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１）提案商品の概要 Suggested Product Plan Overview 建議商品的概要
主な配合成分 Main Ingredients 主要的配合成分
コラーゲン(北海道産サケ由来)
Collagen (from Hokkaido Salmon) 膠原蛋白（北海道鮭魚）
コンドロイチン（北海道産サケ由来）
Chondroitin (from Hokkaido Salmon) 軟骨素（北海道鮭魚）
クマザサエキス（北海道産クマザサ由来）
Low Striped Bamboo Extract (from Hokkaido Low striped bamboo)
低條紋竹提取物（北海道低條紋竹）
アロニア FD 粉末（北海道産アロニア由来、アントシアニン）
Aronia FD Powder (from Hokkaido Aronia, contains Anthocyanin)
阿尼亞 FD 粉（北海道阿尼亞，含有花青素）
ヒアルロン酸（北海道産サケ由来）
Hyaluronic Acid (from Hokkaido Salmon) 玻尿酸（北海道鮭魚）
カシスエキス Black Currant Extract 黑加侖提取物
マリーゴールド色素（ルテイン・ゼアキサンチン）
Marigold Pigments (Lutein, Zeaxanthin) 萬壽菊色素（葉黃素，玉米黃素）
ビタミン C Vitamin C 維生素 C
ビタミン E Vitamin E 維生素 E
ビタミン B12

Vitamin B12 維生素 B12

酸化亜鉛 Zinc Oxide 氧化鋅
酸化第二銅 Cupric Oxide

氧化銅
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商品コンセプト Product Concept 產品概念
疲れ眼、眼のかすみ、ドライアイなど日々の眼に関する悩みを解決しながら、将来的な白
内障や加齢黄斑変性になりにくくするように設計しています。WHO の調査では、失明原因
として白内障が１位、加齢黄斑変性が 3 位です。これらの疾患は失明にまでいたらなくて
も、手術を必要とする状態にまで陥ったり、快適な日常生活に支障をきたすレベルまで達
することが多くありますので、提案商品のサプリメントにこれら疾患の予防要素を加えて
おります。
The product is planned to reduce the futrue risk of having catract and age-related macular
degeneration by taking care of day-to-day eye related problem such as, eyestrain, blurred
vision and dryeye. According to WHO research, cataract is ranked first and age-related
macular degeneration is ranked third as a cause of blindness . These eye related diseases
often reach to a level that requires surgery and interferes comfortable daily life even if these
diseases do not reach to a state of blindness. Supplement we are proposing here has
ingredients that prevents these diseases.
累的眼睛，視力模糊，幹眼，而涉及的解決方案，這些天的日常眼的問題，我們的目的是很
難成為未來的白內障和年齡相關性黃斑變性。在世界衛生組織的研究中，白內障是排名第一
的致盲原因是年齡相關性黃斑變性是 3 位。即使這些疾病沒有達到失明，或下降到需要的手
術，因為那裡經常達到與舒適的日常生活干擾的電平的狀態。這將是對添加這些疾病的預防
元件中補充一個好主意。
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目の構造と栄養 Structure & Nutrition of Eyes 結構和營養眼

【角膜 Cornea 角膜】
コラーゲンやコンドロイチンによって作られます。そのため、提案商品にコラーゲン、コ
ンドロイチンを配合しました。
Cornea is made from collagen and chondroitin. Our proposed product is formulated with
collagen and chondroitin.
角膜是由膠原蛋白和軟骨素進行。我們所提出的產品配方中的膠原蛋白和軟骨素。
【房水 Aqueous humor 房水】
血液から作られ、血管のない角膜や水晶体に栄養を届けます。濃度は血液よりも濃いです。
ビタミン C を積極的に摂取している人は白内障になりにくいといと日本の厚生労働省が発
表しています。そのため、提案商品にビタミン C を配合しました。
Aqueous is made from blood, and delivers nutrients to the cornea and crystalline lens which
has no blood vessels. Concentration of it is thicker than blood. According to the Ministry of
Health Labour and Welfare of Japan, people who are taking vitamin C is less likely to have
cataract. Therefore, we formulated vitamin C in the proposed product.
水溶液是從血液製成，並提供營養，角膜和晶狀體具有無血管。它的濃度比血厚。根據衛生
勞動和日本福利部，人們服用維生素 C 是誰不太可能有白內障。因此，我們制定了維生素 C
的建議的產品。
【水晶体 Crystalline Lens 晶狀體】
紫外線や AGEs(特にペントシジン)の蓄積により白濁すると白内障になると言われています。
そのため、提案商品に、ペントシジン生成阻害作用のあるクマザサエキスを配合しました。
When crystalline lens is clouded by the accumulation of ultraviolet rays and AGEs
(especially pentosidine), the condition is called cataract. Therefore, the proposed goods, we
formulated Low striped bamboo extract which inhibits pentosidine generation.
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當晶狀體被紫外線和終產物（特別是戊糖）的積累白濁，這種情況稱為白內障。因此，建議
貨，我們制定了低條紋竹提取物能抑制戊糖生成。
【毛様体筋 Ciliary muscle 睫狀肌】
水晶体のピント合わせをする筋肉で、カシスエキスがこの働きをサポートしますので提案
商品に配合しました。
Ciliary muscle is a muscle that adjusts the focus of the lenses. Black currant support the
muscle, thus we fomulated into the proposed product.
睫狀肌是肌肉，調整上述透鏡的焦點。黑加侖支持肌肉，因此，我們制定了到建議的產品。
【硝子体 Vitreous Body 玻璃體】
ヒアルロン酸により構成されています。そのため、提案商品にヒアルロン酸を配合してい
ます。
Vitreous body is composed by hyaluronic acid. Therefore, we formulated the hyaluronic acid
in the proposed product.
玻璃體由透明質酸組成。因此，我們制定了透明質酸在建議的產品。
【網膜 Retina 視網膜】
ロドプシンを再合成し映像を電気信号に変換します。ロドプシンの再合成にはアントシア
ニンが関与しているため、アントシアニンの豊富なアロニア FD 粉末を提案商品に配合して
います。
Retina re-synthesizes rhodopsin to convert the image into an electrical signal. Since
anthocyanin is related to the re-synthesis of rhodopsin, we formulated aronia FD powder
which is rich in anthocyanin into the proposed product.
視網膜重新合成的視紫紅質，將圖像轉換成電信號。因為花青素是關係到再合成視紫紅質，
我們配製阿尼亞 FD 粉末，其含有豐富的花色苷成提議的產品。
【黄斑 Macula lutea 黃斑】
網膜の黄斑部には視神経がたくさん集まっており、ルテインやゼアキサンチンが多く存在
しています。そのため、ルテインやゼアキサンチンを豊富に含むマリーゴールド色素を提
案商品に配合しています。
A lot of optic nerves are gathered into the macular of retina, and there are many lutein and
zeaxanthin. Therefore, we formulated marigold pigments which is rich in lutein and
zeaxanthin rich into the proposed product.
很多視神經都聚集到視網膜的黃斑，而且有很多葉黃素和玉米黃素。因此，我們制定了萬壽
菊色素含有豐富的葉黃素和玉米黃質豐富到建議的產品。
【視神経 Optic nerve 視神經】
脳に電気信号を伝えます。ビタミン B12 が関与していると言われていますので、提案商品
にビタミン B12 を配合しています。
Optic nerve tells an electrical signal to the brain. Since vitamin B12 is related to it, we
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formulated the vitamin B12 into the proposed product.
視神經講述電信號到大腦。由於維生素 B12 是與此相關的，我們制定了維生素 B12 到建議的
產品。
モノが見える仕組み Mechanism of Vision 視覺機理
映像が角膜を通して眼に入る。
Image enters eyes through cornea.
圖像通過角膜進入眼睛。

