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物 性 表
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素 材 シ ー ト
ヨドフ ロンの 物性表

試験法
Test method

ＰＴＦＥ ＰＣＴＦＥ ＰＦＡ ＦＥＰ ＥＴＦＥ

ﾖﾄﾞﾌﾛﾝF4 ﾖﾄﾞﾌﾛﾝF3 ﾖﾄﾞﾌﾛﾝPFA ﾖﾄﾞﾌﾛﾝFEP ﾖﾄﾞﾌﾛﾝETFE
Yodoflon F4 Yodoflon F3 Yodoflon PFA Yodoflon FEP Yodoflon ETFE

D792 - 2.13～2.20 2.10～2.20 2.12～2.17 2.15～2.17 1.73～1.74

- ℃ 327 220 310 260 270

D638 Mpa 20～35 31～41 25～35 20～30 38～42

D638 % 200～400 80～250 300～350 250～300 300～400

D695 Mpa 10～15 31～51 15～20 14～19 40～50

D2240 - 54～58 75～80 60～64 55～65 75.0

0.10 0.4 0.2 0.3 0.4

（無荷重） ℃ 260 120 260 200 150

D648 ℃ 55 90 47 50 74

D696 10-5/℃ 10 6 12 9 6

D257 Ω－cm >1018 >1018 >1018 >1018 >1017

D149 MV/ｍ 19 22 20 22 16

D150 - 2.1 2.6 2.1 2.1 2.6

D150 - 0.0002 0.0200 0.0003 0.0005 0.0050

単位
Unit

0.69MPa、3m/min

熱
的

連続最高使用温度
Highest tempe ratu re  fo r  con t inuous u se

熱変形温度　（１．８２MPa）
Heat disto rt ion  tempe ratu re

線　膨　張　係　数
Linear e xpansion  coe ffic ie n t

電
気
的

体積抵抗率（２３℃　50%RH)
Vo lume  re sist ivity

誘電正接　（×１０6Hｚ）
Die lec tr ic  tangen t

機
械
的

引張強度（２３℃）
Tensil strength  (23℃）

引張伸び率　（２３℃）
Tensile  e longat ion  pe rcen tage

圧縮強度　（２３℃最大）
Compressino  strength  (23℃　maximum）

硬度（デュロメーターD)
Hardness (Du rome te rD)

動摩擦係数
Kine t ic  fr ic t ion  coe ffic ie n t

ＡＳＴＭ

物
理
的

比　　　　　　　　重
Spec ific  gravity

融　　　　　　　　点
Me lt in g po in t

絶縁破壊電圧(３．２mm厚）
Breakdown  vo ltage (3 .2mmth ic k)

誘電率　(×１０6Hｚ）
Die lec tr ic  constan t

項目
Item

（注1）:上記の物性値は一例であり参考値として使用して下さい。〔参考資料：日本弗素樹脂工業会〕
（注2）:SI単位換算〔応力〕1Mpa=10.1972kgf/c㎡


ヨドフロンの物性表・選択基準

				ヨドフロンの物性表・選択基準 ブッセイヒョウセンタクキジュン

				ヨドフロンの物性表 ブッセイオモテ

		項目 コウモク						試験法　　　　　　　　　Test method シケンホウ		単位　　　　　　　　　 タンイ		ＰＴＦＥ		ＰＣＴＦＥ		ＰＦＡ		ＦＥＰ		ＥＴＦＥ

		Item						ＡＳＴＭ		Unit		ﾖﾄﾞﾌﾛﾝF4		ﾖﾄﾞﾌﾛﾝF3		ﾖﾄﾞﾌﾛﾝPFA		ﾖﾄﾞﾌﾛﾝFEP		ﾖﾄﾞﾌﾛﾝETFE

												Yodoflon F4		Yodoflon F3		Yodoflon PFA		Yodoflon FEP		Yodoflon ETFE

		物理的　 ブツリテキ		比　　　　　　　　重　　　　Specific gravity ヒシゲル				D792		-		2.13～2.20		2.10～2.20		2.12～2.17		2.15～2.17		1.73～1.74

				融　　　　　　　　点　　　　　　Melting point ユウテン				-		℃		327		220		310		260		270

		機械的 キカイテキ		引張強度（２３℃）　　　　　Tensil strength (23℃） ヒッパキョウド				D638		Mpa		20～35		31～41		25～35		20～30		38～42

				引張伸び率　（２３℃）　　　Tensile elongation percentage ヒッパノリツ				D638		%		200～400		80～250		300～350		250～300		300～400

