


WD-40
について
WD-40® カンパニーは、家庭用工具箱の必需品として世界中で愛用され
ているWD-40® マルチユースプロダクトのメーカーとして広く知られて
いる。1953年、アメリカでアトラスミサイルの表面を や腐食から守る
ことを目的に設立されたこのブランドは、以来 落とし、防 、 びて
固まったパーツの緩和、シール跡等のべたつきの除去、きしみ音の防止
等に効果的な即効性の修理溶剤として使用されている。

メンテナンスの専門家から、趣味でDIYを楽しむ人まで、WD-40®製品は
工業、産業、自動車、サイクリングスポーツ等様々な分野で使用されて
いる。現在では、大小様々な種類のWD-40®が世界中で販売されてお
り、WD-40®スペシャリスト、WD-40®バイク（自転車専用）、WD-40®
スペシャリストオートモーティブ（自動車専用）等、様々な分野に特化
した商品を取り えている。
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1缶あれば用途は色々
WD-40®マルチユースプロダクトは金属を錆や腐食から守り、錆びて固くなった可動部分を緩め、水
分と潤滑成分を素早く置換することで、ほぼ全ての物を潤滑することができる。さらに、表面からグ
リースや汚れをきれいに取り除くこともできる。

潤滑力

浸透力

洗浄力

保護力

水置換性

WD-40®の優れた吸着力が可動部の細部ま
で広範囲にわたって潤滑成分を浸透させ
ることができる。また、WD-40®は、ホコ
リや汚れ、ネバネバとこびりつく油汚れ
の原因となるシリコーンやその他の添加
物を含んでいない。

WD-40®の優れた吸着力がもたらす高い浸
透作用によって、金属から錆を落とし、凍
結や錆によって固まった金属部品を緩め
ることができる。また、WD-40®の潤滑成
分が浸透することにより、滑らかな動き
を保つことができる。

WD-40®はほとんどの接着剤を溶かすこと
が可能なため、ラベルやシール跡等を簡
単に取り除くことができる。また、優れた
吸着力によって汚れや固まったグリース
等の油汚れの下に浸透し、表面をきれい
にし、腐食を防ぐ保護膜を形成する。

WD-40®が作る保護膜が腐食の原因となる
湿気等から工具等を保護する。また、金
属製品の表面にある微細な凹凸にも成分
が浸透するため、表面全体をしっかり保
護することが可能。さらに、WD-40®が持
つ水置換性は、将来不具合をひき起こす
可能性のある小さな水分ポケットの発生
を防ぐことができる。

WD-40®は電気を通さない為、湿気による
回路のショートを素早く解消する。ま
た、WD-40®の成分が金属の表面にしっか
りと吸着し、湿気の多い場所であっても
金属の表面の微細な凹凸までWD-40®の成
分で完全に覆うことが可能。
実際に、WD-40®は湿気の下に潜り込み、
湿気と金属本体の間に保護膜を生成する。



二酸化炭素 ガス

推進剤

製品本体 製品本体

圧縮ガス LPガス
（液化石油ガス）

大容量でお得

二酸化炭素圧縮ガスを使用すると：

推進剤のスペースが必要なLPガスに比べて、製品本体が多く入っている
他社製品は製品400ml中に推進剤となるLPガスが含まれているが、WD-40には推進剤で
ある二酸化炭素よりも製品本体が多く含まれている。
LPガスと異なり
可燃性ではない



使用例
WD-40 マルチユースプロダクト

スプレー
工業用スプレーガン／
手動スプレーアプリケーター

ブラシ
ハンドブラッシング

浸け置き
大小の容器に入れて浸け置きする

®



着火実験

CO2推進剤
可燃性
缶の内圧が90 PSI（約6気圧）以上
缶の内容物は100％使用可能である
逆さまにしてもスプレー可能

CO2推進剤充填缶

より安全

優れた消火性能

炭化水素充填缶

他社製品
内容量のほとんどを炭化水素が占めている
非常に燃えやすい
缶の内圧が60 PSI（約4気圧）未満である
使用可能な液体は缶の容積の60％しか入って
いない

