
防曇製品  Visgard 106-94 (2液)  Visgard 112-20 (1液)  Visgard 121-35 (1液)  

推奨厚み  6〜15ミクロン  5〜6ミクロン  5〜6ミクロン  

固形分（重量比）  パーツ A 28%, パーツ B 68%  30% 25% 

粘度範囲（ブルックフィールド）  Part A 8-25 cps; Part B 30-300 cps 30-50 cps 10-50 cps 

屈折率  該当なし  1.532 Visgard-112-20と同じ  

外観  パーツ A 8-25 cps; パーツ  B 30-300 cps  水色〜青緑色  Visgard-112-20と同じ  

 
 

推奨溶剤ミックス  

以下の配合は、15cpsの粘度で27%の固形分

を生成します: A液-10パーツ、B液-4パー

ツ、ターシャリーブチルアルコール-TBA-

2.8パーツ、ジアセトンアルコール-DAA-4.2

パーツ  

 

DAA-ジアセトンアルコールを添加し、固形

分25%にする必要があります  

 

メイクアップ溶剤は1-メトキシ-2-プロパ

ノールで固形分を25%に維持します  

 

代替溶剤ミックス  
相対湿度が50％以上の場合は、DAAのみを

使用してください。Af-10694を DAA で固

形分30%まで希釈してください。  

 

該当なし  

 

該当なし  

水洗い可能  はい  はい  はい  

シリコン非対応  はい  はい  はい  

ディップコートまたはフローコート対応  両方、ただしフローコートを推奨  両方、ただしディップコートを推奨  Visgard-112-20と同じ  

推奨基板  PC、アクリル、ナイロン、PVC、プライマー

なしのPETG  

PC、CR-39®、ナイロン、プライマーなしの

その他透明プラスチック  

Visgard-112-20と同じ  

プライマーが必要な場合  ガラスへの塗布  ガラスへの塗布  Visgard-112-20と同じ  

溶剤に対する推奨溶液  

フローコーティングの比率  

Visgard A液 10パーツ、Visgard B液 4部、

溶剤 6パーツ  

フローコートには、DAAで固形分20%に希

釈することを推奨します。  

そのままフローコーティングに使用可能です  

 

溶剤に対する推奨溶液  

ディップコート用の比率  

 
 

推奨事項については FSICTへご連絡を  

フローコーティングには、固形分25%への希

釈を推奨します。ただし、引出し速度（cm/

min）と液状コーティング厚が硬化したコー

ティング厚を決定します。  

 
 

使用可能です  

  Visgard® 1液および2液コーティング材の技術情報概要  
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Visgard® 1液および2液コーティング材の技術情報概要 (続き)  

防曇製品  Visgard 106-94 (2液)  Visgard 112-20 (1液)  Visgard 121-35 (1液)  

 

ポットライフ  
一度混合した溶液は、できるだけ早く使用する

必要があります。ポットライフは多くの要因で

短くなったり長くなったりします。処理中は常

に循環させます。  

ポットライフは、熱や湿度などの環境要因に応

じて変わります。容器に密閉して保管すると、

丸6か月間使用できます。  

 

Visgard-112-20と同じ  

 

保存期間  
未混合の場合、Visgard A液は1年間安定した状

態を保ちます。B液は6か月間持続します。  

 

6か月  

 

Visgard-112-20と同じ  

空気乾燥時間  コーティングしたパーツを、コーティング後3〜

6分間オーブンに入れます  

コーティングしたパーツを、コーティング後2

〜3分間オーブンに入れます  

Place part directly into oven  

必要に応じて、 

プレキュア型または赤外線硬化型  
10 分 ＠ 60°C  10 分 ＠ 100°C ～110C°  Visgard-112-20と同じ  

ポリカーボネートの硬化条件  125°Cで1時間  125°Cで1時間  Visgard-112-20と同じ  

ポストキュア  一晩放置する  一晩放置する  Visgard-112-20と同じ  

 

パッケージング  
HDPE袋, 高湿度地域（70%RH以上）では包装

しないでください。  

HDPE袋, 高湿度地域（70%RH以上）では包装

しないでください。  

 

