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1             G-723ST 

オリザ油化株式会社 製品一覧表 

 

《  製  品  一  覧  表  》 

 

製 品 名 製 品 特 性 ／ 特 徴 主 な 用 途 ／ 安 全 性 荷 姿 

 ｵﾘｻﾞｻﾗﾀﾞ油 

 こめサラダ油 

（JAS品） 

米ぬかより低温抽出法(NEM)と NRM 法に

より精製された食用油｡特に香味,酸化

安定性,及び耐寒性に優れているのが特

徴であり,食用油中最もｺﾚｽﾃﾛｰﾙ低下作

用が強い｡ 

※NEM(New Extraction Method) 

  NRM(New Refining Method) 

 ｽﾅｯｸ菓子,ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ,ﾏﾖﾈｰｽﾞ, 

 ﾏｰｶﾞﾘﾝなどの加工油 

 揚げ物,炒め物，製菓，製パンなど

の調理用油 

 その他 

 

〈弊社応用商品〉 

お米の糠からとれたサラダ油 

玄米油，栄養機能食品玄米油 

 600g 

1.5kg 

 16.5kg 

 181.5kg 

 ﾛｰﾘｰ 

 ｵﾘｻﾞ白しめ油 

こめ白絞油（JAS品） 

米ぬかより低温抽出法(NEM)と NRM 法

により精製された食用油｡ 

特にさわやかな味と舌ざわりの良さが

特徴｡ 

 

 同上  16.5kg 

 181.5kg 

 ﾛｰﾘｰ 

 ｺﾒﾇｶ油 米ぬか及び米胚芽より NEM法と NRM法に

より精製された油脂｡ 

酸化安定性,耐寒性に優れ保湿作用を有

する｡    

 

ハラール認証製品 

 

 化粧品・浴用剤の基剤 

 医薬部外品の原料,その他 

 

 外原規 ｺﾒﾇｶ油 

 

 

 16.5kg 

 ｵﾘｻﾞ玄米胚芽油 

 

 ｵﾘｻﾞｵｲﾙ S-1 

γ-ｵﾘｻﾞﾉｰﾙを 1.2％～1.5％程度含有

する抗酸化性の高い米胚芽油｡ 

保湿作用,紫外線吸収作用,ﾁﾛｼﾅｰｾﾞ活性

抑制作用を有する｡ 

 

ハラール認証製品 

 

 化粧品・浴用剤の基剤,医薬部外品

の原料,健康食品,その他 

 

 外原規 ｺﾒ胚芽油 

日本特許 第 3704498号（皮膚外

用剤） 

 

 16kg 

 ｵﾘｻﾞ玄米胚芽油 

 -EC 

 (受注生産) 

 

玄米胚芽より圧搾法により抽出し

Physical Refining法によって精製され

た液状油であり,ｴｺｻｰﾄにも対応可能で

ある｡ 

γ-ｵﾘｻﾞﾉｰﾙ,ﾋﾞﾀﾐﾝ E,植物ｽﾃﾛｰﾙなどが濃

縮含有されている｡ 

 

 化粧品・浴用剤の基剤,医薬部外品

の原料,その他 

 

 外原規 ｺﾒ胚芽油 

16kg 

 玄米胚芽油 玄米胚芽,及び玄米種子膜層から NEM 法

により抽出し Physical Refining 法に

よって精製された液状油｡ 

胚芽及び種子膜層に特異的に存在する

γ-ｵﾘｻﾞﾉｰﾙ,ﾋﾞﾀﾐﾝ E,植物ｽﾃﾛｰﾙ等の有

効成分が濃縮含有されている｡ 

抗酸化作用,ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ低下作用,紫外線吸

収作用,過酸化脂質の生成抑制作用を有

する｡ 

健康食品,化粧品・浴用剤の基剤, 

医薬部外品の原料, その他 

 

〈弊社応用商品〉 

タフロン 

γ-ｵﾘｻﾞﾉｰﾙ,ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ,ﾄｺﾄﾘｴﾉｰ

ﾙ,ﾘﾉｰﾙ酸,ｵﾚｲﾝ酸を含有した純

正玄米胚芽油のｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ油｡ 

天然健康食品である｡ 

 

 外原規 ｺﾒ胚芽油 

 16kg 



 

2             G-723ST 

オリザ油化株式会社 製品一覧表 

製 品 名 製 品 特 性 ／ 特 徴 主 な 用 途 ／ 安 全 性 荷 姿 

ｵﾘｻﾞｵｲﾙ-EX 米糠より NEM 法と NRM 法により精製さ

れた機能性食用油｡米特有の機能性成

分が高含有されている｡ 

 

