
塑性加工油	

水溶性切削油	

分類	 製品名	 外観	
色	

動粘度
（40℃）	

引火点	銅板腐食（1h）	 主成分	
特徴及び用途	

荷姿	

ASTM	 mm2/s（cSt）	 ℃	 100℃	 脂肪油	 硫黄	 20L	 200L	

加
工
油	

RIS PRESS PY010K　 無色透明	
＋30以上    
（セーボル

ト）	
0.9	 36	 1	 ○	 －	

非鉄・珪素鋼板等の薄板の打抜き、曲げ加工等。リンスフリータイ
プ。	

－	 ○	

RIS PRESS PY011K 淡黄色透明	 L0.5	 1.1	 44	 1	 ○	 －	
非鉄・珪素鋼板等の薄板の打抜き、曲げ加工等。                                                                       
有機則非該当のリンスフリータイプ。	

○	 ○	

RIS PRESS PY013K　 無色透明	
＋30以上    
（セーボル

ト）	
1.3	 67	 1	 ○	 －	

銅、アルミに対する加工性、耐食性に優れる。特に銅管の曲げ、拡
管加工に最適。リンスフリータイプ。	

○	 ○	

RIS PRESS PY015K 淡黄色透明	 L0.5	 1.5	 66	 1	 ○	 －	
非鉄・珪素鋼板等の薄板の打抜き、曲げ加工等。                                                                                    
有機則非該当のリンスフリータイプ。	

○	 ○	

RIS PRESS PY016K　 黄褐色透明	 L1.5	 1.6	 56	 1	 ○	 －	
非鉄・珪素鋼板等の薄板の打抜き、絞り、曲げ加工等。リンスフ
リータイプ。	

○	 －	

RIS PRESS PY022　 微黄色透明	 L0.5	 2.2	 94	 1	 ○	 －	
アルミ、銅の引抜き加工及びアルミ板の絞り、打抜き加工等。                                                   
低臭気の上潤滑性にも優れる。	

○	 ○	

RIS PRESS PY024K　 無色透明	
＋30以上    
（セーボル

ト）	
2.4	 86	 1	 －	 －	

銅、アルミに対する加工性、耐食性に優れる。特に銅管の曲げ、拡
管加工に最適。第3石油類でリンスフリータイプ。	

○	 ○	

RIS PRESS PY120　 褐色透明	 L1.5	 12.4	 172	 1	 ○	 －	
燒結金属のサイジングプレス油。                                                                                             
低臭気、低ミストで、皮膚刺激性が少なく防錆性にも優れる。	

○	 ○	

RIS PRESS PY330　 淡黄色透明	 1.0	 33.2	 148	 2	 －	 －	
銅、アルミ合金等非鉄金属の絞り、打抜き加工。                                                             
低臭気で、乳化洗浄性に優れ、加工後は容易に水洗いが可能。	

○	 －	

RIS PRESS PY600　 暗褐色透明	 D8.0	 57.9	 206	 1	 ○	 ○	 炭素鋼、合金鋼の絞り加工等。防錆性、脱脂性が良好。	 ○	 －	

冷
間
鍛
造
油	

RIS PRESS RT300　 淡黄色透明	 L1.0	 30.3	 216	 1	 ○	 ○	
チタン合金のスウェージング加工油。                                                                                  
高引火点で加工性に優れ、成型品の傷や型の磨耗を防止する。	

○	 ○	

RIS PRESS RT350　　 暗赤色半透明	 L5.0	 35.4	 156	 1	 ○	 ○	
冷間鍛造、絞り加工油。型寿命を延長するとともに防錆性にも優
れ、成型品や型を錆から守る。	

○	 ○	

RIS PRESS RT450　　 褐色半透明	 L3.5	 45.3	 200	 1	 ○	 ○	
硫黄系極圧剤、特殊添加剤を配合し、加工性に優れた一般冷間
鍛造油。	

－	 ○	

RIS PRESS RT460　　　 褐色半透明	 L3.5	 46.2	 222	 1	 ○	 ○	
冷間鍛造加工等。加工性に優れ、傷や型の磨耗を防止する。防錆
性が良好。	

－	 ○	

RIS PRESS RT500　　 赤褐色半透明	 5.5	 49.5	 190	 1	 ○	 ○	
硫黄系極圧剤、特殊添加剤を配合した冷間鍛造油。                                                         
加工性に優れ、成型品の傷や型の磨耗を防止する。	

