生活を豊かにするテクノロジー
コロイダルシリカ水性分散体

持続可能な発展は、すべての関係者に価値をもたら
す本当のビジネスチャンスだと考えられます。
弊社は、
少量の資源を多角的に利用できるよう日々努
力しています。
それは、
生態系の中からエコプレミアム
な製品を生み出していくことで、
従来の製品よりも、
持
続可能な発展に寄与するからです。
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無限の可能性に
満ちた世界
私たちの使命は少ない資源で
より多くの事を達成すること

一人の人として、
また会社として、私たちの未来は私たちの
革新能力にかかっています。少ない資源で価値を生みなが
ら、一方で再生可能エネルギーや、素材を最大限に活用す
る必要があります。弊社はそれを新たな機会と捉え、顧客
と社会全般により多くの価値をもたらすよう努めています。
弊社の Levasil コロイダルシリカには、優れた開発力があ
ります。
この製品は2種類の天然成分(砂と水)から由来し、
コロイダルシリカは他の製品と製造プロセスの基幹機能を
増強し、改善することができます。弊社顧客の製品は優れた
機能を示し，最終的には業務オペレーションと環境保全の
面で持続可能な発展を実現しています。
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次のレベルへ前進

全面的なソリューション

半導体の平坦化表面や倉庫のコンクリートフロアの研磨、
大きな 構 造 や 複 雑 な 金 型 の 作 成、及 び 多 種 多 様 な 表 面 の
コーティングや保護でも、Levasil コロイダルシリカは製品の効
率や持続性、及び性能を高めるのに役立ちます。
常に複数のアプリケーションや業界に適した多機能かつ革新
的なコロイダルシリカ・ソリューションを開発・提供しています。
弊社のコミットメントは、すべての顧客や専門のユーザー、及び
ディーラーに一貫した高品質の製品を提供することです。

Levasil コロイダルシリカはほぼ全て
の産業や国で使われています。見える
ものも見えないものも含め、塗装や
研磨、無数の製品や材料などの製造
に使われており、私たちが日常生活
を送るうえで欠かせないものとなっ
ています。
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コロイダルシリカは低コストで使いやす
く環境に優しい製品で、電動バイクでよ
く使われているゲルやAGM電池に適し
ています。

コンクリート応用において、
例 え ば プ レ キ ャ ス ト・
コ ン クリ ート に お い て 、
コロイダルシリカの効果は
非常に高く、強度向上や耐久
性向上目的で使用されます。

ディー ゼ ル エンジン に お いて
は、コロイダルシリカは高純度
バインダーとして触媒性能を向
上させ、汚染された空気やガス
の 排 出 量を削 減 することがで
き、発電所でも同様の効果を実
現することができます。

コロイダルシリカを添加することによ
り、ケイ酸塩無機塗料やエラストマー系
クールルーフコーティングなど多くの
タイプのコーティングの防汚性能を改
善することができます。

コロイダルシリカは、病院、図書館、その他多くの
公共•個人の建築物において、防火ガラスの発泡
性耐火内層材料にも使用されています。

コロイダルシリカは鋳物
金型の製造に役立ち、
より
細かい繊細さと耐熱性を
有し、航空機部品の精密鋳
型 鋳 造 によく用 いられて
います。
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弊社には、5種類のコロイダルシリカのご用意があります。
異なる対イオンや表面改質、pHなどのパラメーターを調整
して様々なグレードを作ることができ、顧客の求める用件
を満たします。

Anionic particles
Sodium stabilized

日常を豊かに
コロイダルシリカは、シリコン、ガラス、
サファイア、その他の精密基板材料(例え
ば、スマートフォン画面)の成形、平滑化、
研磨に適した「ハイテク」研磨材として使
用されています。
すべてのLevasilコロイダルシリカ製品は水性分散体であり、
色は透明から乳白色、または白色等で、色は粒の大きさや粒
の分布に依ります。

シリカ（二酸化ケイ素）は、地殻の中で最も豊富な酸化物鉱
物です。他の酸化物鉱物と同時に存在可能で、砂などに単
独でも存在します。
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画期的な
イノベーションを提供
r

表面積
30–1100 m2/g

粒子径
2–150 nm

pH 2–11

シリカ化学と技術のイノベーションを
持って、顧客の成功に貢献します。
顧 客 の ニ ーズ に 対 応 する た め 、弊 社
の科学者は幅広いコロイダルシリカ・
ソリュー ション の 組 み 合 わ せ を 開 発
し 続 け て い ま す。様 々 な グ レ ード の
コロイダルシリカを提供し、弊社は顧客の
応用に適切なコロイダルシリカ製品を提
供しています。

