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なぜ埋込は 
重要なのか？

取り扱いが容易
埋込の副次的なメリットは取り扱
いが容易になることです。埋め込
むことにより手作業での取り扱い
が容易になり、また、自動研磨機を
使用して研磨することができます。

エッジ保持
試料を埋め込むことによりエッジ
を保持します。試料作製中にエッ
ジがダレるのを防ぎ、構造完全性
の表面評価を行うにはエッジの
保持がとても重要です。

適切な埋込とは？
埋込工程で試料の構造にダメー
ジを与えてはいけません。埋め込
む材料について理解し、適切な方
法を選択することが重要です。
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埋込  
方法
加熱加圧埋込
加熱加圧埋込は、埋込機を使用して熱と圧力を
加えて、埋込樹脂でサンプルを包埋します。この
技術は、作製工程中にエッジを保護し優れた
エッジ保持を提供します。加熱加圧埋込は、熱や
圧力の影響を受けないサンプルを速く大量に埋
め込むのに適した方法です。

エポキシ・アクリルの常温硬化埋込には、樹脂の
混合と埋込用カップへの注入が伴います。通常、
試料を埋め込むための圧力や外部の熱は必要
ありません（ただし、一部の特殊システムでは必
要です）。硬度、エッジ保持、硬化時間に対する要
望に応えるために各種製品をご用意しています。
常温硬化埋込は、高温または高圧によりダメージ
を受ける可能性のある試料、または少量のサン
プルの埋め込みに推奨されます。

常温硬化埋込
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詳細については、www.buehler.comをご覧ください

加熱加圧埋込は、最適なエッジ保持と最高のプロセススループットを実現するのに適した方法です。 
Buehlerは、さまざまな現場のさまざまなニーズに合うように設計された加熱加圧埋込機、加熱加圧埋
込樹脂を提供しています。

SimpliMet 4000は、過酷な条件下で検査を受け、世界で最も繁忙なラ
ボの作業状況を想定しており、連続稼働環境で高い信頼性を提供しま
す。

連続稼働環境での高い信頼性

職場の生産性を最適化
SimpliMet 4000は、限られたベンチスペースに収納できるコンパクト
サイズで、高速埋込サイクルにより生産性を向上させます。高速二個埋
込は微増サイクルタイムで、同時に2つの埋込を作製することができま
す。

使いやすさが時間の節約とサンプル品質の保護を実現
シンプルなユーザーインターフェースにより、エラーが削減され、サン
プル作製の品質が保護されます。必要な項目はすべて目の前のフロン
トパネルに揃っています。箱から出した埋込機は、煩雑な設定なしでそ
のまま使用できます。

加熱加圧式自動埋込機

加熱加圧埋込

SimpliMet™ 4000
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樹脂 推奨される使用/特長 色 硬度（ショアD） エッジ保持

PhenoCure™ 汎用性が高い 黒、赤、緑 ～88 ☆☆

Diallyl Phthalate – 鉱物フィラー 適度に硬い材料 青 ～91 ☆☆☆

Diallyl Phthalate – ガラスフィラー 適度に硬い材料（エッチング用） 青 ～91 ☆☆☆

EpoMet™ G (Granular) 非常に硬い材料 黒 ～94 ☆☆☆☆

EpoMet™ F (Fine) 複雑な形状の非常に硬い材料 黒 ～94 ☆☆☆☆

TransOptic™ 埋込の透明性が有用な場合 透明 ～80 ☆☆

KonductoMet™ カーボンが解析の対象でない場合のSEM解析 黒 ～88 ☆☆

ProbeMet™ 銅が解析の対象でない場合のSEM解析 茶 ～94 ☆☆☆

加熱加圧埋込樹脂
適切な加熱加圧樹脂の選択
加熱加圧埋込樹脂を選択する際には、材料の硬度、導電率要件、さらなる解析ニーズ、透明性について考慮することが重要
です。

EpoMet™ KonductoMetDiallyl Phthalate TransOptic ProbeMetPhenoCure™

加熱加圧埋込のヒント

埋込樹脂に過度な湿気があると、未硬化の埋込が発生する可能性があります。未使用期間は容器を適切に閉
じ、保管をしっかりとしてください。

樹脂が放射状に分離するのは、多くの場合サンプルのエッジが尖っている、またはモールドに比べてサンプル
が大きすぎることが原因です。鋭角を丸めて、試料の大きさを考え、中心部に埋めてください。

