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Appearance White Film

Liner Properties Natural latex saturated 60#
kraft

Dry Film Weight 130 g/m² (0.027 lbs/ft²)

Dry Film Thickness 3.0 mils

Volatiles <3.0 %
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F10-634 is a thermoset, flame retardant film adhesive
with excellent adhesion to fluorinated films. The primary
uses of F10-634 include providing texture retention and
fire retardant properties in embossed decoratives for
aircraft interior components or similar applications. The
cured F10-634 film exhibits excellent solvent resistance
and heat resistance. F10-634 is formulated without the
use of decabromodiphenyl ether.
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• Can be stored at room temperature

• Maintains flexibility after curing

• Meets FAA requirement for OSU standard 65/65
when used with common aircraft interior substrates
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F10-634 is sold in rolls of 120 linear yards at a width of 60
inches.
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The shelf life of F10-634 is approximately 1 year at the
recommended storage conditions.
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Store in a dry location at 40 to 80°F (4 to 27°C).

$33/,&$7,21�7(&+1,48(6
This adhesive film can be processed with or without the
release paper depending on construction. Place the
embossing resin on the substrate and introduce the
texture medium. Gradually increase temperature to
300°F to 330°F (143 to 155°C). Hold at temperature for at
least 10 minutes under pressure (100 psi is suggested).
Then, allow material to cool gradually while pressure is
retained. This product is designed for use with Bostik's
mounting adhesive products. Contact Bostik for a copy of
the aerospace brochure with more information about the
mounting adhesives and other aerospace products Bostik
has to offer.

熱硬化性難燃性フィルム

主な特長
優れたテクスチャ保持性。
優れた接着性と色の一貫性。

取り扱いやすさ。

F10-634は、フッ素化フィルムとの接着性に優れた熱硬
化性難燃性フィルム接着剤です。F10-634には、主に航
空機の内装部材用のエンボス装飾品のテクスチャを保持
し、難燃性を持たせるという用途があります。F10-634
が硬化しますと、優れた耐溶剤性と耐熱性を発揮しま
す。また、F10-634はデカブロモジフェニルエーテルを
使用せずに配合されています。

概要

主なメリット
室温で保管可能。
 硬化後も柔軟性を維持。
一般的な航空機用内装基材との使用時、OSU基準
65/65のFAA要件に準拠。

荷姿
F10-634は、幅60インチ、ロール長は120リニアヤードで
す。

保存期間
F10-634の保存期間は、推奨の保管条件下で1年です。

保管と取扱い
40～80゚ F（4～27℃）の乾燥した場所に保管してください。

テクスチャエンボス加工

プレテクスチャ積層構造

通常の物理特性
内容 仕様
外観 白色フィルム
ライナー特性 天然ラテックス60♯クラフ

ト紙
乾燥フィルム重量
乾燥フィルム厚さ
揮発性

貼付手法
この接着フィルムは、施工次第で、剥離紙の有無を問わ
ず処理できます。エンボス加工樹脂を基材にのせ、テク
スチャメディウムを加えます。温度を300～330゚ F（143
～155℃）までに徐々に上げていきます。圧力（100psi
が望ましい）をかけながら10分以上温度を保ちます。次
に、圧力を維持しながら、材料を徐々に冷まします。本
商品はBosti k社製の接着剤と一緒に使用するよう開発さ
れています。当社の接着剤や航空機関連商品の詳細に関
する航空機関連のパンフレットをご希望の方は、当社に
お問い合わせください。
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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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The Limited Warranty for this product can be found at www.bostik-
us.com/resource-center/warranties or by calling 1-800-726-7845
(choose option 2, then option 2 again). 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. 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.
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健康上及び安全上のご注意
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。

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。

＜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/ 


