
Our thermoplastic casting material KW-100 (nylon 6 monomer) and the specially designed 
Composite Nylon Casting Device NT1200 can provide prototypes with high strength and high heat resistance.
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ナイロン成 形 をもっと 簡 単 に。
熱可塑性注型材・複合ナイロン注型装置



Excellent device that automatically 
optimizes compounding materials.

Cleaning material tank for making MU-3L into an optimum 
environment for each batch.
It automatically cleans every casting with KW-100C.

A device for managing and weighing KW-100A and 
KW-100B (Nylon 6 monomer raw materials).
The preliminary defoaming required for general urethane 
casting work is not required.

A device that optimally mixes and discharges KW-100.
* Combination of reinforcing materials such as GF is optional.

A control panel that 
controls the entire system.

Large products that normally use a 3000t class molding 
machine can be vacuum-cast using a silicone mold.

樹脂成型装置 [NT-1200] （特許取得）

システム全体を
コントロールする制御盤。

 WT-10L 

KW-100A・KW-100B (ナイロン６モノマー原料) 
の管理・計量を行う装置。
一般的なウレタン注型作業に必要な予備脱泡などは
不要です。 

MU-3L をバッチ毎に最適な
環境にするための洗浄材タンク。 
KW-100C でキャスティング毎に自動洗浄。 

 NT1200

通常３０００ｔクラスの成形機を使用する
大型製品をシリコーン型を用いて真空注型可能。 

KW-100を最適に混合吐出する装置。
※GF等の強化材の複合は別途オプション。 

MU-3L

K-80 CONTROLER
(K-80コントローラ)

MODULE 4L
材料の投入・数値の設定をすれば
自動で最適化してくれる優れた装置

NT-1200



◎ 機械的強度に優れている
     Excellent in mechanical strength.

◎ 耐熱性に優れている
     Excellent in heat resistance.

◎ 摺動性がよく、無給油で使用できる
     Excellent in slidability and can be used without lubrication.

◎ 耐薬品性に優れている。
    酸に対しても完全に溶解しない。
     Excellent in chemical resistance. Resistant to acid soliability.

◎ 錆びない
     Dose not rust.

◎ 機械加工性に優れている
     Excellent in machinability.

※要望情報（測定条件は室温23℃とする）※上記物性値は保証値ではありません。参考値としてご利用ください。 

3NI-NYLON 規　格 PA6
+GF0％

PA6
+GF15％

PA6
+GF30％

曲げ強さ（MPa） ASTM D790 124 153 175

曲げ弾性率（MPa） ASTM D790 3320 5100 6960

引張強さ（MPa） ASTM D638 78 96.5 111

引張弾性率（MPa） ASTM D638 2790 3800 5130

荷重たわみ温度（1.82MPa） ASTM D648 177 211 215

伸び（破断）（%） ASTM D638 13.0 4.4 2.5

衝撃強さ（Izodノッチ付）（J/m） ASTM D256 45 34 33

硬度（ロックウェルＲスケール） ASTM D785 119 121 121

比重 - 1.15 - -

温度や湿度などの外的環境に左右されない。
優れた物性を持つモノマー材料

Excellent physical properties.

No effect from the external environment.
(temperature and humidity)

■重合速度が調整されたKW-100A主剤・KW-100B硬化剤の2成分で構成
    Consists of two components of KW-100A (main agent) and KW-100B (curing agent) 
    with controlled polymerization velocity.

■ガスバリア性、耐熱性を有する金属缶に密封保存されている
    It is hermetically stored in a metal can having gas barrier property and heat resistance.

■金属缶内では固体状態であり、長期保存ができる
    In a solid state in a metal can, and it can be stored for a long term.

■成形に使用する際、金属缶に保存した状態で加熱・溶融できる
   When used for molding, it can be heated and melted in a state stored in a metal can.

■主剤・硬化剤は所定温度に昇温後、直ちに成形に使用できる
    KW-100A (main agent) and KW-100B (curing agent) can be  immediately used for molding
    after raising to a predetermined temperature.

■原料から直接、成形品を成形できる
   It can be casting mold directly from raw materials.

