
• pH pH2.0-10.0 で安定

pH < 4.0 粘度低下

pH > 10.0 粘度増加

• 塩: 相溶性あり

• アルコール：相溶性あり

• 界面活性剤：相溶性あり

• 油：相溶性あり

• 顔料：相溶性あり

• 処理顔料：全ての大東化成の表面処理と相溶性

あり

• 増粘剤：合成（カルボマーまたはポリアクリル酸）

および天然（キサンタンガムまたはセルロース誘

導体）と相溶性あり

• 皮膜剤：セルロース誘導体と相溶解性あり

• ビーズ：MAKIBEADSおよびCELLULOBEADS

と相溶性あり

• ファイバー：Nylon, RayonおよびPLAファイバー

と相溶性あり

Chemical and physical properties

• 外観：乳白色エマルション

• 臭い：特異臭

• 固形分 = 50±2%

• Tg = 10°C 

• pH = 6.5-8.5

• 粘度 = 1,000 mPa.s 

• 40℃以下で、工程の最後に加える。

• 使用が容易 ：低粘度

• すぐに使用可能：ポリマーの前分散または中和

の必要がない。

• ピールオフタイプの製品への皮膜形成剤として

• 使用量：0.1-60%

Use guideline
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• 透明で光沢のある皮膜を形成。

• カラー化粧品において色移り防止効果を付与。

• ピールオフ処方に適している。：水性ネイルおよ

びリップグロス

Formulation

COMPOSITION

INCI NAME
ACRYLATES/ETHYLHEXYL ACRYLATE 

COPOLYMER

表示名称
（アクリレーツ/アクリル酸エチル

ヘキシル）コポリマー

DAITOSOL 
5000PO

Cosmetic benefits

Performance properties

色移りなし

タックフリー

KEY 

BENEFITS

耐水性とクレンジング性の

優れたバランスピールオフ特性

皮膜形成剤
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Applications

The information presented within this sheet is offered in good faith, and is based on our present state of knowledge. It is offered for informational and evaluation purposes only.
Users of DAITO KASEI product should initiate their own testing to determine the suitability of this product for their intended purpose. DAITO KASEI assumes no liability or
responsibility for any damage to person or property resulting from the use of this product or the incorporation of this product into any final formulation or product. Statements
concerning the use of this product are not to be construed as a recommendation, suggestion or inducement to use the product in any way or within any formulation that is
unlawful to create or sell, that violates any applicable regulations or that infringes upon any patent. No liability arising out of such a use is assumed.
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DAITOSOL 5000PO

NAILS

DO/059 Peel Off Aqueous Manicure
DO/061 Concrete Nail Polish

DO/064 Peel Off Manicure Base
DO/070 Peel Off Aqueous Manicure

Product safety: （アクリレーツ/アクリル酸エチルヘキシル）コポリマーが非刺激物であることをCAMVA-14 days test

は示した。

Material Safety Data Sheets：別途、提出可能。

REACH: 免除されない場合、2018年5月に登録予定。

Safety and regulatory information

For additional information
Please contact:

DAITO KASEI EUROPE SAS
62 boulevard Henri Navier 
Taverparc Bât 5.2
95150 Taverny - FRANCE
 : +33(0)1 30 40 01 01 
 : +33(0)1 30 40 01 11
 : dkeurope@dkeurope.fr

HEAD OFFICE
DAITO KASEI KOGYO Co., LTD
1-6-28 Akagawa, Asahiku
Osaka - JAPAN
 : 81 6 6922 1632 
 : 81 6 6921 9562 

DAITO KASEI CHINA 
6F/room 612
555 Wuding road Jing An District 
Shangai, CHINA 200040
 : +86 21 32 53 25 16 

Peel Off Properties

LIPGLOSS

DLP/039 Peel Off Lipgloss

Peel Off Lipgloss Peel Off Aqueous Manicure

1. DAITOSOL 5000POを配合したリップグロス/水性マニ
キュアを唇/爪に塗布し、5分間乾燥させる。一枚で簡単に剥
がすことが可能。

Peel Off Eye Liner

指で
こする

水で洗う
ピール
オフ

2. DAITOSL 5000POとDAITOSOL 5000ADを配合
したアイライナーを肌に塗布し、5分間乾燥させる。水で
洗い流すと一枚で簡単に剥がすことが可能。

EYELINER

DE/018 Peel Off Eye Liner
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