
F14-610
PRESSURE SENSITIVE FILM ADHESIVE

DESCRIPTION 
F14-610 is a pressure sensitive acrylic transfer tape 
that exhibits excellent room temperature tack, coupled 
with good high and low temperature performance. 
It is protected with a dual liner system. One liner is 
an easy strip disposable paper and the other is a low 
density polyethylene. It was designed for bonding 
lightweight smooth nameplates and decorative trim in 
the automotive and appliance industries, as well as for 
pressure sensitizing plastic and metal foils. This film is 
B-stageable and crosslinks to give excellent heat and 
water resistance. It offers an excellent balance of shear 
and peel properties.

FEATURES
•  Good solvent resistance
•  Very good resistance to plasticizer migration 

for use on most vinyls
•  Formulated from FDA ingredients listed under  

21 CFR 175.105 for adhesives

BENEFITS
•  Serviceable bonds in environments from –30 to  

350°F (-34 to 177°C) when cured
•  Progressive bond strength and creep resistance  

develop upon aging

BASIC USES
•  Nameplate bonding
•  Decorative trim in automotive and appliance industries

DIRECTIONS FOR USE
Laminate F14-610 to the primary substrate through nip 
rolls using firm pressure to ensure 100% contact and 
discard paper release liner.

Remove the polyethylene release liner and apply to clean 
secondary substrate with firm, even pressure to ensure 

–  High room temperature tack

–  Good performance over a wide range 
of temperatures

–  Resists plasticizer migration

KEY FEATURES

TRIM ATTACHMENTS

PLACARDS

TYPICAL PHYSICAL PROPERTIES

Description Results

Film Weight 53 g/m2

% Volatiles < 3%

Peel from 6 mil Paper Liner 20 g/in (7.9 g/cm)

AVAILABILITY

Film Thickness 2 mils (51 microns)

Width 57 in (145 cm)

Length 500 ly (457 m)

ID Core Size 3 in (7.6 cm)

感圧性フィルム接着剤

主な特長
優れた室温接着性。
広い温度範囲に渡り優れた性能を発
揮。
耐可塑剤性。

概要
F14-640は、優れた室温接着性と広い温度範囲に渡って
性能を発揮する感圧性アクリル転写テープです。処分し
やすい紙製ライナーと低密度ポリエチレンライナーを使
用して両面を保護しています。本商品は自動車や家電用
の軽量で、滑らかな銘板や装飾トリムの接着や、プラス
チックや金属薄片の感圧接着に対応するよう開発された
ものです。このフィルムは、B段階処理が可能で、架橋
結合することで優れた耐熱性や防水性を実現します。ま
た、せん断特性と剥離特性のバランスがうまくとれた商
品です。

特長
 優れた耐溶剤性。
ビニールでの使用に最適な優れた耐可塑剤性。

21 CFR 175. 105に記載されている接着剤用のFDA材
料から配合。

メリット
硬化時、－30～350゚ F（－34～177℃）の環境にお
いて実用的な接着。
接着強度や耐クリープ性の持続による経年劣化の防
止。

基本的な用途
銘板の接着。

完全に密着するように、ニップロールを介してしっか
り圧力を掛けながらF14-610を一次基材にラミネートし
ます。紙製剥離ライナーを剥がします。

使用方法
自動車や家電用の装飾トリム。

ポリエチレン剥離ライナーを剥がし、接合部がぴった
り密着するように、きれいな二次基材に貼ります。

プラカード

トリムアタッチメント

通常の物理特性
内容 仕様
フィルム重量
揮発性（%）
6ミル紙製ライナー剥離性

サイズ
フィルム厚さ

幅
長さ
コア内径サイズ



complete contact and meeting of parts. The adhesive can 
be cured with exposure to temperatures of approximately 
250°F (121°C) for 10 minutes. Exact curing conditions are 
dependent on substrate types and thicknesses.

PACKAGING
F14-610 is supplied on a dual liner system. It is available at 
a 2 mil (51 micron) thickness, a width of 57 inches (145 cm), 
and a roll length of 500 ly (457 m).

SHELF LIFE
Store in a dry location at 40 to 80°F (4 to 27°C). Shelf life is 
approximately 12 months under these conditions.

FURTHER INFORMATION
Please refer to SDS for complete details.

LIMITED WARRANTY
Limited Warranty found at www.bostik-us.com or 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. 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. 

This document supersedes all previously published literature.
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Bostik, Inc.
11320 W Watertown Plank Road
Wauwatosa, WI 53226
www.bostik-us.com

BOSTIK HOTLINE

Smart help
1-800-726-7845

約250゚ F（121℃）に10分間さらすことで接着剤が硬化
します。最適な硬化条件は、基材の種類や厚さによっ
て変わります。

荷姿
F14-610は両面に剥離処理を施してあります。厚さ2ミル
（51ミクロン）、幅57インチ（145cm）、ロール長は
500l y（457m）です。

保存期間
40～80゚ F（4～27℃）の乾燥した場所に保管してくださ
い。保存期間は、この条件下で約12か月です。

詳細について
詳細につきましては、SDSをご参照ください。

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/ 