Visgard-112-20と同じ  

染色  はい、硬化したパーツは市販の眼科用染料を受

け入れることができます。  

はい、硬化したパーツは市販の眼科用染料を受

け入れることができます。  

Visgard-112-20と同じ  

洗浄  イソプロパノール、ジアセトンアルコール、メ

チルエチルケトンで洗浄します。  

イソプロパノール、ジアセトンアルコール、メ

チルエチルケトンで洗浄します。  

Visgard-112-20と同じ  

技術特性  Visgard 106-94 (2液)  Visgard 112-20 (1液)  Visgard 121-35 (1液)  

耐霧性テストに合格  膜厚5〜6μmでASTM F659 & EN168-Nに合格  膜厚5〜6μmでASTM F659 & EN168-Nに合

格  

 

Visgard-112-20と同じ  

EN166 紫外線放射  該当なし  該当なし  該当なし  

透明度  曇り1％未満（平均値0.5%)  曇り1％未満 Visgard-112-20と同じ  

 

ASTA D1044による耐擦傷性、 

テーバー摩耗性  

他の防曇コーティング材に比較して優れてい

る。CS10Fホイール、500g荷重を使って100サ

イクルでテストした場合、8ミクロンで7.6％の

デルタヘイズ値を示します。  

他の防曇コーティング材に比較して平均的で

す。CS10Fホイール、500g荷重を使って100

サイクルでテストした場合、8ミクロンで10%

のデルタヘイズ値を示します。  

 

Visgard-112-20と同じ  
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 Visgard® 1液および2液コーティング材の技術情報概要 (続き)  

技術特性  Visgard 106-94 (2液)  Visgard 112-20 (1液)  Visgard 121-35 (1液)  

ASTM D968 による落下砂摩耗、光の拡散性  防曇やハードコートのコーティング材と比較し

て優れています。8ミクロンで1.72％のデルタ

ヘイズ。  

防曇やハードコートのコーティング材と比較し

て優れています。8ミクロンで1.5％のデルタ

ヘイズ。  

 

Visgard-112-20と同じ  

防曇テスト1   1時間浸漬/1時間乾燥 - 50Cの水をビーカーに

入れ、30秒間霧が発生しない  

1時間浸漬/1時間乾燥 - 50Cの水をビーカーに

入れ、30秒間霧が発生しない  

Visgard-112-20と同じ  

 
 

防曇テスト2  

24時間浸漬/1時間乾燥 - パーツ温度が4℃にな

るまで冷蔵庫に入れます。パーツを室温

（21℃）、70〜80％RHの環境下に置きます。

パーツは霧のない状態を保つ必要があります。  

24時間浸漬/1時間乾燥 - パーツ温度が4℃にな

るまで冷蔵庫に入れます。パーツを室温

（21℃）、70〜80％RHの環境下に置きます。

パーツは霧のない状態を保つ必要があります。  

 
 

該当なし  

溶剤に対する耐薬品性  短時間露出では優れた結果 

曇り1％未満（平均0.5%)  

短時間露出では優れた結果 

曇り1％未満 

Visgard-112-20と同じ  

ブリーチ、DEET耐性  該当なし  該当なし  該当なし  

 

耐候性  
日光に当たっても割れたり剥がれたりせず、ほ

とんどのプラスチックを黄変から保護します。  

日光に当たっても割れたり剥がれたりせず、ほ

とんどのプラスチックを黄変から保護します。  

Visgard-112-20と同じ  

 

メンテナンスと手入れ  
洗浄溶剤や洗剤に耐えることができる、油

脂類にさらされると劣化する可能性があ

る、グリースカット用洗剤で洗浄してくだ

さい  

洗浄溶剤や洗剤に耐えることができる、油

脂類にさらされると劣化する可能性があ

る、グリースカット用洗剤で洗浄してくだ

さい  

Visgard-112-20と同じ  

Visgard® is a registered trademarks of FSI Coating Technologies, Inc.  ©2022 FSI Coating Technologies, Inc.  All rights reserved.  
FSI Coating Technologies is wholly-owned subsidiary of SDC Technologies, Inc.    

FSI Coating Technologies, Inc. 

各地区の本社 -  北米  
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