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パッケージ材料ラインアップ Packaging Materials Lineup

局所加熱によりシール（封止）が可能で、素子、電極の劣化を抑制。
シール後のガスバリア性
Prevent degradation of cell and electrode sealed by local heating.
Gas impermeability after sealing 

LTCC用粉末ガラスは、ガラス粉末とセラミック粉末をブレンドした複合材料です。900℃焼成できるので、内装導体に電気
伝導率の高い金や銀を使用できます。新製品として高強度タイプを開発しています。アルミナに対抗できる強度を持ち、非常
に低損失です。

日本電気硝子は多様な粉末ガラスを製造販売しています。それらの中でも銀／アルミ等の導体ペーストへの添加に適している
ものをリストアップしました。用途に合わせて適切な割合で混合してお使いください。ご要望の粒度に加工することもできます。 

さまざまなガラス成形体、焼結体を形成するための材料です。
充填性とプレス成形性を向上させるため、顆粒状に加工されています。軟化点600℃以上のガラスが顆粒状に加工できます。
顆粒の粒度は、平均粒径60 ～ 200μｍの範囲で対応が可能です。

レーザーシール用の無鉛ガラスペーストを開発しました。
フリットガラスにレーザー照射することで、2枚のガラス板の気密シールをすることが可能です。

LTCC用粉末ガラス／グリーンシート高強度タイプ（開発品）

ガラスコード Glass Code MNG-10W MLS-26
（Reference）

400 266

8.2 6.7

0.0009 0.0058

8.7 5.8

White White

曲げ強度 Bending strength　（MPa）

誘電率 Dielectric constant

誘電損失 Dielectric loss

膨張係数 Thermal expansion coefficient　（ppm/℃）

色調 Color

10GHz

10GHz

ガラスコード Glass Code GA-4 GA-12 BG-0700

63 73 112

625 560 410

2.70 2.95 7.29

BG-0800

98

510

5.76

熱膨張係数 Thermal expansion coefficient (×10-7/K)

軟化点 Softening point （℃）

密度　 Density (×103kg/m3)

特  性 Properties

製品形状例 Forms（example）特  性 Properties

特  性 Properties 特  長 Features

Composite Powder / Green Sheet for LTCC, High Strength Type (under development)

導体添加用 バインダーガラス
Binder Glass for Conductor Additives

顆粒ガラス
Granulated Glass

レーザーシール用ガラスペースト
Glass Paste for Laser-Sealing 

用途例：太陽電池、ディスプレイ等の導体ペースト添加

ガラスコード Glass Code ST-4/K

95

660

960

BH-7/K

49.5

710

980

熱膨張係数 Thermal expansion coefficient (×10-7/K)

焼結体形成温度 Firing temperature （℃）

封着温度　 Sealing temperature （℃）

 

 
 

有機ＥＬ（ディスプレイ／照明）、太陽電池、他の気密封止用
Hermetic sealing for glass substrate for OLED display/lighting and solar cells, etc. 

用  途 Application

Laser Laser

Laser irradiation (800-1100nm)

Laser-absorption into sealing glass
Increasing temperature

Melting of sealing glass and
sealing with substrate

Glass substrate (α 30-90 ×10-7/℃)

Transparent electrode OLED layer Rear electrode Line Corner

Sealing glass <Sealing state>

ガラス基板 

透明電極 有機ＥＬ膜 裏面電極

シールガラス層

レーザーシールの説明図 Schematic diagram of laser-sealing

Composite Powder for LTCC(low tempera-
ture cofired ceramics) is a composite 
powder made by blending glass and 
ceramic filler.　You can cofire at low temp. 
like 900℃, which allows the use of high 
conductive elements such as gold and 
silver as internal electrode.
Our new material has high mechanical 
strength close to alumina, and its dielec-
tric loss is small.

Tablets are preformed and sintered 
powder glass.
Can be applied to fine holes and deep 
grooves that are difficult to fill in with 
paste.
Can be used for forming gap.