○	 ○	

RIS PRESS RT670　　 暗褐色透明	 L7.0	 66.5	 234	 1	 ○	 ○	
炭素鋼等のボルトホーマー、冷間鍛造加工及びプレス加工油。                                            
加工性に優れ、成型品の傷や型の磨耗を防止する。	

－	 ○	

RIS PRESS RT690　 暗赤色半透明	 5.5	 69.0	 210	 1	 ○	 ○	
鋼から非鉄金属まで幅広く使用できる汎用冷間鍛造油。                                                   
加工性、防錆性に優れる。	

－	 ○	

RIS PRESS RT720　　　 暗褐色透明	 L7.0	 72.3	 252	 1	 ○	 ○	
鋼、合金鋼のボルト・ナットフォーマー油。プロホーマーRT670の油
煙対策品。	

－	 ○	

分類	 製品名	
JIS分類	

希釈濃度％	
希釈液の外観	

ｐH	
加工性	 適用材質	

2次　性能	 特長及び用途	
荷姿	

種　号	 目視	 鋼	 アルミ	 鋼	 ｱﾙﾐ	 銅	 20L	 200L	

型	

RIS CUT SX-B A1-1	
切削加工　5～
10　研削加工　
2～5	

乳白色ｴﾏﾙｼﾞｮ
ﾝ	

10.2	 △	 －	 ○	 －	 ◎	 △	
一般切削に幅広く使用可能。銅及び銅合金に対する防食性に優れる。
アミンフリー。	

○	 ○	

RIS CUT SX-10 A1-1	 5～10	
乳白色ｴﾏﾙｼﾞｮ

ﾝ	
10.3	 △	 －	 ○	 －	 ◎	 △	 一般切削に幅広く使用可能。銅の加工も可能。アミンフリー。	 ○	 ○	

RIS CUT SX-12 A1-2	 5～10	
乳白色ｴﾏﾙｼﾞｮ

ﾝ	
9.4	 ○	 －	 ○	 －	 ○	 △	 一般切削に幅広く使用可能。防錆性、防食性が良好。	 ○	 ○	

RIS CUT SX-17 A1-2	 5～10	
乳白色ｴﾏﾙｼﾞｮ

ﾝ	
9.5 	 ◎	 ◎	 ◎	 ◎	 －	 ◎	

炭素鋼・合金鋼及びステンレス鋼の切削加工。アルミニウム合金の防
食性に優れる為、油剤の統一が可能。	

○	 ○	

RIS CUT SX-22M A1-2	 5～10	
乳白色ｴﾏﾙｼﾞｮ

ﾝ	
9.9 	 －	 －	 －	 －	 －	 △	 マグネシウム合金の切削に最適。乳化安定性良好。	 ○	 －	

RIS CUT SX-23A A1-2	 5～10	
乳白色ｴﾏﾙｼﾞｮ

ﾝ	
9.4 	 △	 ◎	 ○	 ◎	 ○	 ◎	 アルミニウム合金の防食性に優れ、潤滑性・耐腐敗性が良好。	 ○	 ○	

RIS CUT SX-24A A1-2	 5～10	
乳白色ｴﾏﾙｼﾞｮ

ﾝ	
9.4 	 ○	 ◎	 ○	 ◎	 ○	 ◎	 アルミニウム合金の防食性に優れている。	 ○	 ○	

RIS CUT SX-25A A1-2	 5～10	
乳白色ｴﾏﾙｼﾞｮ

ﾝ	
9.8 	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 △	 アルミニウム合金や銅合金の加工も可能。アミンフリー。	 ○	 ○	

RIS CUT SX-27A A1-2	 5～10	 微白色半透明	 9.0 	 ◎	 ◎	 ◎	 ◎	 －	 ◎	
アルミニウム合金・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼及びステンレス鋼の切削加工。
耐腐敗性、消泡性が良好。	

○	 ○	

RIS CUT SX-28A A1-2	 5～10	
乳白色ｴﾏﾙｼﾞｮ

ﾝ	
9.4 	 ◎	 ◎	 ◎	 ◎	 －	 ◎	

アルミニウム合金・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼及びステンレス鋼の切削加工。
耐腐敗性、防錆性、防食性が良好。	