毛様体筋によって水晶体の厚みを調節する。
Cliary muscle adjusts the thickness of crystalline lens.
餘由睫狀肌調節透鏡的厚度。

水晶体の厚みを変えてピントを合わせる。
Adjusting focus by changing the thickness of crystalline lens.
通過改變晶狀體的厚度調節焦點。

硝子体を通って網膜に映像が逆さまに映る。
The image goes through vitreous body, and is reflected on retina inverted.
圖像經過玻璃體，並在視網膜倒置被反射。

網膜の桿体細胞にあるロドプシンを再合成し映像を電気信号に変える。
The image turned into an electrical signal by re-synthesizing rhodopsin in rods of the retina.

該圖像變成電信號通過重新合成的視紫紅質在視網膜桿。

電気信号が視神経を通じて脳に送られる。
Electrical signal is sent to brain through optic nerve.
電信號通過視神經傳送到大腦。

脳が映像を認識し『見える』
The brain recognizes the image as "vision"
大腦識別形象，“看”
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アメリカの加齢眼病研究（AREDS）Age-Related Eye Disease Study of the US (AREDS) 美
國年齡相關性眼病研究（AREDS）
2001 年 10 月に発表された加齢性眼疾患研究（Age-Related Eye Disease Study；AREDS)、
及び 2013 年 5 月に発表されたその追跡調査（AREDS2）から、最も信頼のおける結果が得
られました。
The most reliable data is obtained from Age-Related Eye Disease Study; (AREDS) in
October 2001 and the follow-up study of AREDS (AREDS2) in May 2013.
最可靠的數據是從年齡相關性眼病研究獲得的; （AREDS）於 2001 年 10 月 AREDS
（AREDS2）的 2013 年 5 月的隨訪研究。
米国国立眼科研究所がスポンサーとなって実施された規模の極めて大きな研究である
AREDS では、3,500 人を超える被験者が参加し、これらの被験者について平均で 6.3 年間
追跡調査が行われました。
この結果、高用量の亜鉛、ビタミン C、ビタミン E 及びβ-カロテンからなる抗酸化サプリ
メントの摂取が、加齢黄斑変性(AMD)に非常に高い効果があることがわかりました。
AREDS is a large scale study which is sponsored by US National Eye Institute. In this study,
more than 3,500 people are participated as subjects, and follow-up study for these subjects
took an average of 6.3 years.
As a result of the study, taking antioxidant supplement that contains a high dose zinc,
vitamin C, vitamin E and β- carotene is highly effective for age-related macular degeneration
(AMD).
AREDS 是由美國國家眼科研究所主辦的大規模研究。在這項研究中，超過 3500 人參加的科
目，以及後續研究這些受試者平均要花 6.3 年。作為這項研究的結果是，服用抗氧化劑補充劑，
含有高劑量的鋅，維生素 C，維生素 E 和 β-胡蘿蔔素是年齡相關性黃斑變性（AMD）非常有
效。
AREDS2 では、
全米 85 ヵ所の研究施設で 4,200 人の AMD の患者さんが 5 年間にわたる追
跡調査の対象となり、AREDS 開始時点から得られた眼の栄養に関する新しい知見を取り込
む試みが行われました。この結果、3 つのことがわかりました。
In AREDS2, 4,200 AMD patients who are in 85 research facilities in US are subject to five
year follow-up study. In this study, new findings on nutrition of eye which is obtained from
AREDS are tested. As a result of the study, three things are found.
在 AREDS2，4200 AMD 患者誰是 85 研究機構在美國受到到五年的隨訪研究。在這項研究
中，這是從 AREDS 上獲得的眼睛營養的新發現進行了測試。作為這項研究的結果是，三件
事情被發現。
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① AREDS で見出された抗酸化サプリメントとルテイン・ゼアキサンチンの摂取は加齢黄
斑変性(AMD)により効果的であること。
Taking antioxidant supplement that is found in AREDS, lutein and zeaxanthin is highly
effective for age-related macular degeneration (AMD).
服用抗氧化劑的補充是 AREDS 發現，葉黃素和玉米黃質是高度有效的年齡相關性黃斑
變性（AMD）
。
② 魚油に由来するω-3 脂肪酸（EPA と DHA）は加齢黄斑変性(AMD)のリスク低減に効果
が無かったこと。
Ω-3 fatty acids derived from fish oil (EPA and DHA) has no effect on risk reduction
of age-related macular degeneration (AMD).
Ω-3 脂肪酸源於魚油
（EPA 和 DHA），對減少風險沒有影響年齡相關性黃斑變性
（AMD）
。
③ β-カロテンがルテインとゼアキサンチンの吸収を阻害すると考えられること。
β- carotene inhibits the absorption of lutein and zeaxanthin.
β-胡蘿蔔素抑制葉黃素和玉米黃質的吸收。
この結果、この研究グループは、以下の抗酸化サプリメントにルテインとゼアキサンチン
をプラスすることを推奨しています。
・酸化亜鉛 80 mg/日 （酢酸亜鉛のような他のタイプでも 25 mg の低用量であれば可能）
・酸化第二銅 2 mg/日 （亜鉛によって引き起こされる銅の欠乏症を相殺するために）
・ビタミン C 500 mg/日
・ビタミン E 400 IU/日（国際単位） （これより高い用量は摂取しないこと）
・ルテイン 10 mg/日 （これより高い用量も可能）
・ ゼアキサンチン 2 mg/日 （これより高い用量も可能）
By the above, the research group recommends to add lutein and zeaxanthin in the following
antioxidant supplements.
- Zinc oxide 80 mg / day (25 mg of zinc acetate type substance can be used)
- Cupric oxide 2 mg / day (To offset the deficiency of copper caused by zinc)
- Vitamin C 500 mg / day
- Vitamin E 400 IU / day (International Units) (This is the max dose. Do not exceed the dose)
- Lutein 10 mg / day (Higher dose can be applied)
- Zeaxanthin 2 mg / day (Higher dose can be applied)
由以上所述，研究組建議添加葉黃素和玉米黃質在以下的抗氧化劑補充劑。
- 氧化鋅 80 毫克/天（可使用醋酸鋅類物質的 25 毫克）
- 氧化銅 2 毫克/天（為了抵消銅的不足引起的鋅）
- 維生素 C500 毫克/日
- 維生素 E400 國際單位/日（國際單位）
（這是最大劑量不要超過劑量。
）
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- 葉黃素 10mg /天（較高劑量可應用）
- 玉米黃質 2mg /天（較高劑量可應用）
【AREDS2 の詳細 Details of AREDS2 AREDS2 詳情】
Age-Related Eye Disease Study 2 Research Group. Lutein + zeaxanthin and omega-3 fatty
acids for age-related macular degeneration: the Age-Related Eye Disease Study 2
(AREDS2) randomized clinical trial. JAMA. 2013 May 15;309(19):2005-15. Epub 2013 May
5.
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２）成分と機能性 Ingredients and Functionality 成分和功能性
コンドロイチン硫酸 Chondroitin sulfate 硫酸軟骨素
由来原料 Origin of Ingredient

