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●本カタログの価格は全て税抜表示となっています。
●本カタログに記載されている商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。
●掲載商品の仕様およびデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。
●掲載商品は、印刷の都合上実際の色と異なる場合があります。
●掲載商品の内容は、2022年8月現在のものです。
●本カタログは、日本製紙㈱のユーライトを使用しています。

SAKURAI
Industrial Material Catalog

https://www.star-sakurai.com

〒110-0008	 東京都台東区池之端1-2-18	 	 NDK池之端ビル
営業推進企画部　　TEL（03）3827- 4410　FAX（03）3827- 4555	

大 阪 支 店 	 TEL 	（06）6975-6150
広島出張所	 TEL	（082）509-1877
福 岡 支 店 	 TEL 	（092）411-2238

札幌営業所	 TEL	（011）241-7891
仙 台 支 店 	 TEL	（022）237-1820
名古屋支店	 TEL	（052）872-0651

第　一　営　業　部　TEL（03）3827-4550
第　二　営　業　部　TEL（03）3827-4520
第　三　営　業　部　TEL（03）3827-4540

本カタログの価格は全て
税抜表示となっています。

商 号 桜井株式会社
SAKURAI CO.,LTD.

創 業 明治32年（1899年）9月15日
設 立 昭和24年（1949年）9月21日
資 本 金 1億2000万円

営 業 内 容

●  粘着原紙・フィルム加工品・建装材料並びに
看板機材の販売

●クリーンペーパーの販売
● 設計・製図・測量に関連する機材の加工販売
● 複写・印刷に関連する機材の加工販売
● 文具・事務用品・事務用機器の販売
●ソフトウェアの開発及び販売
●工業機材の販売
●環境関連機材の販売

明治 32年 9月 桜井大二郎商店「星名刺」で創業
大正  9年 青写真感光紙の製造に着手
大正 11年  ドイツより連続高性能塗布機を輸入、量産化開始

昭和  6年 陽画感光紙の国産化に成功し
ダイアド陽画感光紙として発表

昭和 10年
オランダのグリンテン社と技術提携し
国産湿式陽画感光紙の開発に成功
スター製図用紙の製造開始

昭和24年 9月 大阪桜井株式会社に改組して発足
昭和42年 4月 本社を東京に移転
昭和44年 4月 社名を桜井株式会社に変更

昭和45年 9月 粘着製品の販売を開始
屋外サイン広告業界に進出

昭和51年 7月 山陽国策パルプ株式会社
（現 日本製紙株式会社）が筆頭株主となる

昭和57年 4月 スタクリン（無塵紙）販売開始
平成 11年 8月 関西物流センター移転・新設
平成11年 10月 関東物流センター移転・新設
平成 14年 7月 環境方針の制定
平成17年 8月 本社を台東区池之端に移転
平成26年 6月 広幅ＵＶインクジェットプリンター販売開始
平成28年 6月 卓上型レーザー加工機「HAJIME」販売開始
平成29年 12月 設備監視システム「e-無線巡回」販売開始
平成31年 2月 関東物流センター移転
令和元年  9月 創業120周年

令和 3年  5月 桜井ダイレクトショップ
（SAKURAI DirectShop）リニューアル

令和 4年  5月 ホームページ　リニューアル

現　況 沿　革

Corporate Profile

愛されて40年
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● 普通紙の発塵要因の一つに顔料が挙げられます。
 スタクリンは、普通紙や合成紙と異なり、着色に顔料を使用していません。ブルーやバイオレットなどの色は、染料（液体）によって
着色しています。

●  スタクリンは、普通紙などで使用される繊維とは異なり、長繊維（長い繊維）を使用することによって繊維の絡み合いをより強固に
し、繊維を脱落しにくくしています。
● スタクリンは、アクリル系の樹脂を含浸させています。このアクリル樹脂が繊維どうしを接着し、繊維の脱落を防止しています。
● スタクリンは、低発塵でありながらコピー・印刷適性が良く、断裁などの加工適性にも優れています。
また、使用後もＲＣシリーズは、古紙回収し、リサイクルが可能で、焼却処分についても普通紙と同様に処理できます。

発塵を抑えた、クリーンルーム専用のクリーンペーパー（無塵紙）
「ニュースタクリン」

Contents
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■電気特性　　■ 有害物質規制　　■ 従来品との離解比較

電気特性　ニュースタクリンSC75RB（ブルー）使用　／　測定条件：温度23˚C、湿度50%の環境下

電子顕微鏡写真

電気特性測定

離解テスト

＊1 表面電気抵抗値（Ω）
表 1.4×1011

裏 1.4×1011

＊2
静電気半減時間（秒）
プラス電荷

表 0.45

裏 0.40

ASスタクリン ■電子顕微鏡写真　　■ 離解テスト　　■ 電気特性測定

表面　500倍 断面　750倍

ほぼきれいに離解しています。
リサイクル適性良好。（従来のスタクリンと同等）

撹拌10分 撹拌後10倍に薄めた状態

＊1 表面電気抵抗値（Ω） 表 1.0×106

裏 1.3×106

＊1 体積電気抵抗値（Ω/cm3） 1.19×103

＊2 静電気半減時間（秒） 表 0.1以下
裏 0.1以下

●試験条件：20℃　湿度30％

その他各種データにつきましては、弊社営業担当にお問い合わせください。

＊1 表面・体積電気抵抗値
ロレスタＡＰにて測定。

＊2 静電気半減時間
 STATIC HONESTMETER 
TYPE S-5109を使用。
 10ＫＶの電圧をかけた後の
静電気半減時間を測定。 ※左記の数値は実測値であり、保証値ではありません。

Technical Data

Technical Data

ニュースタクリン

有害物質規制
■欧州RoHS指令
　（電気・電子機器の特定有害物使用制限指令）

  「RoHS指令対象10物質 （EU）/2015/863）」
①鉛（Pb）
②水銀（Hg）
③カドミウム（Cd)
④六価クロム（Cr6＋）

　⑤ポリ臭化ビフェニル（PBBs）
　⑥ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDEs）
　⑦フタル酸ビス（2-エチルヘキシル）（DEHP）
　⑧フタル酸-ｎ-ブチルベンジル（BBP）
　⑨フタル酸ジブチル（DBP）
　⑩フタル酸ジイソブチル（DIBP）をニュースタクリン
　RCは、意図的または閾値以上の含有はありません。
　また、RoHS指令の電気・電子機器関連の1～11の
　各カテゴリーには該当いたしません。

