
KOBO PRODUCTS     

COLOR DISPERSION
【特徴】

COLOR DISPERSION
【特徴】
カラーディスパーションはメイク製品に使用する無機顔料や
有機レーキ顔料を液中に分散させた製品です。

《作業環境》
①製造時の粉散りを防ぐため作業環境を改善できます。

《分散性》
②ペースト状のため、分散性に優れ、作業工程を短縮できます。
③調色時のロットぶれ スケールアップ時の色ぶれを軽減できます③調色時のロットぶれ、スケールアップ時の色ぶれを軽減できます。
④メイク製剤の発色・艶感を向上できます。

《ラインアップ》《ラインアップ》
⑤様々なベースのディスパーションを取りそろえておりますので、

用途に合わせて、お選びいただけます。
⑥お好みの原料を使用し、カスタムディスパ-ションにも対応いたします。⑥お好みの原料を使用し、カスタムディスパ ションにも対応いたします。
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COLOR DISPERSION
【特徴】

COLOR DISPERSION

KOBO社手撹拌 機械攪拌
（4500rpm×3min）

3本ローラー
（3回）

KOBO社
ﾃﾞｨｽﾊﾟｰｼｮﾝ

（ベンガラ分散物）
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Figure.1 ディスパーションの発色・分散性
粉体から作成したペーストよりもはるかに、分散

Figure.2 ディスパーションの発色・分散性-2
ディスパーション（右）は粉体から分散させるよ粉体 作成 た トよりもはる 、分散

性に優れ、発色・艶感が向上した。また、粒残り
などの問題も生じなかった（ベンガラ）。

（ ） 粉体 分散
り（左）、塗布表面が滑らかで発色・艶感も高い。
（赤色201号）
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Figure.３. 色差計による発色（明度）の評価
分光色差計*により明度を測定した。その結果、ディ
スパーションは、粉体を各方法でペーストにしたも
のより明らかに明度が高かった（n=3) *SE6000

Figure.4 グラインドゲージによる、分散性の
評価
JIS K5101に基づいたグラインドゲージ法により分
散性を評価した。ディスパーションは分散性が良く、のより明らかに明度が高かった（n=3)。*SE6000 

(NIPPON DENSHOKU INDUSTRIES CO., LTD.) 均一な分散状態を示した。※各ペーストについて10
倍希釈したものを測定した。測定値はディスパーショ
ンとの相対比で示した。
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【ラインアップ】

/ / / デ

シリコンベース

W/O・W/Si
リキッドファンデーション用

グリセリンベース
（BGシリーズ）

O/Wリキッドファンデーション用

シリコンベ ス
（FASシリーズ）

ジ

（BGシリ ズ）

水ベース
（GLWシリーズ）

ジメチコンベース
（FANDシリーズ）

水ベース
（高分子ポリマ 配合）

（GLWシリ ズ）

ジリノール酸
ジイソプロピル

ベース
（DIDWシリーズ）

（高分子ポリマー配合）
（WSJシリーズ）

アイライナ マスカラ用（DIDWシリ ズ）

合成ワックスベース
（SWシリ ズ）

アイライナー・マスカラ用

※その他、多数取り揃えております。

（SWシリーズ）

口紅・リップグロス用
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【W/O・W/Si化粧下地・リキッドファンデーション】

①FASシリーズ
揮発性シリコンをベースにしたカラーディスパーションです。
W/Oリキッドファンデーションなどの調色に適しています。

製品名 粉体配合量 組成製品名 粉体配合量
（％）

組成

FAS70USI 70
酸化ﾁﾀﾝ、ｼｸﾛﾍﾟﾝﾀｼﾛｷｻﾝ、PEG/PPG-18/18ｼﾞﾒﾁｺﾝ、ﾄﾘｴﾄｷｼｶﾌﾟﾘﾘﾙｼﾗﾝ

FAS55ERSI 55
赤酸化鉄、ｼｸﾛﾍﾟﾝﾀｼﾛｷｻﾝ、PEG/PPG-18/18ｼﾞﾒﾁｺﾝ、ﾄﾘｴﾄｷｼｶﾌﾟﾘﾘﾙｼﾗﾝ

FAS50EYSI 50
黄酸化鉄 ｼｸﾛﾍﾟﾝﾀｼﾛｷｻﾝ PEG/PPG 18/18ｼﾞﾒﾁｺﾝ ﾄﾘｴﾄｷｼｶﾌﾟﾘﾘﾙｼﾗﾝFAS50EYSI 50
黄酸化鉄、ｼｸﾛﾍﾝﾀｼﾛｷｻﾝ、PEG/PPG-18/18ｼﾞﾒﾁｺﾝ、ﾄﾘｴﾄｷｼｶﾌﾘﾘﾙｼﾗﾝ