中央部の膨張、または柔らかい埋込は硬化時間が足りないために起こります。硬化時間を延長してください。

粒子が目立つ、硬化しない埋込樹脂は、通常、加熱温度または圧力が不十分であるという兆候を示しています。
埋込機の温度と圧力の設定が、使用している樹脂の推奨値と一致していることを確認してください。

埋込機から取り出す前に圧力下で常温まで冷却することで収縮を最小限に抑え、エッジ保持を向上させること
ができます。



詳細については、www.buehler.comをご覧ください

エポキシ、アクリル樹脂での常温硬化埋込は、高圧および高温に敏感な試料の埋込に推奨されます。エポキ
シ樹脂は優れた密着性、低い収縮性、および気孔とクラックへの優れた浸透性が特長です。 アクリル樹脂は
その短い硬化時間が選択される主な理由です。

常温硬化埋込

優れた気孔含浸を提供します。結果として、エッジ保持が強化され、研削・研磨中に砕け
やすいサンプルがサポートされます。

真空含浸装置 カストN1000

最適化された気孔含浸
•  回転式ターンテーブルが内蔵された独自のディスペンス機構により、真空下でエポキ
シが注入されます。

高い効率性
•  大型の真空チャンバにより、複数同時に埋込みできます。
•  頑丈な真空ポンプは、十分な真空引きを提供し、多孔質の試料に閉じ込められた空気
を迅速に排出します。一方、特許取得済みの高強度プラスチックチャンバは、含浸中に
しっかりと真空状態を維持します。

試料 硬化時間 粘度* 収縮* ショアD硬度 最高発熱温度

EpoKwick™ FC 2時間（室温） ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ～82 250°F [121°C]

EpoThin™ 2 9時間（室温） ☆☆☆ ☆☆☆ ～78 149°F [65°C]

EpoxiCure™ 2 6時間（室温） ☆☆ ☆☆☆ ～80 104°F [40°C]

EpoHeat™ CLR 1時間 
(149°F (65°C)) ☆☆☆☆ ☆☆ ～82 324°F [162°C]

*他のエポキシと比較した値

EpoKwick™ FC

作製時間を短縮し、解析時間を増加。 
•  とても低い粘度ととても低い収縮率とを併せ持
ち、優れた硬度と短時間の硬化を提供します。

•  多孔質のサンプルの場合でも最高のサンプル作
製品質を得られます。

•  航空宇宙関連のコーティングのほか、多孔質のサ
ンプルに推奨されます。

EpoxiCure™ 2

EpoThin™ 2（日本未発売）

通常の用途に最適化された汎用性の高い
エポキシ樹脂
•  優れた硬度と低収縮性を提供するバランスの
取れた樹脂

• 大型の埋込用カップで使用可能

穏やかな低温硬化エポキシでサンプルを
保護
•  低粘度と低温硬化を併せ持つ
•  強力な密着力と優れた気孔浸透を提供
します。

•  大型の埋込用カップで使用可能

EpoHeat™ CLR（日本未発売）
長いポットライフで時間を節約
•  室温で3時間混合状態維持可能、オーブ
ンで60分で硬化させることができます。

• 加熱時は水のような粘度

エポキシ樹脂
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SamplKwick™ VariKleer™（日本未発売）

VariDur™ 10（日本未発売） VariDur 200（日本未発売） VariDur 3003

Samplkwickは、迅速な硬化時間と優れた湿潤特性を
備えており、エレクトロニクス、PWBに最適です。

VariKleerは、圧力下で硬化させた場合に
透明な埋込を生成し、透明性が要求され
る用途に最適です。

VariDur 10は、硬化中に臭気
の少ない半透明の汎用性の
高いアクリル樹脂です。

VariDur 200は、優れたエッジ
保持を提供し迅速に硬化す
るアクリルで、硬質材料の埋
込に最適です。

VariDur 3003は、最小限の収
縮率と高い硬度を備える3部
品構成のアクリルで、エッジ
保持の用途に最適です。 

試料 硬化時間 粘度* 収縮* ショアD硬度 最高発熱温度

SamplKwick™ 5～8分（室温） ☆☆☆ ☆☆ ～85 ～179°F [81°C]

VariKleer™ 5～15分（室温） ☆☆☆ ☆☆ ～84 ～212°F [100°C]