 ・ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ（ﾋﾞﾀﾐﾝ E） 

       82mg/100g以上 

 ・ﾄｺﾄﾘｴﾉｰﾙ 

        89mg/100g以上 

 ・γ-ｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 

        71mg/100g以上 

 ・ｽﾃﾛｰﾙ 

      1071mg/100g以上 

 

LDL-ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ低下作用,抗酸化作用,過

酸化脂質生成抑制作用を有する｡ 

 機能性食用油,健康食品, 

 化粧品,浴用剤の基剤,その他 

 

 

 16kg 

ｼｿ油 α-ﾘﾉﾚﾝ酸を 55%以上含有する植物油

脂｡ｼｿ油は,α-ﾘﾉﾚﾝ酸を最も効率よく摂

取することができる油の一つ。α-ﾘﾉﾚﾝ

酸は、DHAや EPAと同じω-3 脂肪酸の一

員で,ｱﾚﾙｷﾞｰ体質の改善機能や摂取し

ても太らない油として注目されてい

る｡ 

植物性原料が好まれるﾄﾚﾝﾄﾞに合致

し,ω-3脂肪酸を摂取できる植物油｡ 

 機能性食品,一般食品, 

 化粧品,その他 

 

 

 16kg 

月見草油 γ-ﾘﾉﾚﾝ酸を 9.0%以上含有する植物油

脂｡ 

肥満,糖尿病,高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症,多量のｱﾙ

ｺｰﾙ飲用者,加齢,ﾋﾞﾀﾐﾝ B６不足,ｳｨﾙｽ感

染の場合に生ずるﾘﾉｰﾙ酸からγ-ﾘﾉﾚﾝ

酸への転換阻害因子を持つ人に対して

有効である｡ 

また,喘息,ｱﾄﾋﾟｰ性湿疹患者の治療にも

有効である｡ 

 機能性食品,一般食品, 

化粧品,その他 

 

単回投与試験 

LD50 5000mg/kg 以上 

 16kg 

ｵﾘｻﾞ脂肪酸 I 

ｵﾘｻﾞ脂肪酸 R 

ｵﾘｻﾞ脂肪酸 T 

NEM 原油から分離・精製された米ぬか

脂肪酸｡液状,または半固体｡製品ｸﾞﾚｰﾄﾞ

により I,R,Tの種類がある｡ 

 可塑剤,石鹸,塗料,その他  16kg 

 100kg 

 ﾛ-ﾘ- 

ｵﾘｻﾞﾄﾞﾘﾑ V-50 γ-ｵﾘｻﾞﾉｰﾙを 50%以上含む,微粉砕され

た特製 NEM脱脂ぬか｡ 

浴用剤,ｽｸﾗﾌﾞ剤,その他 

 

外原規 γ-ｵﾘｻﾞﾉｰﾙ,脱脂ｺﾒﾇｶ 

 

 5kg 

ｵﾘｻﾞﾄﾞﾘﾑ 植物性繊維,ﾀﾝﾊﾟｸ質,糖類が多い特製脱

脂ぬか｡微粉砕加工と粒度調整がなされ

ており,安定性向上のために水分は 2%以

下である｡ﾀﾞｲｴｯﾄ,便秘解消等の健康食

品である｡ 

食物繊維含量：33.2g/100g 

 

 

 

機能性食品,一般食品, 

植物性繊維含有食品(ﾀﾞｲｴﾀﾘ-ﾌ 

 ｧｲﾊﾞ-),その他 

 15kg 
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オリザ油化株式会社 製品一覧表 

製 品 名 製 品 特 性 ／ 特 徴 主 な 用 途 ／ 安 全 性 荷 姿 

脱脂ｺﾒﾇｶ 特殊な粒度分布にそろえてある滅菌加

工された特製 NEM 脱脂ぬか｡ 

 化粧品基剤 

（美顔/全身美容用ﾊﾟｯｸ等） 

 その他 

 

 外原規 脱脂ｺﾒﾇｶ 

 

 御相談 

脱脂ｺﾒﾇｶ 

 -EC30（受注生産） 

 -EC80（受注生産） 

米ぬかおよび米胚芽より,圧搾法により

脱脂,滅菌して得られた粉末であり,ｴｺｻ

ｰﾄにも対応可能である｡粉末の粒度とし

て 30 ﾒｯｼｭと 80 ﾒｯｼｭがある｡ 

 