○	 ○	

RIS CUT SX-200A A1-2	 5～10	 微白色半透明	 9.9 	 ◎	 ◎	 ◎	 ◎	 ○	 ◎	
鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼及びアルミニウム合金に対応。耐
腐敗性、消泡性に優れたマイクロエマルジョンタイプ。	

○	 ○	

RIS CUT SX-240A A1-2	 5～10	
乳白色ｴﾏﾙｼﾞｮ

ﾝ	
9.4 	 ○	 ◎	 ○	 ◎	 ○	 ◎	

アルミニウム合金の防食性に優れ、幅広い材質に適用。初期分散性に
も優れる。	

○	 ○	

型	

RIS CUT SY-61 A2-1	 3～10	 無色半透明	 9.3 	 ○	 －	 ○	 －	 －	 ○	 鋳鉄・炭素鋼・合金鋼の切削加工。耐腐敗性が良好。	 ○	 ○	

RIS CUT SY-63 A2-1	 3～10	 微白色半透明	 9.3 	 ◎	 －	 ◎	 －	 －	 ○	 合金鋼及びステンレス鋼の切削加工。耐腐敗性が良好。	 ○	 ○	

RIS CUT SY-64 A2-1	
切削加工　3～
10　研削加工　
3～5	

微青色透明	 9.0 	 ○	 －	 ○	 －	 ○	 ○	
シンセティックタイプ。一般切削・研削加工に幅広く使用可能。耐腐敗性、
消泡性が良好。低臭気でベタツキが少ない。	

○	 ○	

RIS CUT SY-65 A2-1	
切削加工　3～
10　研削加工　
3～5	

微青色透明	 9.4 	 △	 －	 ○	 －	 －	 ◎	
シンセティックタイプ。炭素鋼・合金鋼の切削・研削加工。耐腐敗性、消
泡性が良好。	

○	 ○	

RIS CUT SY-66 A2-1	
切削加工　3～
10　研削加工　
3～5	

無色透明	 9.5 	 ◎	 －	 ◎	 －	 －	 ◎	
シンセティックタイプ。炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の切削加工。耐腐
敗性、消泡性が良好。	

○	 ○	

RIS CUT SY-67A A2-2	 3～10	 微白色半透明	 8.6 	 ◎	 ○	 ◎	 ○	 －	 ◎	
セミシンセティックタイプ。アルミ合金・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼及びステン
レス鋼の切削加工。アルミ合金の防食性に優れ、耐腐敗性が良好。	

○	 ○	

　	 JIS分類A1は10％希釈液、A2・A3は3.3％希釈液	 ◎優又は最適　　○良又は適　　△可	 　	 　	



水溶性切削油	

分類	 製品名	
JIS分類	

希釈濃度％	
希釈液の外観	

ｐH	
加工性	 適用材質	

2次　性能	 特長及び用途	
荷姿	

種　号	 目視	 鋼	 アルミ	 鋼	 ｱﾙﾐ	 銅	 20L	 200L	

型	

RIS CUT SY-68A A2-2	 3～10	 微白色半透明	 9.0 	 ◎	 ◎	 ◎	 ◎	 ○	 ◎	
セミシンセティックタイプ。アルミニウム合金・銅及び銅合金・鋳鉄・炭素鋼
並びにステンレス鋼の切削加工。潤滑性、耐腐敗性が良好。	

○	 ○	

RIS CUT SY-71 A2-1	
切削加工　3～
10　研削加工　
3～5	

無色透明	 9.0 	 ○	 －	 ○	 －	 －	 ○	
シンセティックタイプ。炭素鋼・合金鋼の切削、研削加工。混入油との分離
性が良好。	

○	 ○	

RIS CUT SY-72 A2-1	
切削加工　3～
10　研削加工　
3～5	

無色透明	 8.9 	 ◎	 －	 ◎	 －	 －	 ◎	
シンセティックタイプ。合金鋼、ステンレス鋼等の難削材の重切削、研削加
工。消泡性、混入油との分離性が良好。	

○	 －	

RIS CUT SY-500IT A2-1	 3～10	 微黄色透明	 9.4 	 ○	 △	 ◎	 ○	 －	 ○	
防錆性能に優れたシンセティックソルブルタイプ。炭素鋼、合金鋼のロール
フォーミング、ドリル、フライス、タップ加工等。	

