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コーテックの環境に対する強い杞憂は,

環境汚染によるあらゆる商品の劣化を

防ごうとするその商品デザインの考察

と製品製造の工夫に強く表れています｡

更に,コーテックは,再生可能(サステイ

ナブル)原料を用いて, リサイクル可能

な製品を過去製造し,これからも製造し

続ける事を揺るぎない使命とします｡

“ 将来を見通すと言うことは,今は

見えないモノを見る能力である”

ボリス ミクシック

製品保護･防錆システム

世界の防錆法の革新へ

今日, 世界中で非常に複雑な問題が発生しています｡ しかし, 解決して

みれば,一つの事実が光明を照らすことに気付かされます｡ 先ずは, 実際

に問題が起きている事に気付く事です｡

事実, 錆は, 金属業界で働く全員が直面している様に, 信じられない程破

棄的な力を持っています｡ 米国内単独でも, 錆による被害は,金属業界及

び顧客の皆様が被る総額は3,500 億ドル(約35 兆円)に上ります｡ しかし

これはほんの一部の話しです｡ 効果が薄, かえって被害をもたらす多く

の旧来の防錆法は, 本質的には地球環境にダメージを与え続けています｡

1977年, 新米の会社がセント･ポールのガレージで巣立とうとしていた時,

私の胸には, 錆を徹底的に壊滅する効果的な戦いを挑むと言う構想があり

ました, と同時に既存の防錆法とは違う環境にも安全な方法を創り出すと

言う決意がありました｡

この自分に課した責務の完遂, 日夜たゆまないハードワークそして広範囲

な研究開発作業の後, 我々は気化･気相防錆剤(VpCI®)及び コンクリート

浸透･移行性防錆剤(MCI®)を完成し, 世に出す第一人者となりました｡

先ず, 亜硝酸塩を含まない各種金属用防錆剤VpCI®を開発する事に成功｡

次いで, 我々は, 公害をもたらす油性や溶剤系コーティング剤に取って替

わる環境に優しい水溶性液体防錆剤を開発しました｡ そして今, 皆様,

各ユーザーの方々に比類の無い利益をお約束する多機能防錆製品ラインを

完成しました｡

ここ数年来, コーテック社は, 防錆技術に於いて世界をリードするまでに

成長しました, しかし, 如何に会社が大きくなろうとも, 当初小さなガ

レージで抱いた大望と自分に課した責務には変わりはありません: 皆様の

利益を増やし, 製品の品質を高め, ゴミや公害を減らすと言う｡

Cortec® 社は, NACE 国際的卓越した組織賞を授与されています｡(2004)

これは, 防錆技術に優れた貢献をした会社に与えられます｡ この事は,

弊社が, VpC1®/MCI®技術に於いて優れ,それなりの責任がある事の証で

す｡

未来を見透かし,責務を担い,解決法を提供｡

世界に通用する製品を提供: 最先端の独創的な製品の製造｡

世界中に行き渡るカストマーサービス: あらゆるリンクを通じ, 積極的,

恒久的なサービスの提供｡

世界環境に対する責務: コーテック社は, 有用で, 環境に対し非危険物

で再生可能プロセスの開発や製造を継続する事を表明します｡

論理に基づく敬意を払われる社風の構築: 社員に対すると同様に同業者,

顧客及びサプライヤーに対する敬意と対処･ 応対の維持｡



カストマー･サービス
コーテック社のカストマーサービスは, 販売サポート(移出･輸出
手配, PDS/MSDS管理, 見積もり手配, 在庫管理等)と必要な国内･
国外向け調整を担っています｡
長年に渡る経験と製品知識を持ち, 皆様の為にどんな細部にもわ
たり取り扱える機能を持ち｡ 及び必要な返答が出来ますので, 大
いに頼りにして戴けます｡ 各員がそれぞれ,国内及び国外の事例
を担当しています｡

研究･開発部
弊社の各化学者, エンジニア, 研究員は, 最新の技術とテスト法
を習得しており, コーテックの幅広い製品ラインの開発に当たっ
ています｡ 業界一の研究開発への投資(率)を誇り, コーテックは
品質及び性能効果の標準を高めるべく鋭意努めています｡
今日, コーテックは, 非常に多くのVpCI® 及び MCI®技術に関する
特許を取得しています｡
1998年及び2000年に再び, ミネソタ州の上位50の技術的に優れた
会社に挙げられました｡
(ISO/IEC 17025 認可取得ラボラトリー)

マーケッティング
マーケッティング部は, コーテック製品の販売の一助となるべく
必要な情報を提供しています｡ ディストリビューターの皆様が必
要とする販売戦略の構築を, 皆様の意向をくみ, とり行います｡
次いで, 販売促進に必要な資料: カタログ, 広告, プレスリリー
ズ, ケースヒストリー, 包装デザイン, ニュースレター, ウエブ
サイトの改訂, メディア管理, Eメール販促等を準備し, 適宜調
整を行いながら強弱を付けた一貫性のある手法をとって参ります｡



