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   UL FILE #E222948

 

説明： SM 62 & 8M81 は、柔軟性のあるシリコンと永久的に柔軟性を持つ集成マイカ
（雲母紙）との複合紙で、シリコンと特殊な有機シリコン樹脂のある雲母板で
作られています。UL 認証品で UL94V-0  RTI 200 C ファイル No. E222948 で
す。それは、電子レンジ用高圧トランス、家庭用電気器具の熱障壁、乾式トラ
ンス、工業炉のクラス H，クラス C，クラス R，クラス S の絶縁に広く使われ
ています。 

  

応用： SM61 & 8M81 シリーズは柔軟性があり、巻くことが可能で、加熱なしにきちん
と巻きつけることが出来ます。それらは、裏地、カバー、基材或いは隔離シー
トや絶縁シートとして使われます。ヒートガン、ヘアードライヤー、ファンヒ
ーター、ブレーカー、トランス、電気炉、発電機、電磁コイル絶縁などに適用
します。 

  

特性： ⚫ 1000 C までの優れた耐熱性 

⚫ 優れた電気絶縁性 

⚫ 優れた引張強度と室温下形成の容易性 

 

技術データ：  单位 SM62 /8M81 SM61  

 マイカプ  白雲母 金雲母 

 マイカプレート厚み mm 0.15 - 3.0 0.15 – 3.0 

 厚み公差 mm  l0%  l0% 

 密度 g/cm3 ca. 2.0 ca. 2.0 

 雲母含有量 % >ca. 90 >ca. 90 

 接着剤含有量 % <ca. 90 <ca. 90 

 絶縁耐力 kV/mm >20 >20 

 耐熱   

 連続使用 C 500 700 

 断続使用 C 800 1000 

 500C 下での熱損失 % <1 <1 

 700C 下での熱損失 % <2 <2 

 紙サイズ mm 1000 x 1200 / 1000x 2400 /1000 x 600 

試験手順     IEC 371-2 

 

 BCtapeTM Pbobbin BCwire®  BCmica®  BCtube®  is P. Leo & Co., Ltd. registered trade mark 

 


