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ダイカストのプロセスにおけるダイカスト油剤の果たす役割は、できあがそ

“モルゾール・ネオキヤスター"は、『生産性向上』『作業環境改善』『トータルコスト削減』を商|

水溶性離型剤 モル.ノLフレ
油剤タイプ 品名 特徴 マシンサイス

・ 主な鋳造品

アメレミ

ダイカスト用
離型剤

モルゾール RD-1 高温域での付着性口離型性に優れ、焼付きを防

ぐとともに少量塗布化を可能にし

中～大型 ミッションケース

モルゾール MS-10
MS-10W

MS-12

耐焼付き姓に優れ、高希釈使用が可能なタイブ

です。ベタツキ・鋳巣を削減いたします。 低倍率
で使用した場合は、焼付き防止剤としても使用で
書ます^

小～大型 キャブレタ
ミッションケース

オルタネータ
′ウレブボデイー

モリレゾール CD-21A
CD-28

CD-50

塗装密着性に優れ、金型の堆積口周辺のベタツ

キが少ないタイプでスプレーカセットの清掃時間

の短縮が図れます。

小～中型 電動小型モーター

ガスメーターカバー

オルタネータ

モルゾール WE-1
WE-2

抜け性(潤滑性)・付着性に優れたタイプで、精

密部品でも変形(歪etc)を抑えられます。特殊な
ワックスを使用しており、金型清掃が容易です。

小～中型 釣具(リール)
パーティング部継手
ドアクローザー

モルゾール HS-30

HS-30A
HS-40
HS-40A

成分をバラシス良く配合したタイプで耐焼付き

性・カジリの低減が図れます。
小～中型 ヒートシンク

ホイスト部品
汎用エンジン

モリレゾール SE-100

SE-200

SE-200A

ワックスを用いて鋳造品の抜け性を強化したタイ
プで汎用性があります。

小～中型 ウォーターボンフ
四輪小物部品
四輪ヘッドカバー類

亜鉛
ダイカスト用

離型剤
(ノンシリコーン)

モリレゾール HC-100

PN-200

M T - 1

HC-100、PN-200は、灯油・水で希釈し使用できる

タイプ。
MT-1は 、水で高希釈使用できることから、使用
量削減に貢献します。Mg口Alでも使用可能です。

小型 ロープウェイ部品
ドアノブ
ヒートシンク
ステアリング

燒付き

防止剤

モリレゾール CXP-10 CXP…10は、ダイカストマシン立上げに時にハケ

塗り使用することで、スムーズな立上げが可能
です。

マグネシウム

成形用
離型剤

モリレゾール MK-300

MK-400

S-6268T

金型の保温性・高温潤滑性に優れた成分を配含
することにより、湯流れ性・抜け性が向上し、製

品の歪み・取られの改善が図れます。

小～中型 パソコン筐体
携帯電話部品・筐体
ステアリング
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るダイカスト製品の品質に直接影響を与える重要なファクターです。
5品開発の念頭におき、ユーザーニーズに的確に答えられるよう開発を進めています。

プランジヤー潤滑剤ネオキヤスター
油剤タイプ 品名 特徴 マシンサイス

油性
プランジヤー

潤滑剤

ノンピグメント N-20 油性の汎用タイプ。粉体を配合していないためスリー

プ周辺の汚れが減少します。

小～中型

白色潤滑剤配含 BW-150

NW-11

N W - 1 0 1

潤滑性・耐熱性が優れ、黒鉛による汚れを気にされ

るユーザーでご使用いただいております。

小～中型
小～中型

ノI 型ヽ

グラフアイト配合 B-200

B-250

B-300

R―ク∩∩p

グラフアイトを配合することにより潤滑性が優れます。
開発当初から根強くご使用いただいております。 小～大型

水溶性
プランジヤー

潤滑剤

ノンピグメント PW-50

CF―W2
環境改善を考慮して開発した水溶性白色タイプで、

内部品質や外観を重視する製品に適しています。
小～中型

グラフアイト配合 PW-60

PW-80

PW-100

AO-0

鋳巣削減を目的に開発した水溶性黒鉛タイプで、小

型～大型のダイカストマシンまで幅広いユーザーでご

使用いただいております。

小～大型
小～大型
小～大型
ノI ～ヽ中型

WOタ イフ
(i菫エマlレション)

RE-76

RE-77

油性・水溶性タイプの良い点を兼ね備えた商品で、他

社にはないモレスコのみの商品です。
中～大型
小～中型

☆水溶性プランジヤー潤滑剤の使用方法★

側から潤滑剤をスプレーする方法。水平にス

することからスリープ全体に潤滑剤が付着する
エアーミキシング給油を2系統のスプレーで

する方法。スリーブ径の大きなマシンでも効果的に給

||
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カスタマーセンター

東京支店  〒104-0028

大阪支店  〒541-0051

小山営業所  〒323-0022

名古屋営業所 〒460-0002
九州営業所  〒830-0044

E―lnaili customercentermOrescO.cO.jp

東京都中央区八重洲2丁 目8-5 菱進八重洲ビル8階

大阪市中央区備後町3丁 目2-15 モレスコ本町ビル7階

栃木県小山市駅東通 り1丁目4-3Jヽ山駅東ロビル2階

名古屋市中区丸の内1丁目15-9 第20K Tビ ル10階

福岡県久留米市本町4-33明 治安田生命久留米本町ビル3階

■

■

■

■

■

■

06-6262-3385
03-3273-7526

06-6262-3310
0285-23-9372

052-222-3235
0942-30-7730
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【MSシリーズで鋳造】

【市販剛[型斉1で」ll造】

ガスクロマトグラフにて、離型剤成分から発生するガスの量・種類を測定しました。

1)必 ず密栓保管して下さい。

2)で きる限り室内で保管 して下さい。凍結により安定性が悪くなる恐れがあります。

爾E旧 議編ED野 1生村石油研究所 ∪RL:http//ぃ ぃ″、″mOres∞ co jp/

MSシリース

02   04   06   08

離型剤コスト  円/shot

離りや!斉1希月ぜ吉率 とスフレータイム負1和‖を糸‖,み合わ

せ ることで飛躍的なコスト低減を実現 します.

(ヽ 「`1:′丈糸責  ́ 日F'il斉」PストトJ60'(〕肖Jれt

MSシ リーズ

ロメタン

ロ炭酸がス

ロエチレン

ロエタン

■プロハ
°
ン

ロプロピレン

ロフ・タン

他社品

02 03

ガス発生量(m/mg)

カスタマーセンター E― malcustomercenter@mor∝co oЭjo

東京支店 東京都中央区八重洲12丁目8-5 菱進八重洲1ビル8階
大阪支店 大阪市中央区備後町3丁 目215 モレスコ本町ビル7階

」咄営業所 栃木県小山市駅東通り1丁目4-3 」ヽ山駅東ロビル2階

名古屋営業所 名古屋市中区丸の内」丁目159 第20K丁 ビル」○階

九州営業所 福岡県ス留米市本町4-33明 治安田生命ス留米本EIlビル3階

TEL06-6262-3385    〔nternational Business Division〕
TEL03-3273-7526   Tokyo Branch:Ryoshinyaesu―Bldg,
TEL06-6262-3310 2-8-5,Yaesu,Chuo一 ku,Tokyo,」apan

TEL0285-23-9372   Phone:03-3273-7526 Fax:03-3281-7756

TEL052-222-3235

TEL0942-30-7730


