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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 

コンドロイチン（北海道産エイ由来） 

Collagen (from Hokkaido Salmon) 膠原蛋白（北海道鮭魚） 

プロテオグリカン（北海道産サケ由来） 

Proteoglycan (from Hokkaido Salmon) 蛋白多醣（北海道鮭魚） 

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） 

魚骨粉末（北海道産エイ由来） 

Fish Bone Powder (from Hokkaido Red Sting Ray) 魚骨粉（北海道紅蜇雷） 

アスパラガスエキス（北海道産アスパラガス由来）  

    Asparagus Extract (from Hokkaido Asparagus) 蘆筍提取物（北海道蘆筍） 

オオイタドリエキス（北海道産） 

Giant Knotweed Extract (from Hokkaido) 虎杖提取物（北海道） 

発酵グルコサミン 

Fermented Glucosamine 發酵氨基葡萄糖グルコサミン 

メチルスルフォニルメタン(MSM)  

Methyl Sulfonyl Methane (MSM) 二甲基砜（MSM） 

黒しょうが 

 Black Ginger 爛姜 

イミダゾールジペプチド 

 Imidazole peptide 咪唑肽 

BCAA（分岐鎖アミノ酸：バリン、ロイシン、イソロイシン） 

BCAA (Branched Chain Amino Acid: Valine, Leucine, Isoleucine) 

BCAA（支鏈氨基酸：纈氨酸，亮氨酸，異亮氨酸） 

ビタミン D Vitammin D 維生素 D 

ビタミン B12 Vitamin B12 維生素 B12 

ビタミン B1 Vitamin B1 維生素 B1 

ビタミン B2 Vitamin B2 維生素 B2 

ビタミン B6 Vitamin B6 維生素 B6 
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商品コンセプト Product Concept  產品概念 

手足の関節の痛みを訴える人は男女ともに、高齢になるほど割合が多くなっています。ま

た、65 歳以上の人で性別にみてみると、女性の方が男性に比べてはるかに多く約 1.6 倍で、

これはホルモンや筋肉量の違いによると言われています。 

Pain in the hands and feet of joints are common complaints among older people. In people 

aged over 65 years, women have about 1.6 times more joint pain symptom than men do., 

because of the differences in hormones and muscle mass of male and female. 

疼痛，手腳關節是中老年人常見的投訴。在 65 歲以上的人，婦女約 1.6 倍的關節疼痛症狀比

男性做的，因為激素和男性和女性的肌肉質量的差異。 

 

       

 

厚生労働省 平成 22 年 国民生活基礎調査 より改変 

Modified from the Ministry of Health, Labour and Welfare 2010 National Livelihood Survey 
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支援を必要とし、自立した生活が困難になった原因として、3 人に 1 人が関節疾患、または

骨折・転倒（その多くが関節や骨が弱ることでおこる）がきっかけとなっています。 

痛くなってからではなく日ごろから関節のケアをすることが、いつまでも自立した快適な

毎日に導きます。 

One in three people who had some joint disease or a bone fracture/ a fall (caused by 

weakness of joints and bones) need support for their daily life.  To avoid these symptoms 

and keep healthy life, taking care of joints regularly before feeling soreness.  

在三個人誰有一些關節病或骨骨折/落下（由關節和骨骼的弱點）之一需要為他們的生活支持。

為了避免這些症狀，保持健康的生活，照顧關節的前經常感到酸痛。 

 

 

厚生労働省 平成 22 年 国民生活基礎調査 より改変  

             Modified from the Ministry of Health, Labour and Welfare 2010 National Livelihood Survey
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健康寿命とは、心身ともに健康に過ごせる期間のことです。健康寿命と平均寿命の差は、

病床で過ごす期間と考えても過言ではありません。近年、より楽しく人生を過ごすために

は個の健康寿命を延ばすことが大切といわれています。 

The healthy life expectancy is a period that people can spend healthy life physically and 

mentally. The difference between the healthy life expectancy and life expectancy is 

considered as a period spent in bed. 

In recent years, extending a healthy life expectancy is very important for spending more 

enjoyable life. 

健康預期壽命是一個時期，人們可以花健康生活身心。健康預期壽命和壽命之間的差異被認

為是一個時期在床上度過的。近年來，延長健康壽命是花更多的享受生活很重要。 

 

       

厚生労働省 平成 22 年 国民生活基礎調査 より改変 

Modified from the Ministry of Health, Labour and Welfare 2010 National Livelihood Survey 

 

つまり、これまで主流だった軟骨だけを考えた商品では、関節の悩みは根本的には解決し

ていないのです。関節そのものだけでなく、膝や足の動き全体を考え、軟骨、骨、筋肉な

ど総合的にサポートすることが大切です。日本ではそのようなコンセプトの商品が売れ始

めています。 

The health products that is mainly focused on only the cartilage haven't solved problems of 

joints, fundamentally. Considering the over all movement of the knee and foot, and 

comprehensively supporting not only the joint itself, but also the cartilage, bone and muscle. 

The product which have such a concept is beginning to be a mainstream in Japanese 

market. 
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該主要集中在唯一的軟骨的保健品還沒有解決關節問題，從根本上。考慮膝蓋和腳的對所有

移動，全面支持不僅接頭本身，還軟骨，骨骼和肌肉。其中有這樣的概念的產品已開始在日

本市場主流。 
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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  

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)のエイ(カスベ)の軟骨から日本（北海道）の工場で

抽出製造された原料です。 

Chondroitin sulfate is an ingredient that is extracted from cartilage of Japanese sting ray 

(Hokkaido) at the factory of Japan (Hokkaido). 

硫酸軟骨素是原料已提取在日本（北海道）的工廠從日本物種的天然鰩魚軟骨（北海道）製

造。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           エイの軟骨 

cartilage of sting ray 

鰩魚軟骨 

 

 

 

エイはサメと同じ軟骨魚類で骨のほとんどが軟骨から出来ています。北海道で食用とされ

ているエイは日本の他の地域で一般的なアカエイとは異なるガンギエイの仲間で、北海道

ではカスベと呼ばれています。食用として流通しているのはヒレの部分のみで、その他の

身の部分はすべて廃棄されていました。コンドロイチン原料は、産学官の共同研究により、

未利用資源としてこれまで廃棄されていた軟骨から抽出したものです。 

サメ類の資源枯渇が問題視される報道もある中、エイの水産資源は安定しており、なおか

つコンドロイチン原料を抽出するために漁獲するのではなく、これまで廃棄していた未利

用部位を原料としていることから、環境に配慮した原料ともいえます。豊かな資源と高度

なバイオ技術が集積する北海道ならではの原料です。 

Sting rays and sharks are elasmobranchii family, and their bones are mostly configured by 

cartilage. The red sting rays which are skate family in Hokkaido are different form the typical 

sting rays which are whip ray family fished around the other regions in Japan. It's commonly 

eaten in Hokkaido, and the name is locally known as "Kasube". However, the fin part was 
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only consumed, and all the other parts are thrown away.  

This chondroitin sulfate are from the cartilage of red sting ray that we used to throw away as 

unused resources.     

Recently, the haul of sharks are decreasing though, the haul of rays are steady. Also, we are 

not fishing red sting rays to produce the chondroitin. We just catch the fish in the same 

amount we currently have, and uses unused resources for new materials. These are 

environmental-friendly materials we can say.     

Rich national resources and cutting edge biotechnology combined together in special 

materials of Hokkaido. 

鰩魚是與鯊魚很類似的軟骨魚類，骨頭的大部分都是由軟骨構成。在北海道被食用的鰩魚不

同於日本其他地方的赤魟而是鰩形目的同類，北海道稱之為 Kasube。通常大家只食用的 Kasube

的魚翅部分，而其餘的部分都將被廢棄。這裡就介紹由產官學聯合共同研製的利用廢棄資源

的軟骨提煉出的軟骨素原料。 

近年，有很多關於鯊魚資源枯竭的報導，而鰩魚的水產資源非常安定，更重要的是，人類可

以在實用美味的鰩魚的同時，利用廢棄物來提煉軟骨素。這種是北海道獨有的綠色環保的生

物研製的技術的結晶。 

 

北海道ではスーパーの鮮魚コーナーや市場でエイのヒレが生で売られています。日本の他

の地域では見られない光景です。北海道民にとっては馴染みの深い食材で、飲食店でもエ

イのヒレを使った煮付け、から揚げ、お刺身など様々なメニューがあります。煮付けは軟

骨がこりこりとして美味しく、煮汁が冷めるとうま味のしみたゼラチン状の煮こごりが出

来て非常に美味しいものです。 

エイの北海道の方言「カスベ」は、北海道の先住民であるアイヌ民族の言葉に由来すると

いわれています。 

Fresh ray' fins are available at the fish section of super market and fish market in Hokkaido. 

It's very common in Hokkaido, but the other area of Japan.  

Restaurants offer variety of ray' menu such as stew, deep fries, sashimi and etc. Stew is a 

popular menu. You can enjoy not only the crisp and crunchy texture of cartilage, but also the 

tasty jellied broth after it gets cold.   

The local name of ray "Kasube" is derived from language of Ainu people who are natives  

of  Hokkaido. 