 化粧品基剤,医薬部外品の原料 

 

 外原規 脱脂ｺﾒﾇｶ 

 5kg 

脱脂ぬか 米ぬか低温抽出法(NEM)のｴｸｽﾄﾙｰﾀﾞｰ処

理により,ぬかの粒子が微細で球形で

あるため,貯蔵効率が良い(ﾌﾞﾘｯｼﾞ形成

をおこさない)｡また,過酷な熱処理をし

ていないため,水溶性ﾀﾝﾊﾟｸ質含量が高

く,ﾘﾝ脂質が脱脂ぬか中に残存してい

る｡そのため消化吸収に優れている｡ 

 

 ＜肥料用＞ 

窒素       2.5％以上 

ﾘﾝ酸       6.0％以上 

ｶﾘｳﾑ         2.0％以上 

ﾘﾝ酸分が他社に比べて 1～2%多い｡ 

 ＜飼料用＞ 

粗ﾀﾝﾊﾟｸ質  16.5％以上 

粗繊維      9.5％以上 

   粗灰分     12.0％以上 

 

飼料,肥料,菌類の培養基,その他  20kg 

 30kg 

 ﾊﾞﾗ 

脱脂米ぬか P6 

 （受注生産） 

 

上記脱脂ぬかを,弊社独自の技術により

ﾍﾟﾚｯﾄ造粒したもの｡ 

粉体と比べて扱いが容易であり,保存性

も高い｡ 

 

飼料,肥料,菌類の培養基,その他  15kg 

特製脱脂ぬか 25M 

35M 

             80M 

          その他 

特選された NEM 脱脂ぬかを粉砕加工し,

粒度をそろえた特製の脱脂ぬか｡ 

用途により各種の粒度がある｡ 

 各種菌類の培養基 

 動物薬用抗生物質等の希釈剤 

 ﾋﾞﾀﾐﾝ等のﾌﾟﾚﾐｯｸｽ用の希釈剤 

 その他 

 

 15kg 

 20kg 

ｵﾘｻﾞｼﾞｬｰﾑ-DLP 特選された NEM 脱脂米胚芽を粉砕加工

し,粒度を 42 ﾒｯｼｭ通過 90%以上,60 ﾒｯｼ

ｭ通過 70%以上にそろえた特製の脱脂米

胚芽｡ 

機能性食品,一般食品,その他 

 

単回投与試験 

LD50 2000mg/kg 以上 

 

 15kg 

 20kg 

ｵﾘｻﾞｼﾞｬｰﾑ-DLS 特選された NEM 脱脂米胚芽を粉砕加工

し,粒度を 200 ﾒｯｼｭ通過 90%以上にそろ

えた特製の脱脂米胚芽｡ 

機能性食品,一般食品, その他 

 

単回投与試験 

LD50 2000mg/kg 以上 

 

 15kg 

 20kg 
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オリザ油化株式会社 製品一覧表 

 品 名 製 品 特 性 ／ 特 徴 主 な 用 途 ／ 安 全 性 荷 姿 

γ-ｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 

  

 ｵﾘｻﾞｶﾞﾝﾏｰⓇ V 

米ぬか油から抽出精製して得られた天

然物｡ 

ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ低下作用,成長促進作用,血流

量増大作用,皮膚温上昇作用があり,自

律神経失調症や更年期障害からおこる

様々な症状を改善する効果がある｡ま

た,強い抗酸化力,ﾁﾛｼﾅｰｾﾞ活性抑制作

用,紫外線吸収作用を有する｡ 

ﾋﾞﾀﾐﾝＥが熱に弱いのに対し,耐熱性に

優れ高温下で安定である｡ 

ハラール認証製品 

 

ORYZAGAMMATM-V: COSMOS認証取得 

健康食品 (海外において) 

食品添加物 

医薬品 

－更年期障害,自律神経失調症

（頭痛,関節痛,腰痛,肩こり,そ

の他） 

 化粧品 

 その他 

単回投与試験 

LD50 10,000mg/kg 以上 

180日間反復投与試験(異常なし) 

催奇形性(陰性) 

発癌性(異常なし) 

皮膚腐食性(陰性) 

皮膚刺激性(陰性) 

皮膚感作性(陰性) 

