去
■

低残留物、低臭気

■

低芳香族含有量

アプリケーション： ベアリング、バルブとその取付部品、チェーン、
ケーブル、金型、旋盤、プレス、通電していない電気機器、生産
工具の洗浄。オイル、グリース、ワックス、タールその他の有機
汚染物の除去。ゴムやプラスチックに使用する場合は事前に
テストが必要。

294 CSD
安全で蒸発の速い溶剤ベースの脱脂剤で、除去がもっとも困難
な付着物を洗浄します。精密洗浄用に配合。
■

高速洗浄

■

低芳香族含有量

■

引火点： -18°C

アプリケーション： ベアリング、プー
リー、バルブとその取付部品、チェー
ン、ケーブル、電気機械アセンブリ、
金型、プレス、生産工具、完成部品
の精密洗浄。塗料、ゴム、プラスチッ
クに使用する場合は事前にテストが
必要。
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メンテナンス用特殊製品
日常のメンテナンス用製品
毎日のメンテナンスには多彩な製品が使用されます。使用量は少なくても、こうした
製品は高品質、高速生産を維持する上で重要なものです。メンテナンス用特殊製品
は、立上げ時の優れた性能を約束し、メンテナンス作業における生産性と品質を
向上させる製品類です。

723、723FG Sprasolvo®

730 Spragrip®

便利な不燃性噴射ガスを使用した、
即効性、浸透性に優れる潤滑剤。
錆、タール、グリース、泥の堆積で
固着したナット、ボルトその他の\
部品が簡単にゆるみます。
723 – NSF H2; 723FG – NSF H1

高性能、高エネルギー効率、エア
ゾール缶入りのベルト塗布剤。
皮革製、ゴム製、キャンバスや
プラスチック製のベルトの寿命を
延長し、V型、フラット、丸型のベルト
の滑りを防止します。NSF P1

アプリケーション： 水道配管、機械
類、トラック、パイプライン、鉄道、
トラクター、スチーム・ガス部品、
バルブ、ポンプ、掘削設備、自動車工場、船舶。

アプリケーション： ベルトドライブ、
ファン、自動車機器、工業用機器、
パッケージコンベヤー、コンベヤー
ベルト、発電機、ポンプ、コンプレッ
サー、屋内・屋外アプリケーション。湿気、埃、高温、低温による
ベルトのスリップを抑制。紫外線、薬品発煙、水による性能低下
を防止。

3500 Valvelon®
12 mmまでのパッキンサイズ
をもつスタッフィングボックスで
使用しバルブを永久的にシー
ルします。表面形状に順応、
35 kg/cm2までの圧力に対応
します。NSF P1
■

100% PTFE製バルブ・パ

ッキン
■

pH 0から14、酸素を除くすべての薬品

■

-240°C から260°C

■

無毒、非汚染性

アプリケーション： 水、圧縮空気、真空、潤滑ライン、熱湯、
蒸気などの設備システム用バルブ。食品、医薬品、その他
ほぼ全ての産業のプロセスバルブ。汎用バルブパッキン
として理想的。
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785/785 FG/783ACR
無機系超微粒子固体潤滑剤をいく
つか組合わせた「新世代」の焼付き
防止剤。重金属を含みません。
厳しい温度条件、圧力条件に対応。
1204°Cまでの高温で機械の組立
と分解と楽にします。785 FGはFDA
規格 21CFR偶発的食品接触に適合。
NSF H1; 785 – NSF H2

■

ボルトの焼付きを防ぎ、分解を簡単に

■

超微粒子固体潤滑剤が金属表面に密着

■

785 FGはH1登録と産業グレード焼付き防止性能の
ユニークな結合。

アプリケーション：
金属同士の接触のあるアセンブリほぼすべて：ボルト、ねじ、
スタッド、パイプスレッド、はめ込み部品、ポンプスリーブ、スプ
ライン。ステンレスと特定合金を対象とするプラントメンテナンス
ほぼすべて。銅の使用が禁止されているところ。