■原料の流動性がよく、大気圧下で複雑な形状の製品が成形できる
    High liquidity and possible to mold products with complicated shape under 
    atmospheric pressure.

■製作時間の短い、安価なシリコーン型が使用できる
    Reasonable silicone molds with a short production time can be used.

■肉厚成形品や投影面積の大きい成形品が短時間で製造できる
    Thick products and ones with a large projected area can be manufactured in a short time.

KW-100A
主剤（開始材）

PARTENTS  
NO.6277575
NO.6338753

KW-100B
硬化剤（触媒）

PARTENTS  
NO.6338753

KW-100C
洗浄剤

PARTENTS  
NO.6338753

Main Agent Curing Agent Cleaning Agent

Flexural strength

Flexural modulus

Tensile strength

Tensile modulus

Heat deflection temperature

Izod impact strength

Elongation at break

Rockwell hardness testing

Specific Gravity

物 性 値 / Properties Standard

*The properties are reference value, not a guaranteed value.  *Measurement condition: Room temperature 23 ° C

FEATURES

KW-Series
KW-100A／KW-100B／KW-100C

原
料
の
特
徴

成
形
法
の
特
徴

ナイロン原料 [KW-Series] （特許取得）



光造形等を使用してマスターモデルを作成し
ゲート*を取り付けます。 *樹脂注入口

Create a master model using stereolithogra-
phy and attach the gate*.  *Resin injection port

Stereolithography cannot be used in prac�cal 
products because it does not have heat resistance 
and strength.
Heat resistance temperature of stereolithography 
resin is about 60 ℃

光造形は耐熱性・強度が無いため実用品では
使えません。光造形樹脂の耐熱温度 約60℃

マスターモデルをセットしてシリコーンを流し
型枠を作成します。 真空脱泡させ硬化させます。

A master model is set and silicone is poured 
into the formwork. Vacuum defoam and cure.

硬化したシリコーンゴム型を切開。
マスターモデルを取り出し、シリコーン型完成。

■ウレタン注型・ナイロン注型 条件比較表 / Vacuum Casting Property Comparison Urethan vs. Nylon 

※粘度 / Viscosity　
約 (Approx.) 1mPa・s (69℃~)
ガラス混合が可能な粘度を実現。
Realizes viscosity that can be mixed with glass.

※GF 混合 / Adding GF

※荷重たわみ温度 /Heat Deflection Temperature 
177℃  
自動車エンジンフード内最大 150℃程度に対しても十分な耐熱性を実現。
Achieving sufficient heat resistance up to 
about 150 ℃ in the car engine hood.

GF添加、インサートで最大で以下の数値まで強化することが可能。
By adding GF filler, it is possible to reinforce up to the following values.

型温 / Mold Temperature

樹脂温 / Silicone Temperature

可使時間 / Pot Life

硬化条件 / Curing Conditions

GF 混合 /Adding GF

粘度 /viscosity (mPa・s)

荷重たわみ温度 /Heat Deflection Temperature   (1.820Mpa)

曲げ強さ / Flexural Strength                           (Mpa)

曲げ弾性率  / Flexural Modulus                        (Mpa) 

140℃~160℃

95℃~105℃

1 分 30 秒 / 1min30s

140℃~160℃×5 分 (min)

○

約(Approx.) 1mPa・s (69℃~)

177℃

124

3320

60℃~70℃

30℃~40℃

5 分 / 5min

60℃~70℃×60 分 (min)

×

約 (Approx.)1200mPa・s (25℃) 

80℃

108

2410

項        目
Items

ナイロン注型
Nylon Vacuum Casting

ウレタン注型
Urethan Vacuum Casting

■荷重たわみ温度 /Heat Deflection Temp. 213 ℃  (1.820Mpa)

■曲げ強さ / Flexural Strength 　             175 Mpa
■曲げ弾性率 / Flexural Modulus            6960 Mpa

※

※

※

POINT
シリコーンは室温硬化。
常温環境なので耐熱性のない光造形モデルで OK。POINT

POINT
Silicone cures at room temperature.
A stereolithography model that does not have heat 
resistance can be used because it is at room tempera-
ture.  There are no master model restric�ons.

