
  

  

  

ププララススチチッックク用用帯帯電電防防止止剤剤  

  

  

  

  

  

●●練練りり込込みみ型型帯帯電電防防止止剤剤  

●●塗塗布布型型帯帯電電防防止止剤剤  

  

  

  

  



●●練練りり込込みみ型型帯帯電電防防止止剤剤  

製製品品名名  組組成成  
外外観観  

（（2255℃℃））  

融融点点  

（（℃℃））  

対対象象樹樹脂脂  
特特徴徴  PPLL 登登録録番番号号  荷荷姿姿※※  

PPEE  PPPP  PPSS  AASS  AABBSS  PPEETT  

ダダススパパーー  １１２２５５ＢＢ  特特殊殊カカチチオオンン型型活活性性剤剤  白白色色粒粒状状  6633  ○○  ○○  ◎◎  ◎◎  ◎◎  －－  優優れれたた帯帯防防性性  [[BB]]NNMM--00554411  1100kkgg 段段ボボーールル  

ダダススパパーー  １１４４００００ＢＢ  特特殊殊カカチチオオンン型型活活性性剤剤  白白色色粒粒状状  7744  ○○  ○○  ◎◎  ◎◎  ◎◎  －－  優優れれたた帯帯防防性性  [[BB]]NNMM--00554411  1100kkgg 段段ボボーールル  

ダダススパパーー  ＫＫ－－２２００００  ノノニニオオンン型型活活性性剤剤  白白色色粉粉状状  6688  ○○  ○○  ○○  ○○  ○○  －－  汎汎用用品品  [[BB]]NNJJ--11000088  1100kkgg 段段ボボーールル  

ダダススパパーー  ８８００２２ＤＤ11))  アアニニオオンン型型活活性性剤剤  淡淡黄黄色色粉粉状状  22220022))  －－  －－  ○○  ○○  ◎◎  ○○  高高耐耐熱熱性性  [[BB]]NNLL--33660077  1100kkgg 段段ボボーールル  

ダダススパパーー  ９９００２２ＤＤ11))  アアニニオオンン型型活活性性剤剤  黄黄色色ペペレレッットト状状  22220022))  －－  －－  ○○  ○○  ◎◎  〇〇  高高耐耐熱熱性性  [[BB]]NNLL--1133771188  1100kkgg 段段ボボーールル  

アアミミココーールル  ＬＬＤＤＥＥ（（パパウウダダーー））  ノノニニオオンン型型活活性性剤剤  白白色色粉粉状状  4466  ◎◎  ◎◎  －－  －－  －－  －－  即即効効性性  [[BB]]NNMM--11664477  2200kkgg 段段ボボーールル  

ミミヨヨココーールル  ３３２２４４  カカチチオオンン型型活活性性剤剤  淡淡黄黄色色液液状状  55  ○○  ○○  ◎◎  ◎◎  ◎◎  －－  優優れれたた帯帯防防性性  [[BB]]NNLL--00884422  受受注注生生産産  

ミミヨヨココーールル  ３３６６８８  カカチチオオンン型型活活性性剤剤  白白色色固固状状  4488  〇〇  ○○  ◎◎  ◎◎  ◎◎  －－  優優れれたた帯帯防防性性  [[BB]]NNLL--00884422  受受注注生生産産  

１１））透透明明用用途途ににはは使使用用不不可可、、22))軟軟化化点点、、※※内内装装ポポリリエエチチレレンン袋袋にに充充填填  

●●塗塗布布型型帯帯電電防防止止剤剤  

製製品品名名  組組成成  
外外観観  

（（2255℃℃））  

有有効効分分  

（（%%））  
ppHH  適適用用樹樹脂脂  PPLL 登登録録番番号号  荷荷姿姿※※  

ダダススパパーー  ３３２２４４ＤＤＳＳ  カカチチオオンン型型活活性性剤剤  淡淡黄黄色色液液状状  2255  77  PPSS  [[BB]]SSLL--4400004422  1188kkgg__缶缶  

ダダススパパーー  ８８００２２ＤＤＳＳ  アアニニオオンン型型活活性性剤剤  黄黄色色液液状状  2200  88  
PPEE,,PPPP,,PPSS,,AASS,,AABBSS,,PPAANN,,MMSS,,PPMMMMAA,,PPEETT  

PPCC,,PPVVAA,,PPBBTT  
[[BB]]NNLL--2233007711  受受注注生生産産  

ダダススパパーー  ＳＳ－－１１２２００ＬＬ  非非イイオオンン型型活活性性剤剤  黄黄色色液液状状  9977  66..55  
PPEE,,PPPP,,BBDDRR,,PPSS,,AASS,,AABBSS,,PPAANN,,MMSS,,PPMMMMAA  