860モールダブル・ポリマー・ガスケット
2液混合タイプの成形ガスケット剤。
あらゆるサイズと形状に対応する
超薄膜ガスケットを形成します。べと
つきがありません。米国食品医薬品局
（FDA)基準21CFR 175.300、177.2600に
準拠。NSF P1
■
■

260°Cまで
安定性があり注入口で
硬化しない

■

深さ6 mm までのギャップを充填

■

弾性を維持

アプリケーション： 複雑な機械組立部品、ギアボックス、点検
カバー、トランスミッション、ベアリング・ハウジング、加速・減速
装置のシール。経済的、ガスケットの在庫を低減。フランジの
どんな形状にも成形可能。ガスケットのカットが不要。

食品産業：食肉・乳製品プロセスプラント、飲料・醸造酒・瓶詰め
プラント、穀物プロセス、オイル・エタノールプロセス、缶詰・包装
設備、水処理・廃水処理・配水システム。

800 GoldEnd® テープ
金属製、プラスチック製のスレッド、
パイプ、ボルト用の耐亀裂性に富む
成形可能な高密度、強力PTFEシール
テープ。包装が簡単。亀裂、破損に
耐性があり、燃料ラインを詰まらせ
ません。軍用規格MIL-T-27730A、
DVGW、BAM、NSF H1、P1準拠

■

酸素を含むほぼすべての薬品に対応

■

-240°C から260°C

■

90°まで逆に調整してもシール性を維持

アプリケーション： 水道パイプスレッドすべて、工業パイプス
レッドのほぼすべて、最高690バールまでの空圧、水圧部品に
対応
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メンテナンス用特殊製品
腐食防止
保管中の予備部品は腐食により損傷を受け、使用不能になります。これは時間とお金の無駄になります。チェスタ
ートンは、重要な交換部品を低コストで保護する2種類の着脱可能なコーティングを取り揃えています。どちらも長
期にわたり腐食を防止する薄い膜ですが、金属部品が必要な際には簡単に除去することが可能です。

740 ヘビー・デューティー・ラストガード
長期にわたり腐食を防止するコーティ
ング剤。湿気、腐食性発煙に常時晒
されている部分で、表面浸透を抑制
しながら、強力な金属保護膜を形成
します。軍規格MIL-C-16173D、
グレード1および4に準拠。
■

亀裂、剥離を起こさない

■

最高2年間の保護

■

腐食性蒸気に対する優れた
耐性

アプリケーション： 機械、チューブ、鋳
物、ロッド、治具や取付具、
プレス加工部品、ポンプ、取付部品、バルブ、屋内構造物などの
在庫部品。

775 モイスチャー・シールド
透明で湿気をはじく作用のある耐食
性保護膜を形成し、金属部品と装置
を何ヶ月も保護します。軍規格
MIL-C-16173D腐食防止、グレード3に
準拠。NSF H2
■

高い被覆率30m2/リットル

■

乾燥性の膜、ほこりがつかない

アプリケーション： 加工中の部品、
輸送中の部品、在庫部品、電気システム - 湿潤電気部品の
乾燥、海洋産業。チェスタートンの水ベースあるいは溶剤
ベースの洗浄剤で簡単に除去することができます。
注：長期にわたる保護が必要な場合は、チェスタートンの740
ヘビー・デューティー・ラストガードを使用してください。