TAPPI（米国紙パルプ技術協会）
標準パルプ離解試験結果

従来品との離解比較　　

（○：完全に離解　△：一部未離解　×：未離解）

×
×
×
△

△
○
○
○

［ 時間 ］ 
5分

10分
15分
30分

ニュースタクリンRC 従来品

＊1 表面電気抵抗値…… 測定器　アドバンテスト
（B43HIGH  TMEGOHM  METER  TR-8601を使用）

＊2 静電気半減時間…… 加圧電圧10KV後の静電気半減時間を測定
（STATIC  HONESTMETER  TYPE S-5109を使用）

※左記の数値は実測値であり、保証値ではありません。

 約2cm角に切った紙40gを2
リットルの常温の水に入れ、
TAPPI標準パルプ離解試験
機で完全離解するまでの時
間を測定。

テスト方法

約2cm角に切った紙40gを2リットルの常温の水
に入れ、TAPPI標準パルプ離解試験機で完全離
解するまでの時間を測定。

テスト方法

掲載ページ 2 ・3

掲載ページ 3
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品 番 規 格 色 単位 入数 価格（￥）
SC64RBA35 A3

ブルー
1ケース

500枚×4 40,500 ＋税
SC64RBA45 A4 500枚×8 42,300 ＋税
SC64RBA55T A5 500枚×8 28,800 ＋税
SC64RVA45 A4 バイオレット 500枚×8 42,300 ＋税
SC64RVA55T A5 500枚×8 28,800 ＋税

品 番 規 格 色 単位 入数 価格（￥）
SC75RBA4SS A4 ブルー 1冊 250枚 2,900 ＋税

ニュースタクリンRC.PPC

ニュースタクリンRC.PPC SS

s100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。
s使用後、古紙として再生できます。
s規格外のサイズも対応いたします。

s１冊（250枚）単位で出荷可能です。 

sクリーンルーム内に持ち込む設備図面等に適しています。

72g/m2は
7色

B5

A4

B4

A3

64g/m24,000枚

4,000枚

2,000枚

250枚

2,500枚

2,500枚

1,250枚

1,250枚

1,250枚

2,000枚

72g/m2

100g/m2

品 番 規 格 色 単位 入数 価格（￥）
SC100RBA4 A4 ブルー 1ケース 200枚×10 28,500 ＋税

ロール 72g/m2

品 番 規 格 色 単位 入数 価格（￥）
SC75B332SN 594mm×150m 3インチ ブルー 1ケース 2本 オープン

72g/m2

品 番 規 格 色 単位 入数 価格（￥）
SC75RBA3 A3

ブルー

1ケース

250枚× 5 28,800 ＋税
SC75RBA4 A4 250枚×10 28,800 ＋税
SC75RBA55T A5 500枚× 8 30,800 ＋税
SC75RBB4 B4 250枚× 5 21,900 ＋税
SC75RBB5 B5 250枚×10 21,900 ＋税
SC75RPA3 A3 ピンク 250枚× 5 31,600 ＋税
SC75RPA4 A4 250枚×10 28,800 ＋税
SC75RVA3 A3

バイオレット

250枚× 5 28,800 ＋税
SC75RVA4 A4 250枚×10 28,800 ＋税
SC75RVA55T A5 500枚× 8 30,800 ＋税
SC75RVB4 B4 250枚× 5 21,900 ＋税
SC75RVB5 B5 250枚×10 21,900 ＋税
SC75ROA4 A4 オレンジ 250枚×10 28,800 ＋税
SC75RYA4 A4 イエロー 250枚×10 28,800 ＋税
SC75RGA3 A3 グリーン 250枚× 5 31,600 ＋税
SC75RGA4 A4 250枚×10 28,800 ＋税
SC75RWA3 A3 ホワイト 250枚× 5 31,600 ＋税
SC75RWA4 A4 250枚×10 28,800 ＋税

スタクリンA4サイズ対応プリンター掲載ページ…… 18

品 番 規 格 単位 入数 価格（￥）
SCAS72A4 A4 1ケース 250枚×5 オープン
＊帯電防止商品の為コピー、レーザープリンターの機種によっては、トナー定着が安定しない場合があります。
※別注対応品となります。

ASスタクリン

72g/m2

【用途】ウエハー合紙、基板合紙、チップトレー合紙等

EXクリーン
s低価格、低発塵、100％離解可能な無塵紙です。
s使用後、古紙として再生できます。
s規格外のサイズも対応いたします。

72g/m2

ニュースタクリン印刷用原紙

EXクリーン A4サイズ対応プリンター掲載ページ…… 18

クリーンペーパー

150m巻 s導電性能は106Ω以下です。
s発塵性はスタクリンと同等です。
sコピー適性があります。
s使用後、古紙として再生できます。
s製造工程、搬送時等の静電気対策に適しています。

品 番 規 格 色 単位 入数 価格（￥）
EX72BA3 A3 ブルー

1ケース

250枚× 5 14,400 ＋税
EX72BA4T A4 250枚×10 14,400 ＋税
EX72PA4T A4 ピンク 250枚×10 14,400 ＋税
EX72VA4T A4 バイオレット 250枚×10 14,400 ＋税
EX72YA4T A4 イエロー 250枚×10 14,400 ＋税
EX72GA4T A4 グリーン 250枚×10 14,400 ＋税
EX72WA3 A3 ホワイト 250枚× 5 14,400 ＋税
EX72WA4T A4 250枚×10 14,400 ＋税

品 番 規 格 坪量 色 出荷単位
SCN64RB17 788mm×1,091mm <55.0>

64g/m2 ブルー 250枚
SC64RB07 625mm×880mm <35.0>

SCN64RV07 625mm×880mm <35.0> 64g/m2 バイオレット 250枚
SC72RB4/6 788mm×1,091mm <62.0>

72g/m2 ブルー 250枚
SCN72RB07 625mm×880mm <39.5>

SC72RP07 625mm×880mm <39.5> 72g/m2 ピンク 250枚
SC72RY07 625mm×880mm <39.5> 72g/m2 イエロー 250枚

品 番 規 格 坪量 色 出荷単位
SC72RG07 625mm×880mm <39.5> 72g/m2 グリーン 250枚
SC72RO07 625mm×880mm <39.5> 72g/m2 オレンジ 250枚
SC72RW07 625mm×880mm <39.5> 72g/m2 ホワイト 250枚
SCN72RV07 625mm×880mm <39.5> 72g/m2 バイオレット 250枚
SC100RB07 625mm×880mm <55.0> 100g/m2 ブルー 250枚
SC130RC07 625mm×880mm  <71.5> 130g/m2

ホワイト 250枚
SC175RC07 625mm×880mm <96> 175g/m2 100枚
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品 番 規 格 単位 入数 価格（￥）
SNA45BR A4  5mm方眼

1ケース 10冊
9,800 ＋税

SNB55BR B5  5mm方眼 8,600 ＋税

品 番 規 格 単位 入数 価格（￥）
SNA412R A4  横罫

1ケース 10冊
10,900 ＋税

SNB512R B5  横罫 9,800 ＋税

品 番 規 格 単位 入数 価格（￥）
78HGA412 A4  横罫 1ケース 20冊 26,500 ＋税

品 番 規 格 単位 入数 価格（￥）
CBN078 A4 1ケース 10冊 38,000 ＋税

ニュースタクリンRCノート
s100％離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙を使用しています。
s使用後、古紙として再生できます。

