
SH4275FR-A
FLAME RETARDANT POLYESTER SHARNET® WEB ADHESIVE

DESCRIPTION 
SH4275FR-A Sharnet® web adhesive is a flame retardant, 
hot melt adhesive available in a nonwoven form. 
Web adhesives handle like a fabric facilitating both 
intermittent and continuous processes. SH4275FR-A 
is based upon a high performance polyester polymer 
that resists laundering and has good resistance to oils 
and plasticizers. The flame resistance of this product 
was designed for use in textile laminations where a 
flame retardant adhesive is required to assist other 
flame retardant substrates in producing a non-burning 
composite. SH4275FR-A bonds to a variety of textiles, 
urethane foams and plasticized vinyls.

FEATURES
•  Fast setting
•  Good temperature resistance

BENEFITS
•  Excellent adhesion to various textiles and  

urethane foams
•  Excellent resistance to plasticizer migration

BASIC USES
•  Flame retardant laminations
•  Textile laminates
•  Engineered laminates

DIRECTIONS FOR USE
SH4275FR-A web can be activated with any of the 
following techniques: electric fusing press, heated rolls 
and heated air. Dry heat activation requires 265-350°F 
(130-177°C). Activation by means of infrared heating is not 
recommended for any Sharnet® product.

Reactivation time is dependent upon technique, 
temperature, pressure, substrates, and material 
thicknesses, but is typically 8 to 10 seconds.

TYPICAL PHYSICAL PROPERTIES

Description Results

Appearance Off White

Base Polyester

Basis Weight Range 0.5-2.1 oz/yd2 (17-71 g/m2)

Width Up to 74 in (188 cm)

Base Polymer DSC Melt Point 248°F (120°C)

Recommended Activation 
Temperature

265-350°F (130-177°C)

–  Moderate heat activation temperature

–  Good fire retardancy

–  Flexible adhesive bonding

KEY FEATURES

COMPOSITE: SKIN TO CORE

HEAT ACTIVATED DECORATIVE ATTACHMENT

LAYERED LAMINATES

難燃性ポリエステルSHARNET®ウェブ接着剤

主な特長
中程度の熱活性化温度。
優れた難燃性。
柔軟な接着。

概要
SH4275FR-A Sharnet®ウェブ接着剤は、不織布の形態で
ご利用いただける難燃性のホットメルト接着剤です。
ウェブ接着剤は、布地のように扱えますので、断続工程
も連続工程も容易に行えます。SH4275FR-Aは、洗濯やア
イロン掛けに強く、耐油性や耐可塑性に優れた高性能の
ポリエステルポリマーを基材としています。非燃焼複合
材を生産する際、他の難燃性基材の補強に難燃性接着剤
は欠かせません。本商品の難燃性は、そうしたテキスタ
イル積層材での使用に対応できるようように開発された
ものです。SH4275FR-Aは、様々なテキスタイルやウレタ
ン発泡材、可塑ビニールと接着します。

特長
速硬化性。
優れた耐熱性。
メリット
様々なテキスタイルやウレタン発泡材に対する優れ
た接着性。
優れた耐可塑剤性。
基本的な用途
難燃性積層材。
テキスタイル積層材。
構造用積層材。

使用方法
SH4275FR-Aウェブは、電気溶融プレス、加熱ロール、加
熱空気などの手法で活性化することができます。乾燥熱
活性化には265～350゚ F（130～177℃）が必要です。赤
外線加熱による活性化は、Sharnet®商品には適していま
せん。
再活性化時間は、手法や温度、圧力、基材、材料の厚さ
により変わりますが、通常は8～10秒です。

熱活性化装飾アタッチメント

スキン材とコア材の接着

多層積層材

通常の物理特性
内容 仕様

外観

基材

質量範囲

幅

ベースポリマーDSC融点

推奨活性化温度

オフホワイト

ポリエステル

最大74インチ (188cm)



PACKAGING
SH4275FR-A Sharnet® web adhesives are sold in roll form. 
They are typically 500 linear yard (457 linear meter) long 
rolls on a 3 inch (7.6 cm) inner diameter core. For further 
packaging details please contact your Bostik sales or 
technical representative.

SHELF LIFE
SH4275FR-A should be shipped and stored at 
temperatures below 130°F (54°C). The shelf life of 
SH4275FR-A is 365 days under these conditions.

HEALTH AND SAFETY PRECAUTIONS
Please refer to the 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. 
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BOSTIK HOTLINE

Smart help
1-800-726-7845

荷姿
SH4275FR-A Sharnet®ウェブはロールでの販売になりま
す。通常、長さ500リニアヤード（457リニアメートル）
で、コア内径は3インチ（7. 6cm）です。荷姿の詳細につ
きましては、最寄りの営業または技術担当者にお問い合
わせ下さい。

保存期間
SH4275FR-Aは、130゚ F（54℃）以下の温度で出荷し、保
管してください。SH4275FR-Aの保存期間は、この条件下
で365日です。

健康上及び安全上のご注意
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/ 