原來原料

コンドロイチン硫酸は日本産(北海道産)のサケの鼻軟骨から日本（島根県）の工場で抽出製
造された原料です。
サケは寒流系の回遊魚で海の表層を泳ぐ習性があるため、重金属などの汚染リスクが低い
といえます。
Chondroitin sulfate is an ingredient that is extracted from nasal cartilage of Japanese
salmon (Hokkaido) at the factory of Japan (Shimane Prefecture). Because of the habit of
swimming in the sea surface layer, salmon which is migratory fish in the cold current system
has fairly low risk of heavy metals contamination.
硫酸軟骨素是原料已提取在日本（島根縣）的工廠從日本物種的鮭魚鼻軟骨（北海道）。製造。
鮭魚，因為是游泳，在寒冷的當前系統的洄游魚類的海面一種習慣，我可以說，有污染的低
風險，如重金屬。
サケの鼻軟骨は『氷頭なます』と呼ばれる北海道の郷土料理に使われます。
Nasal cartilage of salmon is used for local specialty food of Hokkaido called "Hizu Namasu".
鮭魚鼻軟骨用於北海道的地方特色食品稱為“氷頭生魚片”。

氷頭なます
Hizu Namasu
コンドロイチン硫酸とは What is Chondroitin Sulfate? 什麼是硫酸軟骨素？
コンドロイチン硫酸とは、細胞と細胞をつなぐ結合組織の基質部分に存在する酸性ムコ多
糖の一種です。 軟骨・骨・腱・角膜・水晶体・血管・皮膚などの結合組織にたんぱく質と
結合した状態または遊離の形で存在しています。コンドロイチン硫酸は、多量の水をゲル
化することが出来るネバネバ物質で、軟骨や人体の体液に保水性、粘性、潤滑性を与えま
す。
Chondroitin sulfate is a kind of acidic mucopolysaccharide that exist in the connective tissue
of substrate cell. It is isolated from or bonded with protein of connective tissues such as
cartilage, bone, tendon, cornea, crystalline lens, blood vessel and skin. It is viscos
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substance that give water retentivity, viscosity and luburicity to the cartilage and body fluid
by geltinizing the great volume of water.
硫酸軟骨素是存在於基片單元的結締組織的一種酸性粘多醣。它是由分離或接合與結締組織
如軟骨，骨，肌腱，角膜，晶狀體，血管和皮膚的蛋白質。這是粘膠物質，給保水性，粘度
和潤滑的軟骨和體液經糊化水的量很大。
コンドロイチン硫酸は、体の中で毎日作られますが、加齢とともに合成能が衰えてしまい、
体にさまざまな弊害を生じてしまします。
そのため、食品から積極的に摂取することが好ましいとされています。
Chondroitin sulfate is generated inside of the body every day, however the ability of
synthesizing chondroitin sulfate declines as people age, and the deficiency of chondroitin
sulfate leads to various symptoms of the body.
Therefore, taking chondroitin sulfate from everyday diet is recommended.
硫酸軟骨素體每天的內部產生，但合成硫酸軟骨素的能力下降，因為人們年齡，和硫酸軟骨
素的缺乏導致身體的各種症狀。
所以，從日常飲食中服用硫酸軟骨素建議。
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眼精疲労の改善 Improving on Eyestrain 眼睛疲勞的改善
30 歳から 40 歳までの 10 名で 4 週間のオープン試験を実施（摂取量は 1 日 500mg）し眼精
疲労についての VAS アンケート調査をしたところ、サケ由来コンドロイチン硫酸は、服用
することで眼精疲労へ効果があることが確認されています。
4-week open study with 10 people who have eye strain from 30 years old to 40 years old
(Daily dose of Chondroitin sulfate derived from salmon: 500mg) is conducted. As a results of
VAS questionnaire survey, taking salmon-derived chondroitin sulfate is effective for eye
strain.
4 週的開放性研究與 10 人誰也從 30 歲到 40 歲的眼睛疲勞（從鮭魚源性硫酸軟骨素的每日劑
量：500 毫克）進行。由於 VAS 問卷調查成果，以鮭魚源性硫酸軟骨素是有效的眼睛疲勞。
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視力の改善 Improvement on Eyesight 視力的改善
30 歳から 40 歳までの 10 名で 4 週間のオープン試験を実施（摂取量は 1 日 500mg）し視
力検査を行ったところ、サケ由来コンドロイチン硫酸は、服用することで視力回復効果が
あることが確認されています。
4-week open study with 10 people who have eyes train from 30 years old to 40 years old
(Daily dose of Chondroitin sulfate derived from salmon: 500mg) is conducted. As a results of
eyesight test, taking salmon-derived chondroitin sulfate is effective for recovering eyesight.
4 週的開放性研究與 10 人誰也從 30 歲到 40 歲的眼睛疲勞（從鮭魚源性硫酸軟骨素的每日劑
量：500 毫克）進行。由於視力測試的結果，以鮭魚源性硫酸軟骨素是有效的恢復視力。