ニュースタクリンHGノート78
s 耐折強度を増した厚手の無塵紙ノートです。

ニュースタクリンラボラトリーノート78
s 特許出願対策用として研究、開発部門の必需品です。

ニュースタクリンバインダー
s表紙に特殊処理をしておりヨゴレも簡単に落とせます。
s丈夫で高品質な無塵紙バインダーです。

ニュースタクリンファイル
s書類や資料の整理にかかせない無塵紙ファイルの定番商品です。

ニュースタクリンインデックスカード
sスタクリンバインダーのインデックスカードです。
s厚手の無塵紙を使用しています。

無塵紙ノート
の定番品

背幅
40mm

背幅
70mm

SCBA44 SCBA47

バインダーと
セットで！

ブルー

ブルー

ブルー

ブルー

64g/m2

64g/m2

78g/m2

78g/m2

品 番 規 格 単位 入数 価格（￥）
SCBA44 A4  綴じ厚22mm

1ケース 6冊
17,300 ＋税

SCBA47 A4  綴じ厚50mm 20,700 ＋税

品 番 規 格 単位 入数 価格（￥）
SCIDA4 A4  2穴 1ケース 10枚×20 16,100 ＋税

ブルー

ブルー

ブルー

クリーンノート クリーンファイル

品 番 規 格 単位 入数 価格（￥）
SCFA4 A4  背幅15mm 1ケース 20冊 8,800 ＋税

ク
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー

開発部門
の必需品
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ニュースタクリンRCポケット
s 100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙を使用しています。
s 使用後、古紙として再生できます。
s ポケットタイプのノートです。

ニュースタクリンRCメモ
s100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。
s 使用後、古紙として再生できます。

ニュースタクリンタックメモ
s�無塵紙ベースの付箋紙です。
s�きれいにはがれ、糊残りがありません。

ニュースタクリン付箋タック

クリーンルームの清浄度
○国際標準化機構ISO 14644-1

2002年にJIS規格が取り入れられ、1m3あたりの0.1μm以上の粒子が基準になっています。
ISOクラス1～9

○米国連邦規格Federal Standard 209E（規格は2001年に廃止）
1キュービックフィート（立方フィート CF）中の0.5μm以上の粒子が基準になっています。
1フィート=0.3048m　　クラス1～100,000

ISO清浄度クラス
上限濃度（個/㎥） Federal Standard 209E

（米国連邦規格）
上限濃度（個/CF）

0.1μm 0.5μm 1μm 5μm 0.5μm
クラス1 10
クラス2 100 4
クラス3 1,000 35 8 クラス1 1
クラス4 10,000 352 83 クラス10 10
クラス5 100,000 3,520 832 29 クラス100 100
クラス6 1,000,000 35,200 8,320 293 クラス1,000 1,000
クラス7 352,000 83,200 2,930 クラス10,000 10,000
クラス8 3,520,000 832,000 29,300 クラス100,000 100,000
クラス9 35,200,000 8,320,000 293,000

s�無塵紙ベースの付箋紙です。
s�クリーンルーム内でのカラー別分類やメモ用紙に適しています。
s�50枚綴り×2列

ニュースタクリンRCフォーム
s100％離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙を使用しています。
s 使用後、古紙として再生できます。

コンパクトな
ポケット
タイプ

クリーン
ルーム内での
メモに！

ブルーと
バイオレット
の2色

糊残りが
ありません

品 番 規 格 単位 入数 価格（￥）
SCPR 80mm×160mm 横罫 1ケース 10冊 4,600 ＋税

品 番 規 格 単位 入数 価格（￥）
SCA60R A6 1ケース 20冊 3,700 ＋税

64g/m2

64g/m2

品 番 規 格 単位 入数 価格（￥）
SCT50 72mm×105mm 1ケース 30冊 8,600 ＋税

品 番 規 格 色 単位 入数 価格（￥）
SCFTR 25mm×75mm 赤

1ケース 30冊

12,100 ＋税
SCFTY 25mm×75mm 黄 12,100 ＋税
SCFTG 25mm×75mm  緑 12,100 ＋税
SCFTB 25mm×75mm  青 12,100 ＋税

64g/m2

64g/m2

ブルー

ブルー

ブルー

ブルー

クリーンメモ・フォーム

64g/m2

2000枚

ク
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー

品 番 規 格 色 単位 入数 価格（￥）
SC15RBMJ 15×11" 無地

ブルー 1ケース 2,000
50,600 ＋税

SC10RBMJ 10×11" 無地 42,000 ＋税
SC9RBMJ   9×11" 無地 38,000 ＋税
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s 無塵紙タイプの感熱紙です。
s スタクリンサーマルMの後継品です。
　発色感度と耐減感性を改良し、
　品質向上しました。
※規格外のサイズも対応いたします。

スタクリンウエハーBOX
s 半導体ウエハーの搬送および保管用です。
※別途専用のクッション材・スペーサーもご用意しています。

内径

外径

内径
155mm

4サイズ

ウエハースペーサー 掲載ページ…… 13

スタクリン別注加工品
sスタクリンは、紙をベースにしているため、特殊な形状に加工ができ、 
　クリーンルーム内でのさまざまな用途に使用できます。
●弊社営業担当まで、何なりとご相談ください。

各種工程用合紙

ロール加工品 基板保管箱

卓上カレンダー 封筒

50g/m2

品 番 規 格 単位 入数 価格（￥）
SCBOX6MS 内径155mm×有効高さ53mm 1ケース 50ヶ 57,500 ＋税

sインジケーターにコバルトを使用していません。
s 中身も袋からもダストを発生させないで、乾燥効果を発揮します。

帯電しにくい
無塵紙乾燥剤

スタクリンプロテックコバレス 
（コバルトフリーのクリーン乾燥剤）

品 番 規 格 単位 入数 価格（￥）
PROW5S 5g単包装 1ケース 1,000包 23,000 ＋税

ブルー

ブルー

クリーン工程用品

ク
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー

品 番 規 格 内径 外径 単位 入数 価格（￥）
SCS057PA2 57mm×25m  13mm 49mm  

1ケース

40本 52,900 ＋税
SCS5815PA2 58mm×15m 9mm 38mm  40本 50,000 ＋税
SCS080PA2 80mm×25m 13mm 49mm  40本 74,200 ＋税
SCS110PA2 110mm×35m 13mm 57mm 20本 63,300 ＋税