危険

燃えやすい



WD-40®と他社製品の
防錆性の比較
テスト方法：韓国国家基準（KSSM 2091）塩水スプレー実験を実施

テスト機関：ブーウー技術研究所

腐食防止剤を選ぶ際は、あなたの機器や製品を錆から守ってくれるWD-40 がおすすめ。

時間
36時間

結果
錆なし

時間
24時間

結果
50％錆びた

時間
24時間

結果
100％錆びた

時間
24時間

結果
100％錆びた

他社製品A

他社製品B 他社製品C

環境に
やさしい

ベンジン不使用 特性
生分解性素材を使用
OECD301準拠

×　鉛
×　水銀
×　カドミウム
×　六価クロム
（クロムⅥまたはCr6＋）
×　ポリ臭化ビニ
フィル（PBB）

×　ポリ臭化ジニフェニル
エーテル（PBDE)

×　フタル塩酸：
　　ビス（2-エチルヘキシル）
　　（DEHP)
　　ブチルベンジルにレート　　
　（BBP）

フタル酸ジブチル（DBP）
フタル酸ジイソブチル（DIBP)

オゾン層にやさしい
クロロフルオロカーボン
塩素系溶剤
1.1.1 トリクロロエタン

安全性が高い
容量が多い シリコーンを含まない

安全に表面を塗装でき
る

®



使用方法

粉末冶金

粉末冶金とは大量の金属を効率的かつ省エネルギーな金属製品生産方法であり、材料の節
約が可能で、環境にやさしく、低コストな生産方法である。粉末冶金製品は強度が高く、
複雑で小さな成型も可能な精度の高い製法であることが特徴である。

コンポーネントエンジンバルブシート、
カムシャフト、プーリー、カム、トラン
スミッションクラッチフープ、ピストン
リング、シンクロナイザーフープ、廃棄
システムとトランスミッションブラケッ
トのフランジ、スリップ、ショックアブ
ソーバー、ステアリングおよびブレー
キ部品など、さまざまな自動車の部品
に使用されている。

Ⅰ. Ⅱ. 切削工事や耐摩耗工具、旋盤工具、カッ
ターのドリルピットの金型を作る際にも
使用されている。

電動工具の歯車、空圧工具や家電製品の
金属部品にも使用されている。

Ⅲ.

粉末冶金とは大量の金属を効率的かつ省エネルギーな金属製品生産方法であり、材料の節約が
可能で、環境にやさしく、低コストな生産方法である。
粉末冶金製品は強度が高く、複雑で小さな成型も可能な精度の高い製法であることが特徴である。



粉末冶金分野におけるWD-40®マルチユースプロダクトは、主に拭き取りやブラッシングの工程で使
用されている。

粉末冶金製部品焼成後の使用法
各パーツをWD-40®マルチユースプロダクトに
完全に浸すことで、製品の内側から腐食を防
ぐことが可能である。
粉末冶金製部品成型時の使用法
粉末冶金製の部品を成型する過程で、部品の
表面を拭いたり、ブラッシングしたりする際
にWD-40®が使用されている。そうすること
により部品の表面を滑らかにし、ホコリの付
着を防ぎ、強力な洗浄効果によって表面に
輝きをもたらす。

粉末冶金製部品を梱包する際の使用法最
終工程で粉末冶金製の部品は長期間の保
存と輸送のために梱包される。WD-40®
マルチユースプロダクトで製品の表面を
拭きとり、ブラッシングすることによっ
て、製品をよりよい状態に保ち、長期に
渡って製品の腐食を防ぐことが可能であ
る。