VariDur™ 10 8分（室温） ☆☆ ☆☆ ～80 ～212°F [100°C]

VariDur 200 5～8分（室温） ☆☆ ☆☆☆ ～85 ～212°F [100°C]

VariDur 3003 15～30分（室温） ☆☆ ☆☆☆☆ ～90 ～252°F [122°C]

*他のアクリルと比較した値

アクリル樹脂

アクリルのヒント
• アクリルはすぐに硬化するため、混合直後に混合物をモールド
に注ぎ、「ゲル化」を防止することをお勧めします。

• アクリル樹脂は、真空装置またはディスポーザブル埋込用カッ
プでは使用できません。

• アクリル樹脂のエッジ保持を改善するには、混合した樹脂を注
入する前にサンプルを液体硬化剤で塗布します。

エポキシのヒント
•  一部のエポキシは、通常 30～40°Cで緩やかに加熱することによ
り迅速に硬化させることができます。硬化温度が高いほど硬化中
に過度の加熱を引き起こす可能性があるので注意してください。

•  混合する際には、樹脂と硬化剤が入ったカップを少し傾けて、主
剤と硬化剤を一緒に持ち上げて撹拌してください。

•  最良の結果を得るには、真空含浸装置を使用して、エポキシ樹脂
とサンプルに閉じ込められた空気を排出します。これにより、試
料/エポキシ間の間隙が減少または排除され、試料の気孔がエ
ポキシで満たされ、最終結果が向上します。

•  エポキシは主剤と硬化剤の比率に敏感です。各製品の推奨比率
に必ず従ってください。

常温硬化埋込のヒント
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離型剤
常温硬化埋込モールドまたは加熱加圧埋込
機に塗布し乾燥させてから使用する液体離
型剤

モールド用粉末離型剤
埋込機用粉末離型剤

モールド用スプレー離型剤
常温硬化埋込モールドに使用するスプレー
離型剤

埋込用アクセサリ
埋め込む試料、埋込方法、および最終解析の目的に応じて、さまざまな埋込用アクセサリをご用意しています。

離型剤
離型剤は、埋込の取り外しを容易にするために、加熱加圧・常温硬化埋込の両方で使用されます。

* 厚さ0.200in [5mm] までの試料に対応  † 0.0035 – 0.090in [0.9 – 2.3mm]までの試料に対応 

Specimen Clip

常温硬化埋込に最適。† 

材質： プラスチック
重量： 0.145g
数量： 1000
サイズ：  0.25 H x 0.290 W x 0.375in L 

[6 x 7 x 9.5mm]

SamplKlip

すべての埋込樹脂に対応。*

材質： ステンレス
重量： 0.575g
数量： 100
サイズ：  0.25 H x 0.550 W x 0.350in L 

[6 x 14 x 9mm]

SamplKlip I

常温硬化埋込に最適。*

材質： プラスチック
重量： 0.230g
数量： 100

サイズ：  0.25 H x 0.475 W x 0.3in L 
[～6 x 12 x 8mm]

UniClip

すべての埋込に対応。加熱加圧埋込用に上
向きの "脚"付き。†

材質： プラスチック
重量： 0.290g
数量： 100
サイズ：  0.4 H x 0.360 W x 0.500in L 

[10 x 9 x 13mm]
色： 透明または黒

サポートクリップ
サポートクリップは、埋込試料を保持するために使用します。クリップを選択する際は、クリップの材質、サイズ、重量を考慮
する必要があります。

導電性フィラー
ニッケルベースのフィラーは常温硬化
埋込樹脂を導電性にします

フラットエッジフィラー
常温硬化埋込のエッジ保持を強化します

常温硬化樹脂用ピグメント
色分けや、試料と埋込のコントラストの作成用

ピグメント/フィラー
樹脂の色や性能を変更するために、常温硬化埋込樹脂にピグメント/フィラーを追加できます。
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SamplKup™