スタクリンサーマルPA2
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スタクリン64RB基材構成

※グレー文字印刷

強粘着剤

クリーンラベル関連商品

s クリーンルーム用バーコードラベルです。
s熱転写インクリボンの定着が優れています。

スタクリンバーコードラベル（弱粘着）

スタクリン64RB

基材構成

グラシン剥離紙

特殊加工

弱粘着剤

s耐熱性、耐溶剤性が要求される過酷な環境下で使用できます。
【用途】生産管理、物流管理用バーコードラベル、表示用、

マスキング用等。

耐熱ラベル

耐アルコールサーマルラベル

耐溶剤性向上ラベル

超低温ラベル

スタクリン64RB基材構成

超弱粘着剤（リピール）
剥離紙

スタクリン64RB基材構成

弱粘着剤
剥離紙

剥離紙スタクリン72RB

スタクリン64RB基材構成

弱粘着剤
剥離紙スタクリン72RB

※ブルー文字印刷

スタクリンタックPW（強粘着）

スタクリンタックMR2（弱粘着）

スタクリンリピール（超弱粘着）

スタクリンノンシリコンラベル

s クリーンルーム用無塵タック紙です。
【用途】ラベル、フォームラベル、他別注品。

sクリーンルーム用無塵タック紙です。
s剥離紙にシリコンを使用していないため、シロキ酸汚染の心配がありません。

品 番 規 格 単位 入数 価格（￥）
SCPWA4 A4 1冊 100枚 10,400 ＋税

品 番 規 格 単位 入数 価格（￥）
SCMR2A4 A4 1冊 100枚 10,400 ＋税

基材構成 印字用表面トップコート
ラベル基材

剥離紙
特殊粘着剤（特殊アクリル系、特殊シリコン系）

ブルー

ブルー

s溶剤、薬品を使用するさまざまな現場での導入が可能。
　医療業界、自動車業界、塗装・メッキ業界、化成品業界…etc.

s 血液や生殖細胞、生物学的サンプルの凍結管理に
s熱転写プリンターに対応しているため、Code128、Code39と
いった1次元バーコードやQRコード、データマトリクス等の2次元
コードを印字することができ、バーコード管理ができます。

基　材

基材構成

剥離紙

感熱発色層
特殊撥水コート層

粘着剤

ク
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー

s クリーンルーム用無塵タック紙です。
s  糊残りがなく、糊付面を傷めず、きれいにはがせます。
【用途】ラベル、フォームラベル、他別注品。

s クリーンルーム用無塵タック紙です。
s 糊残りがなく、糊付面を傷めず、きれいにはがせます。
s 貼ってはがして、また貼れます。
【用途】ラベル、フォームラベル、他別注品。

s  表面コートに特殊撥水層を施すことで耐アルコール性能を飛躍
的に向上させた感熱ラベルです。

s 使用用途に合わせたグレードをご用意しています。
【粘着剤】強粘着、再剥離、冷凍・低温保管対応
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クリーン加工紙材

【表面加工】
フラット … 表面がフラットのスタンダード仕様
エンボス … 20μm前後の凹凸を加えた仕様  
  （ ベース厚を変えずにクッション性能・剥離性能
   を上げる効果があります）

●チップトレー合紙としても利用可能
   （指定サイズに加工いたします）

形状・規格

D（mm）

スタクリンNBフラット

スタクリンNBエンボス

ASスタクリンフラットASスタクリンエンボス

スタクリンから加工したスタクリンウエハーBOXもご用意しています。
スタクリンウエハーBOX 掲載ページ…… 8

スタクリンNB / NBMS ウエハースぺーサー

NIL（クリーンクラフト）

ラップクリーンG ・GP

s� 製品出荷、搬送、保管時の製品保護に適しています。
s�製品に直接触れても錆・腐蝕等の悪影響を与えない中性タイプ
   （PH値7.0前後）の無塵紙です。
※別注加工対応いたします。
【使用例】
リードフレーム用挿間紙、プリント基板用合紙、
コンデンサー用合紙、ウエハー合紙、
ペーパーフレーム（モールド工程時の金型クリーニング用）

s スタクリンRC、NB、ASスタクリンから加工しました。
sウエハー検査工程から横積み搬送時に使用する合紙です。
s発塵、異物付着、こすりキズ、帯電等のトラブルを防ぎます。

s�低発塵タイプの中性紙（PH値7.0前後）です。
s�製品出荷、搬送、保管時の製品保護に適しています。
※別注加工対応いたします。

s低発塵タイプの中性紙（PH値7.0前後）です。
s 製品出荷、搬送、保管時の製品保護に適しています。
sGPはGの性能に、防湿性をプラスしています。
※別注加工対応いたします。

種 類 坪量（g/m2） 厚さ（μm）
SC50NB 50 70
SC64NB 64 90
SC100NB 100 140
SC250NBMS 240 300
SC420NBMS 415 500

種 類 坪量（g/m2） 厚さ（μm）
NIL70 70 97

種 類 坪量（g/m2） 厚さ（μm）
ラップクリーンG 50 65
ラップクリーンGP 63 78

ウエハー径 D（mm）
4インチ用 100
5インチ用 125
6インチ用 150
8インチ用 200

12インチ用 300

スタクリンコア
s発塵防止処理をした紙管です。
プラスチック管、紙管の代替として2インチ～8インチの内径に
対応します。

sS100タイプ：100％無塵紙仕様で切断加工が可能です。
sCタイプ：紙管の表裏をスタクリンでサンドしています。
 ※端面に発塵防止処理をしているため、切断加工はできません。

クリーン紙管

S100タイプ

Cタイプ

ク
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー

ブルー

クリーム

グリーン

※ラップクリーンGPは原紙在庫限りで販売終了
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G3 ホワイトニトリルグローブ

G3 滅菌スターリングニトリルグローブ

G3 滅菌ラテックスグローブ

スターリングイグザムグローブ

G6ホワイトニトリル

sクラス１０対応のニトリルグローブです。
s帯電防止仕様でダブルパック品です。
s 全体的に厚みがあり、グリップ力もあります。
s 全長30cmのロングタイプです。

sクラス10対応の滅菌ニトリルグローブです。
s1双（左右）ごとにパウチ包装してあります。
sラテックスのようなフィット感があります。
sガンマー線滅菌は25-50KGyの吸収線量です。
s全長30cmのロングタイプです。

sクラス１０対応の天然ゴム製（ラテックス）グローブです。
s１双（左右）ごとにパウチ包装してあります。
s ガンマー線滅菌は25-50KGyの吸収線量です。
s全長30cmのロングタイプです。

s安価なボックス（箱入り）ニトリルグローブです。
sラテックスのようなフィット感があります。
s埃を寄せにくい帯電防止仕様です。
s全長24cmのショートタイプです。

sクラス１０００対応のニトリルグローブです。
s優れた帯電防止仕様でダブルパック品です。
sラテックスのようなフィット感があります。
s指先にエンボス加工があるので、細かな作業に適しています。
s全長30cmのロングタイプです。 