営業部
Cortec®社に於いては, 持てる工業的知識を既存の顧客及び将
来有望な顧客, パートナーと共有する事を優先的に考えていま
す｡ 全ての弊社長期的戦略及び短期的行動指針は皆様の為にあ
ります｡ あらゆるご質問, 疑問には喜んでお答え申し上げま
す｡

人事･人材部
Cortec®社は, 魅力のある, 発展性のある, 動機付けをしなが
ら, 示唆に富んだ労働環境の中で, 幅広い人材を維持すべく配
慮に富んだ人事を行っています｡
本人事部は人材確保と同様, キャリア開発やトレーニング等に
も携わっています｡
人事部は又,コーテック社の人事規定, 福利運営及び社員の交流
にも気配りを忘れません｡

搬入･搬出部
国内6箇所の工場及び海外デポから, コーテック社は, 全ての顧
客, 販売店に対して世界をまたがる急場でも間に合う(ジャスト
インタイム:JIT)配送を行っています｡
又この部署は, 在庫･倉庫管理, 原料購入, 全ての船出し･蔵出
しを始め受け入れ指令に至る諸事 に責任を持って当たり, 何事
も予定通り, 例外無くを心がけています｡

製造及び組み立て
皆様の使用場面で必要な事かどうかに関わりなく, コーテック
は必修の規格に合致させています｡ 弊社一環生産工場は -世界
最大のもの- VpCI®/MCI®技術を集約し, 製造して居ます｡
コーティング製品, アドバンス フィルム製品, スプレー製品,
エココーテック/ヨーロッパ, 及びローンアメリカ, ブルフロッ
グ®, エコ(環境安全)製品ラインを総合して, コーテックはラ
イフタイム保護防錆(原料金属防錆から製品製造中, 使用中, 休
止中, 輸送中, 保管中を通じ) を提供して居ます｡
従って, 製造や梱包, 保管場所で必要な防錆保護にはVpCI®/
MCI® 応用技術が使用出来, 使用者の方々の利益(損害, コスト
を減らす)に大いに役に立ちます｡
コーテック® 社は, 厳重な品質管理(QMS)を行っており, 世界的
に, ISO 9001及びISO 14001の認可を取得した唯一の防錆剤
(VpCI®/MCI® )メーカーです｡



ワールド ヘッドクオーター
(W H Q )
セントポール,ミネソタ州

コーテック社はミネソタ州, セン
ト･ポールに本社を設け, VpCI®/
MCI®製品の世界最大の製造設備
を持ち, 同時に, 総合的に化学品
製造を行い, ブレンド, 倉庫･保
管, R&D総合研究所, カストマー
サービス部門及び本社関連部署を
擁しています｡



アドバンス フィルム プラント
ケンブリッジ,ミネソタ州

コーテック社アドバンスフィルム
プラントは, 高機能フィルム, カ
スタムメード, フレックスフィル
ム, 及び再生可能原料を使用した
ユニークな生分解性フィルムを製
造しています｡
16機のエクスルーダーとフィルム
幅7.5cmから12メーターまで可能な
マシンがあり, このプラントは,
需要の多いモノレイヤー, 共押し
出しフィルムを製造しています｡

VpCI®への配合の違いにより, 帯

電防止, 難燃性, 耐UV特性, FDA認

可(食品に触れるかも知れない機器

類用梱包),シュリンク, ストレッ

チ, 接着性, 生分解性その他特性

を付与したグレードがあります｡



スプレー テクノロジー プラント
スプーナー,ウイスコンシン州

コーテック社® スプレーテクノロ
ジー プラントは, 精度の高い製造
を40年以上継続しており, 今や,
電気/電子業界, 工業界, メンテナ
ンス工業界, 補修業界にエアゾー
ル/ケミカル製品を供給する有数の
スプレーメーカーとなりました｡
ウイスコンシン州スプーナ-では,
2,400m2 の用地を持ち, 多数の充填
ラインがあり, サイズ違いの容器
にも対応しています｡



V pC I紙コーティング プラント
オウクレール,ウイスコンシン州

コーテック® コーテッド製品プラン
トでは, 特殊塗布紙やプリントボー
ド, 包装資材を製造しています｡
コーテック® コーテッド製品は, 使
用に満足のいく, 高い基準の材料を
用い, 高品質のコーティング紙で
す｡
コーテック® コーティング紙は, こ
の特殊な分野での経験の上に立ち,
先駆的立場を維持すべく努力してお
ります｡ 完成された加工技術と優
れたカレンダー技術が製品に裏打ち
されています｡