Buehlerの全ての埋込樹脂に対応し、最高の
寸法安定性を発揮。*オーブン使用不可*

ディスポーザブル埋込用カップ
EpoxiCure™ 2およびEpoThin™ 2のような低発熱
常温硬化埋込に最適

EPDM丸型/角型モールド
Buehlerの全ての常温硬化樹脂に対応。大型/角型の埋
込用、オーブンでの硬化埋込用に最適

混合用コップと撹拌棒
常温硬化埋込樹脂の混合・撹拌用

埋込用カップ
埋込用カップは常温硬化埋込で使用。埋込
のサイズ・形状に応じて選択します。 Buehler ソリューションセンターは、世界各国のお客様に試料作

製・解析技術、トレーニングをご提供しています。Buehler の製品や
メソッドを使用することで、価値あるアプリケーションソリューショ
ンをご提供することを使命と考えています。
 - 世界中のカスタマーサポートラボ
 - Buehler SumMetガイド
 - TechNotesとSumNotes
 - セミナー、ウェビナー、講習会

Buehlerはあなたのラボ
パートナー

Strong Partner, Reliable Solutions

Introduction
Many thousands of years ago ferrous materials were mainly found in 
naturally occurring forms, such as debris from meteorites. The first 
known working of iron was in c.1500 BCE by the Hittites (centered 
in what is now Turkey).  It took another 500 years before the process 
of early steel manufacture in simple furnaces was discovered, and 
that quenching could improve hardness.  This sparked the growth 
of steel and the end of the Bronze Age.

As late as the 1800’s, processing of steel was arduous. Bulk process-
ing was possible, mainly using the “cementation” process - heat-
ing bars of iron with charcoal for days on end, a process that was 
both inefficient and inconsistent.  In 1856 Bessemer developed his 
converter, closely followed by the Siemens Open Hearth process, 
allowing the removal of carbon and other elements from the iron 
and the true control of the elements in steel began. 

Today, there are several hundred varieties of steel with as many ap-
plications.  To meet modern demands, the chemistry and properties 
of the steel need to be tightly controlled. Metallographic processes 
and analysis techniques have needed to develop in line with these 
increasingly demanding applications.

This paper discusses sample preparation and analysis on a variety 
of today’s often used ferrous materials using the latest equipment 
and consumables. 
 

Background 
Heat Treatment of Ferrous Materials 
Sample preparation and analysis was established for process con-
trol, failure analysis and R&D. Highly stressed materials need to 
have the corresponding mechanical properties to ensure reliabil-
ity, flexibility, elasticity or durability depending on the application. 

Heat treatment is generally defined as the controlled heating and 
cooling of solid metal or alloys to obtain specific properties by chang-
ing the microstructure.  There are many different components to heat 
treatment, including normalizing, annealing, quenching, tempering 
and stress relieving.  These treatments can affect many properties 
simultaneously, but improving one can be detrimental to others.

In some cases components need to have varying properties in dif-
ferent areas and in these cases localized techniques can be used.   
For example, gear wheels need to be hard and wear-resistant at 
the surface, but maintain the ductility and toughness to endure 
high loads without breaking. Surface treatments to create this hard 
layer involve using heat and exposure to chemical elements such as 
carbon or nitrogen to modify the surface properties.  These include 

processes such as carburizing, nitriding and induction hardening.

Induction hardening uses a high frequency alternating current to 
rapidly heat the surface of the work piece. Quenching results in a 
martensitic structure being maintained in that area, which is sig-
nificantly harder than the core material. The depth of the hardened 
layer depends on the operating frequency used. 

Carburizing and nitriding involve heating the sample in an environ-
ment rich in the desired element, changing the chemistry at the 
surface, and as a result modifying the microstructure.  In these 
cases the hardening depth depends on time, temperature and the 
concentration of the required elements.  

Checking that surface treatments have been correctly performed 
is a vital quality control step.  Both hardness testing and optical 
examination of the microstructure are used.  Both of these require 
proper metallographic preparation to ensure accurate results.

Sample Preparation
Sectioning
The first step in the preparation of most samples for metallographic 
examination is the removal of a representative sample from a larger 
component.  It is important to ensure that the sample is not exposed 
to excessive heat or mechanical damage during sectioning.  Saws 
designed specifically for metallographic purposes should be used.  
The machine itself is usually selected on the basis of capacity and 
level of automation.  Specialist abrasive wheels are normally used, 
as they provide excellent cutting speeds with minimal damage.   