コラーゲンペプチド Collagen Peptide 膠原蛋白肽
由来原料 Origin of Ingredient 原來原料
コラーゲンペプチドは日本産(北海道産)のサケから日本（島根県）の工場で抽出製造された
原料です。
サケは寒流系の回遊魚で海の表層を泳ぐ習性があるため、重金属などの汚染リスクが低い
といえます。
Collagen peptide is an ingredient that is extracted from Japanese salmon (Hokkaido) at the
factory of Japan (Shimane Prefecture). Because of the habit of swimming in the sea surface
layer, salmon which is migratory fish in the cold current system has fairly low risk of heavy
metals contamination.
膠原肽是原料已提取在日本的工廠從日本物種（北海道）
（島根縣）的鮭魚。製造。
鮭魚，因為是游泳，在寒冷的當前系統的洄游魚類的海面一種習慣，我可以說，有污染的低
風險，如重金屬。
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特徴 Characteristics 特徵
魚種をサケに限定することで安全性の高いコラーゲンを製造しています。サケのコラーゲ
ンの変性温度は他のコラーゲン原料に比べ低いのも特長です。
We produce a collagen highly secure by limiting fish species to the salmon. Denaturation
temperature of collagen in the salmon is low comparing with other raw materials of collagen
out there.
魚的種類已被製造它在高安全性的膠原被限定於鮭魚。膠原蛋白鮭魚的變性溫度是還具有相
對於其他的膠原蛋白原料的低。
コラーゲンは様々な原料から作られています。大きく分けると、ほ乳動物由来のものと魚
由来のもの、魚由来のものは天然ものと養殖ものに区別されます。市場に出回っているコ
ラーゲンは低品質のものから高品質物まで様々です。
ほ乳動物由来のものは、変性温度が高く、人間になじみにくい傾向にあります。魚由来の
ものは、変性温度が低く、人間になじみやすいといわれます。
魚由来のものはフィッシュコラーゲン、スカールコラーゲンなどと呼ばれます。この内、
最も多いのがティラピアという成長の早い南方系の魚を養殖し、その鱗から抽出されたも
のです。ティラピアは中国や東南アジアのほか、日本でも温泉地で養殖されています。テ
ィラピアの身はタイの代用品やフィッシュバーガーの具材として世界的に使われています
が、養殖池への殺菌剤・抗生物質の投与や密集養殖による水質などが問題視される場合が
あります。
サケ由来のコラーゲンは、すべて天然魚サケから抽出しておりますので、安心してご利用
いただけます。
Collagen is made from a variety of sources. They are roughly divided into mammal and fish
origin and to be distinguished cultured or natural products. Collagen on the market is
ranging from high-quality to low quality materials.In Japanese market, about 60% of the
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collagen in circulation are derived from pig, about 35% are from fish, and the others are from
chicken. Those collagen derived from mammals tend to be difficult to adapt to a human,
because the denaturation temperature is relatively high. The denaturation temperature is
low for collagen derived from fish, thus they are relatively easier to adopt to human.
The collagen from fish origin is called Fish collagen or Scale collagen. Among the fish
collagen, the most of them are made from scale of farm raised tilapia. Tilapia is a southern
hemisphere fish which grown rapidly in short period of time, its very popular farming fish. It
has been farmed in China, Southeast Asia and even in hot springs in Japan. Tilapia is used
worldwide as ingredient of fishburger and substitute for a sea bream. The farm raised tilapia
could be affected by poor water quality due to density of aquaculture, administration of
disinfectant and antibiotics and such. All the collagen derived from salmon here is extracted
from natural salmon, so you can use it with confidence.
膠原蛋白已經從各種原料。它大致分為那些從魚的和那些來自哺乳動物的，那些從魚的區分
在天然產物和耕作東西。膠原蛋白在市場上是不同的，以高品質的產品與那些低質量的。
那些來自哺乳動物的，變性溫度高，位於熟悉難有趨勢性給人類。是從魚的，變性溫度低，
我說是適合於人類。從魚的魚膠原蛋白，被稱為例如謝卡爾膠原。在這些中，它是最常見的
是羅非魚生長的早期南部系統的養殖魚什麼，已經被提取的尺度。羅非魚被養殖在中國和其
他東南亞，甚至在日本溫泉勝地。只有羅非魚已經在世界範圍內作為泰國的替代或魚漢堡的
配料，但在有些情況下這樣的水質是殺真菌劑，抗生素，養殖池塘的管理和密集養殖質疑案
件。膠原蛋白源自鮭魚，所有的，所以我們從天然鮭魚提取的，您可以放心地使用。
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由来
Origin
起源
概要
Overview
概觀
変性温度
Denatura
tion
Temp.
變性溫度
生育環境
Grown
成長
品質
Quality
質量
安全性
Safety
安全

牛
Cow
牛

豚
Pig
豬

魚
Fish
魚

日 本 で は ほと ん ど 使
われていない。
Rarely used in Japan
在日本很少使用。
39℃

人に近く臭いも少ない。
Elements are close to
human. Scent is mild.
元素是接近人類。氣味溫和。
39℃

変性温度が低いためなじみやすい。
Denaturation temperature is low. Relatively
easier to adopt to human.
變性溫度是低的。相對容易採用人體。
8-30℃

養畜
養畜
Farming
Farming
喲畜
喲畜
変性温度が人間の体温より高いためなじみにくい。
Denaturation temperature is high. Relatively difficult
to adopt to human.
變性溫度是高的。相對難以採用人類。
BSE 問題以降ほとん
遺伝子組み換え飼料。抗生
ど使われていない。
物質飼料。
Rarely used after BSE GMO & antibiotics livefeed.
(mad cow disease).
轉基因生物與抗生素
牛海綿狀腦病（瘋牛
livefeed。
病）之後很少使用。