				圧縮強度　（２３℃最大）　Compressino strength (23℃　maximum） アッシュクキョウドサイダイ				D695		Mpa		10～15		31～51		15～20		14～19		40～50

				硬度（デュロメーターD)　　Hardness (DurometerD) コウド				D2240		-		54～58		75～80		60～64		55～65		75.0

				動摩擦係数　　　　　　　　　Kinetic friction coefficient ドウマサツケイスウ				0.69MPa、3m/min				0.10		0.4		0.2		0.3		0.4

		熱的 ネツテキ		連続最高使用温度　　　　　Highest temperature for continuous use レンゾクサイコウシヨウオンド				（無荷重） ムカジュウ		℃		260		120		260		200		150

				熱変形温度　（１．８２MPa）　Heat distortion temperature ネツヘンケイオンド				D648		℃		55		90		47		50		74

				線　膨　張　係　数　　　　　Linear expansion coefficient センフクハリカカリカズ				D696		10-5/℃		10		6		12		9		6

		電気的 デンキテキ		体積抵抗率（２３℃　50%RH)　Volume resistivity タイセキテイコウリツ				D257		Ω－cm		>1018		>1018		>1018		>1018		>1017

				絶縁破壊電圧(３．２mm厚）　Breakdown voltage(3.2mmthick) ゼツエンハカイデンアツアツ				D149		MV/ｍ		19		22		20		22		16

				誘電率　(×１０6Hｚ）　　　Dielectric constant ユウデンリツ				D150		-		2.1		2.6		2.1		2.1		2.6

				誘電正接　（×１０6Hｚ）　　　Dielectric tangent ユウデンセイセツ				D150		-		0.0002		0.0200		0.0003		0.0005		0.0050

		（注１）上記の物性値は一例であり参考値として使用して下さい。 チュウジョウキブッセイアタイイチレイサンコウアタイシヨウクダ

				〔参考資料：日本弗素樹脂工業会〕 サンコウシリョウニホンフッソジュシコウギョウカイ

		（注２）SI単位換算〔応力〕1Mpa=10.1972kgf/c㎡ チュウタンイカンサンオウリョク

				ヨドフロンの選択基準 センタクキジュン

		樹脂Resin ジュシ						PTFE		PFA		FEP		PCTFE		ETFE		ECTFE		PVDF

		性質Property セイシツ

		最高使用温度（℃） サイコウシヨウオンド				Maximum temperature		260		260		200		150		150		（150）		150

		電気的性質 デンキテキセイシツ				Electrical property		◎		◎		◎		○		◎		◎		○

		難燃性（注１）LO1(O2%) ナンネンセイチュウ				Flame resistance		95<		95<		95<		95		30		60		43

		機械的性質 キカイテキセイシツ				Mechanical property		△		△		△		○		○		○		○

		低摩擦性 テイマサツセイ				Low friction property		◎		○		◎		△		△		△		△

		耐薬品性 タイヤクヒンセイ		酸 サン		Acid		◎		◎		◎		◎		◎		◎		○

				アルカリ		Alkali		◎		◎		◎		◎		◎		◎		○

				溶　剤 ヨウザイ		Solvent		◎		◎		◎		○		◎		◎		△

		非粘着性 ヒネンチャクセイ				Non-stickiness		◎		◎		◎		○		○		○		○

		耐候性 タイコウセイ				Weather resistance		◎		◎		◎		◎		◎		◎		◎

		透　　　明　　　性(注２) トオルメイセイチュウ				Tranparency		△		○		○		○		△		△		△

		成形性 セイケイセイ				Formability		△		○		○		○		◎		◎		◎

		比重 ヒジュウ				Specific gravity		2.17		2.15		2.15		2.13		1.73		1.70		1.76

		参考：記号は、次の通りとする。　〔参考資料：日本弗素樹脂工業会〕 サンコウキゴウツギトオサンコウシリョウニホンフッソジュシコウギョウカイ

				◎　非常に優れている　○　優れている　△　使用可　×　使用不可 ヒジョウスグスグシヨウカシヨウフカ

		(注１）　LO1：限界酸素指数　（VOL％）　数値の大きいほど難燃性大 チュウゲンカイサンソシスウスウチオオナンネンセイダイ

		(注２）薄い成形品の場合 チュウウスセイケイシナバアイ





ヨドフロンの物性表・選択基準 (表のみ)

		