The selection of the correct abrasive wheel is critical to ensuring an 
undamaged specimen, as well as optimizing speed.  The abrasive 
type should be selected to suit the material being cut - alumina is 
most effective for ferrous materials.  In addition, the strength of the 
bond holding the abrasive in the wheel is very important.  Hard mate-
rials require a sharp abrasive in order to cut effectively. If the abrasive 
is held too strongly in the wheel, it will not wear and expose fresh 
particles.  This can lead to glazing of the wheel, extended cutting 
times and excessive heat or deformation in the part. Conversely, too 
soft a bond can lead to excessive wheel wear.  To simplify selection, 
Buehler provides a range of wheels from which the user can readily 
select.  If cutting components with a variable properties, such as 
surface treated steels, a wheel suited to the hardest material pres-
ent should be selected. Table 1 shows recommended wheels for 
different ferrous materials and corresponding parameters for the 
AbrasiMatic™ 300 using 12in [305mm] abrasive wheels.

Published by Buehler, a division of Illinois Tool Works            Volume 6, Issue 1

By: Matthias Pascher

Efficient Sample Preparation and Analysis of Ferrous Materials

TECHNotes

BUEHLER Worldwide Headquarters
North America-South America Offices
41 Waukegan Road
Lake Bluff, Illinois 60044-1699 USA
P: 800 BUEHLER (800-283-4537)
P: (847) 295-6500
www.buehler.com | info@buehler.com

European Headquarters
BUEHLER Germany
info.eu@buehler.com

BUEHLER France
info.fr@buehler.com

BUEHLER United Kingdom
info.uk@buehler.com

BUEHLER China
info.cn@buehler.com

BUEHLER Japan
info.japan@buehler.com

BUEHLER Asia-Pacific
info.asia@buehler.com

© 2015 BUEHLER, a division of Illinois Tool Works Inc.      Printed in U.S.A.     

SUMNotes
PUBLISHED BY BUEHLER, A DIVISION OF ILLINOIS TOOL WORKS                                                                                                                  VOLUME 3, ISSUE 2

REPLICATING MEDIA by Dr. E. MOGIRE

Replicating media is used for non-destructive investi-
gation of engineering components and materials. The 
media is a two-part system that solidifies upon contact 
and reproduces the details of the surface on which it 
is applied with very high precision. The media finds 
application in metallurgical/materiolographic inspec-
tions, failure and forensic investigations and metrology 
among others.

Buehler replicating media has unique features, it is 
suited to different areas of applications where;
- High micron accuracy is a requirement such as in 
microstructural analysis of engineering components 
looking at damage assessments caused by creep 
deformation, micro- and macro-crack formation, 
fatigue failures in mating surfaces such as on gears 
and bolts

- Good dimensional stability of the replica is necessary 
allowing easy inspection and measurement of inter-
nal and external surfaces of complex objects, such as 
grooves, notches, fasteners and gear teeth. 
- No shrinkage during polymerization guarantees no 
volume loss during application ensuring good dimen-
sional stability

- Tribology and surface roughness assessment are 
carried out to determine the wear characteristics of 
mating surfaces as well as general visual inspection of 
tooling surfaces as shown below

- Good resistance to chemical, mechanical and heat 
exposure to a maximum of 120°C with the ability to 
retain shape after exposure

- Details of tool marks, imprint evidence and tyre 
marks are required to be replicated for further macro-
scopical comparison with known tools used in criminal 
activities

Figure 1.1 Two part silicone replication media  and dispensing gun

Figure 1.2 above illustrates how the media is applied on a polished and etched surface. 
(A) Shows the actual microstructure and (B) the extracted replica, fine submicron details 
are easily discernible

Figure 1.3 illustrates (a) stamping tool (b), the analysed replica surface and (c) inverse 
image of the depth profile of the observed surface features. 
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埋込製品情報

色 品番 サイズ

E
p

o
M

et
 F

黒

20-3381-070  4 lbs [1.8kg]

20-3381-160 10 lbs [4.5kg]

20-3381-400 25 lbs [11.3kg]

K
o

nd
uc

to
M

et

黒

20-3375-016  1 lbs [.45kg]

20-3375-400 25 lbs [11.3kg]

Tr
an

sO
p

ti
c

透明
20-3400-080  5 lbs [2.3kg]

P
ro

b
eM

et

茶
20-3385-064  4 lbs [1.8kg]

P
he

no
C

ur
e 

P
o

w
d

er

色 品番 サイズ

黒

20-3100-080 5 lbs [2.3kg]

20-3100-400 25 lbs [11.3kg]

20-3100-500 40 lbs [18.1kg]

