新たな

超軽量LEXAN™ PC発泡板材ソリューション
LEXAN™ ライトシートで作り上げる

SABICはプラスチック業界の変革者であり、グロー
バルをリードするポリカーボネート、および先進的
なLEXAN™ 熱塑性樹脂板材ソリューションのサプ
ライヤーでもあります。我々はお客様を中心に、多
様化の製品組合せを作り出し、優れた革新的且つ耐
久性の良い板材ソリューションの開発に取り組んで
います。
材料の使用効率を向上し、エネルギーを節約し性能を強化
するため、我々は軽量の製品ソリューションを探求しなけ
ればなりません。我々は今後とも製品及びその使用効率の
持続的な改善に取り組み、発泡材が様々な場合において最
適な性能を発揮できるように確保して参ります。
現在、我々は新型の高性能LEXAN™ 発泡シート製品の発売を
発表しました。これは市場において最も軽量な熱塑性板材の一
つであり、炎、煙と毒性に関する規範にも一致いております。
当該製品の密度が0.85 g/cm3で、従来のアクリル編成塩ビ
（PVC/PMMA）板材製品の代わりに使用された時に、重量を
40%も減らすことができます。

潜在的な効果と利益
従来にない超軽重量

優れた熱成型性

革新的に固体のコーティングで包み、軽
量の閉穴発泡板材を形成している。

極めて薄い肉厚で複雑な3立体形状の部品
へ熱成型することができる。

機械性能 & 絶縁性能

高い剛性

優れた機械性能と高い絶縁性能。

高い衝撃強度。

コンプライアンス

防湿

主なFST法規制に準拠している。

製品の独立気泡構造によって優れ
た防湿性能が確保できる。

美観効果

再利用可能 & 回収可能

カスタマイズした装飾ソリューシ
ョンが可能。

リサイクル可能な設計にするという
世界的な傾向に沿う

潜在的な用途：
• 装飾フィルム貼付可能
• 優れた色彩表現力
• 高いリサイクル原料使用比率

活用可能な潜在的な業界
業界

潜在用途

交通輸送

• ヘリコプターの内装部品
• 飛行機の内装部品
• 商用車部品と下記のディフレク
ター
-クルーズ客船
-軽量型ヨット
-トラック
•
•
•
•
•

保管箱
クレート
台車
再利用できる宅急便箱
再利用できる包装

医療

•
•
•
•

通気管
スキャナー
麻酔ステーション
台車の部品

通信と電気

• インフラ施設の本体
• トランスミッション箱
• バッテリ箱

交通機関

•
•
•
•

包装と 物流

CONTACT US

電動自動車の重量最適化
キャラバンとツーリングカー
トレーラー
インフラ施設

For more information, please contact your local SABIC FF Sales Representative.
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