POINT

Cut the cured silicone rubber mold and remove 
the master model.

ナイロン注型の硬化条件まで加熱(150℃程度)
シリコンは保温性が高く一度の加熱で冷めづら
くナイロン注型に最適な素材です。

POINT

Heat to nylon cas�ng curing condi�ons (about 150 ° C)
Silicone is the best material for nylon cas�ng because 
it has high heat reten�on and does not cool down 
easily once heated.

POINT

KW-100 を投入します。( 約 100℃) 樹脂中に
溶け込んだ空気や水分を抜く為に真空脱泡します。

Pour the KW-100. (About 100 ℃)
Vacuum deaeration to remove air and moisture 
dissolved in the resin.

ナイロン注型は現場重合法です。
環境に左右され取扱が難しいとされていますが
NT1200 なら自動制御で簡単です。

POINT

Nylon cas�ng is an on-site polymeriza�on method.
Although it is difficult to handle due to the 
environment, NT1200 is easy with automa�c control.

POINT

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4

Master Model

Gate

・乾燥時の測定値　※参考値であり保証値ではありません。

成形フロー/ MOLDING PROCESS STEP 1 to 8



差圧により型の隅々まで注型材を
浸透させます。

型を開いて硬化した製品を取り出して完了です。

製品仕様 / SPECIFICATIONS

品番 (Model No.)

外形寸法 (External Dimensions )

重量 (Weight)

電源電圧 (Porwer-Supply Voltage)

消費電力 (Power Consumption)

温度条件 (Temperature Conditions)

湿度条件 (Humidity Conditions)

最大吐出量 (Maximum Discharge Amount)

最大注型容量 (Maximum Casting capacity)  

NT-1200-04 ※モデルにより一部、外観が異なります

本体 (Body)︓2,500×2,140×1,265mm / ポンプ (Pump)︓980×550×900mm

本体 (Body)︓15,000kg / ポンプ (Pump)︓150kg

200V/75A

26KVA

稼働時推奨値 (Recommended Value (Running Mode))︓25℃~30℃

稼働時推奨値 (Recommended Value (Running Mode))︓50% 以下

最大値 (Max)︓2000cc / 推奨値 (Recommended Value)︓1400cc

1000×800×500mm

NT-1200

シリコーン型をセットして、
真空下で注型材を攪拌・混合。

The casting material is stirred and 
mixed under vacuum.

攪拌作業もボタン操作一つで行います。
洗浄工程もすべて自動化で制御されて
います。

POINT

S�rring can be done with a single bu�on 
opera�on.
All cleaning processes are controlled 
automa�cally.

POINT

The stirred and mixed casting material is 
automatically injected into the silicone 
rubber mold.

低粘度のため真空槽内で加圧せずに
注入可能。POINT

Injec�on is possible without applying pressure 
in the vacuum chamber due to low viscosity.POINT

The casting material is infiltrated into 
every corner of the mold by differential 
pressure.

真空圧から常圧に戻す差圧だけで細かく複
雑な形状の隅々までキャストが可能になり
ます。

POINT

Cas�ng to every corner of fine and complex shapes 
is possible with just the pressure difference from 
vacuum pressure to normal pressure.

POINT

攪拌・混合を終えた注型材は
自動でシリコーンゴム型へと注入されます。 Open the mold and remove the cured product.

STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8

原料（Material）

外形寸法 (External Dimensions )

内容量 (Volume)

包装形態 (Packaging Foam)

成分外観 (material appearance)

KW-100A（開始剤 /Initiator）

KW-100B（触媒 /catalyst）

KW-100C（専用洗浄剤 / Cleaner）

63×175mm

1kg

金属缶 (Metallic Can)

固体（凝固物 /Solidified）

KW-Seriesナイロン注型装置 / NYLON CASTING DEVICE ナイロンモノマー原料 / NYLON MONOMER

https://youtu.be/Qn1fnfNE7Bw
https://youtu.be/tb4ajmKwntU

二幸技研公式 YouTube チャンネルにて
シリコーン型の作り方・ナイロン注型の工程が

ご覧いただけます。

成形フロー/ MOLDING PROCESS STEP 1 to 8