赤

20-3200-080 5 lbs [2.3kg]

20-3200-400 25 lbs [11.3kg]

20-3200-500 40 lbs [18.1kg]

緑

20-3300-080 5 lbs [2.3kg]

20-3300-400 25 lbs [11.3kg]

20-3300-500 40 lbs [18.1kg]

P
he

no
C

ur
e 

P
re

m
o

ld
s

黒

20-3111-501 1in [25mm]

20-3112-501 1.25in [32mm]

20-3113-501 1.5in [38mm]

20-10090 1.75in [45mm]

赤

20-3212-501 1.25in [32mm]

20-3213-501 1.5in [38mm]

緑

20-3312-501 1.25in [32mm]

20-3313-501  1.5in [38mm]

E
p

o
M

et
 G

黒

20-3380-064 4 lbs [1.8kg]

20-3380-160 10 lbs [4.5kg]

20-3380-400 25 lbs [11.3kg]

20-3380-500 40 lbs [18.1kg]

D
ia

lly
l 

P
ht

ha
la

te

青

20-3330-080
•

5 lbs [2.3kg]

20-3340-080* 5 lbs [2.3kg]

*ガラスフィラー•鉱物フィラー

加熱加圧埋込樹脂

埋込用消耗品

汎用性の高い樹脂 特殊樹脂

埋込用クリップ その他消耗品

† 制限付き品目。特別な包装が必要

SamplKlip
20-4000-100   ステンレス（数量100）

Specimen Clip
20-4001-000   プラスチック（数量1000）

UniClip
20-5100-100   プラスチック（透明）（数量100）
113043             プラスチック（黒）（数量100）

SamplKlip I
20-4100-100    プラスチック（標準）（数量100）

離型剤 レリーズエージェント 
20-8186-004†          4oz [120mL]
20-8186-032†          32oz [950mL]

フラットエッジフィラー 
20-8196                     1lb [0.45kg]

導電性フィラー
20-8500              2 lb [0.9kg]

モールド用粉末離型剤
20-3048               2oz [45g]

モールド用スプレー離型剤
20-3050-008      8oz [0.24L]

ピグメント
20-8505  黒             1.5oz [3mL]
20-8506  赤             1.5oz [3mL]
20-8507  青             1.5oz [3mL]
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粉末 液体† キット†

樹脂 品番 サイズ 品番 サイズ 品番 サイズ
SamplKwick™ 20-3562

20-3566
20-3562-025
20-3562-100

1 lb [0.45kg]
5 lbs [2.3kg]
25 lbs [11.3kg]
100 lb [45kg]

20-3564
20-3568
20-3564-320
20-3564-640

12oz [0.36L]
64oz [1.9L]
2.5gal [9.5L]
5gal [19L]

20-3560 粉末  1 lb [0.45kg]
液体  12oz [0.36L]

VariKleer™ 

（日本未発売）
20-3591   
20-3591-002
20-3591-010

2.2 lbs [1kg]
4.4 lbs [2kg]
22 lbs [10kg]

20-3592 
20-3592-001 
20-3592-005 

16.9oz [500mL]
33.8oz [1L]
1.3gal [5L]

20-3590 粉末  2.2 lbs [1kg]       
液体  16.9oz [500mL]

VariDur 10
（日本未発売）

11-1027
11-1031

2.2 lbs [1kg]
22 lbs [10kg]

11-1029 
11-1033 

16.9oz [500mL]
1.3gal [5L]

11-1037 粉末  2.2 lbs [1kg]
液体  500mL

VariDur 200
（日本未発売）

11-1030
11-1034

2.2 lbs [1kg]
22 lbs [10kg]

11-1029 
11-1033

16.9oz [500mL]
1.3gal [5L]

11-1039 粉末  2.2 lbs [1kg]
液体  33.8oz [1L]

VariDur 3003
3部品構成 
システム

20-3531                   3.3 lbs [1.5kg]
20-3534                   16.5 lbs [7.5kg]

20-3532                   16.9oz [500mL] 液体 1
                                33.8oz [1L] 液体 2
20-3535                   33.8oz [2.5L] 液体 1
20-3536                   1.3gal [5L] 液体 2 

20-3530 粉末 1.7 lbs [750g]
液体 1 8.4oz [250mL]
液体 2 16.9oz [500mL]