在北海道當地的超市和貿易市場隨處可以購買到新鮮的鰩魚肉，這個是在日本其他城市很難

見到的景象。可見鰩魚肉是北海道老百姓非常喜歡的食品，在餐館裡面也可以吃到炸鰩魚肉，

紅燒鰩魚，刺身等料理。 

特別是紅燒鰩魚，軟骨的特有的口感和稍微冷卻後美味的明膠裝的口味。 

鰩魚肉在北海道的方言裡面稱為 Kasube，是源於北海道少數民族的語言。 
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北海道ではスーパーや市場でも鮮魚としてエイのヒレが売られています。 

Rays are available at super market and fish market in Hokkaido 

北海道的超市和貿易市場都可以買到新鮮的鰩魚肉 

 

 

 

 

 

エイの煮つけと煮こごり    エイの唐揚げ            エイのお刺身 

Red sting ray stew         Deep fried red sting ray     Red sting ray sashimi 

紅燒鰩魚                  油炸鰩魚                 鰩魚的刺身 

 

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 

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。 
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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 everyday, 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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単純濃縮の良さ Simple Concentration process 簡單的集中過程 

一般的なコンドロイチン原料は、コンドロイチン含有量を医薬品グレードの約 90％まで濃

縮抽出したものを、コンドロイチン含有量 20％までのばしたものです。一方コンドロイチ

ン SK-40、SK-70 は、軟骨からそのままコンドロイチン含有量 40%、70%まで濃縮抽出し

たものです。例えば SK-40 の場合、コンドロイチン以外の 60％はコラーゲンなど他の軟骨

成分が含まれていることが特徴です。 

Typical raw material of chondroitin is extracted by 90% of concentration rate, then the 

extract is thinned into 20% with bulking filler to make a final product. On the other hand, 

Chondroitin SK-40 and SK-70 are extracted directly from red sting ray cartilage by 40% and 

70% of concentration rate same as our final products. 

Therefore, the product contains both chondroitin and plenty of other functional ingredients. 

一般的軟骨素是將軟骨的 90%濃縮，提取大約 20%的軟骨素。但是我們的產品 SK-40，SK-70,

是直接從軟骨中提取 40%，70%濃縮軟骨素。比方說 SK-40,軟骨素以外的 60%成分為膠原蛋

白等其他物質。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関節への影響 Impact on Joints 對關節的影響 

30 人の被験者にサケ由来の 40%コンドロイチンを 2 ヶ月間 400mg/day（コンドロイチンと

して 160mg/day）摂取してもらい、血液検査およびアンケート調査を行った結果、60%以

上の人が関節痛が改善したとの結果があります。 

The study is conducted with 30 people. They orally intake 400mg / day (160mg / day as 

chondroitin) of 40% chondroitin derived from salmon to for two months. As a result of the 

blood test and the questionnaire survey, more than 60% of people improve their joint pain. 

這項研究是與 30 人進行。他們口服攝入量 400 毫克/天（為 160mg/天軟骨素）源自三文魚兩

個月 40％軟骨素。作為血液檢查和問卷調查的結果，人 60％以上的改善他們的關節疼痛。 
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他メーカー資料 Another Manufacturer Data 

 

この他、コンドロイチン硫酸が関節痛への医薬品や保健食品に使用されてきた歴史は長く、

たくさんの研究がされています。ここでは、2 つの例のみを挙げることにします。 

Chondroitin sulfate that has been used in medicine and health food for the joint pain has a 

long long history and a lot of its research. We introduce two examples on this paper. 

已應用於醫藥和保健食品為關節疼痛硫酸軟骨素具有悠久歷史悠久，大量的研究的。我們介

紹關於本文的兩個例子。 

 

長期間のコンドロイチン 4、6 硫酸の経口摂取による膝関節炎への効果について 2 年間の調

査を行った。その結果、投与群では、膝関節痛がコントロール群に比べ、飛躍的に回復し

た。（Arthritis Rheum. 2009 Feb;60(2):524-33. doi: 10.1002/art.24255.） 

Two year research for long-term effect of chondroitin 4 and 6 sulfate on knee arthritis by oral 

intake is conducted. As a result of the research, the administrated group dramatically 
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recovers from knee joint pain compared to the control group. (. Arthritis Rheum 2009 Feb; 60 

(2): 524-33 doi: 10.1002 / art.24255..) 

兩年的研究軟骨素 4 和 6 硫酸鹽對膝關節炎口服攝入的長期效應進行。作為研究的結果，給

藥組顯著地從膝關節疼痛恢復比對照組。 （Arthritis Rheum. 2009 Feb;60(2):524-33. doi: 

10.1002/art.24255.） 

 

コンドロイチン硫酸摂取におけるヒト滑膜内ヒアルロン酸酵素によるヒアルロン酸生成に

ついて実験した。その結果、コンドロイチン硫酸によりヒト滑膜内のヒアルロン酸酵素が

ヒアルロン酸の分化を促進し、ヒアルロン酸の増加が見られた。（ARTHRITIS & 

RHEUMATISM Vol. 60, No. 3, March 2009, pp 760–770 DOI 10.1002/art.24302 © 2009, 

American College of Rheumatology） 

The study how intake of chondroitin sulfate affects the hyaluronic acid production by human 

synovial in hyaluronic acid enzyme is conducted. As a result of the study, hyaluronic acid is 

increased, because the human synovial in hyaluronic acid enzyme promotes the 

differentiation of hyaluronic acid by chondroitin sulfate. (ARTHRITIS & RHEUMATISM Vol. 

60, No. 3, March 2009, pp 760-770 DOI 10.1002 / art.24302 © 2009, American College of 

Rheumatology) 

在研究如何進氣的硫酸軟骨素的影響透明質酸產生人類滑膜中的透明質酸酶進行的。作為這

項研究的結果是，透明質酸增加時，因為人的滑膜中的透明質酸酶促進透明質酸的由硫酸軟

骨素的分化。（ARTHRITIS & RHEUMATISM Vol. 60, No. 3, March 2009, pp 760–770 

DOI 10.1002/art.24302 © 2009, American College of Rheumatology） 

 

プロテオグリカン Proteoglycan 蛋白多醣 

由来原料 Origin of Ingredient 原來原料 

プロテオグリカンは日本産(北海道産)のサケから日本（岐阜県）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。 

Proteoglycan is an ingredient that is extracted from Japanese salmon (Hokkaido) at the 

factory of Japan (Gifu 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. 

蛋白多醣是原料已提取在日本的工廠從日本物種（北海道）（岐阜縣）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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プロテオグリカンとは What is Proteoglycan? 什麼是蛋白多醣？ 

「プロテオ」は、プロテイン、「グリカン」は多糖類を意味し、プロテオグリカンは糖とタ

ンパク質の複合体で、「糖タンパク質」のひとつです。ヒアルロン酸やコラーゲンとともに

細胞外マトリックスを形成する第 3 の生体成分。保水性に優れ、関節では、軟骨に含まれ

緩衝作用により関節の動きを助けます。 

"Proteo" means protein, "glycan" means polysaccharides. Proteoglycan is the complex of 

sugar and protein, and one of "glycoprotein". It is a third biological components that form the 

extracellular matrix with hyaluronic acid and collagen. It has great water holding ability. It 

also exists in the cartilage in the joint, and helps movement of the joint by cushioning action. 

“蛋白”是指蛋白質，“多醣”是指多醣。蛋白多醣是糖和蛋白質的複合物，並且“糖蛋白”中的一

個。它是形成細胞外基質與透明質酸和膠原的第三生物組分。它具有強大的保水能力。它也

存在於關節軟骨，並通過緩衝動作有助於關節的運動。 

 

プロテオグリカンはコアタンパク質にコンドロイチン硫酸、ケラタン硫酸等のグリコサミ

ノグリカンと呼ばれる糖鎖が共有結合した糖タンパク質で、コラーゲンやヒアルロン酸と

ともに細胞外マトリックスを作り、身体組織を維持しています。 

Proteoglycan is a glycoprotein that covalently bond with sugar chain called 

glycosaminoglycan which has chondroitin sulfate and keratan sulfate in core protein. It 

forms the extracellular matrix with collagen and hyaluronic acid to maintain the body tissue. 

蛋白聚醣是一種糖蛋白，其共價鍵與糖鏈被稱為葡糖胺聚醣具有硫酸軟骨素和核心蛋白的硫

酸角質素。它形成的細胞外基質膠原蛋白和透明質酸以維持身體組織。 

 

グリコサミノグリカンは分岐を持たない長い直鎖構造を持ちます。 多数の硫酸基とカルボ

キシル基を持つため負に荷電しており、グリコサミノグリカンはその電気的反発力のため
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に延びた形状をとります。また、糖の持つ水親和性により、多量の水を保持することがで

きます。 

プロテオグリカンに含まれる多数のグリコサミノグリカン群はスポンジのように水を柔軟

に保持しながら、弾性や衝撃への耐性といった機能を担っているのです。 

Glycosaminoglycan has a long straight chain structure that does not have a branch. It has a 

large number of carboxyl group and sulfate group, so it is negatively charged, and has 

extended shape because of the electrical repulsion. In addition, it can hold a large amount of 

water because sugar has an affinity for water. 

A lot of glycosaminoglycan groups which is contained in proteoglycan are holding water like 

a sponge, and play the function of elasticity and resistant to shock. 

糖胺聚醣具有不具有支鏈長的直鏈結構。它有大量的羧基和硫酸基的，因此它被帶負電荷的，

並且已經延長，因為電斥力的形狀。此外，它可以容納大量的水，因為糖對水具有親和性。

這是包含在蛋白多醣大量粘多醣組都拿著水像海綿一樣，並發揮彈性的功能和耐衝擊。 

 

軟骨前駆細胞増殖作用 Cartilage Progenitor Cell Proliferation Effect 軟骨祖細胞增

殖的影響 

ATDC5（理化学研究所）に増殖培地を用いて細胞を播種し、24 時間後にプロテオグリカン

および低増殖培地を用いて、5％CO₂、37°C の条件にて７日間培養を行いました。培養後、

細胞数を MTT 法により測定し、コントロールを 100 とした際の相対値により軟骨前駆細胞

増殖能を評価しました。プロテオグリカンの添加により軟骨細胞の元となる軟骨前駆細胞

を増加し、軟骨の減少を抑制することがわかります。 

Bringing growth medium to ATDC5 (RIKEN) and they seed cells to the medium. 24 hours 

later, using proteoglycan and low growth medium, they culture under conditions of 5% 

CO₂ and 37 ° C for 7 days. After culturing, the number of cells is measured by MTT method. 

