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Kit Component L7132R

Appearance Opaque Liquid

Base/Solvent Linear Saturated
Polyester/MEK blend

Total Solids 25.5 %

Viscosity 100 cP

Density @ 25°C 7.67 lb/gal (0.919 g/cm³)

Flash Point (SCC) 14°F (-10°C)
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Kit Component Boscodur 24T

Appearance Dark Brown Liquid

Base/Solvent Polyisocyanate/MEK

Total Solids 68%

Density @ 25°C 8.76 lb/gal (1.05 g/cm³)

Flash Point (SCC) 29°F (-2°C)
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Bostik’s L7132K is a kit containing L7132R and Boscodur®
24T. L7132K is a two-component adhesive system
specifically designed for use in the vacuum form bonding
of PVC films to wood, fiberboards, and most porous
substrates. Characterized by its high green strength,
L7132K permits for edge trimming immediately after
removal from the vacuum former.

In addition to securing strong, resilient anchorage to PVC,
L7132R displays inherently high adhesion to polyolefin
foams, polyester films, most plastic laminating films,
foils, sheet metal surfaces, and to cellulosics in general.
Boscodur 24T is used to ensure the development of heat
and creep resistant bonds.
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• Wide processing window that allows for use in a
variety of application processes

• Excellent adhesion to vinyl, particle board, polyolefin
foams, and plastics

• Cures to a tough, highly heat resistant film

3$&.$*,1*
L7132K is available in one gallon kits. Each kit contains 4,
one gallon cans of L7132R and 4 half pint cans of
Boscodur 24T.

二液型熱硬化接着剤キット

主な特長
表面基材との優れた接着性。

BMS5-127タイプI I 及びI I I クラス2を満たす。
使いやすい荷姿。

概要
Bosti k社製L7132Kは、L7132RとBoscodur®24Tで構成され
るキットです。L7132Kは、PVCフィルムを木材やファイ
バーボード、多孔性基材に真空成型するよう開発された
二液型接着剤です。真空成型から取り外してすぐにエッ
ジング仕上げが可能です。

PVCに対する強固で弾力のある接着性に加えて、L7132R
は、ポリオレフィン発泡材やポリエステルフィルム、プ
ラスチック製ラミネートフィルム、薄片、板金表面、セ
ルロース性全般に対して本来の優れた接着性を発揮しま
す。またBoscodur 24Tにより、耐熱性や耐クリープ性を
備えた接着が可能になります。

主なメリット
様々な接着用途での使用を考慮した幅広い加工性。

ビニールや微細なボード、ポリオレフィン発泡材、
プラスチックに対する優れた接着性。
硬化後より強固になり、耐熱性に優れたフィルム。

荷姿
L7132Kは1ガロンのキットです。各キットはL7132R 1ガ
ロン缶4個とBoscodur 24T 半パイント缶4個で構成され
ています。

装飾積層材接着

密着型接着剤

通常の物理特性
内容 仕様
キット構成品
外観
基材／溶剤

全蒸発残留物
揮発性
密度（25℃）
引火点

不透明液体
飽和ポリエステル／MEK混合

通常の物理特性
内容 仕様
キット構成品
外観
基材／溶剤
全蒸発残留物
密度（25℃）
引火点

ダークブラウン液体
ポリイソシアネート
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The shelf life of L7132K is six months when stored at
55-80°F (15-27°C) in unopened factory sealed containers.
Once the two-part system is blended, it has a pot life of
eight hours.
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Boscodur 24T should be stored in a sealed container.
Once opened it should be nitrogen purged to prevent
contamination from moisture in the air. L7132R has a shelf
life of at least 9 months if stored in an unopened
container. Do not freeze.
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• Aerospace applications to laminate decorative films to
aluminum or honeycomb sidewalls in the construction of
cabin interiors

• Automotive applications to vacuum form PVC film and
polyolefin foam to rigid substrates in the manufacturing
of door panels, consoles, dashboards, and other interior
trim

• Vacuum forming PVC films to particle boards in the
production of decorative furniture facings

• Vacuum form construction of PVC coated luggage shells
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Boscodur 24T should be added to L7132R in accordance
with the mixing ratio (1:16) and blended to a homogenous
solution (solvent dilutions, where applicable, should be
made immediately after the Boscodur 24T addition).
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Adhesive can be applied via direct roll, reverse roll,
gravure, or any coater common to the industry. This
adhesive can also be sprayed.

Apply 100-150 g/m² (wet) adhesive to the least porous
laminating surface and evaporate the solvent by standard
drying techniques. Mate the secondary substrate under
pressure at 110-212°F (41-100°C).

To cure the part, the adhesive should be held at a
minimum of 190°F (88°C) for at least 4 minutes. Vacuum
pressure should be held at a minimum of 15 in Hg (51 kPa),
20 in HG (68 kPa) is preferred.
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Recommended clean up is with a MEK/toluene solution.
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L7132K is an extremely flammable system. Before using,
extinguish all flames and pilot lights. Use only in well
ventilated areas. During application and until vapors are
gone, keep product away from heat, sparks, and flame.
Avoid using spark-producing equipment such as switches,
tools, appliances, etc. Keep container tightly closed when
not in use.