Nippon Electric Glass (NEG) manufactures 
and sells a variety of powder glass.
NEG selected suitable types of powder glass 
that can be added to silver or aluminum paste. 
Mix any one of them with silver or aluminum 
paste appropriately according to each appli-
cation. Various types of particle distribution 
are available by request.  

ご要求特性（熱特性、光学特性、電気特性）やご利用いただくプロセスに応じ、粉末ガラスをペーストに加工いたします。
絶縁用途、接着用途、高反射用途の対応も可能です。

ガラスペースト
Glass Paste

We produce various types of glass paste based on customers’ required characteristics (thermal, 
optical, and electrical characteristics) and processes.
Supporting insulation, adhesive, and high reflective applications as well. 

Granulated Glasses are materials for making 
various shapes of sintered body.
They have excellent workability in filling into 
mold, and pressing into a tablet.
Softening point: ≧600℃
Granule size: D50=60-200μｍ

We have developed a lead-free glass paste for laser-sealing.
By laser-irradiating to the frit glass parts, air-tight sealing is 
completed between glass sheets.

Application examples: Conductive paste 
additives for solar cells and displays devices

さまざまなガラスを目的に応じ、成形したものです。
粉末ガラスの塗布、印刷が難しい部分での封着、ギャップ形成等にお使いいただけます。

ガラスタブレット
Tablet



特  長 Features

ガラスリボンは非常に薄いため、樹脂フィルムのように曲げたり、巻いたり
することが可能です。ガラス表面は無研磨にもかかわらず、非常に平滑で
す。このガラスリボンの特長は、両側面の端部（両端）が丸みを帯びている
ため、曲げやねじりに強いことです。
Glass-ribbon is so thin that it can be bent or rolled up like resin film. The glass surface is 
unpolished, but it is extremely flat and smooth. 
Glass-ribbon is characterized by rounded edges on both sides. This enables enhanced durabil-
ity in the face of bending and twisting pressure.

● 非常に薄い
● 優れたフレキシビリティー
● 高い信頼性

特  長 Features 寸  法 Dimensions

● Ultra thin
● Excellent flexibility
● High reliability ● Thickness ：   4μm ～ 50μm

● Width ：   0.5mm ～ 5.0mm（20.0mm）
● Aspect ratio ：   Up to 1000（2000）
　 （Width/Thickness）
● Length ：   Up to 100m
    We are able to accommodate individual request.

ガ
ラ
ス
リ
ボ
ン

● 厚さ ： 4μm ～ 50μm
● 幅 ： 0.5mm ～ 5.0mm（20.0mm）
● アスペクト比（幅/厚さ）：1000以下（2000以下）
● 長さ ： 100m以下
　（ご要望に合わせて対応します。）

材料ガラス Material Glass A C D

66 84 38

740 836 940

6.5 7.6 5.3

1.51 1.55 1.52

熱膨張係数 Thermal expansion coefficient ［×10-7/K］

軟化点 Softening point ［℃］

誘電率 Dielectric constant ［1MHz、25℃］

屈折率 Refractive index ［ｎD］

材料特性 Material Properties

G
lass-ribbon
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ガラスリボンにガラスペーストを
組み合わせることで、従来のガラ
スペーストだけでは実現できな
かった大きなギャップをもったレー
ザーシールが可能になりました。
従来のレーザーシール用ガラス
ペーストをガラスリボンの両面に
塗布することで、ガラスリボンの
厚さにガラスペーストの塗布厚を
加えた厚さがギャップとなります。
従来より、当社はガラスペーストの供給を行っていましたが、ガラスリ
ボンを併用する場合、ガラスリボンへのガラスペーストの塗布から乾燥
までは当社側で行うため、ユーザー側ではレーザーによる照射のみの
工程となります。ユーザー側では、作業工程の大幅な短縮が図れます。

By combining glass paste with Glass-ribbon, it is possible to implement laser-sealing 
with a gap larger than can be achieved using only glass paste. 
By applying laser-sealing glass paste to both sides of the Glass-ribbon, a gap with a 
thickness by using Glass-ribbon and glass paste can be created. We have supplied 
glass paste, but combining the glass paste with Glass-ribbon allows us to perform all 
manufacturing steps from the application of the glass paste to the Glass-ribbon to pre-
firing, leaving only laser irradiation to be performed by the customer. This approach can 
significantly shorten customers’ work process.