養殖
天然
Farming
Natural
養殖
天然
変性温度が低いためなじみやすい。
Denaturation temperature is low. Realtively
easier to adopt to human.
熟悉的變性溫度是低的。
殺菌剤。抗生物
一番安心。海の汚染問題
質飼料。養殖池
はあるが他に比べて安
の水質汚染。
心。
Pesticides.
The safest option. Sea
Antibiotics & bad pollution could be the
quality of the
issue but the risk is fairly
pond.
low.
農藥。抗生素和
最安全的選擇。海洋污染
池塘的質量差。
可能是問題，但風險是相
當低的。

コラーゲンの機能性はデータがたくさん出ており、広く知られているので、あえてこの資
料の中では説明しません。
Functionality of collagen is widely known already, so we do not discuss about it in this paper.
膠原蛋白的功能性數據出來很多，因為寬廣地被知道，並非一定要在這個資料中說明。
クマザサエキス Low Striped Bamboo(Kumazasa) Extract 矮竹葉萃取精華
由来原料 Origin of Ingredient 原來原料
日本（北海道北部）の天然クマザサの新葉を短い夏の一定期間だけ採取したものを日本（北
海道）の工場で抽出製造された原料です。
New leaf of natural low striped bamboo which is picked during short Summer of Hokkaido,
and extracted at factory in Hokkaido.
自然低條紋竹新葉是在北海道短暫的夏季採摘，並提取在工廠北海道。
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クマザサは、日本では、乾燥した葉をお茶として飲用しているほか、乾燥粉末を青汁とし
て使用することも多い植物です。
Low striped bamboo is usuallu used for tea leaves and dried powder for green juice (Aojiru)
in Japan.
低條紋竹通常用於茶葉和乾燥的粉末為綠汁（青汁）在日本。

クマザサ茶 Tea of Low Striped Bamboo 低條紋竹茶

大手メーカーのミックス茶にも熊笹が含まれています。Blended Tea of major beverage
companies contain low striped bamboo. 各大飲料企業混合茶含有低條紋竹。
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クマザサのエキスや粉末は健康食品として一般的です。Extract and powder is popular
ingredient for health foods. 提取和低條紋竹粉是保健食品的流行成分。

クマザサエキスは化粧品にも使われます。Extract is used for cosmetics as well.
低條紋竹提取物被用於化妝品以及。

クマザサは加工食品にも使われます。Low striped bamboo is also used for processed foods.
低條紋竹也用於加工食品。
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蒸煮抽出法 Braising extraction method 蒸煮提取法
エキスは、北海道の豊かな自然が長い時間をかけてろ過したミネラル豊富な支笏湖の水で
抽出しています。水だけでじっくり時間をかけて抽出しているのでアミノ酸や多糖類が豊
富に含まれています。
The extract is extracted with mineral-rich Shikotsuko water that is filtered over a long time
with the rich nature of Hokkaido. Plentiful amount of polysaccharides and amino acids are
included in the extract, because it extracted only with water slowly and carefully.
精華素採用了北海道支芴湖的天然純淨水，并經過長時間的過濾而得到的含有豐富氨基酸和
多糖類成份。
クマザサの細胞は非常に硬く、簡単に破砕できません。有効成分はこの硬い細胞内に含ま
れていますので、なるべくたくさんの細胞を破砕したほうが、有効成分含有量の高いエキ
スが得られます。
そのため、クマザサの葉を高温、高圧条件化で処理することで、クマザサ中に含まれてい
るキシロオリゴ糖やポリフェノール類をたくさん抽出できるようにしています。この技術
が｢蒸煮抽出法｣で特許を取得している独自技術です。
Cells of low striped bamboo are very solid, they can not be disrupted easily. Active
ingredient can be found in the hard cells. To obtain extract with high content of active
ingredient, it makes sense to disrupt as many cells as possible.
By treating high temperature and pressure conditions, we are able to extract a lot of
polyphenols and xylooligosaccharide contained in the low striped bamboo leaves. This
patented technology is called "Braising extraction method".
矮竹葉的細胞成份非常堅硬，無法簡單的破碎。然而有效成份都在堅硬的細胞內部，所以要
盡可能破碎細胞，提取出更多有效成份。
為此研究出了這種新專利技『蒸煮提取法』，將矮竹葉經過高溫，高壓的處理將低聚和多元酚
类成份有效提取。
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AGEs 阻害 Inhibitory Action on AGEs Formulation AGEs 生成阻礙
蒸煮抽出法で抽出した北海道産天然クマザサエキスについて、糖化反応で生成される蛋白
糖化最終生成物(AGEs)の代表的な化合物（3DG、CML、ペントシジン）の生成阻害作用を
調べた。その結果、特に白内障の原因物質と言われているペントシジンに対して強い生成
阻害作用があることがわかりました。
Production inhibitory action of Hokkaido natural low striped bamboo extract which is
extracted by steaming extraction method on representative compounds (3DG, CML,
pentosidine) of Advanced Glycation End Products (AGEs) is examined. As a results of the
study, the extract has strong production inhibitory action on pentosidine that is particularly
known as a causative agent of cataract.
北海道自然低條紋竹提取物是通過在代表性化合物晚期糖基化終產物（AGEs）的（3DG，
CML，戊糖）熱氣騰騰的提取方法提取生成抑製作用進行檢查。作為這項研究的一個結果，
該提取物對戊糖被特別稱作白內障的病原體強生成抑製作用。
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アロニア FD 粉末 Aronia FD Powder 野樱莓 FD 真空干燥粉末
由来原料 Origin of Ingredient 原來原料
日本産(北海道産)のアロニア果実を日本（北海道）の工場でフリーズドライ粉末に加工した
原料です。
Made in Japan (made in Hokkaido) aronia berry is processed into the freeze dried powder at
the factory in Japan (Hokkaido Pref.).
在日本（北海道製造）阿尼亞漿果在出廠時已在日本（北海道）加工成凍乾粉。
アントシアニンを高含有 High Anthocyanin Content 高花青素含量
アロニア果実はポリフェノールとカロテノイドを豊富に含み、アントシアニン色素はブル
ーベリーやブドウよりも豊富に含みます。抗酸化活性レベルも非常に高い果実です。アン
トシアニンの種類は、シアニジン-3-ガラクトシドとシアニジン-3-アラビノシドを主として
います。カロテノイド色素はβ-カロテンとβ-クリプトキサンチンを含みます。
Aronia is rich in polyphenol, carotenoid and has a high content of anthocyanin pigments
more than grape and blueberry, thus Antioxydative activity level is very high in aronia. Aronia
contains two types of anthocyanin in aronia, such as Cyanidine-3-galactoside and Cyanidin
3-arabinoside. Also there are two types of Carotenoid, such as β-carotene and
β-cryptoxanthin.
阿尼亞富含多酚，類胡蘿蔔素，並具有花青素色素多於葡萄和藍莓的含量高，因此，抗氧活
性水平非常高阿尼亞。阿尼亞包含兩種類型的花青素在阿尼亞，如 Cyanidine-3-半乳糖苷和矢
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車菊-3-阿拉伯糖苷。也有兩種類型的類胡蘿蔔素，如β胡蘿蔔素，β隱黃素。