† 制限付き品目。特別な包装が必要

常温硬化埋込システム
主剤と硬化剤　小 主剤と硬化剤　大

樹脂 主剤 硬化剤† 主剤 硬化剤†

EpoKwick™ FC
混合比 
4:1（容量比）

20-3453-128
128oz [3.8L]

20-3453-032 
32oz [0.95L]

EpoThin™ 2
（日本未発売）
混合比 2:1（容量比）

20-3440-032 
32oz [0.95L]

20-3442-016
16oz [0.48L]

20-3440-128
128oz [3.8L]

20-3442-064  
64oz [1.9L]

EpoxiCure™ 2
混合比 
4:1（容量比）

20-3430-064 
64oz [1.9L]

20-3432-016
16oz [0.48L]

20-3430-128
128oz [3.8L]

20-3432-032 
32oz [0.95L]

EpoHeat™ CLR
（日本未発売）
混合比 4:1（容量比）

20-3423-064
Resin 64oz [1.9L]

 20-3424-016
16oz [0.48L]

† 制限付き品目。特別な包装が必要

エポキシ樹脂

アクリル樹脂

SamplKup™ 
（数量12）
20-9178  1in
20-8180  1.25in
20-9181  1.5in
20-9184  2in
20-9177  25mm
20-9179  30mm
20-9182  40mm
20-9183  50mm

ディスポーザブル埋込用カップ
（数量50）
20-8280  1in
20-8281  1.25in
20-8282  1.5in

EPDM丸型カップ
（数量5）
20-8181         1in
20-8182         1.25in
20-8183         1.5in
20-8184         2in
20-7183         40mm
20-7184         50mm

リング
（数量100）
20-8151-100  1in
20-8152-100  1.25in
20-8153-100  1.5in
20-8154-100  2in

EPDM角型モールド 
（数量1）
20-7185  2.2 x 1.2 x 0.9in [55 x 30 x 22mm]
20-6185  2.5 x 1.4 x 1.8in [63 x 25 x 46mm]
20-7186  2.8 x 1.6 x 0.9in [70 x 40 x 22mm]
20-6186  6 x 4 x 2in [150 x 100 x 50mm]
20-6187  6 x 3 x 1in [150 x 76 x 25mm]

混合用コップと撹拌棒
20-8177-100 紙（目盛りなし）
  5oz [148mL]（数量100）
20-8176-100  プラスチック 

（目盛り付き）
   8.5oz [250mL] 

（数量100）
20-8175  木製撹拌棒
   （数量1000）

埋込用カップ
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Buehler Worldwide Locations

材料調製、試験、分析のためのソリューション

レークブラフ（米国イリノイ州）
ビンガムトン（米国ニューヨーク州）
ノアウッド（米国マサチューセッツ州）

コヴェントリー（英国）
ダーディリー（フランス）
エスリンゲン（ドイツ）

香港（中国）
上海（中国）
東京（日本）

BUEHLER
41 Waukegan Road, Lake Bluff, Illinois 60044
電話： 847 295 6500  |  800 BUEHLER（800 283 4537）
Web： www.buehler.com  |  メール： info@buehler.com 

北米・南米オフィス
BUEHLER 国際本部
電話： 847 295 6500  |  800 BUEHLER（800 283 4537）
Web： www.buehler.com  |  メール： info@buehler.com

ヨーロッパオフィス
BUEHLER ドイツ - ドイツ・エスリンゲン
ヨーロッパ本社
電話： +49（0）711 4904690-0
メール： info.eu@buehler.com

BUEHLER フランス - フランス・ダーディリー
電話： +33 (0) 800 89 73 71   
メール： info.eu@buehler.com

BUEHLER 英国 - 英国・コヴェントリー
電話： +44（0）800 707 6273   
メール： info.eu@buehler.com 

アジア太平洋オフィス
BUEHLER 日本
電話： +81 03 5439 5077  |  Fax： +81 03 3452 7220
メール： info.japan@buehler.com

BUEHLER アジア太平洋 - 香港
電話： +852 2307 0909  |  Fax： +852 22721 6659 
メール： info.asia@buehler.com

BUEHLER 中国 - 上海
ITW Test & Measurement (Shanghai) Co., Ltd.
電話： +86 400 000 3418  |  Fax： +86 21 6410 6671
メール： info.cn@buehler.com

お近くのBuehlerオフィスの詳細については、 
www.buehler.comをご覧ください。
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