The progenitor cell proliferation is measured with the relative value to 100 which is set for 

the control value. As a result of this, adding proteoglycan to the culture increases the 

cartilage progenitor cell which become cartilage cell, and decreases of the reduction of 

cartilage. 

將生長培養基 ATDC5（RIKEN），並且它們的種子細胞向培養基中。24 小時後，用 5％CO 2

的條件下和 37℃下 7 天下蛋白聚醣和低生長培養基，培養它們。培養後，細胞的數量是通過

MTT 方法測定的。祖細胞增殖的測量條件為相對值 100，其被設置為控制值。作為其結果，

加入蛋白多醣的培養增加了其成為軟骨細胞的軟骨祖細胞，軟骨和減少的跌幅。 
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メーカー資料 

Manufacturer Data 

 

軟骨分化促進作用 Cartilage Differentiation Promoting Effect 軟骨分化的促進作用 

ATDC5（理化学研究所）に増殖培地を用いて細胞を播種し、5％CO₂、37°C の条件にて７

日間培養を行いコンフルエントの状態にしました。その後、プロテオグリカンを添加して

21 日間培養を行いました。培養後、アルシアンブルー染色により軟骨分化能を評価しまし

た。そして、その取得画像を WinROOF にて定量解析しました。プロテオグリカン添加に

より、有意に軟骨分化が誘導されています。 青く染色されている所が、軟骨を形成してい

ます。 軟骨前駆細胞の軟骨分化を助けることで、軟骨の減少と軟骨基質の減少を抑制しま

す。 

Bringing growth medium to ATDC5 (RIKEN) and they seed cells to the medium and they 

culture under conditions of 5% CO₂ and 37 ° C for 7 days to make a confluent state.  

Then, they add proteoglycan and culture the cells for 23 days. After the culturing, they 

evaluate the cartilage differentiation capacity by Alcian blue staining. Then, the acquired 

image is quantitatively analyzed by WinROOF. As a result of this, adding proteoglycan to the 

culture significantly induces cartilage differentiation. The spot where have blue stain formes 

cartilage. Proteoglycan inhibits the reduction of cartilage and cartilage by helping  cartilage 

differentiation of cartilage progenitor cell. 

將生長培養基 ATDC5（RIKEN），並且它們的種子細胞向培養基中，它們培養 5％CO 2 的條
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件下和 37℃，在 7 天，使匯合狀態。 

然後，他們在 23 天增加蛋白多醣和培養細胞。培養後，他們評估軟骨分化能力通過阿辛藍染

色。然後，所獲取的圖像被定量 WinROOF 分析。作為其結果，加入蛋白多醣的培養顯著誘

導軟骨分化。那裡有藍染色印版軟骨現場。蛋白多醣防止軟骨和軟骨通過幫助軟骨祖細胞的

軟骨分化的降低。 

 

メーカー資料 Manufacturer Data 

 

軟骨石灰化抑制作用 Cartilage calcification inhibitory effect 軟骨鈣化抑製作用 

ATDC5（理化学研究所）に増殖培地を用いて細胞を播種し、5％CO₂、37°C の条件にて７

日間培養を行いコンフルエントの状態にしました。その後、増殖培地と軟骨分化誘導剤を

用いて、さらに 21 日間培養し軟骨を形成しました。その後、プロテオグリカンを添加し、

石灰化誘導培地を用いて、3%CO₂、37°C の条件にてさらに 24 日間培養を行いました。 

培養後、アリザリンレッド染色により石灰化能を評価しました。そして取得画像を

WinROOF にて定量解析しました。さらに、アルシアンブルー染色にて培養後の軟骨状態

を評価しました。 

プロテオグリカン添加により、顕著に石灰化が抑制されています。 赤く染色されている所

が、石灰化（骨化）しています。軟骨の石灰化を抑制することで、軟骨の減少と異所石灰

化に対してアプローチします。 

Bringing growth medium to ATDC5 (RIKEN) and they seed cells to the medium and they 

culture under conditions of 5% CO₂ and 37 ° C for 7 days to make a confluent state.  

Then, they use the growth medium and cartilage differentiation-inducing agent and further 

cultures for 21 days to form the cartilage. Then they add proteoglycans and use calcification 

induction medium under conditions of 3% CO₂ and 37 ° C for 7 days to culture. 

After the culturing, they evaluate the calcification ability by Alizarin red staining. Then, the 

acquired image is quantitatively analyzed by WinROOF. Furthermore, they evaluate the 
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cartilage state by Alcian Blue staining after the culturing. 

As a result of this, adding proteoglycan significantly inhibits the calcification. The spot where 

have red stain is clcified (ossified). Proteoglycan prevents the reduction of cartilage and 

ectopic calcification by inhibiting the calcification of cartilage. 

將生長培養基 ATDC5（RIKEN），並且它們的種子細胞向培養基中，它們培養 5％CO 2 的條

件下和 37℃下 7 天，使匯合狀態。 

然後，他們所使用的生長培養基和軟骨分化誘導劑，並進一步培養 21 天，以形成軟骨。然後，

他們加入蛋白多醣和使用鈣化誘導培養基 3％的二氧化碳和條件 37℃7 天的文化下。培養後，

他們評估通過茜素紅染色的鈣化的能力。然後，所獲取的圖像被定量 WinROOF 分析。此外，

他們評估了培養後通過阿辛藍染色的軟骨狀態。 

作為其結果，加入蛋白多醣顯著抑制鈣化。其中，有紅色的污點當場被鈣化（骨化）。蛋白多

醣阻止軟骨和異位鈣化的減少通過抑制軟骨鈣化。 

 

メーカー資料 Manufacturer Data 

 

経口摂取試験 Oral ingestion test 口服試驗 

膝関節に痛みのある 40-70 代の男女 12 名にサケ鼻軟骨抽出物(プロテオグリカン 20%)を

50mg/day を 12 週間摂取したときの結果です。 

JKOM、JOA スコア評価は、医師が膝関節状態を診断するために一般的に用いる方法です。 

JKOM：日本語版変形性関節症患者機能評価尺度(被験者が採点) 

VAS：視覚的アナログ尺度(被験者が採点) 

JOA：日本整形外科学会変形膝関節症治療成績判断基準(医師が評価) 

12-week oral ingestion test with 12 people who have knee joint pain from 40 years old to 70 

years old (Daily dose of Salmon nasal cartilage extract (20% proteoglycan): 50mg) is 

conducted.  

JKOM, JOA score evaluation is a common method used for a doctor to diagnose the 
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symptom of knee joint.  

JKOM: Japan Knee Osteoarthritis Measure  (Marked by subjects) 

VAS: visual analog scale (Marked by subjects) 

JOA: Japanese Orthopaedic Association (JOA) has developed a clinical symptom score for 

a patient with knee joint pain (Evaluated by physician) 

有 12 人誰也膝蓋從 40 歲到 70 歲的關節疼痛 12 週口服試驗（鮭魚鼻軟骨提取物（20％蛋白

聚醣）每日劑量：50 毫克）進行。 

JKOM，JOA 評分評價是用於醫生診斷膝關節的症狀的常用方法。 

JKOM：日本膝骨性關節炎測量（由科目標記） 

VAS：視覺模擬評分（按科目標記） 

JOA：日本骨科學會（JOA）已開發出臨床症狀評分與膝關節疼痛的患者（由醫師評估） 
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軟骨の代謝が促進され、また軟骨の合成も促進されましたが、軟骨合成量の方が多いので

全体としては軟骨が増える結果になりました。 

By taking salmon nasal cartilage extract (20% proteoglycan), both metabolism of cartilage 

and synthesis of cartilage are promoted. Increase in the synthesis of cartilage is greater 

than the increase in the metabolism of cartilage, thus the amount of cartilage increases as a 

whole. 

通過採取鮭魚鼻軟骨提取物（20％蛋白聚醣），軟骨和軟骨合成的兩種代謝的推廣。增加軟骨
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的合成大於增加軟骨的代謝，軟骨增加作為整體由此量。 

 

2011 年 日本栄養・食糧学会発表 順天堂大学 長岡教授 

Professor Nagaoka, Juntendo University, 2011 Japan Society of Nutrition and Food Science   

作用点  Point of Action 作用點 
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近年、日本のマーケットでは関節向けサプリメント原料にプロテオグリカンが高い注目を

集めています。 

In recent years, proteoglycan is highly recognized as the ingredient for joint supplements in 

Japanese market. 
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近年來，蛋白聚醣是高度公認的成分為在日本市場上關節補充劑。 

 

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。 

 

ヒアルロン酸は、関節液、関節軟骨などに多く含まれ、潤滑作用（骨と骨の間の滑りをよ

くする）や緩衝作用（クッションとしての役割）など、関節の動きを良くする働きをして

います。 

Hyaluronic acid which is included in synovial fluid and articular cartilage has functions such 

as lubrication (to improve the slippage between the bones) and buffer action (work as a 

cushion) to improve the movement of joint . 

透明質酸它包括在滑液和關節軟骨具有的功能，如潤滑（改善骨之間的滑動）和緩衝作用（工

作作為緩衝），以改善關節的移動。 

 

魚骨粉末 Fish Bone Powder  魚骨粉 

由来原料 Origin of Ingredient 原來原料 

魚骨粉末に含まれるカルシウムは関節系のサプリメントに欠かせない原料です。魚骨粉末

は日本産(北海道産)のエイ(カスベ)の軟骨から日本（北海道）の工場で抽出製造された原料

です。 

Fish bone powder is an ingredient that is made from cartilage of Japanese sting ray 

(Hokkaido Pref.) at the factory of Japan (Hokkaido Pref.). 