チェスタートンの276エレクトロニック・コンポーネント・クリーナー
または274インダストリアル・デグリーサーを使って簡単に除去す
ることができます。

切削液
水ベースの合成技術を使用して、金属切削作業に最適な潤滑を提供します。石油系のオイルは使用していません。
煙の発生を防ぎ、水で簡単に洗い流せます。

388 シンセティック・タッピング・フルイド
安全な完全合成配合の機械加工用切削剤。高速加工装置、
手動・自動切削工具用です。
■

即時使用可能

■

潤滑性と熱分散に優れる

■

工具の寿命を延長

アプリケーション： タップ削り、ボーリング、リーマ加工、ねじ切り、
穴加工、フライス削り。ミストアプリケーションにも使用可能。

389 シンセティック・タッピング・コンパウンド
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■

滴り落ちのない粘着グレード

■

水平あるいは頭上の作業に理想的

NSF®に登録されたチェスタートン製品
洗浄剤/脱脂剤
218 HDP
235 SSC
273 エレクトリック・モーター・クリーナー
273 エレクトリック・モーター・クリーナー（エアゾール）
274 インダストリアル・デグリーサー
274 インダストリアル・デグリーサー（エアゾール）
276 エレクトロニック・コンポーネント・クリーナー（エアゾール）
276 エレクトロニック・コンポーネント・クリーナー(バルク)
277 メタル・サーフェス・デグリーサー（エアゾール）
277 メタル・サーフェス・デグリーサー(バルク）
279 PCS
292 プレシジョン・デグリーシング・ソルベント
292 プレシジョン・デグリーシング・ソルベント（エアゾール）
296 エレクトロ・コンタクト・クリーナー
346 デスケーラー＆ケミカル・クリーナー
360 フォスフェート・フリー・クリーナー
801 インダストリアル＆マリーン・ソルベント
803 インダストリアル・マリーン・ソルベントII
815 ロー・フォーミング・クリーナー
KPC 820
KPC 820N

メンテナンス用特殊製品
133943
133964
133975
133976
133955
133949
133973
133974
134008
134007
134012
134003

A1
A4
K2
K2
C1, K1, K2
C1, K1, K2
K2
K2
C1, K1
C1, K1
K2
K1, K2, K3

134004
134002
133962
133961
133965
133966
133967
133963
133977

K1, K2, K3
K2
A3
A1, A4
A1, A4, A8
A1
A1
A1
A1, A4

134013
133942
133958
133938
133934
133930
133931
134006
133939
133959
133947
132237
133960
133956
134016

P1
H2
H2
H2
H2
H2
H2
H1
H2
H2
P1
H1
H2
H2
H1, P1

134017
860 モールダブル・ポリマー・ガスケット・キュアリング・エージェント 134018
900 GoldEnd® ペースト
133957

P1
P1
H2, P1

切削液
390 カッティング・オイル
390 カッティング・オイル（エアゾール）
395 タッピング・ルブリカント

潤滑剤
601 チェーン・ドライブ・ピン&ブッシング・ルブリカント（エアゾール） 133927
601 チェーン・ドライブ・ピン&ブッシング・ルブリカント（バルク） 133979
610 シンセティック・ルブリケーティング・フルイド（エアゾール） 133972
610 シンセティック・ルブリケーティング・フルイド(バルク） 133971
615 ハイ・テンペラチャー・グリース
133940
615 HTG #1
133941
622 ホワイト・グリース
133929
625 CXF
138414
629 ハイ・テンペラチャー・ホワイト・グリース
133936
630 SXCF （エアゾール）
142462
630 SXCF
138415
636 FG SLG-220 (バルク)
承認審査中
651 デタージェント・ルブリケーティング・オイル（エアゾール） 133928
651 デタージェント・ルブリケーティング・オイル（バルク） 133946
652 ニューマチック・ルブリカント＆コンディショナー 133944
660 シリコン・ルブリカント（エアゾール）
133970
660 シリコン・ルブリカント（バルク）
133932
690 FGルブリカント（エアゾール）
133933
690 FGルブリカント（バルク）
133969

3500 Valvelon®
706 Rustsolvo®
710 アンチ・シーズ・コンパウンド(バルク）
715 Spraflex®
715 Spraflex® （エアゾール）
715 Spraflex® ゴールド
715 Spraflex® ゴールド（エアゾール）
723 FG Sprasolvo®
723 Sprasolvo®
725 ニッケル・アンチ・シーズ・コンパウンド
730 Spragrip®
785 FGパーティング・ルブリカント
785 パーティング・ルブリカント
787 スライディング・ペースト
800 GoldEnd® Tape
860 モールダブル・ポリマー・ガスケット（カートリッジ）

H2
H2
H2
H2
H2
H2
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H2
H2
H2
H1
H1
H1
H1

134014
134947
133935

H2, P1
H2, P1
H2

134009
133950
133951
134015

R2
H2
H2
H2

腐食防止
415 コンクリート・シーラー
438 PTFE コーティング（エアゾール）
438 PTFE コーティング（バルク）
775 モイスチャー・シールド（エアゾール）