PPAA,,PPVVAA,,PPOOMM,,PPBBTT  
[[BB]]NNLL--2233007700  受受注注生生産産  

ダダススパパーー  ＡＡＬＬ－－１１  両両性性型型活活性性剤剤  淡淡黄黄色色液液状状  3300  1122  全全樹樹脂脂１１））  －－  1177kkgg__缶缶  

ミミヨヨココーールル  ＱＱＸＸ－－３３３３ＮＮ  ４４級級カカチチオオンン型型活活性性剤剤  黄黄色色液液状状  4466  44..55  全全樹樹脂脂１１））  －－  1188kkgg__缶缶  

１１））ＰＰＬＬ確確認認証証明明書書はは取取得得ししてておおりりまませせんん  

  



品　　　名 組　　　成 主　用　途 特　　　長 性　　　状 荷　　　姿

適　用　種　別　分　類　〔 2 〕 プラスチックス ①

22 23

ミヨコール PX-60 多価アルコールエステル系
非イオン界面活性剤

HDPE・PP 耐熱性・透明性良好・PL規格品〔B〕NJ-1144。 白色粒状 20kg ダンボールケース

ミヨコール PX-85 多価アルコールエステル系
非イオン界面活性剤

PP 耐熱性・透明性良好・PL規格品〔B〕NM-3538。 淡黄色粒状 20kg ダンボールケース

ミヨコール PX-95 多価アルコールエステル系
非イオン界面活性剤

PP 耐熱性・透明性良好・PL規格品〔B〕NL-3618。 淡黄色粒状 20kg ダンボールケース

ミヨコール PX-203 多価アルコールエステル系
非イオン界面活性剤

LDPE・PP 耐熱性良好・PL規格品〔B〕NL-3622。 淡黄色粒状 20kg ダンボールケース

ミヨコール 324 含窒素非イオン界面活性剤 LDPE・HDPE・PP・PS・AS・ABS 耐熱性・透明性良好・PL規格品〔B〕NL-0842。 液状 15kg 缶

ダスパー K-200 多価アルコールエステル系
非イオン界面活性剤

LDPE・PP・PVC 耐熱性良好・FDA認可物質・PL規格品〔B〕NJ-1008。 淡黄色粒状 10kg ダンボールケース

ダスパー 125B 特殊陽イオン界面活性剤 HDPE・LDPE・PP・PS・AS・ABS 耐熱性・透明性良好・PL規格品〔B〕NM-0541。 白色粒状 10kg ダンボールケース

ミヨコール PE-04 多価アルコールエステル系
非イオン界面活性剤

LLDPE・LDPE 耐熱性・透明性良好・PL規格品〔B〕NJ-3577。 淡黄色粒状 20kg ダンボールケース

ミヨコール PX-5 多価アルコールエステル系
非イオン界面活性剤

PVC 耐熱性・透明性良好・PL規格品 J-0871。 淡黄色粒状 10kg ダンボールケース

ダスパー 802D 陰イオン界面活性剤
PS・ABS・EP
エンジニアプラスチック。

耐熱性良好・PL規格品〔B〕NL-3607。 淡黄色粒状 10kg パッキングケース

ダスパー K-200P 多価アルコールエステル系
非イオン界面活性剤

LDPE・PP・PVC 耐熱性良好・FDA認可物質・PL規格品〔B〕NJ-1008。 淡黄色ペレット状 20kg クラフトバッグ

ダスパー 902D 陰イオン界面活性剤
PS・ABS・EP
エンジニアプラスチック。

耐熱性良好〔B〕NL-1715。 淡黄色ペレット状 10kg ダンボールケース

ダスパー 1400B 特殊陽イオン界面活性剤 HDPE・LDPE・PP・PS・AS・ABS 耐熱性・透明性良好・PL規格品〔B〕NM-0541。 白色粒状　 10kg ダンボールケース
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ダスパー 324DS 特殊陽イオン界面活性剤 各種プラスチック。 PL規格品〔B〕SM-4533。 淡黄色液状 18kg 缶

ダスパー AL-1 β-アラニン型両性界面活性剤 各種プラスチック。 耐熱性良好。 淡黄色液状 17kg 缶

ミヨコール QX-33N 特殊陽イオン界面活性剤 各種プラスチック。 帯電防止性良好。 淡黄色液状 18kg 缶

ファインレックス OSN-100 特殊非イオン界面活性剤 塩ビ用防曇剤。 耐熱性良好・PL規格品 J-7395。 淡黄色液状 20kgドラム
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