
 
 
 
 
 
 

【性状】 

【塗膜性能】 Characteristics of Coating 

Properties 

Features 【特徴】 

HF シリーズは、高高高いいい透透透明明明性性性、耐耐耐久久久接接接着着着性性性を有し、光学用途に適したＵＶ硬化型接着剤です。 

The HF series are UV-curable adhesive and used for optics applications. The main features of the HF 

series are a high transparency and durable adherence property.  
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免責事項   disclaimer 

  本カタログに記載の各物性値は実測値であり、保証値ではありません。本カタログに記載してある内容は H22.5 現在のものであり、改良のため予告なく変更することがあります。 

Date shows actual measurement values only, not guaranteed. What have been described in this document is current as of H22.5 and may be changed without notice for improvement.  

ＵＶ硬化型接着剤『HF シリーズ』 
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グレード名
Grade No

HF-1000 HF-2000 HF-2100

外　観
appearance

淡黄色透明液体
liquid

淡黄色透明液体
liquid

淡黄色透明液体
liquid

色数
color

H-60 H-70 H-50

固形分（%）
solid content

100 100 100

粘度(mPa,25℃）
viscosity

8500 11500 10500

硬化直後
just after curing

高温試験後
just after high

temperature test

高温高湿試験後
just after high

temperature and

humidity test

硬化直後
just after curing

高温試験後
just after high

temperature test

高温高湿試験後
just after high

temperature and

humidity test

硬化直後
just after curing

高温試験後
just after high

temperature test

高温高湿試験後
just after high

temperature and

humidity test

PC板
polycarbonate

plate

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PMMA板
polymethylmeth

acrylate plate

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ガラス板
glass plate

ー ー ー ー ー ー ◎ ◎ ○～◎

＞91

接着性
adhesive

performance

1.510 1.511 1.511

グレード名
Grade No

全光線透過率（%）
total light transmission

屈折率
refractive index

＞91

HF-2000HF-1000 HF-2100

＞91

基板
substrate

HF-2000 高温高湿試験後の外観写真

 
基板

HF-2000
基板

基板

接着剤

基板

基材破壊           凝集破壊          界面破壊 

作成 2010.5(第３版) 

試験条件　　　Test Condition
　  □硬化膜厚   thickness

　  □硬化条件   curing condition

    □高温試験　　high temperature test　　　　　　　　　　　　

    □高温高湿試験　high temperature and humidity test

UV照射 100mJ/c㎡ ×10パス      100mJ/cm2×10pass

80℃×500ｈ     80℃×500h

60℃×90％×500ｈ   60℃×90％×500ｈ

　  □接着性　　adhesiveness ◎：基材破壊　　adherend failure

○：凝集剥離　　cohesive failure

△：界面破壊　　interfacial failure

×：自然剥離　　detachment

75μm　　     75μm