ものを見るということは、網膜内に存在する視覚物質ロドプシンが光の刺激によってオプ
シンとレチナールという物質に分解され、この信号が脳に伝達されることによって起こり
ます。暗所ではオプシンとレチナールは再びロドプシンに合成され、このロドプシンの分
解と再合成の一連の流れを視覚サイクルと呼びます。アロニアのアントシアニンはロドプ
シンの再合成を促進する作用があり、暗順応の促進・夜間視力の向上の効果があるといわ
れています。
When people expose their eyes to light, all of the rhodopsin breaks down into retinal and
opsin. If they then turn out the lights and try to see in the dark, they can't. Over the course of
several minutes, however, the retinal and opsin recombine back into rhodopsin, and people
can see again. These are so called dark adaptation of visual cycle. Anthocyanin from aronia
helps the recombination of rhodopsin in dark adaptation, and improves night vision as well.
花青素會導致夜間視力敏銳度的改善，黑視調節速度加快和閃光後視力恢復速度的提高。同
時可促進視網膜細胞中視紫質的再生成，可預防近視及視網膜剝離，並可增進視力防止視力
下降，是眼睛的天然保護神。
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ヒアルロン酸 Hyaluronic Acid 玻尿酸
由来原料 Origin of Ingredient 原來原料
ヒアルロン酸は美容や関節系のサプリメントに欠かせない原料です。サケ由来ヒアルロン
酸は日本産(北海道産)のサケという多くの日本人に食経験のある天然魚から日本(島根県)の
工場で抽出された成分です。
Hyaluronic acid is a key ingredient of supplement for beauty and joints. Hyaluronic acid
derived from salmon is an ingredient extracted in Japan (Shimane Pref.) and from natural
salmon that is caught around Japan (Hokkaido Pref.) and eaten by many Japanese.
玻尿酸是製作美容和關節保健品的不可缺少的原材料。本款產品的材料是大家都熟知的天然
的海洋魚類。
カシスエキス Black Currant Extract 黑加侖提取物
由来原料 Origin of Ingredient 原來原料
ニュージーランド・リトアニア産のカシス果実とタイ他産のキャッサバ由来デキストリン
から日本（神奈川県）の工場で製造された原料です。
Black currant extract is made from black currant of New Zealand and Lithuania and dextrin
derived from cassava of Thailand and other countries, at the factory in Japan (Kanagawa
Pref.).
黑加侖提取物是從新西蘭和立陶宛的黑醋栗和糊精來自泰國和其他國家的木薯衍生的做，在
出廠前在日本（神奈川縣）
。
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毛様体筋の調節 Adjustment of ciliary muscle 睫狀肌的調節
パソコンなどを連速的に使用していると、眼の毛様体筋の緊張が続いて、一時的な近視状
態に陥ってしまいます。カシスエキスには、過度の緊張によって発生した毛様体筋の『こ
り 』 を ほ ぐ し 、 一 時 的 な 近 視 化 を 抑 制 す る 働 き が あ り ま す 。
When people use PC continuously, tension of ciliary muscle of eyes gets stiff and a
temporary myopia state occurs. Black currant extract relaxes the "stiffness" of the ciliary
muscle caused by excessive tension, and prevents the temporary myopia.
當人們不斷地使用電腦，眼睛的睫狀肌緊張得僵硬和暫時性近視狀態時。黑醋栗提取鬆弛引
起的過度緊張睫狀肌的“剛性”，並防止暫時近視。