FAS60EBSI 60
黒酸化鉄、ｼｸﾛﾍﾟﾝﾀｼﾛｷｻﾝ、PEG/PPG-18/18ｼﾞﾒﾁｺﾝ、ﾄﾘｴﾄｷｼｶﾌﾟﾘﾘﾙｼﾗﾝ
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COLOR DISPERSIONCOLOR DISPERSION
【W/O・W/Si化粧下地・リキッドファンデーション】

②FANDシリーズ
ジメチコンをベースにしたカラーディスパーションです。
D5フリータイプの処方にお使いいただけます。
W/Oリキッドファンデーションなどの調色に適しています。

製品名 粉体配合量 組成製品名 粉体配合量
（％）

組成

FAND65USI 65
酸化ﾁﾀﾝ、 ｼﾞﾒﾁｺﾝ、 PEG/PPG-18/18 ｼﾞﾒﾁｺﾝ、 ﾄﾘｴﾄｷｼｶﾌﾟﾘﾘﾙｼﾗﾝ

FAND55RSI 55
赤酸化鉄、ｼﾞﾒﾁｺﾝ、 PEG/PPG-18/18 ｼﾞﾒﾁｺﾝ、 ﾄﾘｴﾄｷｼｶﾌﾟﾘﾘﾙｼﾗﾝ

FAND45YSI 45FAND45YSI 45
黄酸化鉄、ｼﾞﾒﾁｺﾝ、 PEG/PPG-18/18 ｼﾞﾒﾁｺﾝ、 ﾄﾘｴﾄｷｼｶﾌﾟﾘﾘﾙｼﾗﾝ

FAND60BSI 60
黒酸酸化鉄、ｼﾞﾒﾁｺﾝ、 PEG/PPG-18/18 ｼﾞﾒﾁｺﾝ、 ﾄﾘｴﾄｷｼｶﾌﾟﾘﾘﾙｼﾗﾝ
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COLOR DISPERSIONCOLOR DISPERSION
【口紅・リップグロス】

③SWシリーズ③SWシリ ズ
合成ワックスをベースにしたカラーディスパーションです。
口紅・リップグロスなどの調色に適しています。

製品名 粉体配合量（％） 組成

SW65U 65 酸化ﾁﾀﾝ、合成ﾜｯｸｽ、ﾄﾘｲｿｽﾃｱﾘﾝ酸ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾁﾀﾝ

SW60ER 60 赤酸化鉄 合成 ｸｽ ﾄﾘｲ ｽ ﾘ 酸ｲ ﾟ ﾋﾟ ﾁﾀSW60ER 60 赤酸化鉄、合成ﾜｯｸｽ、ﾄﾘｲｿｽﾃｱﾘﾝ酸ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾁﾀﾝ

SW50EY 50 黄酸化鉄、合成ﾜｯｸｽ、ﾄﾘｲｿｽﾃｱﾘﾝ酸ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾁﾀﾝ

SW55EB 55 黒酸化鉄、合成ﾜｯｸｽ、ﾄﾘｲｿｽﾃｱﾘﾝ酸ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾁﾀﾝSW55EB 55 黒酸化鉄、合成 ｸ 、 ﾘ ﾃ ﾘ 酸 ﾁﾀ

SW30R6 30 合成ﾜｯｸｽ、赤色20１号、ﾄﾘｲｿｽﾃｱﾘﾝ酸ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾁﾀﾝ

SW30R7C 30 合成ﾜｯｸｽ、赤色202号、ﾄﾘｲｿｽﾃｱﾘﾝ酸ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾁﾀﾝ

SW30R30A 30 合成ﾜｯｸｽ、赤色226号ｱﾙﾐﾆｳﾑﾚｰｷ、ﾄﾘｲｿｽﾃｱﾘﾝ酸ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾁﾀﾝ

SW40Y5A 40 合成ﾜｯｸｽ、黄色4号ｱﾙﾐﾆｳﾑﾚｰｷ、ﾄﾘｲｿｽﾃｱﾘﾝ酸ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾁﾀﾝ

SW40Y6ASW40Y6A 40 合成ﾜｯｸｽ、黄色5号ｱﾙﾐﾆｳﾑﾚｰｷ、ﾄﾘｲｿｽﾃｱﾘﾝ酸ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾁﾀﾝ

SW30B1A 30 合成ﾜｯｸｽ、青色1号ｱﾙﾐﾆｳﾑﾚｰｷ、ﾄﾘｲｿｽﾃｱﾘﾝ酸ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾁﾀﾝ
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【口紅 リ プグロス】【口紅・リップグロス】