魚骨粉的成分，是從日本刺魟魚軟骨做（北海道）在日本的工廠（北海道）。 

 

オオイタドリエキス Giant Knotweed Extract 虎杖提取物 

由来原料 Origin of Ingredient 原來原料 

日本産（北海道）のオオイタドリ若芽エキス、日本産（北海道）のジャガイモでんぷん、

日本産（鹿児島県）のサツマイモでんぷん、海外産（アメリカ、ブラジル、アルゼンチン、

南アフリカ）のコーンスターチを使用して日本の工場（岐阜県）で製造された原料です。 
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Giant knotweed extract is made with giant knotweed young leaf extract of Japan (Hokkaido 

Pref.), potato starch of Japan (Hokkaido Pref.), sweet potato starch of Japan (Kagoshima 

Pref.)at the factory in Japan (Hokkaido Pref.) and cornstarch of Overseas (USA, Brazil, 

Argentina and South Africa) at the factory in Japan ( Gifu Pref.).  

虎杖提取物是由與日本虎杖年輕的葉提取物（北海道縣），日本（北海道縣），日本的紅薯澱

粉（鹿兒島縣）的工廠在日本馬鈴薯澱粉（北海道縣）和海外（美國，巴西，阿根廷和南非）

的工廠在日本玉米澱粉（岐阜縣）。 

 

イタドリは古来より様々な形で日本全国で食されています。北海道や東北地方で取れる大

きいサイズのイタドリを一般的にオオイタドリと呼び、北海道ではアイヌ民族がオオイタ

ドリの若芽を生で食べて傷薬の代わりに用いたと伝えられています。 

Japanese knotweed has been eaten in Japan in various forms since ancient times. Large 

sized Japanese knotweed can be seen in Hokkaido and Tohoku region is generally called 

giant knotweed. In Hokkaido, Ainu: the native people of Hokkaido ate raw young leaf of giant 

knotweed to heal the wounds instead of taking medicine. 

虎杖已經被吃掉了在日本自古以來各種形式。大尺寸的虎杖可以看出，在北海道和東北區域

通常稱為虎杖。在北海道，阿伊努：北海道當地人吃的虎杖原料年輕的葉癒合的傷口，而不

是吃藥。 

 

 

 

 

 

 

 

 

初夏のオオイタドリ         オオイタドリの炒め煮 

Giant Knotweed in Early Summer       Stir-fried and Boiled Giant Knotweed 

虎杖在初夏        炒和煮虎杖 

 

鎮痛作用 Analgesic Effect 鎮痛作用 

マウスをコントロール群と、オオイタドリエキス30mg/kg投与群と100mg/kg投与群に分け、

それぞれのグループに5日間経口投与しました。最後のオオイタドリエキスを投与した60分

後に0.6％酢酸(10mL/kg)を腹腔内に投与し、酢酸投与の10分後からの10分間に生じるライ

ジング回数（痛みで身動きする反応）を測定したところ、投与群に有意な鎮痛作用が確認

されました。 
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Mice are devided into control group, administration group of giant knotweed extract 30mg/kg 

and administration group of 100mg/kg, then orally administered the extract each group for 5 

days. 60 minutes after the last administration of the extract, 0.6% acetic acid (10mL/kg) is 

administered into intraperitoneally of mouse, and 10 minutes after administration of acetic 

acid, the number of writhing (writhing reaction by pain) to occur for 10 minutes is measured. 

As a result of the study, significant analgesic effect is confirmed in the administration group. 

小鼠分為對照組，虎杖提取物為 30mg/ kg 和 100mg 的/ kg 給藥組管理組，然後口服提取物

每組 5 天。 60 分鐘後，提取物的最後一次給藥，0.6％乙酸（10 毫升/公斤）施用到腹腔內的

小鼠，和乙酸施用後 10 分鐘，發生 10 分鐘扭動（扭動由疼痛反應）的數被測量。作為這項

研究的結果是，顯著鎮痛效果被證實在給藥組中。 

    

 

Food Function, Vol.7, 2-8(2011)  

 

抗炎症作用 Anti-inflammatory Effect 消炎作用 

ラットをコントロール群とオオイタドリエキス 1000mg/kg 投与群とイブプロフェン

30mg/kg 投与群に分け、経口投与しました。その後、アジュバント注射によるラット後肢

腫脹（関節炎）に対しての抗炎症効果およびを測定したところ、投与群に有意な関節炎抑
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制作用が確認されました。 

Rats are divided into control group, administration group of giant knotweed extract 1000mg/ 

kg and administration group of ibuprofen 30mg/kg, then orally administered each substance. 

Subsequently, anti-inflammatory effect for the swelling on hind paw of rats created by 

adjuvant injection (arthritis). As a result of the study, significant arthritis inhibitory effect is 

confirmed in administration group of giant knotweed extract. 

大鼠分為正常對照組，虎杖提取物 1000mg/kg 和管理組布洛芬 30 毫克/公斤的管理組，然後

口服每種物質。接著，對由佐劑注射（關節炎）創建的大鼠的後肢的腫脹的抗炎作用。作為

這項研究的結果是，顯著關節炎抑製作用被確認的虎杖提取物給藥組。 

       

Food Function, Vol.7, 2-8(2011) 
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関節系機能性成分促進効果 romoting Effect on Other Functional Ingredients for 

joints 其他功能成分為關節的促進作用 

変形性膝関節症により膝に疼痛や痺れを有する45～70歳の日本人男女をコントロールと投

与群の２グループに分け、コントロール：グルコサミン 1500mg/day と投与群：グルコサ

ミン 1500mg + オオイタドリエキス 240mg/day を 8 週間、経口摂取してもらいました。 

各グループの膝の状態を日本版変形性膝関節症機能評価尺度 (JKOM : Japanese Knee 

Osteoarthritis Measure)および 専門医による膝関節可動域測定と評価を用いて測定した

ところ、オオイタドリ投与群において膝の痛みおよび膝関節可動域に有意な改善が確認さ

れました。 

Oral administration test is conducted with Japanese men and women in 45-70 years of age 

who have pain or tingling in their knees from osteoarthritis. People are divided into control 

group: glucosamine 1500mg/day and administration group: glucosamine 1500mg + giant 

knotweed extract 240mg/day and control, and each group orally take them for 8 weeks. 

The state of the knee of each group is measured by using Japan version of osteoarthritis of 

the knee function Rating Scale (JKOM: Japanese Knee Osteoarthritis Measure) and   

motion range of knee joint measurement and evaluation by specialist. As a result of the 

study, significant improvement on knee pain and motion range of knee joint are confirmed in 

administration group of giant knotweed extract. 

口服給藥試驗與日本男性和女性在 45-70 歲誰在自己的膝蓋骨關節炎疼痛或刺痛進行。人分

成對照組：葡糖胺為 1500mg/天，給藥組：葡糖胺+1500 毫克虎杖提取物為 240mg/日和控制，

並且每個組口服帶他們的每個組的膝關節的 8 週的狀態，通過使用日本測定版本膝關節功能

量表（JKOM：日本膝骨性關節炎措施）骨性關節炎，膝關節的測量和評價專家的運動範圍。

作為這項研究的結果，在膝蓋疼痛和膝關節的運動範圍顯著改善得到證實在虎杖提取物給藥

組。 
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関節痛への即効性 Immediate Effect on Joint pain 對關節疼痛立竿見影的效果 

膝に疼痛や痺れの自覚症状を有する 45～70 歳の日本人 29 名（男性 10 名、女性 19 名）に

発酵グルコサミン 1500mg + オオイタドリエキス 240mg/day を４週間、経口摂取してもら

い、１週間後、2 週間後、4 週間後の膝の状態を日本版変形性膝関節症機能評価尺度 (JKOM : 

Japanese Knee Osteoarthritis Measure)を用いて測定しました。その結果、摂取 1 週間後

で 52％、２～４週間で約 80％の方が効果を実感していることが確認されました。 

Oral administration test is conducted with 29 Japanese people (10 males, 19 females) in 

45-70 years of age who have pain and symptoms in their knees. People orally take 

fermented glucosamine 1500mg + giant knotweed extract 240mg/day for 4 weeks, and their 

condition of kees at 1 week, 2 weeks and 4 weeks period by using Japan version of 

osteoarthritis of the knee function Rating Scale (JKOM: Japanese Knee Osteoarthritis 

Measure). As a result of the study, 52% of the people feel the improvement for their knee 

condition after one week of intake, and about 80% of the people feel the improvement after 

2-4 weeks of intake. 

口服給藥試驗與日本 29 人（男 10 例，女 19 例），在 45-70 歲的誰有疼痛和症狀在他們的膝

蓋進行。人口服取發酵葡萄糖 1500 毫克+虎杖提取物為 240mg/天，連續 4 週，和基斯其 1

週的條件，2 個週和 4 週的時間通過使用膝關節功能評定量表的骨關節炎的日本版（JKOM：

日本膝骨關節炎衡量）。作為這項研究的結果是，人們的 52％感覺改善其膝蓋條件攝取一個星

期後，約 80％的人感到 2-4 週攝入後的改善。 
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メーカー資料 Manufacturer Data 
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発酵グルコサミン Fermented Glucosamine 發酵氨基葡萄糖 

由来原料 Origin of Ingredient 原來原料 

発酵グルコサミンは日本産(島根県)でとうもろこし（アメリカ産）を発酵させて製造された

原料です。 

Fermented glucosamine is made and fermented from the US grown corn at the factory in 

Japan (Shimane Pref.). 

發酵葡萄糖是由從美國玉米生長在發酵工廠在日本（島根縣）。 

 

グルコサミンの関節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。 

Glucosamine is widely known and many researches are already conducted, so this paper 

omits the detail of the ingredients.    

葡糖胺是廣泛已知的，並且許多研究已經進行，因此本文省略了各成分的細節。 

 

メチルスルフォニルメタン(MSM) Methyl Sulfonyl Methane (MSM) 二甲基砜（MSM） 

由来原料 Origin of Ingredient 原來原料 

アメリカ産のテーダ松由来のリグニンからアメリカで製造されたものを日本（東京都）で

検品・包装した原料です。 

MSM is made from lignin derived from the US grown pinus taeda, and exported to Japan. 

