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エクソンモービル・ケミカルの洗浄剤 Isopar™は、無臭気、

低表面張力、高い化学的・熱的安定性などの特徴を持つ高
純度の洗浄剤です。

工業洗浄剤 Isopar™の特徴は次のとおりです。

• 非常に低い芳香族含有量

• 低い表面張力

• 無臭

• 高い洗浄性

• 低い凝固点

• 低腐食性

工業洗浄剤ー Isopar™ 
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工業洗浄用途での洗浄剤 Isopar™ の利点

01.

02.

03.

04.

高い洗浄性
工業用洗浄（切削油、グリース、保護油の除去）に重要な性能です。
汚れの油性部分が効率的に働きかけ溶解します。

濡れ性・低表面張力
洗浄剤Isopar は精密加工の穴、隙間に浸透し、届きにくい場所を効率的
に洗浄できます。プロセス全体がより効率的になります。

Low Corrosivity /低腐食性
洗浄剤 Isoparは、一般的に使用されている金属との高い相溶性を発揮し

ます（鋼、アルミニウム、マグネシウム、チタン、亜鉛、銅、および
それらの合金）。また、多くのプラスチックやエラストマーとも相溶
性が高いです。

自由な沸点範囲の選択
洗浄剤Isoparの幅広いラインアップよりグレード選択が可能で、ユー
ザーの様々な乾燥速度の要求を満たします。
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代表性状 試験方法
パークロロ
エチレン

ターペン
Isopar G 

Fluid
Isopar H 

Fluid
Isopar L 

Fluid
Isopar M 

Fluid

芳香族分 (wt%) AMS 140.31 - 23 0.001 0.001 0.003 0.004

沸点範囲(oC) ASTM D86 121
(Boiling point )

154 – 199 (45) 165 – 177 (12) 178 – 189 (9) 185 – 198 (13) 227 – 254 (27)

引火点 (oC) ASTM D93 N/A 42 44 53 64 97

密度@ 15oC (kg/dm3) ASTM D4052 1.623*
(@20oC )

0.791 0.749 0.758 0.765 0.786

動粘度@ 25oC/40oC ASTM D445
0.88 **
mPa.s

1.20/ 0.99 1.47/ 1.19 1.80/ 1.41 1.57/ 1.26 4.23/ 3.00

硫黄分 (ppm) ASTM D5453 - <1 <1 <1 <1 <1

職業暴露限界OEL (mg/m3) TWA 169 300 1200 1200 1200 1200

蒸気危険率@ 20oC (calculated) ~750 40 7 4 3 <1

表面張力@ 25oC (mN/m) (calculated)
32.32 

(@20oC )
25.4 23.7 24.2 24.6 26.2

GHS 表示

代表性状：洗浄剤 Isopar™と一般的溶剤の比較

* Density at 20oC (kg/dm3)
** Dynamic viscosity
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750

40
7 4 3 <1

パークロロエチレン ターペン Isopar G Fluid Isopar H Fluid Isopar L Fluid Isopar M Fluid

蒸気危険率@ 20C

VHR < 1: ばく露リスクは限定的

1 ≤ VHR ≤ 3: 適切な排気条件下でばく露リスクは限定的

VHR >3: 蒸気濃度をばく露限界以下に管理する為、連続換気が必要

洗浄剤 Isopar™ による作業安全性改善について
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