
KOBOディスパテック社KOBOディスパテック社
サンスクリーンディスパーション



KOBOディスパテック社技術の特徴①KOBOディスパテック社技術の特徴①

分散粒子のサイズを管理しています・分散粒子のサイズを管理しています。
（高い透明性・効果的UV遮蔽が期待できます）

【微粒子酸化チタン】【微粒子酸化チタン】
左：粉から分散させたもの
右：KOBO社ディスパーション

⇒高い透明性!!!
⇒効果的なUV遮蔽!!!



KOBOディスパテック社技術の特徴②

・充実したラインアップを取り揃えております。

KOBOディスパテック社技術の特徴②

HBPシリ ズCMIPシリ ズ

高SPF製剤を作るなら…

CM3Kシリーズ
シクロペンタシロキサン

HBPシリーズ
サリチル酸ブチルオクチル

CMIPシリーズ
シクロペンタシロキサン

+パルミチン酸エチルヘキシル

HP2Pシリーズ
水添ジデセン WBGシリーズ

水

GSシリーズ
ラウリン酸メチルヘプチル

パルミチン酸メチルヘプチル
水

軽い感触を求めるなら…

パルミチン酸メチルヘプチル

自然派志向なら…

SQPシリーズ
スクワラン

GCPシリーズ
トリ（カプリル／カプリン酸）

グリセリル

IOPシリーズ
パルミチン酸エチルヘキシル

用途に合わせてお選びいただけます。



KOBOディスパテック社技術の特徴②

各社の要望にお応えしたカスタムにも対応いたします。

様々なご要望にお応えいたします。是非ご相談ください。

日光ケミカルズ 市場開発部日光ケミカルズ 市場開発部
TEL：03-3662-7055



サンスクリーンディスパーション
シクロペンタシロキサンベ ス

サンスクリーンディスパーション
シクロペンタシロキサンベ ス～シクロペンタシロキサンベース～～シクロペンタシロキサンベース～

製品名
粉体配合

％
成分

一次粒子径
（nm）

シクロペンタシロキサンベースの分散物。シリコン高配合の高SPFサンケア製品に最適です。

％ （nm）

CM3K25VM-ALJ* 25
シクロペンタシロキサン、酸化チタン、PEG-10ジメチコン、ア
ルミナ、メチコン 10

シクロペンタシロキサン 酸化チタン PEG-10ジメチコン ア
CM3K40T4J* 40

シクロペンタシロキサン、酸化チタン、PEG-10ジメチコン、ア
ルミナ、メチコン 15

CM3K50XZ4J* 50
シクロペンタシロキサン、酸化亜鉛、PEG-10ジメチコン、アル
ミナ、メチコン 20

＊は医薬部外品に対応しております。



サンスクリーンディスパーション
水ベ ス～水ベース～

製品名
粉体配合

成分
一次粒子径

水ベースの分散物。O/W製剤に容易に配合できます。

製品名
％

成分
（nm）

WBG40ML 40
水、酸化チタン、シリカ、BG、カプリリルグリコール、
フェノキシエタノール 15

水 酸化チタ カ グ セ ポ ク
WBG40M40 40

水、酸化チタン、シリカ、BG、グリセリン、ポリアク
リル酸アンモニウム 15



サンスクリーンディスパーション

【エステル・炭化水素ベース】
キ ケ 化粧 使 れ 般的な油剤を たデ パ

製品名
粉体配合

％
成分

一次粒子径
（nm）

スキンケア化粧品に使われる一般的な油剤をベースにしたディスパーション

％ （nm）

IOPP40T7J* 40
パルミチン酸エチルへキシル、酸化チタン、ポリヒドロキシス
テアリン酸、アルミナ、メチコン 15

パルミチン酸エチルへキシル 酸化チタン ポリヒドロキシス
IOPP40VMJ * 40

パルミチン酸エチルへキシル、酸化チタン、ポリヒドロキシス
テアリン酸、アルミナ、メチコン 10

GCP35T7J         35
トリ（カプリル／カプリン酸）グリセリル、酸化チタン、ポリ
ヒドロキシステアリン酸、トリイソステアリン酸ポリグリセリ
ル 2 アルミナ メチコン

15
ル－2、アルミナ、メチコン

SQP35T7J         35
スクワラン、酸化チタン、ポリヒドロキシステアリン酸、アル
ミナ、メチコン 15

HP2P40VMJ
水添ジデセン 酸化チタン ポリヒドロキシステアリン酸 ア

HP2P40VMJ       40
水添ジデセン、酸化チタン、ポリヒドロキシステアリン酸、ア
ルミナ、メチコン 10

＊は医薬部外品に対応しております。



サンスクリーンディスパーション

【エステル・炭化水素ベース】
スキンケア化粧品に使われる一般的な油剤をベースにしたディスパーション

製品名
粉体配合

％
成分

一次粒子径
（nm）

IOPP50XZ4J
パルミチン酸エチルへキシル 酸化亜鉛 ポリヒドロキシステアリ

スキンケア化粧品に使われる 般的な油剤をベ スにしたディスパ ション

IOPP50XZ4J* 50
パルミチン酸エチルへキシル、酸化亜鉛、ポリヒドロキシステアリ
ン酸、メチコン 20

GCP50XZ4J 50
トリ（カプリル／カプリン酸）グリセリル、酸化亜鉛、ポリヒドロ
キシステアリン酸、トリイソステアリン酸ポリグリセリル－2、メ
チコン

20
チコン

SQP50XZ4J 50 スクワラン、酸化亜鉛、ポリヒドロキシステアリン酸、メチコン 20

HP2P50XZ4J 50 水添ジデセ 酸化 鉛 ポ ド キ 酸 20HP2P50XZ4J 50 水添ジデセン、酸化亜鉛、ポリヒドロキシステアリン酸、メチコン 20

