
Sodium Carbomer for creating fresh texture
みずみずしさを創出するカルボマーNa

Features特 徴

◉ さらさらとした軽い触感
Smooth & Light texture

◉ マットな質感を付与
Giving matted surface

◉ よれを感じさせない使用感
Less creasing

◉ 易分散・中和不要 Easy to disperse and no neutralization process

◉ 良好なスプレー性
Good sprayability

アクペック MG N40R
AQUPEC MG N40R 表示名称

INCI Name
CAS No.        

： カルボマー Na
： Sodium Carbomer
： 9003-04-7

攪拌前
before stirring

攪拌直後
Just after stirring

1Hr攪拌
Stirred for 1Hr

0.5%水溶液
0.5% aqueous solution

AQUPEC　MG Carbomer

AQUPEC　MG Carbomer
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ジェルクリームのレオロジー挙動
Rheological behavior of gel cream

軽い
Light

重い
Heavy

降伏点
Yeild Point

Carbomer

AQUPEC MG

よれ
Creasing



HEAD OFFICE(OSAKA)
The Sumitomo Building　4-5-33 Kitahama,
Chuo-ku, Osaka 541-0041, Japan
TEL.+81-6-6220-8551 　FAX.+81-6-6220-8578
HEAD OFFICE(TOKYO)
Hulic Kudan Building 1-13-5 Kudan Kita,
Chiyoda-ku, Tokyo 102-0073, Japan
TEL.+81-3-3230-8548 　FAX.+81-3-3230-8530

ISO 9001
住友精化株式会社
JCQA－0171

2018.12.14
FP-P-1816-AQ

Concentration 
0.5%

Glycerin/Water
(90/10 w/w%)

AQUPEC MG Carbomer

Hand Cream  ● ハンドクリーム Milky Lotion● 乳液

Cleansing Gel● クレンジングジェル
用途例

Application

免責条項
（１）このカタログ（および情報）は、単なる宣伝および例証のみを目的に提供されているものであり、製品等に関して、いかなる約束、説明、または保証するものではありません。
　　本カタログ情報は、断りなく変更されるものである点をご了承ください。
（２）製品に関するすべての説明および保証は、別途、売買・サービス契約において規定されます。本カタログは契約の一部とはなりません。
（３）製品または本カタログに関するあらゆるお問い合わせは、下記までお問い合わせください。

DISCLAIMER
（１）This brochure (and the information contained herein) is provided solely for promotional and illustrative purposes only and is not intended to constitute any promise, representation or any kind of 　　
　　warranty as to any product or any other matter. The information in this brochure is subject to change without notice and is not intended to be relied upon.
（２）All representations and warranties relating to products are set out exhaustively in the relevant contract of sale or service, and nothing in this brochure shall be construed as adding to or altering 
      any term of such contract.
（３）Please refer all enquiries concerning any product or this brochure to SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO., LTD.

知的財産権に関するお知らせ
住友精化およびその製品、または第三者および第三者の製品を表した名称、イメージおよびロゴは、住友精化、および／または当該第三者の著作権、デザイン権および商標権に従います。本カタログの全部もしくは一部は、予め、住友精化、
または当該第三者の知的財産権者の事前の書面了解を得ることなく、複製、頒布、脚色、修正、再版、展示、放送または送信、もしくは、いかなる方法であれ、情報検索システムに保存することはできません。

Intellectual Property Right Notice
The names, images and logos identifying SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO., LTD., and its products, or third parties and their products are subject to copyright, design rights and trade marks of 
SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO., LTD., and/or any such third parties.  No part or parts of this brochure may be reproduced, distributed, adapted, modified, republished, displayed, broadcast or 
transmitted in any manner or by any means or stored in any information retrieval system without the prior written permission of SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO., LTD., or the relevant third party 
intellectual property right(s) owner.

機能化学品事業部　機能製品部 Functional Products Department　Functional Chemicals Division
本社（大阪）
〒541-0041 大阪市中央区北浜4丁目5番33号（住友ビル）
TEL.06-6220-8551 　FAX.06-6220-8578
本社（東京）
〒102-0073 東京都千代田区九段北1丁目13番5号（ヒューリック九段ビル）
TEL.03-3230-8548 　FAX.03-3230-8530

◉ 多価アルコールへの分散性が良好 Easy to disperse in polyhydric alcohol

適用例
Variation

ホットマッサージジェル
Hot Massage Gel

分散性 Dispersibility

多価アルコール Polyhydric alcoholポリマー
Polymer

10分撹拌
Stirred for 10min

AQUPEC MG
Carbomer

Good
Poor

グレード Grade AQUPEC MG

15,000 - 30,000

物 性
Physical

properties

白色粉末 White powder外観  Appearance

粒子形状  Particle shape

0.5%水溶液粘度  0.5% aq. Viscosity[mPa・s]

真球状
Spherical shape

グリセリン
Glycerin

ブチレングリコール
BG

プロピレングリコール
PG

ジプロピレングリコール
DPG

in-cosmetics North America Sensory Award 2018とは：
in-cosmetics主催イベントの一つ、Sensory barに出展し受賞した最優秀賞。in-cosmetics North Americaは2018年10月に開催された化粧品原料展示会。