Product inspection and packaging are done in the factory in Japan (Tokyo Pref.). 

MSM 從木質素從美國成年火炬松做得出，並出口到日本。產品檢驗和包裝均在工廠完成日本

（東京縣）。 

 

MSM とは what is MSM? 什麼是 MSM? 

MSM は、ほとんど全ての生体内（人体、動物、植物）に自然に存在する天然成分で、生体

に必要不可欠な有機イオウ化合物です。人間の体内でも MSM は常に作られていますが、

年齢と共にその量は少なくなっていきます。MSM は果物、野菜、肉などに多く含まれてい

ますが、 

加工食品の摂取が増えた現代のライフスタイルでは、多くの人がイオウの欠乏状態にあり、

この状態は加齢とともに更に増大すると考えられています。 

MSM is organic sulfur compounds that exist in almost all living things (human, animals, 

plants) and natural ingredients essential for living. MSM is produced in the human body, but 

the amount of its production is decreased with age. Lots of MSM are contained in fruits, 

vegetables, meat, however, a lot of people are now in sulfur deficiency because of the 

modern life style. In modern life style, people eat processed food, so the sulfur deficiency  
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is believed to increase with age. 

MSM 是存在於幾乎所有的有生命的東西（人，動物，植物）和天然成分的生活必不可少的有

機硫化合物。 MSM 是產生於人體，但其生產的量減少與年齡。許多 MSM 都包含在水果，

蔬菜，肉類，但是，現在很多人都因為現代生活風格缺硫。在現代的生活方式，人吃加工食

品，因此缺硫被認為是隨著年齡的增長。 

 

MSM の分子は、グルコサミンやコンドロイチンに比べ大変小さく、水溶性のため細胞内で

利用されやすい特性を持っています。細胞内の有害物質を速やかに排泄し、栄養素の取入

れを容易にする働きもあるため、諸症状の改善が速く即効性も期待されます。 

また、関節痛、炎症に対し、以下の効果が期待されています。 

① 脳への痛みの伝達を抑える 

② 炎症を抑える 

③ 血流を促進し、治癒を促進する 

④ 痛みの原因となる筋肉の痙攣を軽減する 

Molecules of the MSM are very small compared to glucosamine and chondroitin, and are 

easily used in the cell because of its water solubility. It improves symptoms fast and 

immediately by promptly excreting toxic substances from the cell, and facilitating the intake 

of nutrients. Also, the following effects are expected for joint pain and inflammation. 

① Inhibiting a transmission of pain to brain 

② Suppressing inflammation 

③ promoting blood flow and healing process 

④ Reducing the muscle spasms that causes pain 

相比於葡糖胺和軟骨素的 MSM 分子都非常小，並且很容易使用，因為它的水溶解度在細胞。

它通過分泌及時有毒物質從細胞，並促進營養物質的攝入量快速並立即改善症狀。此外，預

計用於關節疼痛和炎症的下述效果。 

① 抑制疼痛的大腦 

② 抑制炎症 

③ 促進血液流動和修復過程 

④ 減少肌肉痙攣的傳輸引起的疼痛 

 

退行性関節炎鎮痛作用 Analgesic Effect on Degenerative Arthritis 對退化性關節炎

鎮痛作用 

退行性関節炎を有する 55～78 歳の男女 16 名をプラセボ・コントロール群 6 名と MSM 

2250mg/day 投与群 10 名に分けて、4 か月間経口摂取してもらい、１か月毎の鎮痛効果を

視覚的アナログ尺度(VAS：Visual Analog Scale)を用いて測定しました。その結果、プラセ

ボ・コントロール群で 20％、MSM 投与群において 80％の方に研究開始から 6 週間以内で
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痛みの緩和が見られました。（メーカー資料） 

Oral administration test is conducted with 16 people in 55-78 years of age who degenerative 

arthritis. People are divided into placebo control group: 6 people and administration group: 

10 people: MSM 2250mg/day, and each group orally take them for 4 months. The analgesic 

effect of each group is measured monthly by using VAS: Visual Analog Scale. As a result of 

the study, 20% of the people in placebo control group and 80% of the people in 

administration group feel pain relief within 6 weeks from the start of the study. (Manufacturer 

Data) 

口服給藥試驗與 16 人在 55-78 歲誰退行性關節炎進行。人們被分為安慰劑對照組：6 人，管

理組：10 人：MSM2250 毫克/天，每個組口服帶他們 4 個月。視覺模擬評分：各組的鎮痛作

用是通過使用 VAS 測量每月。作為這項研究的結果是，人們在安慰劑對照組的 20％和 80％

的人在給藥組的感覺 6 週內的疼痛緩解從研究的開始。（製造商數據） 

 

急性傷害に対する治癒効果 Healing Effect on Acute Injury 急性損傷治療效果 

30 日以内に運動中に急性の怪我を負った男女 24 名をプラセボ・コントロール群 12 名と

MSM 投与群 12 名に分けて、各被験者が完治するまで経口摂取してもらいまいした。すべ

ての方が同じ治療を受ける条件の下、損傷部分の治癒効果と各被験者の通院回数について

評価しました。その結果、プラセボ・コントロー群では 12 人中４人、MSM 投与群では 12

人中７人の症状に良好な改善が見られました。また、プラセボ・コントロール群の平均通

院回数は 5.25 回、MSM 投与群では 3.25 回と、MSM 投与群がプラセボ・コントロール群

に比べ通院回数が 40％少ないという結果が出ました。（メーカー資料） 

Oral administration test is conducted with 24 people who suffer with acute injury during 

playing sports within 30 days. People are divided into placebo control group: 12 people and 

MSM administration group: 12 people, and each group orally take them til the day of 

recovery. The healing effect of each group is measured by diagnosis by doctor and the 

number of visit to the hospital. All people are treated under the same conditions. As a result 

of the study, 4 people in placebo control group and 7 people in MSM administration group 

significantly heal their injury. In addition, the average number of visits to the hospital for 

placebo-control group is 5.25 times, and 3.25 times for the MSM administration group. MSM 

administration group has 40% less visit to the hospital compared to the placebo control 

group. (Manufacturer Data) 

口服給藥試驗與 24 人在 30 天之內做運動與急性損傷誰吃虧進行。人們被分為安慰劑對照組：

12 人 MSM 管理組：12 人，每組口服帶他們直到復甦的一天。各組的治療效果是通過醫生的

診斷和參觀醫院的數量來衡量。所有的人都在相同的條件下進行處理。作為研究的結果，4 人

在安慰劑對照組和 7 人 MSM 管理組顯著醫治他們的傷害。此外，訪問醫院安慰劑對照組的

平均數目是 5.25 倍，和 3.25 倍的 MSM 給藥組。 MSM 管理組有較安慰劑對照組少的醫院
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40％的訪問。（製造商數據） 

 

黒しょうが Black Ginger 爛姜 

由来原料 Origin of Ingredient 原來原料 

タイ産の黒しょうがを日本（非開示。ただし、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県

ではない）で抽出した原料です。 

Black Ginger Extract is made and fermented from the Thailand grown black ginger at 

the factory in Japan (Pref. is not released. But there are not Fukushima, Ibaraki, 

Tochigi, Gunma, Chiba pref.). 

黑色的生薑來自泰國日本（不披露，但是，福島縣，茨城縣，櫪木，群馬，千葉縣不）是原

材料與提取。 

 

黒しょうがは、別名「黒ウコン」とも称され、東南アジア地域では滋養強壮素材として流

通しています。また、黒しょうがには、抗炎症、抗アレルギー、抗肥満、抗高脂血症作用

などがあることが知られていますが、ここでは、抗炎症作用に注目して配合しました。 

Black ginger as known as "black turmeric" is distributed as nourishing material in Southeast 

Asia. Anti-inflammation, anti-allergic, anti-obesity and anti-hyperlipidemic effect of black 

ginger are widely known, but we formulated the ingredient for anti-inflammatory effect. 

作為被稱為“黑鬱金”爛姜分佈在東南亞滋補材料。抗炎，抗過敏，抗肥胖和黑色生薑的抗高血

脂作用是公知的，但我們配製成分為抗炎效應。 

 

抗炎症作用 Anti-inflammatory effect 抗炎作用  

炎症が起きると、マクロファージは炎症性サイトカインなどにより一酸化窒素合成酵素

(iNOS)を誘発させます。iNOS は活性酸素の１つである一酸化窒素を過剰に産生することで

細胞組織を傷つけ、炎症反応をさらに増幅させます。 

原料メーカーと近畿大学の共同研究で以下の試験を行いました。 

培養したマクロファージ様細胞(RAW264.7)に大腸菌膜由来発熱物質であるリポポリサッカ

ロイド(LPS)を添加することで炎症を引き起こしました。ここに黒しょうがに有効成分であ

る 10 種類のメトキシフラボンを添加し、iNOS の発現阻害作用を評価しました（同時にα

-tubulinの阻害評価も行っています）。 

When inflammation occurs, macrophages induce nitric oxide synthase (iNOS) by the effect 

of inflammatory cytokines. iNOS amplifies inflammatory response by producing excess 

amount of nitric oxide which is one of active oxygen.  

The following test is conducted under the joint research of Ingredient manufacturer and Kinki 

University. 

Causing the inflammation with cultured macrophage-like cells (RAW264.7) by adding 
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lipopolysaccharide (LPS) which is coli membrane-derived pyrogen. Then, 10 types of 

methoxy flavone which is an active ingredient in black ginger are added to evaluate the 

expression inhibitory effect of iNOS. (At the same time, α-tubulin inhibition is evaluated.)  

