
機能性材料

株式会社セイシン企業

鉱産物パウダー エマルジョン樹脂パウダー

Functional Materials



TFWシリーズは優れた摺動性、耐熱性、耐薬品性等を兼ね
そろえたポリテトラフルオロエチレン（PTFE）粉末です。
粉砕加工の難しいエンジニアプラスチックの代表である
PTFEをセイシン企業の高度な加工技術並びに万全な品質
管理体制で生産された製品です。
異なる5グレードの粒径を揃えております。ご要望に沿っ
た製品を提供する事が可能です。
本製品はPTFE端材をリプロ化（再生）し、生産しており
ます。高品質・低価格でご案内させて頂いております。

モールディングタイプのPTFEを微粉末化したパウダーです。分子量を落さずに、粉末化しております。
粒子形状は鱗片状となっております。
主にPTFE自体のすべり性を生かした成型品の剥離性剤に使用されます。

※モールディングタイプとは、一般的にハードタイプ と言われている 容器や部品などの構造体に使われるPTFEです。
※ファインタイプとは、一般的にソフトタイプ と言われているパッキンや シールテープ、チューブ等に使われるPTFEです。

TFWシリーズ

高分子量PTFE 粉末TFW-500

主な用途

摺動性  油脂類への増粘材

撥水性  印刷面、塗装面の防汚効果

耐熱性  高温（260℃以下）で
使用されるグリース

耐薬品性  耐腐食性を要する塗料

非粘着性  インキのブロックキング防止

グレード TFW-500 TFW-1000 TFW-2000 TFW-3000 TFW-3000F

最大粒子径 120μm 32μm 20μm 14μm 10μm

平均粒子径 25μm 10μm 6μm 4μm 3μm

タイプ※ モールディング モールディング モールディング ファイン ファイン

比重 2.1～2.2 2.1～2.2 2.1～2.2 2.1～2.2 2.1～2.2

融点 310℃以上 310℃以上 310℃以上 310℃以上 310℃以上

連続使用温度 260℃ 260℃ 260℃ 260℃ 260℃

分子量 数百万 数万 数万 数万 数万

推奨用途

○樹脂添加剤
○ゴム添加剤
○剥離剤
○難燃剤

○樹脂添加剤
○ゴム添加剤
○グリース
○塗料

○グリース
○塗料
○フィルム
○剥離剤

○インキ
○グリース
○塗料
○フィルム

○インキ
○グリース
○塗料
○フィルム

粒径（代表値）
最大粒子径：120μm
平均粒径：25μm

真比重 ２.１～２.２
融点 310℃以上
色 白色

用途例

樹脂用フィラー（摺動性向上）
ゴム添加用フィラー　
離型剤（金属成形用）
難燃剤

【SEM画像】

【粒度分布例】



モールディングタイプのPTFEを微粉末化したパウダーです。
低分子化させた後ジェットミルにて粉砕している為、粒子形状は丸身を帯びたものとなっております。
主に潤滑剤の摺動性の向上の為、使用されます。

ファインタイプのPTFEを微粉末化したパウダーです。
低分子化させた後ジェットミルにて粉砕している為、粒子形状は丸身を帯びたものとなっております。
主にグリスの摺動性の向上の為、使用されます。

TFWシリーズで、最も微粉末化し、均一化されたパウダーです。
シャープな粒度分布を有するため、塗布面の凹凸の少ないなめらかさと摺動性の向上を併せ持ったパウダー
です。主にインキ、塗料関係のブロッキング防止剤として使用されます。

低分子量PTFE 粉末TFW-2000

低分子量PTFE 粉末TFW-3000

低分子量PTFE 粉末TFW-3000F

粒径（代表値）
最大粒子径：19μm
平均粒径：6μm

真比重 ２.１～２.２
融点 310℃以上
色 白色

用途例

潤滑剤
塗料用（色むら防止、防汚）　
フィルム用（低摩擦）
離型剤

粒径（代表値）
最大粒子径：14μm
平均粒径：4μm

真比重 ２.１～２.２
融点 310℃以上
色 白色

用途例

グリース用（増粘）
塗料用（色むら防止、防汚）　
インキ（転写防止）
フィルム用（低摩擦）

粒径（代表値）
最大粒子径：10μm
平均粒径：3μm

真比重 ２.１～２.２
融点 310℃以上
色 白色

用途例

グリース用（増粘）
インキ（転写防止、剥離性向上）　
塗料用（色むら防止、防汚）
フィルム用（低摩擦）

【SEM画像】

【SEM画像】

【SEM画像】

【粒度分布例】

【粒度分布例】

【粒度分布例】

※本カタログは弊社TFWシリーズを添加したインキで印刷しております。



PE-20Lは低密度ポリエチレンを平均粒子径20μmに粉末化したものです。 
用途はFRPの添加剤、ゴム分野でのブロック防止剤、不織布のバインダー、セラミックの造粒時のバインダー、
流動性改質剤など様々な分野でご使用する事が出来る粉末です。