 外原規 γ-ｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 

 1kg 

 5kg 

ｵﾘｻﾞｶﾞﾝﾏ-ﾐﾙｷ- γ-ｵﾘｻﾞﾉｰﾙを弊社独自の技術により乳

化分散した乳白色の液体｡ 

5%以上のγ-ｵﾘｻﾞﾉｰﾙを含有し,保湿効

果,抗酸化性,ﾁﾛｼﾅｰｾﾞ活性抑制効果等

の特徴を有する｡また,熱,pH,塩等に

も安定で,水で容易に希釈できる｡ 

化粧品,浴用剤,その他 

 

ﾋﾄﾊﾟｯﾁ試験(陰性) 

 20kg 

ﾌｪﾙﾗ酸 

ｵﾘｻﾞﾌｧﾙﾘｯｸｽ 

γ-ｵﾘｻﾞﾉｰﾙから得られる成分で,ﾆﾄﾛｿｱﾐ

ﾝの生成を抑制する作用がある｡ 

抗酸化性はγ-ｵﾘｻﾞﾉｰﾙより優れてお

り,抗腫瘍活性も確認されている｡ 

 

ORYZA FREULIX: COSMOS認証取得 

食品添加物,化粧品,その他 

単回投与試験 

LD50 857mg/kg  

Ames試験(陰性) 

皮膚一次刺激性(軽度の刺激) 

眼刺激性(中程度の刺激) 

皮膚感作性(陰性) 

 1kg 

 5kg 

ｵﾘｻﾞｽｸﾜﾗﾝⓇ 100%米胚芽,米糠由来の植物性ｽｸﾜﾗﾝ｡ｽ

ｸﾜﾗﾝ含量は 75%以上で,高い保湿効果が

期待できる｡ 

 化粧品,その他 

単回投与試験 

LD50 5000mg/kg以上 

 

 15kg 

ｵｸﾀｺｻﾉｰﾙ 

-P1 

 -P8 

 -P10 

 -P12 

 -P45 

 -P50 

 -P60 

(各種濃度あり) 

天然植物から抽出した,脂肪族高級ｱﾙｺｰ

ﾙ混合物でｵｸﾀｺｻﾉｰﾙが 1～60％以上含ま

れている｡その他の成分は炭素数が 20

～36 の高級ｱﾙｺｰﾙ｡ 

ｲﾘﾉｲ大学(米国)の T.K.Cureton 博士の

研究により次の効果を確認している｡ 

 1． 耐久力,精力,体力の増強 

 2． 筋力ｱｯﾌﾟ 

 3． 反応時間,鋭敏性の改善 

 4． 心臓機能の強化 

 5． 筋肉痛の改善 

 6． 基礎代謝率の向上 

 7． 酸素運搬能の向上 

 8． 性ﾎﾙﾓﾝの刺激 

 9． 収縮期血圧の低下 

 10．抗ｽﾄﾚｽ作用 

機能性食品,一般食品, 

化粧品,その他 

 

単回投与試験 

LD50 2000mg/kg 以上 

 

 1kg 

 5kg 
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オリザ油化株式会社 製品一覧表 

製 品 名 製 品 特 性 ／ 特 徴 主 な 用 途 ／ 安 全 性 荷 姿 

ｵｸﾀｺｻﾉｰﾙ 

-L0.5 

ｵｸﾀｺｻﾉｰﾙを弊社独自の技術により乳化

分散した乳白色の液体｡ 

0.5%以上のｵｸﾀｺｻﾉｰﾙを含有している｡

水で容易に希釈できる｡ 

機能性食品,一般食品(飲料), 

化粧品,その他 

 20kg 

ｵﾘｻﾞｷﾞｬﾊﾞⓇｼﾞｬｰﾑ 

-P 

米胚芽を脱脂処理後,独自の製法によ

り,γ-ｱﾐﾉ酪酸（GABA）を高濃度に富化

した栄養補助食品素材｡通常の米胚芽

が約 25～50mg/100g の GABA 含量に対

し,約 300mg/100g の GABA 含量である｡

GABA は血圧上昇抑制作用,脳動脈硬化

抑制作用等の機能を有すると言われ

ている｡また,米胚芽由来のﾋﾞﾀﾐﾝ,ﾐﾈﾗ

ﾙ,食物繊維を豊富に含む｡また,動物実

験,及びﾋﾄによる臨床試験により,不眠,

抑うつ及び自律神経障害に対する精神

安定作用,更年期障害の改善作用,血圧

上昇抑制作用,抗肥満作用を確認してい

る｡近年,ｱﾙﾂﾊｲﾏｰとの関係も研究されて

いる｡ 

機能性食品,一般食品, 

栄養補助食品,その他 

 