－	 ○	

RIS CUT SY-555H A2-1	
切削加工　3～
10　　　研削加
工　3～5	

微青色透明	 9.6 	 ○	 △	 ◎	 ○	 △	 ○	
シンセティックソルブルタイプ。炭素鋼、合金鋼の旋削、ドリル、フライス、
タップ加工、研削加工等。非常に低臭気で消泡性にも優れる。	

○	 ○	

RIS CUT SY-GC A2-2	 3～10	 微白色半透明	 8.5 	 ◎	 △	 ◎	 ○	 ○	 ○	 セミシンセティックタイプ。アルミニウム合金や銅合金の加工も可能。	 ○	 ○	

RIS CUT SY-GR A2-2	 研削加工　2～5	 無色透明	 8.7 	 －	 －	 ◎	 ◎	 ○	 ○	
研削加工専用液。アルミニウム合金や銅合金の加工も可能。消泡性が良
好。	

○	 ○	

ソリュー
ション型	

RIS CUT SZ-80 A3-1	 研削加工　2～5	 無色透明	 9.1 	 －	 －	 ○	 －	 －	 ◎	
鋳鉄・炭素鋼の研削加工。サファイアガラス・セラミックスに対し良好な研削
性を示す。防錆性、消泡性が良好。	

○	 ○	

RIS CUT SZ-82 A3-1	 研削加工　2～5	 無色透明	 9.8 	 －	 －	 ○	 －	 －	 ◎	 消泡性を重視した研削加工専用液。良好な研削性も兼ね備える。	 ○	 －	

　	 JIS分類A1は10％希釈液、A2・A3は3.3％希釈液	 ◎優又は最適　　○良又は適　　△可	 　	 　	

塑性加工油	

分類	 製品名	 外観	

色	
動粘度
（40℃）	

引火点	銅板腐食（1h）	 主成分	

特徴及び用途	

荷姿	

ASTM	 mm2/s（cSt）	 ℃	 100℃	 脂肪油	 硫黄	 20L	 200L	

冷
間
鍛
造
油	

RIS PRESS RT730　　　　　　　赤褐色半透明	 5.5	 73.4	 216	 1	 ○	 ○	
自動多段プレス加工用の冷間鍛造油。加工性に優れ、成型品の傷や型
の磨耗を防止し、型寿命の延長が可能。	

○	 ○	

RIS PRESS RT1200　　　 暗褐色半透明	 6.0	 121.0	 198	 1	 ○	 ○	
冷間鍛造、絞り加工等。                                                                                                        
加工性に優れ、傷や型の磨耗を防止する。防錆性が良好。	

○	 ○	

RIS PRESS RT1350　　　 暗褐色透明	 D8.0	 137.3	 180	 1	 ○	 ○	
ステンレス材、一般鋼材の冷間鍛造、絞り加工等。                                                              
極圧性に優れ、成型品の傷や型の磨耗を防止する。	

○	 ○	

転
造
油	

RIS PRESS TZ120　　　 褐色透明	 L2.5	 11.6	 170	 4	 ○	 ○	
炭素鋼のネジ転造油。仕上げ面の向上とダイス寿命を延長し、低粘度
のため油剤持出し量の低減が図れる。	

－	 ○	

RIS PRESS TZ340　　　　 褐色透明	 L2.5	 34.4	 210	 1	 ○	 ○	
焼入れ鋼、合金鋼、ステンレス鋼のネジ転造油。仕上げ面の向上とダイ
ス寿命を延長。生分解性が高い環境に優しい油剤。	

○	 ○	

RIS PRESS TZ360　 淡黄色透明	 L1.0	 35.5	 266	 3	 ○	 ○	
炭素鋼、合金鋼のネジ転造加工。高引火点（危険物非該当）の転造油。
生分解性が高く、環境に優しい油剤。	

－	 ○	

油	

RIS PRESS A　　　　　　　　　　　淡黄色透明	 L0.5	 7.39	 152	 1	 ○	 －	 アルミフィンプレス及び非鉄金属の絞り、打抜き加工等。	 ○	 ○	