クリーンルーム用手袋 製薬用・実験室用手袋

品 番 サイズ 単位 入 数
KTPWG3XS XS

1ケース 1,000枚（100枚/袋×10袋）
KTPWG3S S
KTPWG3M M
KTPWG3L L

品 番 サイズ 単位 入 数
KTPMSG365 6.5

1ケース 300双（1双/袋×30袋×10袋）
KTPMSG370 7.0
KTPMSG375 7.5
KTPMSG380 8.0

品 番 サイズ 単位 入 数
KTPMLG365 6.5

1ケース 200双（1双/袋×20袋×10袋）
KTPMLG370 7.0
KTPMLG375 7.5
KTPMLG380 8.0

品 番 サイズ 単位 入 数
SNEGXS XS

1ケース 2,000枚（200枚/箱×10箱）
SNEGS S
SNEGM M
SNEGL L

品 番 サイズ 単位 入 数
KTPWG6XS XS

1ケース 1,000枚（100枚/袋×10袋）
KTPWG6S S
KTPWG6M M
KTPWG6L L

※サイズはUS表記です。7.5がMサイズとなります。

※スターリングイグザムグローブは、キムテクピュアブランドではありません。

※サイズはUS表記です。7.5がMサイズとなります。

※

ク
リ
ー
ン
ル
ー
ム
用
品

G3 EvT ニトリルグローブ
s クラス１０対応のニトリルグローブです。
s帯電防止仕様でダブルパック品です。
s 薄手でフィット感があります。
s全長30cmのロングタイプです。

品 番 サイズ 単位 入 数
KTPEVTG3XS XS

1ケース 1,500枚（250枚/袋×6袋）
KTPEVTG3S S
KTPEVTG3M M
KTPEVTG3L L

スターリング

スターリング

ラテックスホワイト

ホワイト

ホワイト

NEW
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クリーンルーム用ウェア

A5 滅菌カバーオール A8+ カバーオール

M3 滅菌マスク

M3 マスク

A5 滅菌フード（紐付き）

A5 滅菌ブーツカバー

A5 滅菌iHAM

s超純水で洗浄後、クラス100でクリーンパックした使い捨て滅菌つなぎ服です。
s高いフィルター性能を持ちながら、蒸れにくいSMS不織布製です。
sウェア表面に触れずに容易に着用できます。
s床に着衣がつかないように、スナップ留めされています。
s脱気パッケージに滅菌インジケーターがついており一目で判別できます。

sクリーンルーム対応の使い捨てつなぎ服です。
s軽量で通気性のあるSMS生地で、作業中も快適
sウェア表面は帯電防止加工をしてあります。

s超純水で洗浄後、クラス100でクリーンパックしたマスクです。
s呼吸しやすいあひる口タイプです。
s耳に負担がかからないヘッドバンド式です。
s1枚ずつ個包装され、20枚ずつインジケーターがついています。 

s超純水で洗浄後、クラス100でクリーンパックしたマスクです。
s呼吸しやすいあひる口タイプです。
s耳に負担がかからないヘッドバンド式です。
s50枚パックが6パック入っています。 

s超純水で洗浄後、クラス100でクリーンパックした使い捨て滅菌フードです。
s高いフィルター性能を持ちながら、蒸れにくいSMS不織布製です。
sウェア表面に触れずに容易に着用できます。
s脱気パッケージに滅菌インジケーターがついており一目で判別できます。

s超純水で洗浄後、クラス100でクリーンパックした使い捨て滅菌ブーツカバーです。
s高いフィルター性能を持ちながら、蒸れにくいSMS不織布製です。
sウェア表面に触れずに容易に着用できます。
s脱気パッケージに滅菌インジケーターがついており一目で判別できます。
s靴底に滑り止め加工がしてあります。

s超純水で洗浄後、クラス100でクリーンパックした使い捨て滅菌フード＆マスクです。
sフードとマスクが一体となっています。
s高いフィルター性能を持ちながら、蒸れにくいSMS不織布製です。
sウェア表面に触れずに容易に着用できます。
s脱気パッケージに滅菌インジケーターがついており一目で判別できます。

品 番 サイズ 単位 入数
KTPMA5CAS S

1ケース 25着
KTPMA5CAM M
KTPMA5CAL L
KTPMA5CAXL XL

品 番 サイズ 単位 入数
KTPA8CAS S

1ケース 25着
KTPA8CAM M
KTPA8CAL L
KTPA8CAXL XL

品 番 サイズ 単位 入数
KTPMM3PCM フリー 1ケース 200枚

品 番 サイズ 単位 入数
KTPM3PCM フリー 1ケース 300枚

品 番 サイズ 単位 入数
KTPMA5HDH フリー 1ケース 100枚

品 番 サイズ 単位 入数
KTPMA5BF フリー 1ケース 100足

品 番 サイズ 単位 入数
KTPA5IHAM フリー 1ケース 75着

ク
リ
ー
ン
ル
ー
ム
用
品

NEW
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クリーンルーム用品

品 番 規 格 厚さ 単位 入数 価格（￥）
CLMK69B 600mm×900mm 標準 45μm

1ケース 30枚/冊×8冊 13,600 ＋税
CLMK69BL 600mm×900mm 弱粘 45μm 30枚/冊×8冊 13,600 ＋税

品 番 規 格 厚さ 単位 入数 価格（￥）
CLMK69W 600mm×900mm 標準 45μm 1ケース 30枚/冊×8冊 13,600 ＋税

スターフットクリーンマットK

スタクリン対応プリンター SCP2017

s粘着剤がゴミをしっかりと捕らえるため、高い防塵効果を発揮します。
s帯電防止仕様です。 
s各シートには1～30のコーナーラベルがあり、使用量の把握に便
利です。

s廉価なため、クリーンルーム、食品工場などでの大量使用に適して
います。

sスタクリン・EXクリーン対応のビジネスインクジェットプリンターです。
s専用プリンタードライバーにより、最適な印字が可能です。
s本体だけでなく、印字物からも低発塵です。 
s低ランニングコストで、高速印字可能です。

←水溶性アクリル系粘着剤
←ポリエチレンフィルム

※セットアップ用インクカートリッジ同梱
※在庫限りで販売終了

コーナーラベル

コーナーラベル

スタクリン掲載ページ……　　・2
EXクリーン掲載ページ…… 3

3

品 番 仕様 単位 価格
SCP2017A4 A4タイプ 1台 オープン

色 容量
ブラック L
シアン L
マゼンタ L
イエロー L

専用カートリッジ

※缶は含まれません。

s厚さ：40μm～150μm
s 巾： 50mm～1,200mm
s色： ブルー  ピンク  グリーン  イエロー
 ナチュラル（透明）

出荷・保管用袋

●特注サイズも対応いたします。

基材構成

基材構成

基材構成 Sタイプ

Bタイプ

※規格袋はブルーのみ

sポリマーそのものが、非帯電のため被包装物への移行による変
質がありません。

s表面電気抵抗値：外面1011Ω以下    内面1010Ω以下

s信頼性豊かな防湿バリア袋。    
s 最内層に「STAT-3S」を使用しています。

sアルミ箔、塩化ビニリデンを使わずにセラミック蒸着をした防湿
ガスバリアフィルムです。

s 最内層に「STAT-3S」を使用しています。

sFDA適合素材で、粉体に移行する物質を除外する
　静電気障害防止用 （粉塵爆破防止）袋です。
s静電気障害防止の目安としてMIL-PRF-81705D，ASTM-D257
　規格に準拠しています。
s25Kg入り用で、強靭なフイルム物性と安定した密着強度の
　ヒートシール袋です。