● Applying to large-gap devices
　  Gap thickness: 30 μm or more
● Simplification of processes carried out by customers
　  Product ships with Glass-ribbon and glass paste already fired.
　  Only the laser irradiation process is left for customers to perform.

● 高ギャップデバイスへの展開
 ギャップ幅　30μm以上

● ユーザー側での工程簡略化
　 当社からガラスリボン＋ガラスペースト焼成済で出荷
　 ユーザーではレーザー照射工程のみ

［ ガラスリボンのサイズ ］

 幅　　　　　　2.5mm or more
 厚さ　　　　　20μm or more
 長さ　　　　　Up to 150mm

Glass Substrate

Glass Substrate

Glass Paste

Glass Paste

Glass-ribbon

Laser Laser

5μm

5μm
20μm-Min 30μm

＜Sealing state＞

NEW

Glass-ribbon sizes

Width

Thickness

Length

Laser-sealing Technology U
sing both G

lass-ribbon and G
lass Paste

Glass Substrate

Glass Substrate

ガラスペースト
Glass paste

ガラスペースト
Glass paste

ガラスリボン
Glass-ribbon



研磨フリー・アルカリフリーのホウケイ酸ガラスは、イメージセンサの
CSP(Chip Size Packaging)用基板に用いられます。
Polish-free, alkali-free borosilicate glass is used for the substrate of the CSP (Chip Size 
Packaging) of image sensor.

世界中のあらゆるデジタルカメラや監視カメラにはイメージセンサが使
われています。日本電気硝子のカバーガラスは世界中のイメージセン
サに最も多く使われています。
Image sensors are used in every digital still camera and security camera all over the 
world. Our cover glass are most widely used for the image sensors.

スマートフォン、デジタルカメラや監視カメラ等に使われるイメージセ
ンサの分光感度を人間の目の感度にあわせて補正する視感度補正フィ
ルターです。

● 研磨フリー、アルカリフリーの
 ガラスウエハ
● Asフリー、Sbフリーで環境対応
● φ18インチまで対応可能
● 0.1mm～1.1mmの
 各種厚みに対応
● 優れた面品位
● 赤外線カット、無反射など
 各種コーティング対応可能

特  長 Features

半導体をサポートする基板として低膨
張から高膨張までの各種ガラスを取り
揃えています。
Various CTE* glasses are available as sub-
strates for supporting semiconductor wafers.

特  長 Features

● Polish-free, alkali-free glass wafer
● As-free, Sb-free characteristics 
 are environmental-friendly. 
● Available in sizes up to φ18 inches
● Available in various thicknesses from 0.1 mm to 1.1 mm
● Excellent surface quality
● Available in various coatings such as IRCF and AR

● 寸法 ： φ８インチ、φ１２インチ
（その他寸法も対応可能につき別途ご相談ください）

● 板厚 ： ０．１～０．８ｍｍ
● ＴＴＶ ： <2μm（φ12インチ）

● Size : ø8inch, ø12inch 
 　(We are able to accommodate individual request.)
● Thickness : 0.1～0.8mm
● TTV(Total Thickness Variation) : <2μm(ø12inch)

● 近赤外域における高効率の吸収特性
● 可視域における高い透過率
● 高い耐久性
● 赤外線カット、無反射など各種
 コーティング対応可能

● Highly-efficient absorbing property in 
 　near-infrared region
● High transmittance in visible range
● High durability
● Available in coatings such as IRCF and AR.