その製品の組み合わせ全部の製品は、
ISO
9001と14001で認証されたグローバル製
造事業所ネットワークで生産されてい
ます。

弊社は、コロイダルシリカ分野で80年の
豊富な経験を持ち、60年間をかけて開
発した新規コロイダルシリカを開発しま
Levasilコロイダルシリカ製品の組合せは した。安全、健康影響への配慮、環境保
広範囲な粒子の大きさ、比表面積、構造、 全は、弊社の経営方針の根本にあり、常
濃度、pH、表面電荷と表面改質を含み に安全性と健康への影響に配慮してい
ます。
ます。
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効果最大化の実現
様々な分野に適用
される必須成分
コロイダルシリカは様々な分野に応用でき、
日々増加する製品
の機能性を高めることに貢献しています。
しかし、適切なコロイ
ダルシリカを選択することはチャレンジにもなります。
それは、
コロイダルシリカは、微粒子の形態，粒子の大きさ，
イオンの
種類の細かな違いが幅広く選択が難しいのですが、弊社の専
門知識を有する担当者が最適な製品をご提案し、要望にお応
えいたします。

Levasil® は Nouryon の登録商標です。
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飲料清澄化

コーティング

ゲルやAGM電池

油井

飲料の清澄化用途では、弊社の製品は機能性加 推奨製品
工補助剤として使用され、液体中の不要成分を Levasil BF16 L
除去します。
Levasil BF30
Levasil BF36 AM

コロイダルシリカはコスト効果やハンドリング、
環境効果に非常に優れています。バルブ制御式
鉛酸(VRLA)バッテリーに硫酸ゲルを使用し、固
体電解質(ゲル・バッテリー)を得ることができ、
吸着式ガラス繊維綿(AGM)バッテリーでは成層
化現象の抑制ができます。

推奨製品
Levasil GB1000
Levasil GB2000
Levasil GB3000
Levasil GB7000

弊 社 の 製 品 は 、汚 れ
防止や硬度向上、顔料
分 散 改 善、オープンタ
イム 延 長 などにより、
コーティングの機能向
上を実現します。

適用例
装飾用塗料
無機及び断熱塗料
付着防止塗料
保護コーティング
ウッドコーティング

コロイダルシリカは、油井用セメントに添加す
ることにより強度向上とセッティングタイム短
縮を実現します。
また、セメントスラリーをより
正確に注入することが可能になります。

推奨製品
Levasil CC151
Levasil CC301
Levasil CC401
Levasil CT20 DH
Levasil CT24 PL

推奨製品
Levasil OF8
Levasil OF30
Levasil OF36
Levasil OF50
Levasil OF75

触媒

コロイダルシリカはその安定した表面積や粒子
径、高純度により、触媒用には理想的な材料で
す。高温におけるすぐれたバインダー性能によ
り、触媒の機械的安定性を向上させます。

表面研磨

弊社製品は、“ハイテク”研磨用としてシリコン、
各種メタル、
ガラス、サファイア、その他精密基
盤材料に使用されます。

推奨製品
Levasil CA316 PNL
Levasil CA320 DH
Levasil CA414 PNM
Levasil CA420 PNH
Levasil CA425 H

推奨製品
Levasil SP1049
Levasil SP1088 C
Levasil SP3088 D
Levasil SP3089
Levasil SP5089

建築材料

コロイダ ルシリカは、建
築業界に広く応用されて
おり、油井セメント工事や
地盤強化において強度向
上や耐久性向上目的で使
用されます。

水処理

適用例
コンクリート
地盤補強
コンクリート研磨鏡面
仕上げ

コロイダルシリカは水処理にも適用可能で、固
形分の濾過性改善や有機成分除去能を強化し
ます。

推奨製品
Levasil CB25 A
Levasil CB30
Levasil CB45 A
Levasil CB75 LS
Levasil CB8

推奨製品
Levasil WT50
Levasil WT80
Levasil WT85
Levasil WT100
Levasil WT110

鋳造

弊社製品は、複雑な形状や高温に
晒される精密鋳造用バインダーと
して使用されます。また、耐火繊
維バインダーやセラミックス鋳造
などにも使用されます。

その他適用例

適用例
精密鋳造
鋳造
耐火物

そのフレキシブル な 応 用 力 は、コロイダ ル
シリカ の 典 型 的 な 特 徴 で す。そ の 他 に も
コロイダルシリカの用途は多岐に渡りますの
で、関連する内容が本文中にない場合は、弊社
までご連絡下さい。

推奨製品
Levasil FO830
Levasil FO1440
Levasil FX80
Levasil FX170
Levasil FX4063

適用例
接着剤
洗浄用品
紙
顔料とフィラー
プラスチックフィルム
織物材料と織物
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確かな供給と
一貫した品質
スウェーデン