當出現炎症，巨噬細胞誘導的一氧化氮合酶（iNOS）由炎症性細胞因子的作用。 iNOS 的放

大通過產生的一氧化氮是活性氧之一的過量的炎症反應。下面的測試是根據成份的製造商和

近畿大學的聯合研究進行。通過加入脂多醣（LPS），其是大腸桿菌膜衍生的熱原引起與培養

的巨噬細胞樣細胞（RAW264.7）的炎症。然後，將 10 種甲氧基黃酮是在黑姜活性成分被添

加到評估 iNOS 的表達抑制效果。 （同時，α微管蛋白的抑制進行評價。） 

 

 

①(5,7,3’,4’-tetramethoxyflavone) 

②(3,5,7,3’,4’-pentamethoxyflavone) 

③(5,7-dimethoxyflavone) 

④(5,7,4’-trimethoxyflavone) 

⑤(3,5,7-trimethoxyflavone) 

⑥(3,5,7,4’-tetramethoxyflavone) 

⑦(5-hydroxy-3,7,3’,4’-tetramethoxyflavone) 

⑧(5-hydroxy-7-methoxyflavone) 

⑨(5-hydroxy-3,7-dimethoxyflavone) 

⑩(5-hydroxy-3,7,4’-trimethoxyflavone) 

 

上段のバンドが iNOSの発現を示しています。10種類のメトキシフラボンをそれぞれ添加し

たバンドでは発現が強く抑えられていたり、発現の減少が確認されました。 

The above band shows the expression of iNOS. On the bands which is added 10 different 

methoxy flavone, expression of iNOS are strongly inhibited or significantly reduced. 

上述帶顯示 iNOS 的表達。在其上添加 10 種不同的甲氧基黃酮的樂隊，iNOS 的表達強烈抑

制或減少顯著。 

メーカー資料 Manufacturer Data 



 

38 

 

アスパラガスエキス Asparagus Extract 蘆筍提取物 

由来原料 Origin of Ingredient 原來原料 

日本産(北海道産)のアスパラガスから日本（北海道）の工場で抽出した原料です。タイ他産

のキャッサバから日本（兵庫県）で製造されたデキストリンも含まれています。 

Asparagus extract is extracted from Japanese(Hokkaido Pref.) grown asparagus at the 

factory in Japan (Hokkaido). It contains dextrin which is made from Thailand grown cassava 

at the factory in Japan (Hyogo Pref.). 

蘆筍提取物是從日本的提取（北海道縣）的工廠在日本（北海道）種植蘆筍。它含有糊精是

來自泰國的木薯生長在做工廠在日本的（兵庫縣）。 

 

北海道はアスパラの産地で、初夏にはギフトとしても使われます。このアスパラガスエキ

スの原料は、ギフト用に長さを切りそろえた際に廃棄されているボトム部分を活用してい

ます。 

Hokkaido is a big asparagus producing area, and asparagus is very popular for early 

summer gift. To make the asparagus for a gift it is trimmed to adjust the length of each 

asparagus. The extract is made from the bottom part that is cut off and discarded. 

北海道是一個很大的蘆筍產地，蘆筍是初夏的禮物很受歡迎。為了使蘆筍禮物送給它被修整

以調整各蘆筍的長度。該提取物是從被切斷並丟棄底部製成。 

 

 

 

ヒートショックプロテイン(HSP)を誘発 Inducing Heat Shock Protein (HSP) 誘導

 熱休克蛋白（HSP） 

体が熱にさらされると、ヒートショックプロテイン(HSP)というたんぱく質が分泌されます。

このたんぱく質が筋肉のカルシウム量を変化させるとみられ、それがカルシニューリンと

いう別のたんぱく質の活性化をうながし、筋細胞内のたんぱく質合成過程が刺激されます。

こうしたしくみで HSP が筋肉の成長を引き起こすのではないかと考えられています。 

この研究は多数行われており、加温によって HSP を増やすことで、運動持続性が高まるこ

と、筋の損傷が修復されること、骨格筋が増大することなどが確認されています。 

（ 一 例 ：中 京 大学 体育 学 論 叢 ,2004,45-2,77-90 、 聖マ リ アン ナ 医科 大 学 雑誌
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2003,Vol.31,131-138 など） 

When the body is exposed to heat, protein called heat shock protein (HSP) is secreted. This 

protein is changing the amount of calcium in muscle. This promotes the activation of another 

protein called calcineurin, and stimulates protein synthesis process in the muscle cells. HSP 

is believed to cause the growth of muscle with such mechanism. 

Many study of HSP has been conducted. In those studies, with increasing the HSP by 

warming, increasing the exercise durability, healing the damaged muscle and increasing the 

skeletal muscle mass have been confirmed confirmed. 

(Example: Chukyo University Physical Education University, 2004,45-2,77-90, St. Marianna 

University School of Medicine magazine 2003, Vol.31,131-138, etc) 

當人體暴露於熱，蛋白質稱為熱休克蛋白（HSP）的分泌。這種蛋白質被改變肌鈣的量。這

促進了所謂的鈣調磷酸酶的另一蛋白質的活化，並刺激蛋白質合成過程中的肌細胞。HSP 被

認為引起肌肉的這種機制的生長。 HSP 許多研究已經進行。在這些研究中，有越來越多的

HSP 由氣候變暖，增加鍛煉的耐用性，修復受損的肌肉，增加肌肉質量已被確認證實（例如：

中京大學體育學院，2004,45-2,77-90，醫學雜誌聖瑪麗安娜大學法學院 2003，Vol.31,131-138

等） 

 

この特殊な方法で抽出されたアスパラガスエキスを、HeLa 細胞を用いて、mRNA とタン

パク質の発現量を定量したところ、濃度依存的に HSP を発現することがわかりました。 

Asparagus extract which is extracted in special way is mixed with HeLa cells to express  

HSP mRNA and HSP protein, then determine the quantity of each HSP. As a result, Both 

HSP are expressed in a concentration-dependent manner . 

被萃取在特殊方式蘆筍提取物是用 HeLa 細胞混合來表達 HSP 的 mRNA 和 HSP 蛋白，然後

確定每個 HSP 的量。其結果是，這兩種 HSP 表達的濃度依賴性。 

 

New-FoodIndustry 2012 Vol.54 No.8(1): 
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ヒト試験でも結果が出ています。健常者成人を 7 名ずつアスパラガスエキス 300mg/day 摂

取群とプラセボに分け、1 週間後に抹消白血球中の HSP70 の mRNA を定量したところ、

摂取群で 3 倍の HSP70 の誘発が確認されました。 

Good results are obtained in human trials. Seven days human trial is conducted with seven 

healthy adults who are divided into placebo control group and asparagus extract 300mg / 

day intake group. After intaking the extract for a week, determining the quantity of HSP70 

mRNA in peripheral white blood cells of the subjects. As a result of the study, the HSP70 

mRNA is induced three times more in the intake group. 

好的結果在人體試驗中獲得。七天人體試驗與 7 名健康成年人誰分為安慰劑對照組和蘆筍提

取物 300 毫克/天攝入組進行。後攝入提取一個星期，確定所述受試者的外周血白細胞的

HSP70 mRNA 的量。作為這項研究的結果是，熱休克蛋白 70 的 mRNA 被誘導多三倍的攝

取組中。 

 

メーカー資料 Manufacturer Data 

 

このアスパラガスエキスは、熱を加えたり運動したりしなくてもHSPを発現させるのです。 

This asparagus extract expresses HSP without heating or exercising. 

這種蘆筍提取物表達 HSP 不加熱或行使。 

 

イミダゾールジペプチド Imidazole Dipeptide 咪唑肽 

由来原料 Origin of Ingredient 原來原料 

チキンエキス(アメリカ産)、甘藷・キャッサバ(日本・タイ産)、から日本（大阪府）の工場

で製造した原料です。 

Imidazole dipeptide is made from chicken extract (from USA), sweet potato, cassava (from 

Japan, Thailand) at the factory in Japan (Osaka Pref.). 
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咪唑二肽是從雞的提取物（來自美國），甘藷，木薯（來自日本，泰國）的工廠在日本（大阪

府）。 

 

イミダゾールジペプチドとは what is Imidazole dipeptide? 什麼是咪唑二肽? 

イミダゾールジペプチドは、アンセリンやカルノシンなどの総称で、脊椎動物の筋肉や脳

に多く存在するペプチド成分です。渡り鳥や回遊魚の筋肉中にも多く存在し、長時間の運

動を継続できるのは、このペプチドによるものといわれており、運動パフォーマンス向上、

抗疲労に効果があるといわれています。 

Imidazole dipeptide is a generic name of anserine and carnosine, and is the peptide that 

exist in muscle and brain of vertebrate. There are many of them in the muscles of migratory 

birds and fish. Because of the peptide, they can keep their physical endurance to move a 

long distance. The peptide is expected to improve athletic performance, and have 

anti-fatigue effect. 

咪唑二肽是鵝和肌肽的總稱，並且是存在於肌肉和脊椎動物的腦的肽。有許多人在候鳥和魚

類的肌肉。因為該肽的，它們可以保持它們的物理耐力移動至較長的距離。肽可望提高運動

性能，並具有抗疲勞作用。 

 

運動持久力向上機能 Improving Effect on Exercise Endurance 在鍛煉耐力的改善

作用 

成人男性 7 人に、イミダゾールジペプチド 15mg を試験開始 30 分前に接種してもらい、運

動パフォーマンス試験を行いました。その結果、プラセボ・コントロール群と比較して、

イミダゾールジペプチド投与群では運動持久力（平均パワー）が有意に向上することが確

認されました。 

Oral administration test is conducted with 7 male adults. Subjects are divided into placebo 

control group and imidazole dipeptide administration group: 15 mg 30minutes prior to the 

excercise performance test. Then conducting the exercise performance test to see the 

improvement on their performance. As a result of the test, endurance of exercise (average 

power) is significantly improved with the administration group compare to the placebo 

control group. 