● 表面が非常に平滑なガラスを
 実現する技術
● 端面部からの発塵をおさえる技術
● より高い清浄度に仕上げる技術
● BDAは高画素化が進むイメージ
 センサの画素に影響を与えない
 ように配慮されたガラス
● 赤外線カット、無反射など
 各種コーティング対応可能

特  長 Features

● Technology for realizing extremely smooth-surface glass
● Technology for suppressing the generation of dust from the glass edges
● Technology for finishing the glass to a high degree of cleanness
● BDA is a glass designed to eliminate effects on pixels of image sensors having 
 higher pixel density.
● Available in coatings such as IRCF and AR

特  長 Features

Lens

Lens Glass + IR Cut Coat

Image Sensor
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（t=0.3mm）

Notch based on SEMI standard and R shape edge grinding are available upon your request.

＊CTE : Coefficient of Thermal Expansion

Semi規格に準じたNotch加工や
端面のＲ仕上げも可能です。

 Im
age Sensor C

over G
lass

 IR
 A

bsorption G
lass < 500EXL >

Image sensors are used in smartphones, digital still cameras, and security cameras.NEG 
IR absorption glass compensates spectral response of image sensors for human eyes.
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〈CERSAT〉はマイナスの膨張係数をもった単一基板材料です。
温度補償が必要な部分のパッケージ材料としてご使用いただ
けます。

〈CERSAT〉 is ceramic substrate material that has negative thermal 
expansion coefficient. It can be used as packaging material for parts that 
require temperature compensation.

〈ネオセラム〉は温度による寸法変化（熱膨張）が石英ガラス
級の結晶化ガラスで、透明なN-0と白色のN-11の2種類
があります。

〈Neoceram〉 is a glass-ceramic with almost zero expansion coefficient. 
There are two types of 〈Neoceram〉: transparent N-0 and opaque N-11. 

Negative Thermal Expansion
Ceramic Substrate <CERSAT> <Neoceram> N-0 and N-11

〈ZERO®〉 has zero CTE.
It is suitable as a material for temperature compensation.

Zero CTE Glass <             >

〈ZERO®〉は熱膨張がゼロのガラスです。
温度変化による寸法変動、位置変動を最小化することが可能
です。

マイナス膨張セラミック基板

CERSAT

膨張でお困りのことはございませんか？ 新たなガラスを提案いたします。
ゼロ膨張ガラス

® ネオセラム N-0、N-11

熱膨張係数 ： ー82×10-7/K
Thermal expansion coefficient

材質コード ： N-80
Properties/Product Code

屈折率 ： 1.54
Refranctive Index

膨張率係数 ： 0×10-7/K
Thermal expansion coefficient
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石英ガラス

耐熱ガラス

Neoceram N-0

Neoceram N-0

ネオセラムN-11
Neoceram N-11

Neoceram N-11

Temperature Temperature

Heat-resistant glass

Quartz glass

石英ガラス
Quartz glass

熱膨張曲線 Thermal Expansion

NEW
新製品
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N
egative C

TE  Filler

球形タイプ （SEM） Sphere

マイナス膨張フィラーは、マイナスの熱膨張係数を持ち、樹脂に充填した
場合、 その膨張率を下げる効果があります。

Negative CTE Filler has negative CTE and decrease CTE of resin as composite.