＊は医薬部外品に対応しております。



サンスクリーンディスパーション

シリコンのさらっとした感触を残しつつ、O/W製剤にも簡単に配合できる分散物です。

製品名
配合粉体量

（％）
成分

一次粒子径
（nm）

CMIP40VMJ 40
パルミチン酸エチルへキシル、シクロペンタシロキサン、酸
化チタン ポリヒド キシ テアリン酸 アルミナ メチ 10CMIP40VMJ* 40 化チタン、ポリヒドロキシステアリン酸、アルミナ、メチコ
ン

10

CMIP50XZ4J* 50
パルミチン酸エチルへキシル、シクロペンタシロキサン、酸

20CMIP50XZ4J* 50
パルミチン酸 チル キシル、シクロ ンタシロキサン、酸
化亜鉛、ポリヒドロキシステアリン酸、メチコン 20

＊は医薬部外品に対応しております。薬 。



～植物由来ベースの分散物～
サンスクリーンディスパーション

【植物由来エステル油ベース】 ※NIKKOL GSシリーズをベースとした分散物

植物由来 スの分散物

製品名
配合粉体量

（％）
成分

一次粒子径
（ ）

製品名
（％）

成分
（nm）

MHPP40TISJ 40
パルミチン酸メチルへプチル、酸化チタン、ポリヒドロキシ
ステアリン酸、イソステアリン酸、水酸化アルミニウム 1５

MHPP50ZJEJ 50
パルミチン酸メチルへプチル、酸化亜鉛、ポリヒドロキシス
テアリン酸、ホホバエステル 20

製品名
配合粉体量

（％）
成分

一次粒子径
（nm）

MHLP50TIJ 50
ラウリン酸メチルへプチル、酸化チタン、ポリヒドロキシス
テアリン酸、イソステアリン酸、水酸化アルミニウム 10

MHLP50ZJEJ 50
ラウリン酸メチルへプチル、酸化亜鉛、ポリヒドロキシステ
アリン酸 ホホバ ステル 20MHLP50ZJEJ 50 アリン酸、ホホバエステル 20

【特徴】
・分散粒子径を管理しており 透明度が高く 効果的なUV遮蔽を実現できます・分散粒子径を管理しており、透明度が高く、効果的なUV遮蔽を実現できます。
・植物由来の油剤をベースにしております。
・シリコン系の表面処理剤を使用しておりませんのでナチュラルコスメに最適です。



～植物由来ベースの分散物～
サンスクリーンディスパーション

IT’S NEW 植物由来 スの分散物

【スクワラン（植物由来）ベ ス】 ※NIKKOL シ ガ スクワランをベ スとした分散物

製品名
配合粉体量

（％）
成分

一次粒子径
（nm）

【スクワラン（植物由来）ベース】 ※NIKKOL シュガースクワランをベースとした分散物

SSQP40TIJ 40
スクワラン、酸化チタン、ポリヒドロキシステアリン酸、イ
ソステアリン酸、水酸化アルミニウム 10

SSQP50ZJEJ 50
スクワラン、酸化亜鉛、ポリヒドロキシステアリン酸、ホホ

20SSQP50ZJEJ 50
スクワラン、酸化亜鉛、ポリヒド キシステアリン酸、ホホ
バエステル 20

【特徴】
・分散粒子径を管理しており、透明度が高く、効果的なUV遮蔽を実現できます。
・植物由来の油剤をベースにしております。
・シリコン系の表面処理剤を使用しておりませんのでナチュラルコスメに最適です・シリコン系の表面処理剤を使用しておりませんのでナチュラルコスメに最適です。



高SPF処方を実現
～HBPシリーズ～HBPシリ ズ

【特徴】
・無機粉体の分散性に非常に優れたサリチル酸ブチルオクチル

をベースにした分散物ですをベ スにした分散物です。

・紫外線吸収剤フリー処方でも高いUV遮蔽効果を実現します。
・様々な紫外線吸収剤との相様性も高く光安定作用もあるため、ケミカル併用 処方にも最適です。
・W/O製剤にもO/W製剤にも簡単に配合できます。

製品名 粉体配合量
（％）

成分 一次粒子径
（nm）

HBP50T7J 50 サリチル酸ブチルオクチル、酸化チタン、ポリヒドロ
キシステアリン酸、アルミナ、メチコン

15

HBP50XZ4J 50 サリチル酸ブチルオクチル 酸化亜鉛 ポリヒドロキ 20HBP50XZ4J 50 サリチル酸ブチルオクチル、酸化亜鉛、ポリヒドロキ
システアリン酸、メチコン

20