ブラジル
リオデジャネイロ
米国ウィスコンシン州
グリーンベイ

弊社は全世界に生産拠点を持ち、顧客に高品
質、安定、
そして信頼性のあるコロイダルシリカ
を提供します。
顧客は弊社との信頼関係を結び、
世界的なリーダーメーカーに発展しています。
また、販売にのみ注力するのではなく、顧客の求める解決策に寄与すること
が大切だと考えています。弊社は、顧客がライフサイクル全体への挑戦を行う
一助になります。それは、投資や生態効果の分析から製造過程での水力発電
や、持続可能な原材料を用いる等、広範囲に及びます。製品のマネージメント
と製品のコントロール、技術と販売への配慮と同様に、そのような”挑戦”を非
常に重要と考えています。弊社は、製品を安全に処理して使用されることを希
望しています。
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米国ジョージア州
オーガスタ

ドイツ
レバークーゼン

ドイツ
ヴルツェン

台湾
大甲
中国
広州

Nouryon の世界へようこそ
世界各地の基礎化学工業各社との強固
なパートナーシップを保ち、顧客各社の
生産に日々貢献しています。それは、紙製
品、
プラスティック、建築資材、
日用品に至
るまで、幅広い業種に対応しています。弊
社の従業員は安全性を高めながら、持続
可能な発展と技術革新を希求し、世界各
地の８０ヶ国以上で顧客と共に事業を展
開しております。

躍進する企業風土
弊社には400年の歴史があり、常に研究
開発に莫大な資金を投入し、革新を希求
しています。
より安全で持続可能な製品と
技術を創造し、自社の能力を高めていき
ます。弊社はオープンな環境下で仕事を
行い、外部協力も積極的に取り入れてお
ります。潜在力を引き上げ、化学工業を持
続可能な発展に導くよう努めております。

10 000
人以上の従業員

80

か国以上の足跡
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お問い合わせ
詳 細 な 製 品 情 報、サンプル 請
求、技術サービス等につきまし
ては、ウェブサイトよりメールに
てお問い合わせ頂くか、または
最寄の営業所へご連絡下さい。
colloidalsilica.nouryon.com、
colloidal.silica@nouryon.com

ヨーロッパ

アジア

アメリカ

スウェーデン
Nouryon Pulp and Performance
Chemicals AB
Levasil Colloidal Silica
SE-445 80 Bohus
Sweden

台湾
Nouryon Asia Pte. Ltd Taiwan Branch

アメリカ
Nouryon Pulp and Performance

電話: +46 31 587000

台湾台中市公益路2段51号6階B1,
408
台湾
電話: +886 4 2327 0520

ドイツ
Nouryon Chemicals GmbH
Levasil Colloidal Silica
Am Coloneum 2
50829 Cologne
Germany

中国
Nouryon Chemicals
(Guangzhou) Co Ltd
上海事務所：中国、上海、
南京西路1788年、国際
センター22階、200 040

電話: +49 221 99 585 0

電話: +86 21 22205000

Chemicals LLC
1850 Parkway Place, Suite 1200
Marietta, GA 30067
USA
電話：+1 770 578 0858

ブラジル
Nouryon Pulp and Performance
Industria Quimica Ltda
Rodovia Dom Gabriel
Paulino Bueno Couto km 65,2
Jundiaí SP 13212-240
Brazil

All information concerning these products and/or
suggestions for handling and use contained herein are
offered in good faith and are believed to be reliable.
Nouryon, however, makes no warranty as to accuracy and/
or sufficiency of such information and/or suggestions, as to
the product's merchantability or fitness for any particular
purpose, or that any suggested use will not infringe any
patent. Nouryon does not accept any liability whatsoever
arising out of the use of or reliance on this information,
or out of the use or the performance of the product.
Nothing contained herein shall be construed as granting
or extending any license under any patent. Customer must
determine for himself, by preliminary tests or otherwise,the
suitability of this product for his purposes. The information
contained herein supersedes all previously issued
information on the subject matter covered. The customer
may forward, distribute, and/or photocopy this document
only if unaltered and complete, including all of its headers
and footers, and should refrain from any unauthorized use.
Don’t copy this document to a website.

電話:+55 11 4589 4800

Levasil® は、世界中のいくつかの国における Nouryon の登録商標です。

弊社は化学工業において、
リーダーシップの地位を確立しています。世界各地の基
礎化学工業各社との強固なパートナーシップを保ち、顧客各社の生産に日々貢献し
ています。
それは、紙製品、
プラスティック、建築資材、
日用品に至るまで、幅広い業種
に対応しています。弊社の400年に渡る歴史、10000人の従業員はサービス精神に
溢れ、事業成長力を高める営業、安全に配慮しながら、持続可能な発展と技術革新
を希求し、世界各地の８０ヶ国以上で顧客と共に事業を展開しております。弊社ブ
ランドとして、Eka, Dissolvine,Trigonox,Berol等多くの業界リーダーブランドが傘下
にあります。

nouryon.com