STAT-3S （無添加非帯電性ポリエチレンフィルム）

ST-678 （静電気放電シールド、ガスバリア防湿袋）

Cera-PET （透明防湿ガスバリア無添加帯電防止袋）

STAT-FDM（粉体用静電気放電粉塵爆破防止袋 /ドラム缶内袋）

種 類 厚さ 規 格 入数
3S-0715

50μm

  70mm×150mm

2,000枚3S-1015 100mm×150mm
3S-1020 100mm×200mm
3S-1525 150mm×250mm
3S-2030 200mm×300mm

1,000枚
3S-2535 250mm×350mm
3S-3040 300mm×400mm

500枚3S-3545 350mm×450mm
3S-4050 400mm×500mm

アルミ箔：7μｍ

STAT-3S：50μｍ

ポリエチレン：15μｍ
静防コートＮＹ（ナイロン）：15μｍ

ポリエチレン：15μｍ

静防コートセラミック蒸着PET：12μm

STAT-3S：50μｍ
ポリエチレン：25μm

STAT-3S：50μｍ

延伸ナイロンフィルム：15μm
静防コートセラミック蒸着PET：12μm

ポリエチレン：20μm

外側

外側

外側

内側

ブルー

ホワイト

ク
リ
ー
ン
ル
ー
ム
用
品

同梱　SSシリーズ1冊（250枚入）
ブルーのみ
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クレシア テクノワイプ RN100-M
s 自己発塵が非常に少ない繊維構造のため、クリーンな環境下での
ワイピングに適しています。

s  繊維を強固に交絡するため、熱融着繊維を使用しています。
【素材】
・レーヨン＋ポリエステル＋ポリオレフィン

テクノワイパー

クレシア テクノワイプ C100
（リヨセル不織布製ワイピングクロス）

クリーンルーム用ワイパー

s天然セルロースの分子構造を分断させない製法のため、
　高い乾湿強度を発揮します。
s水に対する膨潤が少ないため、コットン、レーヨン素材よりも
　優れたウエット強度を発揮します。
s 自己発塵が非常に少なく、クリーンな環境下での
　ワイピングに適しています。
【素材】
・リヨセル繊維100%（目付：30g/m2）

C100S

C100M

クリーンワイパー P5タイプ
s拭き取り性能に優れたクリーンワイパーです。
sクリーンルームでの作業やメンテナンスに適しています。
s安価なバルク品です。
s 端面はレーザーカットしています。
【素材】
・ポリエステル100%

規 格 単位 入 数
240mm×240mm １ケース 10枚×10袋（Wパック）

規 格 単位 入 数
240mm×240mm １ケース 10枚×5袋（Wパック）×2袋

規 格 単位 入 数
150mm×150mm １ケース 100枚×4袋（Wパック）×6袋
230mm×230mm 100枚×3袋（Wパック）×4袋

規 格 単位 入 数
150mm×150mm １ケース 3,000枚
230mm×230mm 1,600枚

CRN500 （超極細繊維 高性能編物ワイパー） 

CRN201C （静電気対策用導電性ワイパー） 

LT100 （ポリエステル編物ワイパー） 

DTM50

s低発塵性、低溶出イオン、高拭浄性ワイパーです。
【素材】
・ポリエステル60％、ナイロン40％

s超極細繊維に導電性高分子をコーティングした
　低発塵性ワイパー（表面電気抵抗値：1.0×106Ω）です。
【素材】
・ポリエステル82％、ナイロン18％

s低発塵、低溶出イオンの汎用ワイパーです。
【素材】
・細デニールポリエステル長繊維100％

s低発塵、低溶出イオンの汎用ワイパーです。
s安価なバルク品です。
【素材】
・ポリエステル100％

品 番 規 格 単位 入 数 価格（￥）
C100M 250mm×250mm

1ケース 30パック
（100枚／パック）

18,600 ＋税
C100S 200mm×225mm 18,000 ＋税

品 番 規 格 単位 入 数 価格（￥）

RN100M 250mm×250mm 1ケース 30パック
（100枚／パック） 16,800 ＋税

品 番 サイズ 単位 入数
P5TYPE 9×9インチ 1ケース 1,200枚（150枚×8袋）

ク
リ
ー
ン
ル
ー
ム
用
品

※在庫限りで販売終了



22 SAKURAI Industrial Material Catalog 23SAKURAI Industrial Material Catalog

スタパウチ （導電性ラミネートフィルム） 帯電防止PVC商品

別注品例

sクリーンルーム内の書類および掲示物の静電気対策に適した
　パウチフィルムです。
s 薄いブルー色を採用しているため、一般品との判別ができます。
　また、内容物の視認性に優れています。
s市販のラミネート機でラミネート可能です。（ラミネート温度：120～220˚C）

s 軟質塩化ビニール（PVC）を使用しているため、しなやかで、割れにくく
また、さまざまな形状に加工することが可能です。

s表面電気抵抗値109～1010Ω
s規格品（A4等）以外の、特殊な形状にも小ロット対応します。
●弊社営業担当まで、何なりとご相談ください。

帯電防止クリアファイル STAT-3SF 
s クリーンルーム内での書類管理および静電気対策に適した
　クリアファイルです。
s 無添加のため帯電防止剤等の移行がありません。
s 表面電気抵抗値1011Ω以下

静電気対策商品

基材構成

無添加非帯電性ポリプロピレン

「帯電防止」と記載されたシールが貼ってあり、一般品との
判別ができます。
シールには、スタクリンタックを使用しているため、発塵 
の心配がありません。

●ニュースタクリンRCノート等の保護に適しています。 ● 2つのポケットがあり、片方は2方シール、もう片方は 
3方シールになっています。

ブックカバー ダブルクリアファイル

品 番 規 格 単位 入数 価格（￥）
ASSPA3 A3

1冊 100枚
42,000 ＋税 

ASSPA4 A4 22,000 ＋税 

品 番 規 格 単位 入数 価格（￥）
ASCFA4 A4 1冊 50枚 14,900 ＋税 

s 導電性カーボンを樹脂に添加し、バラツキの少ない安定した導電性
を実現しています。（表面電気抵抗値106～108Ω）

s無機ガス発泡・導電性グレードのポリプロピレン樹脂を使用しています。
s帯電防止剤を使用しないため、ブリード汚染がありません。
s パイプ式とじ具も帯電防止しています。
s とじ具と表紙が分別廃棄できる環境配慮仕様です。

導電性ファイル

品 番 規 格 単位 入数 価格（￥）
ASFA430 A4  綴じ厚30mm

1ケース
20冊 56,000 ＋税 

ASFA450 A4  綴じ厚50mm 12冊 38,400 ＋税 

規 格 単位 入数
大　90mm×110mm

1ケース 50枚小　75mm×100mm

規 格 単位 入数
A4

1ケース 100枚
A5

ネームホルダー

チャック付きクリアファイル

ネームホルダー

チャック付きクリアファイル

ク
リ
ー
ン
ル
ー
ム
用
品
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防錆フィルム 乾燥剤