The Safety Data Sheet should be consulted for proper
handling, clean up and spill containment before use. Keep
containers covered to minimize contamination.
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Limited Warranty found at www.bostik.com/usor call 800.726.7845. TO
THE MAXIMUM EXTENT ALLOWED BY LAW, BOSTIK DISCLAIMS ALL
OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT
LIMITATION WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. UNLESS OTHERWISE STATED IN THE LIMITED
WARRANTY, THE SOLE REMEDY FOR BREACH OF WARRANTY IS
REPLACEMENT OF THE PRODUCT OR REFUND OF THE BUYER’S
PURCHASE PRICE. BOSTIK DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR DIRECT,
INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR SPECIAL DAMAGES TO THE
MAXIMUM EXTENT ALLOWED BY LAW. DISCLAIMERS OF IMPLIED
WARRANTIES MAY NOT BE APPLICABLE TO CERTAIN CLASSES OF
BUYERS AND SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR
LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE
ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. The information, data,
and recommendations made herein are based on Bostik’s research only
and are not guaranteed to be accurate. The performance of the
product, its shelf life, and application characteristics will depend on
many variables, including but not limited to the kind of materials to
which the product will be applied, the environment in which the
product is stored or applied, and the equipment used for application.
Any change in any of these variables can affect the product’s
performance. Bostik does not warrant the product’s suitability for any
particular application. It is the buyer’s obligation to test the suitability
of the product for an intended use prior to using it. The Limited
Warranty extends only to the original purchaser and is not transferable
or assignable. Any claim for a defective product must be filed within 30
days of discovery of a problem, and must be submitted with written
proof of purchase. 

Nothing contained herein shall be construed to imply the nonexistence
of any relevant patents or to constitute permission, inducement, or
recommendation to practice any invention covered by any patent,
without authority from the owner of the patent.
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保存期間
L7132Kの保存期間は、未開封の密閉容器に入れて55～
80゚ F（15～27℃）で保管される場合、6か月です。一
旦二液を混合しますと、ポットライフ（可使時間）は8
時間です。

保管と取り扱い
Boscodur 24Tは、密閉した容器に入れて保管してくださ
い。一旦開封しましたら、空気中の水分により汚染され
ないように、窒素置換してください。L7132Rの保管期間
は、未開封の容器に入れて保管した場合、9か月以上で
す。凍結させないでください。

基本的な用途
・航空機用。キャビンの内装の施行時に装飾用フィルム
をアルミニウムまたはハニカム側壁にラミネート。

・自動車用。ドアパネルやコンソール、ダッシュボード
などの内装品の製造時に、PVCフィルムやポリオレフィ
ン発泡材を強固な基材に真空成型。

・家具の化粧面の生産時にPVCフィルムを微細なボード
に真空成型。

混合比
混合比（1: 16）に従って、Boscodur 24TをL7132Rに加え
て、均一な溶剤になるまで混ぜてください。（該当する
物があれば、Boscodur 24Tを加えた直後に、溶媒希釈を
してください。）

塗布方法
業界で一般的なダイレクトロールやリバースロール、グ
ラビア印刷、またはコーターを介して塗布できます。ま
たスプレーで塗布することも可能です。

100～150g/m2（ウェット）接着剤を最も空孔率が高いラ
ミネート表面に塗布し、標準的な乾燥手法で溶剤を気化
させます。110～212゚ F（41～100℃）で圧力をかけて二
次基材を接合します。

硬化させるには、最低190゚ F（88℃）で接着剤を4分以
上置いてください。最低15Hg （68kPa）で真空圧を加え
てください。（20Hｇ（68kPa）が望ましい。）

除去方法
MEK／トルエン溶液による除去を推奨します。

健康上及び安全上のご注意
L7132Kは非常に可燃性の高い接着剤です。ご使用になる
前に、炎や口火を全て消してください。換気の良い場所
でのみご使用ください。塗布中、及び蒸気が出なくなる
まで、商品を熱や火花、炎に近づけないでください。ス
イッチや工具、器具などの火花放電しやすい機器を使用
しないでください。ご使用にならない時は、容器をしっ
かりと閉じておいてください。

接着剤の正しい取り扱いや除去、流出防止方法につきまし
ては、ご使用になる前に安全データシートをご参照くださ
い。汚染防止のため、容器に蓋をしておいてください。

・PCV被膜カバンの表地の真空成型。

製品保証
保証につきましては、www. bost i k-us. comをご覧いただ
きますか、Tel . 800-726-7845までご連絡ください。当社
は、法律が許す最大限まで、商品性の保証や特定目的適
合性などこれらに限らず、明示的にも黙示的にもいかな
る保証をいたしません。保証で特に規定がない限り、保
証に違反した場合の唯一の救済方法は、商品の交換か、
購入代金の返金です。当社は、法律が許す最大限まで、
直接損害、付随的損害、派生的損害、または特別損害に
対していかなる責任を負うものではありません。黙示的
保証の免責は、特定のクラスの購入者には適用されませ
ん。またある特定の州には付随的損害や派生的損害の除
外または限定を認めていないため、上記の限定がお客さ
まに適用されない場合がございます。製品をご使用にな
る前に、本来の目的に対する商品の適合性を試験するの
は購入者の義務です。保証が及ぶのは元の購入者のみ
で、移転または譲渡はできません。不具合商品に対する
請求の申し立ては、問題の発見から30日以内に必ず行
い、購入証明書類と一緒にご提出ください。 

本書は、既刊の全ての資料に取って代わるものとする。

本書の内容は、関連する特許の侵害がないことを示唆す
るものではありません。また、特許権者の許可なく特許
権が適用される発明を実施することに関して許可、誘因
または推奨するものではありません。

＜お問い合わせ＞ 

　　極東貿易株式会社　新素材部 
〒100-0004  
東京都千代田区大手町2-2-1　新大手町ビル7階 
TEL 03-3244-3846  
E-mail : amd.hp01@kbk.co.jp 
URL: http://www.kbk.co.jp/ 