牛の毛様体筋を使ってカシスエキス特有のアントシアニンが持つ弛緩作用を調べた結果、
DR3、C3R と呼ばれるアントシアニンで毛様体筋の緊張を持続的に緩和することが確認さ
れました。
Relaxant effect of anthocyanin which is contained specifically in black currant extract is
examined with ciliary muscle of cattle. As a results of the study, anthocyanins called DR3
and C3R relieve the tension of ciliary muscle continuously.
花青素其中包含專門的黑加侖提取物的舒張作用被檢查與牛睫狀肌。作為研究的結果，叫做
花青素和 DR3 C3R 解除睫狀肌的緊張局勢不斷。
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マリーゴールド色素 Marigold Pigments 萬壽菊色素
由来原料 Origin of Ingredient 原來原料
メキシコ産のマリーゴールドとタイ産のタピオカ由来デキストリンを使用してメキシコで
製造されたものを日本（東京都）で検品・包装された原料です。
Marigold pigments are made from marigold of Mexico and dextrin derived from tapioca of
Mexico, at the factory in Japan (Tokyo Pref.).
萬壽菊色素是從墨西哥的萬壽菊和糊精墨西哥木薯做得出，在出廠前在日本（東京縣）
。
マリーゴールド色素の機能性成分はルテイン、ゼアキサンチンです。ルテインやゼアキサ
ンチンの眼に関する研究は多数行われており、一般的なので、ここでの説明は省略します。
Functional ingredients in marigold pigments are lutein and zeaxanthin. These ingredients
are widely known and many researches are already conducted, so this paper omits the
detail of the ingredients.
在萬壽菊色素的功能成分是葉黃素和玉米黃素。這些成分是眾所周知的，許多研究已經進行，
因此本文省略了各成分的細節。
ビタミン・ミネラル Vitamins and minerals 維生素和礦物質
由来原料 Origin of Ingredient 原來原料
ビタミン C は、EU(ドイツ、オランダ、フランス、イギリス)*産のトウモロコシからイギリ
ス*で製造している原料です。
Vitamin C is made from corn of the EU (Germany Netherlands, France and the Great
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Britain), in the Great Britain.
維生素 C 是從玉米歐盟（德國荷蘭，法國和英國）的製作，在英國。
ビタミン E は、d-α-トコフェロール（アメリカ・ブラジル・インド・台湾・日本産の大豆・
ナタネ・トウモロコシ・ひまわり・ワタから製造）
、オクテニルコハク酸デンプンナトリウ
ム（アメリカ産のトウモロコシから製造）、酸化デンプン（タイ・インドネシア産のタピオ
カから製造）
、L-アスコルビン酸パルミチン酸エステル（ヨーロッパ・マレーシア・フィリ
ピン・インドネシア産のトウモロコシ・パームから製造）を原材料に、日本（神奈川県）
で製造された原料です。
Vitamin E is made from d-α- tocopherol (made from soybean, rapeseed, corn, sunflower and
cotton of the US, Brazil, India, Taiwan and Japan), octenylsuccinate sodium starch (made
from corn of the US) , oxidized starch (made from tapioca of Thailand and Indonesia), Lascorbic acid palmitic acid ester (made from corn, and palm of Europe, Malaysia, the
Philippines, and Indonesia), at the factory in Japan (Kanagawa Pref.).
維生素 E 是由 D-α-生育酚（從大豆，油菜籽，玉米，向日葵和美國，巴西，印度，台灣和日
本的棉製成）製成，辛烯基琥珀酸澱粉鈉（玉米美國製造），氧化澱粉（來自泰國和印度尼西
亞）
，L-抗壞血酸棕櫚酸酯（由玉米製成，和歐洲，馬來西亞，菲律賓和印度尼西亞的棕櫚油）
的木薯澱粉製成，在工廠在日本（神奈川縣）
。
ビタミン B12 は、マルチデキストリン（EU のトウモロコシから製造）、クエン酸三ナトリ
ウム（ベルギー産の菌・化学品・廃糖蜜から製造）
、クエン酸（ベルギー産の菌・廃糖蜜か
ら製造）
、シアノコバラミン（フランス産の菌から製造）を原材料に、スイスで製造された
原料です。
Vitamin B12 is made from maltodextrin (made from corn of the EU), trisodium citrate (made
from bacteria, chemicals and waste molasses of Belgium), citric acid (made from bacteria
and waste molasses of Belgium), cyanocobalamin (Made from fungus of France) production,
in Switzerland.
維生素 B12 是由麥芽糊精（玉米歐盟製造），檸檬酸三鈉，檸檬酸（細菌，化學品和比利時的
廢糖蜜制）製成，氰鈷胺（細菌和比利時的廢糖蜜制）（從法國木耳製成）生產，在瑞士。
ビタミン B1 は、チアミン硝酸塩（ドイツ産のピリミジン誘導体）を原材料に、日本（大阪
府）で製造された原料です。
Vitamin B1 is made from thiamine nitrate (made from pyrimidine derivative of Germany), at
the factory in Japan (Osaka Pref.).
維生素 B1 是由硝酸硫胺（從德國嘧啶衍生物製成）製成，在工廠在日本（大阪府）。
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ビタミン B2 は、化学合成品（ドイツ*産）を原材料に、日本で製造された原料です。
Vitamin B2 is made from a chemically synthesized product (produced in Germany) at the
factory in Japan.
維生素 B2 是從化學合成的產物（德國製造）在工廠在日本製造。
ビタミン B6 は、化学合成品（ドイツ産）を原材料に、日本で製造された原料です。
Vitamin B6 is made from a chemically synthesized product (produced in Germany) at the
factory in Japan.
維生素 B6，從化學合成的產物（德國製造）在工廠在日本製造。
亜鉛含有酵母は、アメリカ産の酵母菌からアメリカで製造されたものです。
Zinc-containing yeast is made from the yeast of the United States, in the United States.
鋅的含酵母是從美國的酵母製成，在美國。
銅含有酵母は、アメリカ産の酵母菌からアメリカで製造されたものです。
Copper-containing yeast is made from the yeast of the United States, in the United States.
含銅酵母是從美國的酵母製成，在美國。
＊原料メーカーで情報を一部非公開扱いなため、別途書面で中国ではないことを確認して
います。

* Some information of ingredient manufacturers are confidential, however , it has confirmed
that the ingredients are not made in China in writing.
*的成分製造商的一些信息都是保密的，但是，它已經確認的成分不是中國製造的寫作。
アメリカの加齢眼病研究（AREDS）Age-Related Eye Disease Study of the US(AREDS)
10 ペ ー ジ の AREDS2 で 推 奨 さ れ て い る ビ タ ミ ン と ミ ネ ラ ル を 配 合 し ま し た 。
Blending the vitamins and minerals that are recommended AREDS2 in page 10 of this
paper.
混合所推薦 AREDS2 本文第 10 頁的維生素和礦物質。
白内障発症率の低減