NSF International（NSFインターナショナル）は、米国農務省（USDA)が過去に
使用した認可プログラムを再度紹介するために、1999年に自発的に非食品
化合物登録プログラムを開始しました。
NSF登録の対象となる製品は、消毒剤と潤滑剤のような食品施設内あるい
は周辺で使用される化合物すべて（非食品化合物）、および果実・野菜の
洗浄剤のような食品準備段階で使用される物質を含みます。NFS登録は
NSF登録ガイドライン（以前の呼称は「食肉プラントで使用される化合物の
認可を受けるためのUSDAガイドライン」）に基づいています。
同プログラムは製品製造者、使用者、規制/検査関係者に、製品の受容性を
決定する実績のある方法を提供するものです。また食品プロセス機器認定
とNSFの食品安全評価を補足するものです。

分類コードの説明付き最新リストは以下のサイトで
入手可能です。
www.NSF.org/usda/psnclistings.asp
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チェスタートン
細菌による汚染、磨耗、薬品侵食、移送摩耗に
耐性のある保護コーティング
飲食物プロセス設備のコンクリートブロックや

グローバル解決策、
ローカルサービス
A.W. Chesterton Companyは、1884年の
設立以来、様々な顧客ベースの重要な

セメントブロックの表面は、腐食性洗浄剤、

ニーズを満足させてきました。過去も現

動物の血液や脂肪、有機酸などの過激な

在も、世界各地で、機器の信頼性向上、

薬品侵食、およびモーター駆動のカートから

エネルギー消費の最適化、技術サポー

の過酷な磨耗に常時晒されています。また
細菌の成長を防ぎ洗浄と除染を容易にする
ために、こうした表面はすべて適切にシール
されていなければなりません。作業員の安全

トとサービスの提供に、チェスタートンの
解決策が使用されています。
チェスタートンのグローバルな操業の
概要：

のために床に滑り止め加工が要求される

■

約100カ国にサービスプラント

こともあります。

■

グローバルな製造業務

■

世界各地に営業所とサービス
センターが500店以上

■

熟練したローカルサービス
スペシャリストとテクニシャンが
1200名以上

チェスタートンのARCとPF&Lブランドのエポキ
シ、ウレタン、ポリエステル、ビニルエステル製のコーティング剤はこうした要求
すべてを満たします。
製品タイプ：
■
■

浸透性の高い下地シーラー
こてで塗布できるグラウト、
注入可能なグラウト

■

低粘性バリアー・コーティング

■

スラリー散布型滑り止めコーティング

■

当社のホームページ、
www.chesterton.comをご覧ください。

こてで塗布できる高成形性
オーバーレイ

チェスタートンのISO認定書はwww.chesterton.com/corporate/isoで入手可能
Lubri-Cup™とQBT™ (クワイエット・ベアリング・テクノロジー)はA.W.Chesterton Companyの商標です。
Butyl Cellosolve™はUnion Carbide Corporationの商標です。
NSF®はNSF International社の登録商標です。
技術データはラボテストの結果を反映し、一般特徴のみを呈示するものです。
A.W. CHESTERTON COMPANYは、特定の目的、使用のための売買可能性、適応性の保証を始めとする全ての保証を、明示、暗示にかかわらず、一切否定します。当社に責任がある場合は、製品の交換に限定されます。
本書記載の画像は、一般の図解あるいは装飾を意図するもので、特定の製品や機器に関する取扱説明、安全性、操作、使用法などの情報や提案ではありません。製品の安全な使用、保管、取扱い、廃棄に関しては、適切な材料安全データシート、
製品データシートおよび製品ラベルを参照するか、当社最寄の販売担当者にご相談ください。

販売元：
860 Salem Street
Groveland, MA 01834 USA
電話：781-438-7000
ファックス：978-469-6528
www.chesterton.com
© A.W. Chesterton Company, 2012. 全権所有。
® 特に指定のない限り、米国その他の国々で
A.W. Chesterton Companyが所有しライセンス
権を持つ登録商標。
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