金属の粉末を混ぜる

溶かした金属を
型に入れる

焼成する

成型する

梱包する

保管／移送

防錆成分を
浸透させる

潤滑、洗浄

防錆成分を
浸透させる

WD-40®の機能



風力発電 造船業

風力発電分野におけるWD-40®マルチユースプ
ロダクトの用途は大きく3つに分けられる：

1. 風力発電設備の部品の生産と組み立て
2. 風力発電設備の設置
3. 風力発電設備の定期メンテナンス

ボルト、ネジ、スピンドル、高速ブレー
キ、ヨーギアおよびヨーベアリング、ブ
ラケット、固定子や配線のローター壁
面、空気圧および手動工具などの金属部
品のクリーニング、潤滑、および防錆効
果がある。
機器の寿命を延ばし、故障率とメンテナ
ヱスコストを削減する。
清掃時の手間を減らし、製品の品質を高
める。

WD-40®マルチユースプロダクトは、優れ
た汎用性と海洋金属部品の防錆効果が認め
られているため、多くの造船所で使用され
ている。WD-40®マルチユースプロダクト
は船の金属および電気製品を保護し、ス
ムーズな運航を可能にする重要なメンテナ
ンス用品の一つとして多くの船主や海運業
者に支持されている。

湿気の多い環境下であっても船舶の金
属および電気部品を効率よくメンテナ
ンスする。
全てのギアやエンジンパーツを錆から
守る。
バッテリー端子や海洋状況の管理や計
測に必要な機器を保護する。
金属部品から錆を取り除く。
固着したネジやナットを緩める
鍵、ヒンジ、舵、ダッシュボード、マ
ストの装置やプーリーの動きを滑らか
にする。
洗浄の機械や工具、レーダー装置、
プーリーを洗浄、保護する。
ラベルをはがす。



鉄道産業 印刷業

WD-40®マルチユースプロダクトは地下鉄または鉄道
車両の機械部品の性能を高め、維持します。電気及
び回路の部品から湿気を取り除き、製品の故障を減
らし、車両操作の安全性を高めます。

WD-40®マルチユースプロダクトは印刷機の精密な
機械部品をメンテナンスするのに最適な製品であ
り、各パーツの摩耗を減らし、印刷機の寿命を延
ばすことが可能です。

地下鉄車両やレールコンバーターなどの機械部
品に効果的なメンテナンスが可能
機関車のシャフトとスライドドアの溝の動きを
滑らかにする
機関車の回路と電気部品の保護、除湿
ボルトやナットを錆から守る
錆びついたボルトやナットを簡単に緩めること
が可能

給紙・排紙システムの斜溝やローラーシャフト
を潤滑、洗浄する
トランスミッションカムシャフトの洗浄と注油
に用いることが可能
チェーンを洗浄、潤滑することで、ギアのかみ
合わせをよくし、防錆用インクロッドのネジを調
整する
スプロケットと車軸シートを潤滑、洗浄する
印刷機の空圧式スライドドアのメンテナンスに
用いることで、印刷の精度を高める
モーター部分を清潔に保ち、長時間の稼働を可
能にする
トルクレンチやゴムロール、硬度計などのプレス
サポートの洗浄とメンテナンスに用いる



採掘業

WD-40®マルチユースプロダクトは採掘現場におけるあらゆる種類の機械や電子機器を効率
的にメンテナンスし、機械の故障による損失を減らし、時間とコストを節約、作業効率を高
めます。

採掘設備のメンテナンス
機械の結合部やヒンジの部分を保護
し、錆を防ぐ
機器の摩擦を低減し、動作の一貫性を
高める
強力な除湿・防水性能により、金属部
品の寿命を延ばす
電気スイッチの接点をきれいにするこ
とで、より信頼度の高い機器性能を維
持する
ホコリの蓄積を防ぎ、機器の安定性を

1.

高める

安全系統の部品のメンテナンス
アンカー系統や足場の安全系統のボル
トやナットを保護する
油圧システムの金属の表面やヒンジの
表面を保護し、腐食を防ぎ、機器の安
定性を高める

2.

空気圧機器のメンテナンス
分解せずに空気圧ドリルや空気圧
ピック、その他の空気圧ツールの
性能を維持することが可能
ポンプシャフトとポンプホイール
ブレードの潤滑と清浄を行い、摩
耗を低減する

3.