インターセプトテクノロジー
防錆油を使用せずに金属、ゴム、樹脂等の腐食を防止する革新的な防錆フィルムです。
空間内に浮遊している腐食性ガス（窒素酸化物・オゾン・硫化水素・二酸化硫黄・塩化水素等）を、配合されている特殊銅粒
子が吸着・中和、製品の腐食防止に効果があります。
ただし湿気吸着機能はないため、多湿の場合はクレイ系乾燥剤を必ず使用して下さい。

スタティック インターセプト

スタティック インターセプト インナーBOX

デシクレイ（クレイ系乾燥剤）

s防錆ソリューション『インターセプト・テクノロジー』の
　高機能フィルムです。
s防錆効果と帯電防止効果を兼ね備えています。
s海上輸送や中・長期保管、クリーンルームや電子部品など
　様々な用途で使用できます。
s表面電気抵抗値：10⁵～10⁸Ω

s内層に「スタティック・インターセプト」を使用した防錆インナーBOXです。
sプラスチックコンテナーの中に入れて、乾燥剤と併せて使用してください
s短期保管や国内輸送に適しています。

s吸水性の高い天然鉱物を使用した乾燥剤です。
s天然鉱物なので安全性も高く、食品用途にも使用できます。
s10g、20g、50g、200g、300g、500gの既製品があります。

仕 様 重 量 入 数 出荷単位

紐なし
10g 1,200ヶ

1ケース

20g 600ヶ
50g 330ヶ

紐付き
200g 80ヶ
300g 54ヶ
500g 32ヶ

品 番 仕 様 重 量 入 数 出荷単位
EX015SU

両面不織布
SU

2.7g 3,000ヶ

1ケース

EX10SU 16g 600ヶ
EX20SU 31g 400ヶ
EX50SU 74g 150ヶ
EX100SU 147g 80ヶ
EX015SUF

片面フィルム
SU-F

2.7g 3,000ヶ
EX10SUF 16g 600ヶ
EX20SUF 31g 400ヶ
EX50SUF 74g 150ヶ
EX100SUF 147g 80ヶ
EX20SUH

吊り下げ
SU-H

31g 300ヶ
EX50SUH 75g 150ヶ
EX100SUH 148g 80ヶ

機
能
性
材
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200g

50g

紐

1） 吸湿率は30℃・90%RHの恒温恒湿槽で504時間（21日
間）の吸湿量から算出しています。

2）試験サンプルについて、EX-DRYとシリカゲルの包材は
不織布ベース、その他の包材は耐水紙ベースの乾燥剤
です。耐水紙は湿気をよく通しますが、不織布よりも湿
強度が足らず、液漏れや破れが起こりやすくなります。

他の乾燥剤との比較

インターセプトテクノロジー 防錆油 気化性防錆剤（VCI）
対象物 あらゆる物質（金属・樹脂等） 金属のみ 金属のみ
防錆方法 腐食ガスを吸着・中和 油膜を形成 防錆皮膜を形成
皮膜精度 皮膜を作りません ムラ発生の可能性あり ムラ発生の可能性あり
皮膜除去 不要 溶剤等で除去 溶剤等で除去
皮膜残留 なし 可能性あり 可能性あり
湿度対策 必要（クレイ系乾燥剤） 場合により必要 場合により必要
有効期限 ～10年 環境により変化 ～12ヶ月
リユース 可能 不可 不可
リサイクル 可能 適切な処分が必要 不可

環境対策 RoHS、TRGS-615、900等 不明 アミン使用（インフレーション後に
ニトロソアミン発生）

取得規格 MIL-PRF-131J.取得 不明 不明

インターセプトテクノロジーと防錆油・気化性防錆剤との比較

EX-DRY

ハイパワー、即効性
sシリカゲル等の無機系吸着乾燥剤に比べ、5～7倍の吸湿力があり、
　さらに初期吸湿能力に優れています。
s他の乾燥剤と比較をすると（下図参照）、起ち上がりは優秀でさらに
　そのパワーの持続性も他の追随を許しません。

安全性
s吸湿時に化学反応を起こしません。高純度無水塩化カルシウム
が湿気を吸湿し、高分子CMCが潮解液をゲル状に凝集します。
この2物質は融雪剤や食品添加物に指定されているほど安全です。

EX-DRYは各国化学法規制に対応しています
特に欧州、中国での化学物質等の法規制についてはいち早く対応し、

安心して輸出・ご使用いただけます。対象製品1つごとに、
以下法規制すべてに対応したラベル表記を施しています。

国連 GHS 中国 GB
準拠

欧州 REACH
（CLP規則）

対応 対応

300

200

100

0
0 100 200 300 400 500 600

EX-DRY（無水塩化カルシウム）

吸
湿
率（
%
）

経過時間（時間）
塩化マグネシウム 二水塩化カルシウム

生石灰系（酸化カルシウム） シリカゲル クレイ鉱系（ベントナイト）

品 番 規 格 厚さ 出荷単位 価格（￥）
SI75F600 600mm×50m

75µm
1本 オープン

SI75F1200 1,200mm×50m 1本 オープン

品 番 内 容 規 格 出荷単位 価格（￥）
TP331H フタ＋本体 340mm×340mm×100mm 50セット オープン

オープンISIB24B5 300mm×432mm×168mm 5セット

TP331H IB24H
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工程材料

プロセスタシリーズ
半導体・液晶・プリント基板関連業界などの
エレクトロニクス業界にて、幅広くご活用いただけます。

プロセスタPE
s微粘着剤を使用しているため、糊残りを防げます。
【使用例】
・基板印刷の位置合わせダミー印刷
・スクリーン版の清掃

●剥離フィルムはありません。

基材構成 基材：PE 60μm

アクリル系粘着剤：5μm ※別注対応品となります。

プロセスタPI
s 耐熱性の高いポリイミドを使用しているため、熱工程に適しています。
s 巻き芯にはプラスチック管を使用しているため、発塵を防げます。
s 他の粘着剤と比べ、耐熱性能の高いシリコーン系粘着剤を 
使用しています。

【使用例】
・ 工程内CCLの接合（不良箇所カット後のワーク接合）
・ ステンレスキャリア板接合
・ 各種固定（水晶振動子、リードフレーム、PCB、FPC等）

基材構成

●剥離フィルムはありません。

基材：PI 25μm

シリコーン系粘着剤：30μm

プロセスタ帯電防止PP

s 持続的な帯電防止性能を有しているため、塵の吸着を防ぎます。
s ポリプロピレン製のため、強度と耐熱性に優れています。
【使用例】
・ リジット基板製造工程の合紙
・ ステンレス（SUS）板の合紙