エポキシ充填時の膨張率の変化 CTE of epoxy resin composite (ppm) 25-150°C

サイズ Size

※
C

TE: C
oefficient of Therm

al Expansion

Type STD ファイン Fine

熱膨張係数 
CTE

25-150°C

150-240°C

×103kg/m3密度 Density

Code DL-7300

-0.1

-0.1

2.5

-1.1

-0.9

2.5

DL-7400

89

72

64

充填率 DL-7400

84

69

62

90

74

68

SiO2 GlassAmount of filler DL-7300

40vol%

50vol%

60vol%

スタンダード 

＜5

＜20

＜1

＜2

STD ファイン Fineスタンダード 

＜5

＜20

＜2

＜3

形状 球形Shape 粉末

タイプ

D50

D99

● マイナス膨張  0ppm以下
● 高耐水性
● 小サイズ対応  D99： 2μｍ 以下
● 電気絶縁性
● さまざまな形状に対応可能

● Negative CTE  Less than 0ppm  
● Water resistance   
● Small particle size  D99: Less than 2μm 
● Electric insulation
● Various shapes are available.

特  長 Features

（平均／Avarage）
：μｍ

Powder Sphere

20μm 20μm

×10-6/K

抗
菌
ガ
ラ
ス

A
ntibacterial G

lass Pow
der

MIC

Antibacterial property of resin containing ZF-0 (0.5wt%)

Antibacterial property test by measuring

ＺＦ－０、ＤＬ－７５００、ＤＬ－７６００は、亜鉛を主成分にした新しいタイプの
抗菌ガラスです。銀を主成分とした従来の抗菌ガラスに比べコストパフォー
マンスがよく、さらに樹脂を変色させにくいメリットがあります。

ZF-0, DL-7500, and DL-7600 are new type antibacterial glass powders which are mainly 
composed of zinc.
Compared to conventional antibacterial glass which is mainly composed of silver, they have 
an advantage that is hard to discolor the resin, in addition to better cost performance.

（ZF-0 0.5wt%添加）

PP (Blank) PP(ZF-0 0.5wt%添加）／
Containing ZF-0

Sample

Blank

PP板 

 

E.coli S.aureus

※MIC: 最小発育阻止濃度／Minimum lnhibitory Concentration

抗菌ガラス :  ZF-0, DL-7500, DL-7600

透明 不透明

振動培養100rpm, 37℃-24h）

（例）

培養液の透明度合の観察

Code DL-7500ZF-0

E.coli

S.aureus

DL-7600

細菌

NA培地中にて
コロニー成長させ、
生残菌数を確認（35℃-48h）
E.coli and S.aureus colony growth on 
NA medium at 35°C

PPフィルム

生残菌数（個／ml）

培養液(MHB 溶液)

抗菌性能評価（MIC）

PP樹脂に混合した際の抗菌性能
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蛍光体ガラス概念図
Schematic image of phosphor-glass composite

蛍光体材料にガラスを使用することで、さまざまなメリットが生まれます。
〈ルミファス®〉は、熱や水、光に強く、色のバラツキが少ないハイパワーの
発光を実現します。

Offers various benefits created by using glass as a phosphor material.
<Lumiphous®> has excellent heat, water and light resistance and allows high power light 
emission with little color deviation.

● 蛍光体の均一分散+精密加工（色のバラツキが極めて小さい）
● 耐光性（レーザー光、紫外線に強い）
● 耐水性（水を通さず、蛍光体を保護）
● 耐熱性（300℃以上）
● さまざまな形状に対応可能

● Uniform distribution of phosphor and precision processing
    (extremely low color deviations)
● Light resistance (high resistance to laser and ultraviolet light)
● Water resistance (impermeable to water, protection of phosphor)
● Heat resistance (resistance to temperatures of 300℃ and higher)
● Flexible shape formation

特  長 Features

蛍
光
体
ガ
ラ
ス

Phosphor-G
lass

Com
posite

日本電気硝子は、封着性に優れた管ガラスを供給しています。
環境に対応した無鉛ガラス、低鉛ガラスも取り揃えています。
We provide glass tubes with excellent sealing preformance. 
We produce a large number of environment-friendly lead-free and low-lead glass products as well.