口服給藥試驗與 7 成年男性進行。受試者被分為安慰劑對照組和咪唑二肽管理組：15 毫克 30

分鐘之前練習中的性能測試。然後進行運動性能測試，看看他們的表現改善。作為試驗的結

果，運動（平均功率）的耐力是顯著與給藥組提高比較的安慰劑對照組。 
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メーカー資料 

Manufacturer Data 

 

バランス能力改善・疲労軽減機能 Improving balancing ability & Reducing Fatigue 

提高平衡能力和減輕疲勞 

中高年者 10 名に 22.5mg/day を 1 か月間摂取してもらい、片足開眼立ちの継続時間による

筋力・バランス能力の検査を行いました。その結果、プラセボ・コントロール群と比較し

て、イミダゾールジペプチド摂取群では片足開眼立ちの時間が有意に延長することが確認

されました。また、イミダゾールジペプチド摂取群に疲労感の自覚症状の調査を行い、試

験開始前と比較して、疲労感が有意に軽減されることも確認されました。 

Oral administration test is conducted with 10 people in middle-age. Subjects are divided into 

placebo control group and imidazole dipeptide administration group: 22.5mg / day. Then 

measuring a duration of one leg eye-opening standing test for each group to see the 

improvement on muscle strength and balancing ability. As a result of the test, the time is 

extended significantly with the administration group compare to the placebo control group. 

Also, conducting a survey with the administration group to check the symptoms of fatigue, 

compare to before and after the test. As a result of this, fatigue was is significantly reduced. 

口服給藥試驗與 10 人在中年進行。受試者被分為安慰劑對照組和咪唑二肽管理組：22.5mg/

天。然後測量了一條腿開眼界站立測試的持續時間為每個組看到的肌肉力量和平衡能力的提

高。作為試驗的結果，該時間被顯著與比安慰劑對照組給藥組延長。另外，進行調查與給藥

組以檢查疲勞的症狀，比較試驗之前和之後。作為其結果，疲勞是被顯著降低。 
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メーカー資料 

Manufacturer Data 

 

BCAA 

由来原料 Origin of Ingredient 原來原料 

L-バリンは、とうもろこし（アメリカ産／GMO 不分別 or GMO）から、日本 or アメリカ

で製造されたブドウ糖を、日本（山口県）の工場で発酵させて製造しています。 

L-ロイシンは、とうもろこし（アメリカ産／GMO 不分別 or GMO）から、日本 or アメリ

カで製造されたブドウ糖を、日本（山口県）の工場で発酵させて製造しているもの、ない

しは、大豆（アメリカ産／GMO 不分別）から、日本の工場で製造された大豆味液を、日本

（山口県）の工場で発酵させて製造しているもののいずれかを使用しています。 
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L-イソロイシンは、とうもろこし（アメリカ、中国、アルゼンチン、ブラジル産等／GMO

不分別）から、日本 or アメリカで製造されたブドウ糖を、日本（山口県）の工場で発酵さ

せて製造しています。 

ただし、アミノ酸の製造は諸事情により原材料の原産国が変わる可能性があります。 

L- valine is made and fermented from corn (from USA / GMO non-sorting or GMO) and 

glucose (from Japan or USA) at the factory in Japan (Yamaguchi Pref.). 

L- leucine is made and fermented from corn (from USA / GMO non-sorting or GMO) and 

glucose (from Japan or USA) at the factory in Japan (Yamaguchi Pref.), or soybean (from 

USA / GMO non-sorting) and soy taste liquid that is manufactured in Japanese factory at the 

factory in Japan (Yamaguchi Pref.).  

L- isoleucine is made and fermented from corn (from USA, China, Argentina, Brazil, etc/ 

GMO non-sorting) and glucose (from Japan or USA) at the factory in Japan (Yamaguchi 

Pref.). 

The country of origin of above raw materials for amino acid may change due to various 

circumstances. 

L-纈氨酸是由從玉米發酵（從美國/ GMO 非排序或 GMO）在工廠在日本（山口縣）和葡萄

糖（從日本或美國）。 

L-亮氨酸是由從玉米發酵（從美國/ GMO 在工廠在日本（山口縣非排序或轉基因）和葡萄糖

（從日本或美國）。），或大豆（來自美國/ GMO 非排序），並且是在製造在日本工廠的大豆味

液體工廠在日本（山口縣） 

L-異亮氨酸是由從玉米發酵（來自美國，中國，阿根廷，巴西等/ GMO 非排序），並在出廠前

在日本的葡萄糖（來自日本或美國）（山口縣）。 

對上述原料氨基酸原產國可能因各種情況。 

 

BCAA とは what is BCAA? 什麼是 BCAA? 

BCAA は、筋肉を作る、エネルギーを産み出すときに大きく貢献している必須アミノ酸で

あるバリン、ロイシン、イソロイシンのことです。人の筋肉たんぱく質中の BCAA の割合

は約 35％にもなり、運動時に力を発揮し、疲れの回復にも役立つアミノ酸と知られていま

す。 

BCAA is essential amino acids: valine, leucine and isoleucine that contribute greatly to build 

muscle and generate energy. The ratio of BCAA in human muscle protein is about 35%. It 

generates energy at the time of exercise, and is known as fatigue recovery amino acids. 

支鏈氨基酸是人體必需的氨基酸：纈氨酸，亮氨酸和異亮氨酸，有助於極大地增強肌肉和產

生能量。 BCAA 在人類肌肉蛋白的比例為約 35％。它產生的能量，在鍛煉的時間，以及被

稱為疲勞恢復的氨基酸。 
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BCAA 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。 

BCAA is widely known and many researches are already conducted, so this paper omits the 

detail of the ingredients. 

BCAA 是廣泛已知的，並且許多研究已經進行，因此本文省略了各成分的細節。 

 

ビタミン D  Vitamin D 維生素 D 

由来原料 Origin of Ingredient 原來原料 

ニュージーランド産・オーストラリア産の羊毛からスイスで化学合成されたコレカルシフ

ェロール、日本産じゃがいもから日本で製造されたシクロデキストリン、スーダン産アカ

シアセネガルから日本で製造されたアラビアガム、EU 産のとうもろこしからイギリスで化

学合成された L-アスコルビン酸ナトリウム、日本産・アメリカ産・ブラジル産・インド産

の大豆と日本産・アメリカ産のナタネから日本で製造されたミックストコフェロール、日

本産じゃがいもとタイ産キャッサバから日本で製造されたデキストリン、マレーシア産・

フィリピン産のヤシとマレーシア産・フィリピン産のアブラヤシからドイツで製造された

植物油、カナダ産・オーストラリア産・フランス産のナタネから日本で製造された植物油

で作られた原料です。 

Vitamin D is made from cholecalciferol which is chemically synthesized in Switzerland from 

wool of New Zealand and Australia, cyclodextrin which is manufactured in Japan from 

Japanese grown potatoes, gum arabic which is manufactured in Japan from acacia Senegal 

of Sudan, sodium L- ascorbic acid which is chemically synthesized in the UK from corn of 

EU, mix tocopherol which is manufactured in Japan from soybean of Japan, USA, Brazil and 

India and from rapeseed of Japan and USA, dextrin which is manufactured in Japan from  

potatoes of Japan and cassava of Thailand, vegetable oil which is manufactured in 

Germany from palm and oil palm of Malaysia and the Philippines and vegetable oil which is 

manufactured in Japan from rapeseed of Canada, Australia and France. 

維生素 D 是由膽是化學在瑞士來自新西蘭和澳大利亞的羊毛合成的，環糊精是在日本長大的

日本製造的土豆，做成阿拉伯樹膠是在日本從蘇丹相思塞內加爾製造，鈉 L-抗壞血酸其中化

學在英國從歐盟玉米的合成，混合生育酚是在日本，從日本，美國，巴西和印度的大豆和來

自日本和美國的油菜籽生產，糊精是在日本，從日本的土豆和泰國木薯生產，植物油是在德

國，從馬來西亞和菲律賓的棕櫚油和棕櫚油和菜油這是在日本從加拿大，澳大利亞和法國的

油菜籽生產製造。 

 

ビタミン D は太陽の紫外線により皮膚の下で合成されるが、大量に貯めておくことができ

ないため毎日少しずつ摂取することも大切です。 

Vitamin D is synthesized under the skin by taking ultraviolet light from the sun, however it 

can not be stored large amount. So, taking a small amount of vitamin C everyday is very 
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important.  

維生素 D 的皮膚，採取紫外光來自太陽下合成，但它不能存儲大量。所以，服用少量的維生

素 C 的日常的是非常重要的。 

 

骨とビタミン D Bone and Vitamin D 骨和維生素 D 

ビタミン D は、カルシウムが小腸で吸収されるのを助ける働きを行います。これによって、

食事から摂取したカルシウムは、効率よく体内にとり込まれていきます。さらにビタミン D

は、いったん腎臓を通過して排泄されたカルシウムを、更に腎臓で再吸収するように腎臓

に対して働きかけます。このようにビタミン D は、骨を丈夫に保つ上で欠かせない存在な

のです。ビタミン D はカルシウムの吸収を助けるだけでなく、古い骨を壊して吸収し、新

しい骨をつくることで骨の新陳代謝を高める働きも持っています。これは、骨の強度を高

めることにつながります。 

Vitamin D helps the calcium to be absorbed in the small intestine. By taking vitamin D,  

calcium from the diet is efficiently absorbed into the body. Moreover, vitamin D makes the 

kidneys to reabsorb the calcium that is once already passed and excreted from kindneys. 

Thus vitamin D is very important for maintaining robust bones. It helps not only the 

absorption of calcium, but also increasing the metabolism of bone by breaking the old bone 

and creating a new bone. This leads to increasing the bone strength. 

