
IrgaCycleTMは、プラスチック製品に

おけるリサイクル材の品質を高め、

さらなる適用を拡大するために特

別に設計・デザインされた添加剤

パッケージです。

これらのソリューションは、様々な産業

に多岐にわたるプラスチックの用途に

適合し、リサイクル材を高付加価値用

途で複数回の使用を可能とするため

にデザインされています。IrgaCycleTM

ソリューションは、リサイクル材を加工

時および製品としての使用時の劣化か

ら保護します。

包材用途、自動車用途、工業用途へ

のリサイクル材の使用量の増大は、

サステナビリティを高め、循環型経済

を創出するための一つの解決策と

して埋め立てや焼却処理からの転

換を進めます。

IrgaCycle™を選択する理由

持続可能なプラスチックのためのクローズドループリサイクル

— 様々な形で、リサイクル率を向上する

- リサイクル材の配合比率を高める。

- 異物を含むリサイクル材をより容易に加工できる。

— リサイクル材の加工を最適化

- リサイクルの過程で起こり得る劣化に対して

ポリマーを保護する。

- 加工性とメルトフローを安定化させる。

— 製品の耐久性の改良

- 軟質用途にて、ゲルの発生を抑制する。

- 長期材料安定性を改良する。

効率的で多機能の製品

— 様々な種類のリサイクル材に適応可能である。

— ポリオレフィンの様々な用途にデザインされている。

— コンパウンド時または成形加工の工程において容易に低

濃度で添加できる。

IrgaCycle™

持続可能で循環型の未来を創出するための

再生プラスチックの高付加価値化
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硬質用途の品質やパフォーマンスの改良

高濃度の異物を含むポリオレフィン系リサイクル材の

品質の改良

フィルムや軟質用途の加工安定性の維持

高度の耐久性に向けた耐候性パフォーマンスの改良

IrgaCycleTM PS 030 G

— 様々な種類のリサイクル材から成るポリオレフィン系硬質

製品の品質や耐久性を改良します。

— 加工安定性や長期安定性を高めます。

IrgaCycleTM PS 032 G

— 高度に劣化したり高濃度の異物を含む再生

HDPEや再生PP向けに開発された製品です。

IrgaCycleTM PS 031 G

— 再生LDPEや再生LLDPEの包材向けフィルム、ラップまたは

シュリンクフルム、パウチなどの加工安定性や長期安定性を

高めます。

IrgaCycleTM UV 033 DD

— 耐久性が必要とされる用途向けに開発された製品です。

— 再生ポリオレフィンの耐候性や耐久性を延長します。

Multi pass extrusion of post consumer rHDPE at 250°C: 

Melt Flow Rate (230°C / 10 Kg) after 1x, 3x and 5x extrusion

Multi pass extrusion of rHDPE at 270°C:

Melt Flow Rate (230°C / 10 Kg) after 1x, 3x and 5x extrusion

Multiple Extrusion of rLDPE at 220°C:

Change of MFR [%] after 1x, 3x and 5x extrusion

Long term weathering stability of rPP (Weatherometer Ci 65 A, 

BPT 63°C, RH 60°): Retained tensile impact strength [%] over time
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