● 半導体封着用管ガラス：〈ＮＬG-２０〉

● 高耐熱封着用管ガラス：〈ＮＬT-600〉

● 高赤外線吸収管ガラス：〈STI〉,〈SHI〉

［ 超短尺管ガラス ］
Ultra-short glass tube

［ 片側封止管ガラス ］
One-side sealed glass

特長･･･片側が安定形状に封止されており
 気密性が必要な用途に好適
Features: Airtightness in sealing side

〈NLG-20〉 haｓ lower lead composition than LG-16.

Sealing glass tube for semiconductor:　NLG-20

〈NLG-20〉 can be sealed at low temperature of 628℃.

High infrared-ray absorbing glass tube: 〈STI〉 and 〈SHI〉

Excellent matching to 52Ni-Fe alloy.

・従来の有鉛ガラス〈LG-16〉に比べて、鉛含有率が低いガラスです。 

Excellent matching to Dumet, high heat resistance
・デュメット線とのマッチングに優れ、高耐熱性の封着に適しています。

Good acid resistance
・鉛ガラスと同等の耐酸性をもっております。

・〈NLG-20〉は６２８℃という低温での封止が可能です。

・52Ni-Fe合金とのマッチングに優れています。
・高い赤外線吸収性を持っており、ハロゲンランプ等を用いた
 局所加熱による封止が可能でガス封入などに適しています。

封
着
用
管
ガ
ラ
ス

G
lass Tubes for Encapsulation

Low-lead glass

Lead-free glass

特長･･･リードスイッチ用として3.1mm長に対応
Features: Length 3.1mm for reed switch use

低鉛ガラス

無鉛ガラス

ガラスコード NLG-20 低鉛 LG-16 有鉛

94

628

416

569

透明

デュメット

91

655

390

575

透明

94

980

420

650

52Ni-Fe合金

120

930

410

625

CO-Fe合金

85

817

567

747

透明

デュメット

封着温度

熱膨張係数

歪点

対応金属

色調

軟化点

Glass code

Sealing temperature (℃)

Color tone

Applicable metal

daeｌ-woL Leaded
STI 無鉛
Lead-free

SHI 無鉛
Lead-free

NLT-600 無鉛
Lead-free

Transparent

Dumet

Transparent

デュメット
Dumet

緑
Green

52Ni-Fe alloy

緑
Green

CO-Fe alloy

Clear

Dumet

Strain point  [℃]

Softening point  [℃]

Thermal expansion coefficient(×10-7/K)

Ensures high infrared-ray absorbing performance and allows ease of 
sealing by local heating with an appropriate heat source, such as a 
halogen lamp, and is ideal for gas sealing applications. 

特  性 Properties



〈グラスレジン〉は、日本電気硝子㈱の米国関係会社、TECHNEGLAS社（米国オハイオ州）の製品です。

グ
ラ
ス
レ
ジ
ン

G
lass R

esins

〈グラスレジン〉は、高機能の熱硬化性ポリシロキサン樹脂です。縮合反応
で硬化すると、一般的な有機溶剤に溶けなくなります。ユニークな特性を持
つので、耐磨耗材（眼鏡、バイザー）、耐熱用途、保護コート、離型剤用、等
幅広い用途に使われています。

<Glass Resins> are a family of high performance thermosetting polysiloxane resins. They adhere 
well to a wide range of plastics, metal and glass. The <Glass Resins> cure by condensation, and 
once cured, are insoluble in common organic solvents.

特  長 Features● Lenses and Visors
● For Heat-resistant Use
● Clear Dielectric Material
● Headlamp Covers
● Auto Trim Protection
● Release Agents
● Conformal Coatings
● Film Coating
● Tail and Side Light Coatings
● Computer Case Coatings
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● 眼鏡、バイザー用保護コート
● 耐熱用途
● 透明誘電体用
● ヘッドランプ用保護コート
● 自動車の内装保護コート
● 離型剤
● 印刷回路基板の保護コート
● フィルムコート
● テールランプ、サイドランプ用保護コート
● PC筐体用保護コート