維生素 D 有助於鈣在小腸被吸收。通過服用維生素 D，從飲食鈣被有效地吸收到體內。此外，

維生素 D，使腎臟重吸收這一次已經過去了，從腎臟排出體外的鈣。因而維生素 D 是保持健

壯骨骼非常重要的。它不僅有助於鈣的吸收，而且還通過打破舊骨並創建一個新的骨增加骨

的代謝。這導致增加的骨強度。 

 

運動能力の向上 Improvement on exercise ability 改進運動能力 

ビタミン D は骨だけでなく筋肉にも影響しています。東京都老人総合研究所の研究結果で

は、ビタミン D 濃度の高い人のほうが運動能力が高いとの結果が出ています。 

また、同研究書では『骨と筋肉で 1+1=2 と考え、骨が減って 0.9 になったら筋肉を 1.1 に

増やして補う』と説明しています。特に高齢期には筋肉の方が比較的改善しやすいとの見

解も示しています。 

Vitamin D also affects the muscles as well as bones. Research results of the Tokyo 

Metropolitan Institute of Gerontology shows the people with high vitamin D concentration 

ratre in thier blood have high athletic ability. 

In addition, the results of this research says "Bone and muscle is 1 + 1 = 2 in total, once 

bone decreases to 0.9, then increases the muscle to 1.1 to balance the body". It also 

mentions that muscle is relatively easier to improve than bone especially for elderly. 

維生素 D 還影響肌肉以及骨骼。老年學的東京都研究所的研究成果顯示了高的人維生素 D 濃
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度 ratre 在 Their 授權修建的血液中有較高的運動能力。 

此外，本研究的結果表示“骨和肌肉為 1 +1 =2 總計，一旦骨降低到 0.9，然後增加肌肉 1.1 平

衡體”。它還提到，肌肉是比較容易比改善骨特別是對於老年人。 

 
 血中ビタミン D 濃度(ng/ml) 

Vitamin D Concentration in blood (ng/ml) 
在血液維生素 D 濃度（ng/ ml）的 
不足(20 未満) 

Deficient(less than 20) 
不足（低於 20） 

正常(20 以上) 
Normal (Over 20) 
正常（20 個或更

多） 

女性 
Female 

過去 1 年の転倒回数 
Times of falling down in last 1 year 
在過去的一年，倒下的時候 

1.7 1.4 

握力(kg) 
Grip strength (kg) 
握力(kg) 

18.1 19.0 

片足立ち継続時間(秒) 
Single-leg standing test (seconds) 
單腿站立測試（秒） 

29.8 37.2 

通常歩行速度(m/秒)  
Average walking speed (m/sec) 
平均行走速度（m/秒） 

1.11 1.20 

男性 
Male 

過去 1 年の転倒回数 
Times of falling down in last 1 year 
在過去的一年，倒下的時候 

2.7 1.8 

握力(kg) 
Grip Strength (kg) 
握力(kg) 

28.5 31.5 

片足立ち継続時間(秒) 
Single-leg standing test (seconds) 
單腿站立測試（秒） 

31.4 37.5 

通常歩行速度(m/秒) 
Average walking speed (m/sec) 
平均行走速度（m/秒） 

1.16 1.24 

東京都老人総合研究所の研究データより 
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３）配合 formulation 配合 

配合 1 Formulation1 (N13150201TB)  

 

剤形  
Dosage Form 
劑形式 

コーティング錠剤 φ8-9mm 
Coating Tablet φ8-9mm 
包衣片 φ8-9mm 

1 日摂取量  
Suggested Daily Dosage 
1 日攝取量 

3 粒/日 
3tablets / day 
3 粒/天 

内容量 
Content Quantity 
內容量 

90 粒/箱（約 1 ヶ月分） 
90tablets/box（For about 1 month） 
90 粒/箱子(約 1 個月分) 

賞味期限 
Shelf Life 
截止日期 

2 年 
2 year 
2 年 

パッケージ  
Packaging  
包裝 

乾燥剤、白色プラボトル、ラベルシール、化粧箱、封印シール 
Aluminum pouch, Outer box 
鋁袋，化妝箱子 

 

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。 

 

配合 2 Formulation2 (N13150202TB)  

 

剤形  
Dosage Form 
劑形式 

コーティング錠剤 φ8mm 
Coating Tablet φ8mm 
包衣片 φ8mm 

1 日摂取量  
Suggested Daily Dosage 
1 日攝取量 

2 粒/日 
2tablets / day 
2 粒/天 

内容量 
Content Quantity 
內容量 

60 粒/箱（約 1 ヶ月分） 
60tablets/box（For about 1 month） 
60 粒/箱子(約 1 個月分) 

賞味期限 
Shelf Life 
截止日期 

2 年 
2 year 
2 年 

パッケージ  
Packaging  
包裝 

乾燥剤、白色プラボトル、ラベルシール、化粧箱、封印シール 
Aluminum pouch, Outer box 
鋁袋，化妝箱子 

 

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 3 Formulation3 (N13150203TB)  

 

剤形  
Dosage Form 
劑形式 

コーティング錠剤 φ8-9mm 
Coating Tablet φ8-9mm 
包衣片 φ8-9mm 

1 日摂取量  
Suggested Daily Dosage 
1 日攝取量 

2 粒/日 
2tablets / day 
2 粒/天 

内容量 
Content Quantity 
內容量 

60 粒/箱（約 1 ヶ月分） 
60tablets/box（For about 1 month） 
60 粒/箱子(約 1 個月分) 

賞味期限 
Shelf Life 
截止日期 

2 年 
2 year 
2 年 

パッケージ  
Packaging  
包裝 

乾燥剤、白色プラボトル、ラベルシール、化粧箱、封印シール 
Aluminum pouch, Outer box 
鋁袋，化妝箱子 

 

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 

コスト 

Cost 

费用 

内容 

Content 

内容 

1 プロテオグリカンをサケ由
来の別のメーカーの非変性
Ⅱ型コラーゲンの規格化さ
れた原料に変更する。 

Formulate non-denatured 

type Ⅱ collagen derived 

from salmon which is 

standardized of different 

manufacturer instead of 

proteoglycan. 

制定從鮭魚源性非變性Ⅱ型
膠原蛋白的標準化不同製造
商，而不是蛋白多醣。 

up 今配合の原料はプロテオグリカン 20%の原料
です。変更候補は同じ北海道産サケ由来です
が、プロテオグリカン 30%以上、非変性Ⅱ型
コラーゲン 40%以上の原料です。原料単価が
高いのですが、少量配合でも同等の効果が得
られるかもしれません。 

Ingredient formulated with the paper contains 

20% of proteoglycan. Although change 

candidate is from the same Hokkaido salmon, 

it contains 30% or more proteoglycan and 

more than 40% of  non-denaturing type Ⅱ 

collagen. Unit price is high, but it might obtain 

the same effect even formulated in small 

amounts. 

成分配製與紙含有蛋白多醣的 20％。雖然變化
候補是從同一北海道鮭魚，它含有 30％或更多
的蛋白多醣和非變性Ⅱ型膠原的 40％以上。單
位價格高，但也可能獲得甚配製在少量的相同
的效果。 

2 コンドロイチンを北海道産

サケ由来の原料に変更す

る。 

Formulate chondroitin from 
Hokkaido salmon instead of 
chondroitin from red sting 
ray.  

制定北海道鮭魚，而不是從

軟骨素紅蜇射線軟骨素。 

 

up エイ由来コンドロイチンを配合しています
が、モニター試験結果が出ているのと同じ原
料のサケ由来に変更する。 

Chondroitin from Hokkaido sting ray is 

formulated, but it can be changed to 

chondroitin from Hokkaido salmon with the 

same research data results. 

從北海道螫射線軟骨素被配製的，但它可以改
為軟骨素從北海道鮭魚具有相同的研究數據的
結果。 

3 コラーゲン量を減らす 

Reduce the amount of 

collagen 

減少膠原的量 

down 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。 

4 発酵グルコサミンを中国産
のカニから日本で製造した
発酵グルコサミンに変更す
る。 

Formulate fermented  

glucosamine which is made 

in Japan from crab of China 

instead of fermented 

glucosamine formulated.  

制定發酵葡萄糖是來自中國

down  
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的螃蟹，而不是發酵葡萄糖
制定日本製造。 

5 発酵グルコサミンを日本産
のカニから日本で製造され
たグルコサミン塩酸塩に変
更する。 

Formulate glucosamine 

hydrochloride  which is 

made in Japan from crab of 

Japan instead of fermented 

glucosamine formulated.  

制定氨基葡萄糖鹽酸鹽是從
日本蟹代替葡萄糖發酵制定
日本製造。 

same 元々グルコサミンの効果をあてにしていませ
んので良いかもしれません。（日本の消費者庁
が行った調査ではグルコサミンはあまり良い
結果が得られないとなっています。) 

We don't expect the effect of glucosamine, so 

changing it to glucosamine hydrochloride 

could be better. (According to the glucosamine 

survey conducted by Consumer Agency of 

Japan,  good results are not obtained.) 

我們不期望葡萄糖的效果，所以將其更改為氨
基葡萄糖鹽酸鹽可能會更好。（據日本消費者協
會進行的調查顯示氨基葡萄糖，取得良好效果
不能獲得。） 

6 発酵グルコサミンをインド
産のエビからインドで製造
されたグルコサミン塩酸塩
に変更する。 

Formulate glucosamine 

hydrochloride  which is 

made in India from shrimp 

of India instead of 

fermented glucosamine 

formulated. 

制定氨基葡萄糖鹽酸鹽是從
印度蝦代替葡萄糖發酵制定
在印度。 

down 元々グルコサミンの効果をあてにしていませ
んので良いかもしれません。（日本の消費者庁
が行った調査ではグルコサミンはあまり良い
結果が得られないとなっています。 

We don't expect the effect of glucosamine, so 

changing it to glucosamine hydrochloride 

could be better. (According to the glucosamine 

survey conducted by Consumer Agency of 

Japan,  good results are not obtained.) 

我們不期望葡萄糖的效果，所以將其更改為氨
基葡萄糖鹽酸鹽可能會更好。（據日本消費者協
會進行的調查顯示氨基葡萄糖，取得良好效果
不能獲得。） 

7 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 

up  

 

  

 

 

 