エンジニアリング,フィールド
サービス

コーテック社® は, ティム･ホワ
イテッド/コロージョンエンジニ
アリング&フィールドサービス事
業部 (CEFS)ディレクターを先頭
に立て, その事業を幅広く展開し
てきました｡ この事業部は, 最
適な防錆方法を, 目的に合わせ立
案し提供しています｡
提供出来るサービスの概要は, 防
錆方法の細目に始まり, 施工法,
実施ノウハウと世界のお客様に持
てる知識をお役だて戴いておりま
す｡ CEFSは, 又コスト低減をお
薦めし, 何時いかなる場合でも適
切な防錆剤, 技術, 使用法を提示
させて戴いています｡



バイオネティックス
インターナショナル 社
モントリオール,カナダ

バイオネティックス インターナ
ショナルは, 世界中で数多くの実
績を持つ生物分解廃液処理剤を製
造しています｡
1996年以降, バイオネティックス
インターナショナル社は, 天然由
来のバイオ製品で, 廃液システム
から目的の危険物分解用に石油工
業, 食品工業･農薬産業へ供給し
ております｡ 廃液システムに於
けるバイオ強化及びバイオ浄化へ
の補助となる微生物による洗浄強
化の為のバクテリア補給が重要と
考えます｡ 弊社製品は米国,
ヨーロッパ, 南米各国で使用され
ています｡



エココーテック社®
ベルマナスティール,クロアチア

中央東ヨーロッパの10,000m2 の地
に, ユーロコーテック社は位置し,
地理的に有利な位置にあります,
其処へはヨーロッパ縦貫道C5ハイ
ウエイや鉄道, 又はダニューブ河
からのアクセスが容易です｡ ヨー
ロッパでは最新の押し出し成形プ
ラントで, エココーテック社®は,
顧客のニーズに会わせた生分解性
フィルム･バッグの製造を行ってい
ます｡
本プラントは, 優れた, エネル
ギー効率の高い機器類を備えた複
合製造所です｡

コーテック社®は, 防錆剤業界の
中でも高いレベルの研究開発を
行っています｡ その投資は, 弊社
基本理念である製品の品質向上と
効果に対する企業責任に基づき進
められました｡ コーテック社の
ゴールは, 今までもそうだった様
にこれからも, 廃棄物や公害を減
らす再生可能な原料を用いユー
ザーの利益を守り, 製品の品質の
向上を行う為に研究開発し, そし
て製造する事です｡



Phone : +81-3-5287-6167

Fax : +81-3-5287-6168

ミッション - 使 命

コーテック コーポレーションは, お客様のニーズに
合わせるだけでは充分では無いと信じている会社です｡
ニーズを予測する事が肝心なのです｡ それでこそ革新
者と呼ばれる所以なのです｡ 現在, コーテック社は革
新的防錆･保護剤を, 石油産業, 金属加工産業, 通信業
界, 電気/電子業界, 公共施設, 建設業界, 軍隊/政府
機関, 海洋漁業, メタル原料, 自動車, 補修分野の機
器類市場などへ供給しています｡ 更に, 弊社は, 新分
野へ幅を広げつつ, 新しい防錆法を生み出し続けてい
ます｡ 例えば, スペシャリティーケミカル添加剤(塗
料, エラストマー, プラスティック.､その他用), 水処
理関連分野やプロセス工業への新規の環境に安全な
VpCI分子, MCI技術を用いたコンクリート構造物の防
錆･保護延命処置等を開発しました｡

スプレーテクノロジー製造工場は, 電気, 電子, 工業,
維持整備, 補修へのエアゾール/ケミカル製品の大手の
供給社の一つとして急速に認められる様になりました｡

ローン アメリカ社の製品ラインは, コーテックMRO工
業用製品, ブルフロッグそしてエコライン製品等, ス
プレーテクノロジーは環境に安全･安心なエアゾール製
品の開発では先駆的な製品を世に出しています｡ 更
に, 更に､ 多くのエアゾール製品をOEMで製造しており
ます, ローン アメリカの詳細はウエブページ
www.rawnamerica.com をお訪ね下さい｡

弊社コンシューマー製品 ブルフロッグ は, 環境や使
用者に安全な高度な技術で製造され, その表れとして
カエルが住める安全な池が標語となっています｡
ウエブページwww.bull-frog.com でご覧下さい｡

アドバンス フィルム社及びエココーテック社は, VpCI
梱包用フィルムを主として製造しています｡ 配合に始
まり, 押し出し成形, 印刷まで行い, 幅広い各種フィ
ルムの製造を行っています｡

コーテッド VpCIペーパー工場では, 革新的なモイス
チャーバリヤー特性を持ったライナーボード等を製造
しています｡ リサイクル可能, 再パルプ化可能な防錆
紙で, 環境に安全で, 従来のワックスコート段ボール
箱に取って替わる製品です｡

コーテック社の全製品, 提供しているサービスに付い

ての情報は電話, メールでお問い合わせ戴くか, 又は

ウエブサイトwww.cortecvci.com をお訪ね下さい｡

技術的質問については下記へお問合せ下さい。
コーテック社認定テクニカルサポート
株式会社ネクサスCT
TEL：045-353-8337　FAX：045-353-8338
HP： http://www.nexus-ct.co.jp