主な用途 Applications

Applications

超
薄
板
ガ
ラ
ス
ロ
ー
ル

U
ltra Thin G

lass

● 有機EL照明
● 有機ELディスプレイ
● デジタルサイネージ
● 太陽電池
● 電子ペーパー
● タッチパネル
● フレキシブル
　 ディスプレイ

G
L
e
a
f

Glass/Green
Lightweight
ecological
advanced
flexible

● OLED lighting
● OLED display
● Digital signage
● Solar cells
● Electronic papers
● Touch panels
● Flexible display

ガラスの優れた「機能」と「信頼性」そのままに、
ガラスのフィルム化を実現。
〈G-Leaf®〉は、薄型・軽量化による省資源・低
炭素排出化、グリーンプロセスへの対応等、環
境志向で辿り着いた究極の素材です。
エネルギー、医療、照明等、様々な用途への
高い可能性を秘めた次世代材料です。

〈G-Leaf®〉 handles glass in a film state that still maintains the advantages of glass, that is, 
functions and realiability. By reducing the thickness and weight, we have finally reached the 
ultimate material in terms of environmental friendliness : material conservation, smaller 
carbon footprint and green processes. This is a highly potential material for the next genera-
tion in the wide range of applications including electronics, energies, medical supplies, light-
ing and so on.

● ガラス材質によって生まれた優れた特性
　 ・耐熱性 ・光学特性 ・電気絶縁性 ・ガスバリア性 ・耐侯性
● オーバーフロー成形法によって生まれた優れた表面特性
　 ・表面平坦性 ・表面粗さ 
● 薄板化によって生まれた優れた特性
　 ・フレキシビリティ ・加工性

● Excellent properties originally possessed by glass materials
　  ・Heat resistance ・Optical properties ・Electrical insulation
　  ・Gas barrier property ・Weather resistance
● Excellent surface properties generated by overflow process
　  ・Surface flatness and roughness
● Excellent properties generated by ultra-thin sheet
　  ・Forming flexibility and workability

使用例 Applications 名前の由来
<G-Leaf®>

Meaning of <G-Leaf®>
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特  長 Features

超
薄
板
ガ
ラ
ス-

樹
脂 

積
層
体

U
ltra Thin G

lass
Lam

inated on R
esin

<Lamion®>は、耐擦傷性、ガスバリア性、耐燃焼性など、ガラス特有の
優れた性質を持ち、デバイスの軽量化に有効な素材です。
<Lamion®> features glass-specific characteristics such as abrasion resistance, gas barrier 
properties and flame retardancy, and is a useful material for reducing the weight of devices.

Resin

● 太陽電池用カバーガラス代替
Photovoltaic module cover

● フレキシブル太陽電池
Flexible photovoltaic cell substrate and module cover

● ディスプレイウィンドウ
Display window

● 有機EL用基板、カバー
OLED substrate and cover

● 照明用カバー、拡散板
Lighting cover, Diffuser

● 軽量性
● 耐衝撃性、飛散防止性（A）

● 耐擦傷性 （鉛筆硬度 ９Ｈよりも高い）
● 耐紫外線性
● ガスバリア性
 水蒸気透過度は測定限界未満
 ＜１×１０－６ｇ/（ｍ２・ｄａｙ）
● ガラス表面に特殊な機能膜を
　 コーティングすることも可能
● フレキシブルな積層体の作成も可能
  (片面積層体)（B)

● Low weight
● Shock resistance and anti-scattering (A)
● Abrasion resistance
 （Pencil hardness： Harder than 9H）
● Ultraviolet light resistance
● High gas barrier properties
 Water vapor permeation rate is 
 lower than measurable limit.
 ＜1×10-6 g/（m2・day）
● Special function coating 
 can be added on the glass surface.
● Flexibility
 （One-side laminate）(B)

(A) Result of shock test

(B) Lamion® [Flexible Type]

Lamion® Common Glass

使用例 Applications

＜G-Leaf®＞