電子機器のメンテナンス
回路の接点を保護し、湿気による
酸化やショートを防ぎ、回路の安
定性を維持する
電子機器のナットとボルトを保護
し、腐食を防ぐ

4.



金型のメンテナンス

WD-40®マルチユースプロダクトは効率的かつ簡単に金型の防錆洗浄とメンテナンスを実現し、耐久
年数を延長する。また、特定のプラスチック用金型の離型剤として使用され、生産効率の向上と生
産手順の簡素化による人的資源と材料資源の節約を実現する。

高密度の保護膜を形成することで、金型の
錆を効果的に防ぐことができる

WD-40®マルチユースプロダクトを吹きかけ
てさっと拭き取るだけで簡単に金型の洗浄
とメンテナンスが可能。簡単な構造で使い
やすい容器

1.

2.

特定のプラスチック製品の離型剤として使
用可能

腐食した金型の表面にWD-40®マルチユース
プロダクトをスプレーするだけで錆を除去
することが可能

3.

4.

WD-40®マルチユースプロダクトは効率的かつ簡単に金属の防錆洗浄とメンテナンスを実現し、
耐久年数を延長する。また、特定のプラスチック用金型の離型剤として使用され、生産効率の向上と
生産手順の簡素化による人的資源と材料資源の節約を実現する。



農業分野における用途 電気やエアーコンプレッサー
機器のメンテナンス

WD-40®マルチユースプロダクトは農機具の
可動部分を潤滑、洗浄し、腐食から守ること
によって、手入れが行き届いた状態を長期間
保つことが可能である。

バッテリーの腐食を防ぎ、湿式エンジン
の始動を補助する
詰まりや錆を除去し、固まって動かせな
くなった部品を緩める
きしむ車輪を潤滑し、清潔に保つととも
に錆から保護する
チェーンソーやヘッジトリマーを潤滑す
る
グリップの取り外しや、再装着時に使用
タップへの注油
塩化ビニルパイプからべたつきや接着剤
を取り除く

WD-40®マルチユースプロダクトは金属を効率的
にメンテナンスするのに最適な製品です。浸透
力が高いため、金属の表面について油や不純
物、水分などを効果的に除去し、防錆効果のあ
る膜を形成し、洗浄、潤滑した状態を維持しま
す。大手の電気工具ブランドも自社製品のメン
テナンスにWD-40®マルチユースプロダクトの使
用を推奨しています。

1. コンプレッサー用の機器のメンテナンスに：
コンプレッサー式の　ドライバー、レンチ、
ネイルガン、ドリル、せん断機、研磨剤など
を洗浄し、金属の表面を腐食から守る。

2. 電子機器のメンテナンス：
ドリルのチャックや柄の部分の潤滑、電気工
具表面の洗浄およびローターの整流子やその
他の機器を潤滑、洗浄する。



自動車産業

WD-40®マルチユースプロダクトは各パーツの潤滑、汚れや接着剤の除去、防錆、除湿効果に優れ
ているため自動車のメンテナンスを手軽で簡単にします。また、車のパフォーマンスを長期的に効
率化します。

イグニッションスイッチ、フードスプリン
グ、外部キャブレターリンケージなどを潤
滑する。
窓に張られたステッカーなどの接着剤や、
プラスチックによる変色、クロムについた
グリースや汚れなどを取り除く。
点火プラグやチェーン、ブレーキケーブ
ル、粘着性スロットルなどを洗浄し、除湿
することによって保護する。
真空ホースの接続部にスプレーすることに
よって、エンジンの漏れを発見することが
可能。

ワイパーやステアリング機構、ボンネット
ヒンジの連結部を潤滑し、動きを滑らかに
する。
バッテリー端子を酸化から守り、シリン
ダーとピストンをカーボン堆積物から保護
することによって自動車のパフォーマンス
効率を高める。
車のボンネットや排気管の錆を防止する。
塗料やクロムを傷つけることなくタールを
除去する。
固まったホイールナットに浸透し、固着を
緩める。