④DIDWシリーズ
ジリノール酸ジイソプロピルをベースにしたカラーディスパーションです。
口紅・リップグロスなどの調色に適しています。

製品名 粉体配合量 組成製品名 粉体配合量
（％）

組成

DIDW50DF 50 酸化ﾁﾀﾝ、ｼﾞﾘﾉｰﾙ酸ｼﾞｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ、ｲｿｽﾃｱﾘﾝ酸ﾎﾟﾘｸﾞﾘｾﾘﾙ-4、ｾﾁﾙｼﾞﾒﾁｺﾝﾎﾟ
ﾘｵｰﾙ、ﾗｳﾘﾝ酸ﾍｷｼﾙ、ﾌﾙｵﾛ(C9-15）ｱﾙｺｰﾙﾘﾝ酸、ｱﾙﾐﾅ

DIDW40DRF 40 赤酸化鉄、ｼﾞﾘﾉｰﾙ酸ｼﾞｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ、ｲｿｽﾃｱﾘﾝ酸ﾎﾟﾘｸﾞﾘｾﾘﾙ-4、ｾﾁﾙｼﾞﾒﾁｺﾝﾎﾟﾘ
ｵｰﾙ、ﾗｳﾘﾝ酸ﾍｷｼﾙ、ﾌﾙｵﾛ(C9-15）ｱﾙｺｰﾙﾘﾝ酸

45 黄酸化鉄 ｼﾞﾘﾉｰﾙ酸ｼﾞｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ ｲｿｽﾃｱﾘﾝ酸ﾎﾟﾘｸﾞﾘｾﾘﾙ-4 ｾﾁﾙｼﾞﾒﾁｺﾝﾎﾟﾘｵDIDW45DYF 45 黄酸化鉄、ｼ ﾘﾉｰﾙ酸ｼ ｲｿﾌﾛﾋﾙ、ｲｿｽﾃｱﾘﾝ酸ﾎﾘｸ ﾘｾﾘﾙ-4、ｾﾁﾙｼ ﾒﾁｺﾝﾎﾘｵ
ｰﾙ、ﾗｳﾘﾝ酸ﾍｷｼﾙ、ﾌﾙｵﾛ(C9-15）ｱﾙｺｰﾙﾘﾝ酸

DIDW55DBF 55 酸化鉄、ｼﾞﾘﾉｰﾙ酸ｼﾞｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ、ｲｿｽﾃｱﾘﾝ酸ﾎﾟﾘｸﾞﾘｾﾘﾙ-4、ｾﾁﾙｼﾞﾒﾁｺﾝﾎﾟﾘｵｰ
ﾙ、ﾗｳﾘﾝ酸ﾍｷｼﾙ、ﾌﾙｵﾛ(C9-15）ｱﾙｺｰﾙﾘﾝ酸
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【O/Wリキッドファンデーション】

⑤BGシリーズ
グリセリンをベースにしたカラーディスパーションです。
O/Wリキッドファンデーション・UV下地などの調色に適しています。

製品名 粉体配合量 組成製品名 粉体配合量
（％）

組成

BG60PFCQ 60
酸化ﾁﾀﾝ、 BG、 水、 ｱﾙﾐﾅ、 ｼﾘｶ、 ﾎﾟﾘｸｵﾀﾆｳﾑｰ7

BG60GRQ 60
赤酸化鉄、BG、水、ﾎﾟﾘｸｵﾀﾆｳﾑｰ7

45BG45GYQ 45
黄酸化鉄、BG、水、ﾎﾟﾘｸｵﾀﾆｳﾑｰ7

BG55GBQ 55
黒酸化鉄、BG、水、ﾎﾟﾘｸｵﾀﾆｳﾑｰ7Q
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【O/W系化粧下地・リキッドファンデーション、アイライナー、マスカラ】

⑥WSJシリーズ
水をベースにした高分子ポリマー配合カラーディスパーションです。
O/Wリキッドファンデーション、アイライナー、マスカラなど
の調色に適しています。

製品名 粉体配合量 組成製品名
（％）

組成

WSJ28PFAMP 28 水、酸化ﾁﾀﾝ、(ｱｸﾘﾚｰﾂ/ｱｸﾘﾙ酸ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)ｺﾎﾟﾘﾏｰ、ﾗｳﾚｽ-21、ﾌｪﾉｷｼｴﾀﾉｰﾙ、(ｱｸﾘ
ﾙ酸Na/ｱｸﾘﾛｲﾙｼﾞﾒﾁﾙﾀｳﾘﾝNa)ｺﾎﾟﾘﾏｰ、AMP、ｱﾙﾐﾅ、ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾍﾞﾝ、ｴﾁﾙﾊﾟﾗﾍﾞﾝ､ﾌﾟﾛﾋﾟﾙ
ﾊﾟﾗﾍﾞﾝ、ｼﾘｶ