Reduction of cataract incidence 減 少 白 內 障 的 發 生 率

厚生労働省研究班（担当研究者＝吉田正雄・杏林大医学部助手）の３万５０００人規模の
調査でビタミン C が白内障の予防に効果がある結果が出ました。海外では同様のデータが
出ていたが、日本で確認されたのは初めてです。白内障は目の中の水晶体が酸化されて濁
ることで発症しますが、ビタミン C には酸化を抑える作用があり、濁りを防ぐとみられま
す。
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The prevention effect of Vitamin C on cartaract is conducted with 35,000 people by Ministry
of Health, Labour and Welfare study group (researcher = Masao Yoshida: Assistant of
Kyorindai School of Medicine) conducted and the prevention effect is confirmed. A lot of data
from the overseas are available though, this is the first time for confirming the prevention
effect in Japan. Cataracts is developed by oxidizing and clouding the lens in the eye, but the
vitamin C has an effect of preventing the oxidation and clouding.
維生素 C 對葡萄膜炎的預防效果與 35000 人通過衛生部進行的，勞工及福利局研究組（研究
員=西田昌宏：醫學杏林大學院助理）進行，預防效果得到證實。許多來自海外的數據是可用
的，雖然，這是第一次用於確認在日本的預防效果。白內障是通過氧化和悶光透鏡在眼睛發
達，但維生素 C 具有防止氧化和混濁的效果。
研究班は 1995 年、岩手、秋田、長野、沖縄の各県に住む男性約 16,000 人と女性約 19,000
人を対象に調査した。食事の内容を詳しく聞いて個人ごとに１日のビタミン C 摂取量を算
出後、2000 年まで追跡すると、男 216 人、女 551 人が白内障と診断されました。
In 1995, the study group conducts the survey with 16,000 men and 19,000 women who are
living in each prefecture: Iwate, Akita, Nagano, and Okinawa. After hearing the details of the
subjects meal, they calculate the vitamin C intake per day for each individual. Then, they
follow up the subjects to 2000, 216 men and 551 women are diagnosed with cataract.
1995 年，研究組進行 16000 男人和女人 19000 誰生活在每個地調查：岩手縣，秋田，長野
和沖繩島。聽到科目吃飯的細節後，他們計算出每天維生素 C 的攝入量的每一個人。然後，
他們跟進科目到 2000 年，216 男性和 551 女性被診斷為白內障。
摂取量で 5 グループに分けて比べると、男性で最多のグループ（ビタミン C 約 210mg/day
前後）は、最少のグループ（50mg/day 前後）に比べ、白内障にかかる率が約 35%低かった
です。女性でも最多のグループ（約 260mg/day 前後）の発症率は、最少のグループ（約
80mg/day 前後）より約 41%低かったです。
The subjects are divided into 5 groups by the amount of intake, and compared. The
maximum amount group in male(about 210mg / day) has about 35% less risk of cataract
compare to the minimal group (about 50mg / day). The maximum amount group in
female(about 260mg / day) has about 41% less risk of cataract compare to the minimal
group (about 80mg / day).
受試者被分成 5 組，由進氣的量，並進行比較。在男性（約 210 毫克/天）的最高金額組具有
白內障的風險低約 35％比較的最小群（約 50mg/天）
。在雌性（大約 260 毫克/天）的最高金
額 組 具 有 白 內 障 的 風 險 少 約 41 ％ 比 較 ， 以 最 小 的 組 （ 約 80 毫 克 / 天 ）。
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３）配合 formulation 配合
配合 1 Formulation1 配合 1(150101N1301TB)
剤形
Dosage Form
劑形式
1 日摂取量
Suggested Daily Dosage
1 日攝取量
内容量
Content Quantity
內容量
賞味期限
Shelf Life

截止日期

パッケージ
Packaging
包裝

シェラックコーティング錠剤 φ9-10mm 370mg/粒
Shellac Coating Tablet φ9-10mm 370mg/tablet
蟲膠包衣片 φ9-10mm370 毫克/片
4 粒/日
4 tablets / day
4 粒/天
120 粒/箱（約 1 ヶ月分）
120 tablets / box (About for a month)
120 粒/盒（約一個月）
2年
2 year
2年
乾燥剤、白色プラボトル、ラベルシール、化粧箱、封印シール
Drying agent, White plastic bottle, Label, Outer box, Sealing sticker
乾燥劑，白色塑料瓶，標籤，外包裝盒，封口貼紙

写真はイメージです。色やサイズなどは実際と異なります。
The images are for illustrative purposes only. Product color and size may differ from
actual product appearances.
照片是印象。顏色和尺寸等與實際有差異。
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配合 2 Formulation2 配合 2(150101N1302TB)
剤形
Dosage Form
劑形式
1 日摂取量
Suggested Daily Dosage
1 日攝取量
内容量
Content Quantity
內容量
賞味期限
Shelf Life

截止日期

パッケージ
Packaging
包裝

シェラックコーティング錠剤 φ8-9mm・270mg/粒
Shellac Coating Tablet φ9mm・400mg/ tablet
蟲膠塗料平板 φ9mm·400 毫克/片
3 粒/日
3tablets / day
3 粒/天
90 粒/箱（約 1 ヶ月分）
90 tablet / box（For about 1 month）
90 片/盒（約 1 月）
2年
2 year
2年
乾燥剤、白色プラボトル、ラベルシール、化粧箱、封印シール
Drying agent, White plastic bottle, Label, Outer box, Sealing sticker
乾燥劑，白色塑料瓶，標籤，外包裝盒，封口貼紙

写真はイメージです。色やサイズなどは実際と異なります。
The images are for illustrative purposes only. Product color and size may differ from
actual product appearances.
照片是印象。顏色和尺寸等與實際有差異。
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４）改良案 Improvement plan 改進計劃
No.

改良点
Improvement point
改進點
アスタキサンチンを配合す
る
Add astaxanthin
添加蝦青素

コスト
Cost
费用
up

2

コンドロイチンを北海道産
エイ由来の原料に変更す
る。
Change salmon derived
chondroitin to sting ray
derived chondroitin
改變鮭魚軟骨素而得來的黃
貂魚軟骨素派生

down

3

コラーゲン量を減らす
Reduce the amount
collagen
減少膠原的量

down

1

4

of

透明茶色のボトル、金色 or
銀色のキャップにする。
Change to clear brown
bottle with gold/silver lid
改變以清除棕色瓶金/銀蓋

内容
Content
内容
アスタキサンチンは血液網膜関門を通過でき
る抗酸化物質ですので、眼の栄養素や細胞の
抗酸化が期待できます。
Astaxanthin is an antioxidant that can pass
through the blood-retinal barrier, so giving
nutrients and anti-oxidation to the eyes and
cells can be expected.
蝦青素是一種可以穿過血液 - 視網膜屏障的抗
氧化劑，所以給予營養物質和抗氧化的眼睛和
細胞可以預期。
エイ由来コンドロイチンでモニター試験をし
ていませんが、サケ由来と同じであると仮定
して同量のコンドロイチンを配合すれば若干
コストは下がります。
We do not have any clinical trial data with
chondroitin from sting ray , but if we assume
that adding the same amount of chondroitin
from sting ray has the same effect of the
salmon one, the cost will slightly be lighter.
我們沒有任何臨床試驗數據與刺痛射線軟骨
素，但如果我們假設從蜇射線加軟骨素相同數
量的有鮭魚之一的同樣的效果，成本會稍微輕
一些。
コラーゲンは減らしてもそれほど効果に影響
がないように考えます。
Reducing amount of collagen does not have
much effect reduction of the product.
減少膠原蛋白的量不會有太大的影響降低了產
品的。

up
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