プリント基板関連商品

リジットクリーン（粘着クリーニングテープ）
s 除塵性に優れています。
　 適度な粘着性を保ち樹脂・金属片はもとより、ドライレジストフィルム
に付着したゴミや塵などをシリコンゴムローラを介して除去します。

s汚れ具合が確認できます。
　 粘着白フィルムを使用しているため、汚れ具合が目視で確認でき、
はがすタイミングを逃しません。

s巻き芯にはプラスチック管を使用しているため、発塵が防げます。
sコア、巻きm、幅はカスタマイズ可能です。

汚れ具合を
目視できます

プラスチック
管を使用

品 番 規 格 単位 入数 価格（￥）
RCR360 600mm×25m 3インチ 弱粘

1ケース
4本 58,400 ＋税

RCR266 660mm×15m 52mm 弱粘 6本 72,000 ＋税
RCRC1365 650mm×25m 3インチ 標準 4本 64,800 ＋税

ミクロキャッチECP

ミクロキャッチECS

種 類 色 粘着力
ECクリーナーV バイオレット 強
ECクリーナーB ブルー
ECクリーナーS グレー
ECクリーナーO オレンジ
ECクリーナーP ピンク
ECクリーナーC クリーム 弱

● ECクリーナーSは、ローラ表面からの抽出物を抑制しているブリードレスタイプです。

種 類 直径 色 幅
ミクロキャッチECS

30mm
グレー

150mm、250mm、310mmミクロキャッチECP ピンク

規 格 仕 様 材 質
330mm×245mm 30枚／冊×5冊 基材：PPシート、粘着剤：アクリル系粘着剤

ECクリーナー（帯電防止粘着ゴムローラ）

ミクロキャッチ（ハンディークリーナーローラ）

MC-PAD（ミクロキャッチ用粘着転写シート）

s適度な粘着性と柔らかさにより、被着体を傷めずにゴミ・塵埃を
除去します。

sローラ表面の帯電量が小さく、摩擦や剥離による静電気障害が
低減されます。

s合成ゴムを使用しているため、シリコーン材質にみられる特有の抽
出物はありません。

sECクリーナーのハンドタイプです。
sフレームも非帯電仕様のため、摩擦や剥離帯電による静電気障害が
 低減されます。

sミクロキャッチに付着したゴミを転写します。

機
能
性
材
料
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パイロンPKテープ
（プリント基板穴あけ専用テープ）
sテープはがしが簡単です。
　 テープには再剥離用の特殊糊を使用しているため、簡単にはがすこ
とができ、作業時間が大幅に削減できます。

sテープのちぎれを防止します。
　 フェノール樹脂板の裏面を使用する際にテープのちぎれなどを防止
し、テープ残片によるスルーホール不良が改善できます。

s糊残りがありません。
　 フェノール樹脂板への糊跡が無く、エントリーボードや基板に糊が
転移しません。

基板保護用間紙 LCP-200
（プリント基板製造工程専用間紙）
sスペーサーとして使用できます。
　 内層回路、黒化処理工程後の基板保護、FPC回路スペーサー用に。
sキズ防止として使用できます。
　銅張積層板の表面、積層基板の内層回路基板の保護に。
s搬送用台紙として使用できます。
　ラミネート加工前の枚葉に裁断されたFPCの搬送に。

スペーサーLCP

使用例

基板

スペーサーLCP

静電気特性 

表面電気抵抗値（Ω） 表 1010

裏 1011

静電気半減時間（秒） －荷電 0.31
＋荷電 0.23

※上記の数値は実測値であり、保証値ではありません。
●静電気半減時間…… 電圧10ＫＶをかけた後の静電気半減時間を測定。

品 番 規 格 色 単位 入数 価格（￥）
PKT1250Y 12mm×50m 黄

1ケース 200ヶ

55,000 ＋税
PKT1550Y 15mm×50m 66,000 ＋税
PKT1250 12mm×50m 赤 55,000 ＋税
PKT1550 15mm×50m  66,000 ＋税

基材構成 90μm

20μm

90μm

200～210μm

スタクリン72RB

スタクリン72RB

ポリエチレン

プリント基板関連商品 スマートグラス（遠隔支援ツール）

機
能
性
材
料

明示シール（不良箇所マーキングシール）
sプリント基板生産上で発生する不良箇所をリペアする為に明示す
るマーキングシールです。

s各材質を揃えていますので、各工程での仕様や実装防止センサー
対応用としても使用できます。

材 質 色 形 状 規 格
「普通紙ラベル」
上質紙55K

各色 5×15mm

「無塵紙ラベル」
スタクリンタックR

無地（ブルー） 5×15mm

「耐熱ラベル」
ポリイミド＃25

無地（白） 4×5.5mm

「合成ラベル」
ユポ80　PA-T1

無地（白） φ8

●材質単位で形状の設定も可能です。

設
備

Infolinker3
業界で唯一のLTE搭載可能なスマートグラスです。
sLTE搭載で屋外でもそのまま使用可能
s長時間稼働を実現
s音声コマンドで操作可能
s骨伝導ヘッドホンで騒音化でも快適に
s非透過型なので、明るい場所でも見やすい
sヘッドマウント部が軽量で疲労軽減
s４K対応したカメラで綺麗に撮影

品番 InfoLinker3
本体構成 ネックバンド ＋ ヘッドマウント

CPU Qualcomm Snapdragon SDM845
OS Android 10.0

RAM 4GB
ユーザーメモリ 64GB
ディスプレイ μOLED（有機EL）nHD+（640×400）
光学モジュール 0.56型（8.0mm×12.0mm）視野角: 20.2°

カメラ
F値：1.8 / 画角：78.2°
・静止画1,200万画素
・動画 4K 30fps 電子式ブレ補正機能

スピーカー ネックバンド 1.0W
マイク 2マイクアレイ方式 ノイズキャンセル機能

バイブレーション ネックバンドに搭載
ライト トーチライト機能

バッテリー
・電池セル 4,900mAh リチウムイオン
・ユーザーにて交換可能
・ホットスワップ対応

NEW

オプション
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クリーンルーム用LED

設
備

品 番 タイプ 消費電力※1 全光束※3 直下照度※3

（1m） 定格寿命※2 寸法（㎜） 重さ 口金 ビーム角 色温度※3 定格入力電圧 定格周波数 使用温度

MTL40N21
昼白色

16 W 2,100 lm 543 Lx

40,000 H

φ26×1,198 360g

G13

150˚ 5,000 K

AC85～265 V 50/60 Hz  －10～40˚C
MTL40N25 20 W 2,500 lm 680 Lx

LTN40YC イエロークリア 18 W 1,800 lm 500 Lx
φ29×1,198

370g 120˚ 3,000 K

LTN40YM イエローミルキー 18 W 1,400 lm 280 Lx 365g 140˚ 2,700 K

※1 AC100V点灯時の製品本体の消費電力です。　※2 定格寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※3 LEDモジュールにより多少のばらつきがあります。　※ 一般屋内用照明です。

※パナソニック/ナショナル製インバータ（Hf）式照明器具は、BrinisPAシリーズをご使用下さい
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簡易設備監視システム

設
備

特許取得済