RIS PRESS NR-002　　　　　　　　　　　　　　　無色透明	
＋30以上    
（セーボル

ト）	
1.38	 63	 1	 －	 －	 アルミ板、一般鋼板等の薄板の絞り、曲げ、打抜き加工等。	 －	 ○	

RIS PRESS NR-003 無色透明	
＋30以上    
（セーボル

ト）	
2.05	 81	 1	 －	 －	 アルミ板、一般鋼板等の薄板の絞り、曲げ、打抜き加工等。	 ○	 ○	

RIS PRESS NR-008 無色透明	
＋30以上    
（セーボル

ト）	
2.06	 80	 1	 －	 －	 アルミ板、一般鋼板等の薄板の絞り、曲げ、打抜き加工等。	 －	 ○	

RIS PRESS NR-009 淡黄色透明	 L0.5	 2.28	 85	 1	 －	 －	 アルミフィンプレス油。薄板鋼板等の打抜き、曲げ加工等。	 ○	 ○	

RIS PRESS NR-010 無色透明	
＋30以上    
（セーボル

ト）	
1.35	 61	 1	 －	 －	 アルミフィンプレス油。薄板鋼板等の打抜き、曲げ加工等。	 ○	 ○	

RIS PRESS NR020 無色透明	
＋30以上    
（セーボル

ト）	
2.06	 80	 1	 －	 －	 アルミフィンプレス油。薄板鋼板等の打抜き、曲げ加工等。	 ○	 ○	

RIS PRESS NR-030 無色透明	
＋30以上    
（セーボル

ト）	
2.50	 86	 1	 －	 －	 アルミフィンプレス油。薄板鋼板等の打抜き、曲げ加工等。	 ○	 ○	

RIS PRESS NR-040 無色透明	
＋30以上    
（セーボル

ト）	
3.05	 91	 1	 －	 －	 アルミフィンプレス油。薄板鋼板等の打抜き、曲げ加工等。	 ○	 ○	
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   Product Information 
 

■本製品の取扱いについては、「製品安全データシート」（MSDS）及び容器に記入の注意事項を充分に熟読の上、ご利用ください。 

■掲載されている性状・性能等は代表値であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更される事があります。 

 

 

日興産業株式会社 

                                                          2016-11-01 

RIS PRESS RT460C(Z) 
 

 

 

RIS PRESS RT460C(Z)は、精製鉱油に硫黄系極圧剤、特殊添加剤を配合した不水溶性の塑性加工油です。 

 

用   途     冷間鍛造加工等 

 

特   長     １．加工性に優れ、成型品の傷を防止します。 

 

           ２．型寿命を延長することができます。 

 

           ３．非塩素系の油剤です。 

 

代表性状 

 

                       

 

 

   

 

 

 

測 定 項 目 代 表 値 

外観 褐色半透明 

密度     15℃   g/cm3 ０．８７８３ 

色      ASTM Ｌ２．０ 

引火点   (COC)     ℃ ２３４ 

流動点            ℃ －２７．５ 

動粘度   @40℃  mm2/s  ４４．２８ 

銅板腐食        100℃,1H １a 

脂肪油分  mass% ４．４ 

硫黄分   mass% ０．５３ 

塩素分   mass% － 

酸価     mgKOH/g － 



     日興産業株式会社 

   Product Information 
 

■本製品の取扱いについては、「製品安全データシート」（MSDS）及び容器に記入の注意事項を充分に熟読の上、ご利用ください。 

■掲載されている性状・性能等は代表値であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更される事があります。 

 

 

NIKKO SANGYO CO., Ltd. 
                                                          2014-05-01 

RIS PRESS ＲＴ1200C 
 

 

 

 

RIS PRESS RT1200C は精製鉱油に硫黄系極圧剤、特殊添加剤を配合した不水溶性の塑性加工油です。 

 

用   途       冷間鍛造加工、絞り加工等 

 

特   徴     １．加工性に優れ、成型品の傷や型の摩耗を防止します。 

 

           ２．非塩素系の油剤です。 

 

           ３．防錆性を有します。 

 

代表性状 

 

                       

 

 

   

 

 

測 定 項 目 代 表 値 

外観 赤褐色半透明 

密度   15℃   g/cm3 ０．９８６ 

色     ASTM D８．０ 

引火点  (COC)     ℃         ２００ 

流動点           ℃ －１０．０ 

動粘度  @40℃  mm2/s  １２３ 

銅板腐食       100℃,1H １a 

脂肪油分 mass% ８．９ 

硫黄分   mass% ２．４ 

塩素分   mass% － 

全酸価   mgKOH/g    － 