				項目
Item コウモク						試験法　　　　　　　　　Test method シケンホウ		単位
Unit　　　　　　　　 タンイ		ＰＴＦＥ		ＰＣＴＦＥ		ＰＦＡ		ＦＥＰ		ＥＴＦＥ

										ＡＳＴＭ				ﾖﾄﾞﾌﾛﾝF4		ﾖﾄﾞﾌﾛﾝF3		ﾖﾄﾞﾌﾛﾝPFA		ﾖﾄﾞﾌﾛﾝFEP		ﾖﾄﾞﾌﾛﾝETFE

														Yodoflon F4		Yodoflon F3		Yodoflon PFA		Yodoflon FEP		Yodoflon ETFE

				物理的　 ブツリテキ		比　　　　　　　　重
Specific gravity ヒシゲル				D792		-		2.13～2.20		2.10～2.20		2.12～2.17		2.15～2.17		1.73～1.74

						融　　　　　　　　点
Melting point ユウテン				-		℃		327		220		310		260		270

				機械的 キカイテキ		引張強度（２３℃）
Tensil strength (23℃） ヒッパキョウド				D638		Mpa		20～35		31～41		25～35		20～30		38～42

						引張伸び率　（２３℃）
Tensile elongation percentage ヒッパノリツ				D638		%		200～400		80～250		300～350		250～300		300～400

						圧縮強度　（２３℃最大）
Compressino strength (23℃　maximum） アッシュクキョウドサイダイ				D695		Mpa		10～15		31～51		15～20		14～19		40～50

						硬度（デュロメーターD)　
Hardness (DurometerD) コウド				D2240		-		54～58		75～80		60～64		55～65		75.0

						動摩擦係数
Kinetic friction coefficient ドウマサツケイスウ				0.69MPa、3m/min				0.10		0.4		0.2		0.3		0.4

				熱的 ネツテキ		連続最高使用温度
Highest temperature for continuous use レンゾクサイコウシヨウオンド				（無荷重） ムカジュウ		℃		260		120		260		200		150

						熱変形温度　（１．８２MPa）　
Heat distortion temperature ネツヘンケイオンド				D648		℃		55		90		47		50		74

						線　膨　張　係　数
Linear expansion coefficient センフクハリカカリカズ				D696		10-5/℃		10		6		12		9		6

				電気的 デンキテキ		体積抵抗率（２３℃　50%RH)
Volume resistivity タイセキテイコウリツ				D257		Ω－cm		>1018		>1018		>1018		>1018		>1017

						絶縁破壊電圧(３．２mm厚）
Breakdown voltage(3.2mmthick) ゼツエンハカイデンアツアツ				D149		MV/ｍ		19		22		20		22		16

						誘電率　(×１０6Hｚ）
Dielectric constant ユウデンリツ				D150		-		2.1		2.6		2.1		2.1		2.6

						誘電正接　（×１０6Hｚ）
Dielectric tangent ユウデンセイセツ				D150		-		0.0002		0.0200		0.0003		0.0005		0.0050

				樹脂Resin ジュシ						PTFE		PFA		FEP		PCTFE		ETFE		ECTFE		PVDF

				性質Property セイシツ

				最高使用温度（℃） サイコウシヨウオンド				Maximum temperature		260		260		200		150		150		（150）		150

				電気的性質 デンキテキセイシツ				Electrical property		◎		◎		◎		○		◎		◎		○

				難燃性（注１）LO1(O2%) ナンネンセイチュウ				Flame resistance		95<		95<		95<		95		30		60		43

				機械的性質 キカイテキセイシツ				Mechanical property		△		△		△		○		○		○		○

				低摩擦性 テイマサツセイ				Low friction property		◎		○		◎		△		△		△		△

				耐薬品性 タイヤクヒンセイ		酸 サン		Acid		◎		◎		◎		◎		◎		◎		○

						アルカリ		Alkali		◎		◎		◎		◎		◎		◎		○

						溶　剤 ヨウザイ		Solvent		◎		◎		◎		○		◎		◎		△

				非粘着性 ヒネンチャクセイ				Non-stickiness		◎		◎		◎		○		○		○		○

				耐候性 タイコウセイ				Weather resistance		◎		◎		◎		◎		◎		◎		◎

				透明性(注２) トオルメイセイチュウ				Tranparency		△		○		○		○		△		△		△

				成形性 セイケイセイ				Formability		△		○		○		○		◎		◎		◎

				比重 ヒジュウ				Specific gravity		2.17		2.15		2.15		2.13		1.73		1.70		1.76
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