( / 酸 ) ﾟ 酸 ( 酸 / ﾞ

WSJ22ERAMP 22
水、(ｱｸﾘﾚｰﾂ/ｱｸﾘﾙ酸ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)ｺﾎﾟﾘﾏｰ、赤酸化鉄、(ｱｸﾘﾙ酸Na/ｱｸﾘﾛｲﾙｼﾞﾒﾁﾙﾀｳﾘ
ﾝNa)ｺﾎﾟﾘﾏｰ、ﾌｪﾉｷｼｴﾀﾉｰﾙ、AMP、ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾍﾞﾝ、ｴﾁﾙﾊﾟﾗﾍﾞﾝ、ﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾊﾟﾗﾍﾞﾝ、ﾌﾞﾁﾙﾊﾟﾗﾍﾞ
ﾝ、ｲｿﾌﾞﾁﾙﾊﾟﾗﾍﾞﾝ

WSJ20EYAMP 20 水、(ｱｸﾘﾚｰﾂ/ｱｸﾘﾙ酸ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)ｺﾎﾟﾘﾏｰ、黄酸化鉄、(ｱｸﾘﾙ酸Na/ｱｸﾘﾛｲﾙｼﾞﾒﾁﾙﾀｳﾘ
N ) ﾎﾟﾘ ﾉｷｼ ﾀﾉ ﾙ AMP ﾒﾁﾙ ﾟ ﾞ ﾁﾙ ﾟ ﾞ ﾟ ﾋﾟﾙ ﾟ ﾞWSJ20EYAMP 20

ﾝNa)ｺﾎﾟﾘﾏｰ、ﾌｪﾉｷｼｴﾀﾉｰﾙ、AMP、ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾍﾞﾝ、ｴﾁﾙﾊﾟﾗﾍﾞﾝ、ﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾊﾟﾗﾍﾞﾝ

WSJ22BNF 22 水、(ｱｸﾘﾚｰﾂ/ｱｸﾘﾙ酸ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)ｺﾎﾟﾘﾏｰ、黒酸化鉄、(ｱｸﾘﾙ酸Na/ｱｸﾘﾛｲﾙｼﾞﾒﾁﾙﾀｳﾘ
ﾝNa)ｺﾎﾟﾘﾏｰ、ﾌｪﾉｷｼｴﾀﾉｰﾙ、AMP、ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾍﾞﾝ、ﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾊﾟﾗﾍﾞﾝ、ｴﾁﾙﾊﾟﾗﾍﾞﾝ

WSJ24UBAMP
24 水、(ｱｸﾘﾚｰﾂ/ｱｸﾘﾙ酸ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)ｺﾎﾟﾘﾏｰ、ｸﾞﾝｼﾞｮｳ、(ｱｸﾘﾙ酸Na/ｱｸﾘﾛｲﾙｼﾞﾒﾁﾙﾀｳﾘﾝ

Na)ｺﾎﾟﾘﾏｰ、ﾌｪﾉｷｼｴﾀﾉｰﾙ、AMP、ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾍﾞﾝ、ｴﾁﾙﾊﾟﾗﾍﾞﾝ､ﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾊﾟﾗﾍﾞﾝ、ﾌﾞﾁﾙﾊﾟﾗﾍﾞﾝ、
ｲｿﾌﾞﾁﾙﾊﾟﾗﾍﾞﾝ
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【O/Wリキッドファンデーション】

⑦GLWシリーズ
水をベースにしたカラーディスパーションです。
O/Wリキッドファンデーション・UV下地などの調色に適しています。

製品名 粉体配合量 組成

只今、準備中
製品名 粉体配合量

（％）
組成

GLW75PFAP-MP 75
（リニューアル準備中）

※今しばらくお待ちください。

GLW55GRAP 55

45

※今しばらくお待ちください。

GLW45GYAP 45

GLW60GBAP 60
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COLOR DISPERSIONCOLOR DISPERSION

【カスタム対応いたします！】【カスタム対応いたします！】

各社様で現在お使いの原料などでも
カスタムディスパーションの試作もカスタムディスパ ションの試作も
承っております。

お気軽にお問い合わせください。お気軽にお問い合わせください。
日光ケミカルズ（株）営業部

TEL：03-3662-7055


