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INSTALLATION MANUAL

スロットルコート

品番

981019 (150g)
751004 ( 30g)
28

二硫化モリブデンを主原料とする乾燥潤滑剤です。
刷毛付き容器により手軽に塗布でき適性膜厚10ミクロンに仕上がります。
パーツクリーナーで洗浄しても、塗布膜は剥がれにくく、溶剤は自然乾燥タイプなので手軽に使用
できます。塗膜を適正に保ち塗布しやすいよう、粘度を適正化し取扱性を向上させました。

●使用箇所

スロットルバタフライ摺動部のコーティング等

・スロットルバタフライのシーリングやかじり防止に。
・アイドルコントロールバルブ等のエアリーク防止に。
・ブレーキパッドの鳴き防止に。（※面取り部に塗布し、絶対に制動面に使用しないでください。）
・油脂類を嫌う摺動部、回転部に。
・ボルトのかじり防止に。
…その他、金属摺動部

成 分

MoS2 有機結合剤 石油系溶剤

用 途

スロットルバルブ用コーティング剤

・成分が分離しやすいので、使用前によく攪拌する。

使用方法
及び
注意事項

28g
（※30gサイズは攪拌用剛球が入ってます。使用前に本体をよく振って下さい。）

・刷毛を使用し、スロットルバルブとボディの隙間を埋めるように塗布する。
この時、なるべく厚みが薄く均一になるように注意する。
・乾燥前にスロットルバルブを数回開閉させ作動に問題がないか確認する。
・コーティングを塗布後1時間以上乾燥させる。
火気注意
引火性有

危険・警告

吸入すると有害
呼吸器への刺激

目への刺激
皮膚の刺激

・作業は換気の良い所で行う。
・引火性があるので火気には近づけない。
・人体に害があるので、吸入飲用しない。
・眼や皮膚に付着すると炎症を起こす恐れがあるので保護具を使用する。
・子供の手の届かない所に保管し、誤飲やいたずらしないように注意する。

応急処置

・飲み込んだ場合は無理に吐かせず、水で口中を良くすすぐ。
・眼や皮膚に付着した場合は、流水で良く洗い流す。
・使用中気分が悪くなった場合は、使用を中止し通気の良い所で安静する。
・症状が改善しない場合は早急に医師の診断を受ける。

保管及び
廃棄方法

・容器を密閉し、温度変化の大きい所や直射日光を避けて保管する。
・時間が経過すると徐々に変質するので、製造から２年間を目安に使い切る。
28g
・30gサイズには攪拌用の剛球入の為、使用時および、廃棄時に注意。
・廃棄の際は容器を洗浄し、地方自治体の規制に従って処分する。
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THROTTELE COAT

981019 (150g)
751004 ( 30g)
28

P/N

A dry lubricant whose main raw material is molybdenum disulfide.
The container with a brush allows for easy application.
It also produces a suitable film thickness of 10 microns. It does not peel easily even when
cleaned with parts cleaner, and the solvent is a natural-drying type, so it can be used easily.

●Sections used

Coating of sliding parts of throttle butterfly, etc.

・For sealing throttle butterfly and preventing galling.
・Prevention of air leaks from idle control valves, etc.
・Prevents brake pad squeal. (*Apply to chamfered areas and never use on braking surfaces.)
・For sliding and rotating parts that do not tolerate oil and grease.
・Prevents galling of bolts.
...and other metal sliding parts
Ingredients

MoS2 Organic binder Petroleum Solvent

Directions Coating Agent for Automotive Throttle Valve

・Stir before use.

（※The 30g
28g size contains a rigid ball for stirring. Shake the body well before use.）

Precautions

・Apply berween Throttle Valve and Throttle Body using Kib Brush.
Make sure to apply evenly all the way around.
・Make sure Throttle Valeve opens/closes smoothly before dry.
・Dry at least an hour after apply.
Flammable
Keep away from heat

Safety
Precautions

Irritative Causes
eyes/skin irritation

Toxic
Do not inhale/swallow

・Use with adequate ventilation.
・Keep away from heat,spark and open flame.
・Avoid inhale or swallow.
・Contact with skins or eyes may cause irritation.Wear protective gloves and ryr protection.
・Keep out of reach of children.

Fiest aid

・Flush mouth with clean water if swallowed, do not force to vomit.
・On case of contact, immediately flush eyes, skins with plenty of water.
・If inhaled, stop use and remove individual to fresh air.
・Ommediately see a doctor if condition lasts or get worse.

Store /
Disposal

・Keep container tightly closed. sTore in cool environment and avoid direct sin light.
・Gelation may occur, please use ip in 2years at the longest.
・The 30g
28g size contains a hard ball for mixing, so be careful when using and disposing of it.
・Clean container and dispose according to local regulations after use up.
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