「ケミカル粉砕法（ビルドアップ法）」により製造した低分子量ポリプロピレンのパウダーです。
標準グレードはPPW-5（平均粒径5μm）ですが、10μm、20μmなどのオーダーも可能です。

PE-20L（低密度ポリエチレンパウダー）

PPW-5（ポリプロピレンパウダー）

粒径（代表値）
最大粒子径：100μm
平均粒径：20μm

真比重 ２.１～２.２
融点 106℃以上
色 白色

用途例

塗装面の保護
ひび割れ防止　
点接着
流動性向上

粒径（代表値）
最大粒子径：20μm
平均粒径：5μm

真比重 0.89
融点 106℃以上
色 白色

用途例

応力緩和剤
印刷面の保護　
つや消し効果
剥離性の向上

【SEM画像】

【SEM画像】

【粒度分布例】

【粒度分布例】

特 長

1. ブレイクダウン法では不可能な粒径をケミカル粉砕法に
依り、20μmの微粉化を実現しました。

2. 柔軟性に優れているPE原料をベースとしています。

3. 白色の為、汎用的に添加することが可能です。

特 長

1. ポリプロピレンとして、世界最小の粒度を誇ります。
2. PP特有の耐摩耗性・耐薬品性に優れています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3. 各種合成樹脂との高い相溶性・低粘度のため、汎用性に
適しています。

4. 塗膜につや消し効果を与えます。
5. 球状に近い形状の粒子となっております。

主な用途

耐吸水性  塗装面や母材の劣化防止効果
耐衝撃性  塗装面や母材の保護
成型性  成型時のひび割れ防止効果
接着性   繊維やフィラーの点接着(ホットメルト)
流動性   混合、混練性の向上

主な用途

耐吸水性  塗装面や母材の劣化防止効果
耐衝撃性  塗装面や母材の保護
成型性  成型時のひび割れ防止効果
接着性   繊維やフィラーの点接着(ホットメルト)
流動性   混合、混練性の向上

k_shiga
長方形

k_shiga
タイプライターテキスト
生 産 休 止 品



ベターゾル（EAAエマルジョン）

その他、鉱産物資源の紹介

ベターゾルはポリエチレン系樹脂を主原料とし、種々の架橋剤・諸物性付与剤を配合したソープフリーコ
ロイド状エマルジョンであり、水分蒸発後、架橋構造を持った皮膜を形成し、その皮膜は水に再溶解せず、
殆ど吸湿性がありません。従って、幅広い用途が考えられます。

中国や東南アジア鉱産物を中心にカオリン、ワラストナイト、シリカ、中空ガラスビーズ、フライアッシュ
バルーン等をご提供致します。また、樹脂などに相溶させるための表面処理等も承っております。詳細は
別途専用カタログをご参照下さい。

イメージ画像 製品画像

固形分 約20％
PH ７～11　(アルカリ性）
比重 1.0～1.1
軟化点 85℃
色 半透明

用途例

塗装面の保護
ひび割れ防止
点接着
流動性向上

特 長 主な用途

1.処理後は架橋し熱可塑性を失うことなく、耐水性、
耐油性、耐酸性、耐溶剤性、電気特性に優れています。

 炎に近付けてもポリエチレンのように燃えることは
ありません。

2.低温ヒートシール性にすぐれています。
　（風乾でも可能）
3.塗膜に光沢を与えます。

耐水性  電子部品の防湿対策、耐水紙の形成

薄膜性  極薄ポリコート紙の形成

密着性  金属ネジの密着性向上

絶縁性  電気部品の絶縁性向上

防滑性  布や紙の滑り防止効果

マイカ

針状ワラストナイト

焼成カオリン

膨張バーミキュライト

フライアッシュバルーン

バーミキュライト



樹脂加工の紹介

工場のご案内
セイシン企業の樹脂加工は下記2工場で製造及び品質管理を行っております。

セイシン企業では、常温粉砕、凍結粉砕、ケミカル粉砕の3種類の樹脂粉砕加工を請け負っております。

常温粉砕 凍結粉砕 ケミカル粉砕

※本カタログは弊社TFWシリーズを添加したインキで印刷しております。

（株）セイシン企業 日光工場
住所：〒321-2344 栃木県日光市猪倉3439-5
TEL： 0288-26-9000　FAX： 0288-26-9004

（株）セイシン企業 響灘工場
住所：〒808-0022 福岡県北九州市若松区安瀬66-10
TEL： 093-751-5000　FAX： 093-751-4157

清新粉体技術有限公司
中国无锡新区新梅路55号宝德工业园18号厂房

TEL： +86-510-8532-0836/0502
FAX： +86-510-8532-0680

JS TECH Co., Ltd.
慶尚南道泗川市泗南面外国企業路158 泗川工団

TEL： +82-55-853-5081
FAX： +82-55-853-5086

（株）セイシン企業 機能性工業材料営業課
住所：〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷5-34-7NEX新宿ビル9F

TEL：03-3350-5771　FAX：03-3350-5779
E-mail. kaseihin@betterseishin.co.jp

加工のお問い合わせは下記までお願い致します

国内

海外