〈弊社応用商品〉 

ｵﾘｻﾞｷﾞｬﾊﾞ 21 

ｵﾘｻﾞｷﾞｬﾊﾞｼﾞｬｰﾑ-P を基剤に打錠

加工した栄養補助食品｡1粒 500mg

中に約 1mg 以上の GABA を含有す

る｡105g 210 粒/箱 

 

 単回投与試験 

LD50 2000mg/kg 以上 

 

  

 10kg 

ｵﾘｻﾞｷﾞｬﾊﾞⓇｴｷｽ 

-C 

ｵﾘｻﾞｷﾞｬﾊﾞｼﾞｬ-ﾑの水溶性成分を高濃度

に濃縮・乾燥したﾊﾟｳﾀﾞｰ｡ 

GABA 含量は,約 500mg/100g以上で,ｵﾘｻﾞ

ｷﾞｬﾊﾞｼﾞｬ-ﾑの約 2 倍｡機能性はｵﾘｻﾞｷﾞｬ

ﾊﾞｼﾞｬｰﾑと同様｡ 

機能性食品,一般食品, 

栄養補助食品,その他 

 

単回投与試験 

 LD50 2000mg/kg 以上 

 5kg 

ｵﾘｻﾞｷﾞｬﾊﾞⓇｴｷｽ 

 -HC5 

 -HC90 

独自の製法により作り上げた 5%,90%以

上の GABAを含有する水溶性粉末｡ 

従来品よりも少量で同様の効果が期待

できる｡-HC90の生体への吸収性は,純品

合成 GABAの約 2倍高い｡ 

機能性食品,一般食品, 

 栄養補助食品,その他 

 機能性表示食品対応 

 単回投与試験 

 -HC5 LD50 5000mg/kg 以上 

 -HC90 LD50 2000mg/kg 以上 

 Ames 試験 

  -HC90 陰性 

 5kg 

ｼｿの実ｴｷｽ 

 -P 

 -WSP 

 -L 

 

ｼｿ種子,ｴｺﾞﾏ種子に高含有するﾌﾗﾎﾞﾉｲ

ﾄﾞ(ﾙﾃｵﾘﾝ,ｱﾋﾟｹﾞﾆﾝ等)を含むﾎﾟﾘﾌｪﾉ-ﾙ類

を高濃度に抽出・濃縮したｴｷｽ｡強いﾘﾎﾟ

ｷｼｹﾞﾅ-ｾﾞ活性阻害,ｼｸﾛｵｷｼｹﾞﾅｰｾﾞ活性

阻害,ﾋｽﾀﾐﾝ遊離抑制作用,抗酸化作用を

有し,ｱﾚﾙｷﾞ-･ｱﾄﾋﾟ-性皮膚炎,炎症,花粉

症等の通年型,及び季節型ｱﾚﾙｷﾞ-抑制

の両方期待できる｡  

-WSP は水溶性の粉末で,ﾄﾞﾘﾝｸへの応

用も可能である｡ 

 機能性食品,一般食品,  

ｱﾚﾙｷﾞｰ対応食品, その他 

 

 単回投与試験 (-P) 

 LD50 2000mg/kg 以上 

28日間反復投与試験（異常なし） 

 

日本特許 第 4231559号（リポキ

シゲナーゼ阻害剤） 

米国特許 US 6217875 B1 

 5kg 

ｼｿの実ｴｷｽ 

 -PO 

-LO 

 

 

ｼｿ種子,ｴｺﾞﾏ種子に含有されるﾙﾃｵﾘﾝな

どのﾎﾟﾘﾌｪﾉｰﾙ類を,高濃度に濃縮したｴ

ｷｽ｡う蝕原性細菌,口腔ﾚﾝｻ球菌,歯周病

原性細菌などの口腔細菌の増殖を抑制

することで,抗う蝕,抗歯周病作用を

示す｡虫歯の予防,歯周病の予防が期待

できる｡ 

ｲﾇの歯周病菌の増殖も抑制する｡ 

機能性食品,一般食品, 

口腔衛生対応商品 

ﾍﾟｯﾄﾌｰﾄﾞ,その他 

 

 単回投与試験 

 LD50 2000mg/kg 以上 

 日本特許 第 4112730号（口腔用

抗菌剤） 

 5kg 
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オリザ油化株式会社 製品一覧表 

製 品 名 製 品 特 性 ／ 特 徴 主 な 用 途 ／ 安 全 性 荷 姿 

ｼｿの実ｴｷｽ 

 -PC 

 -LC 

化粧品用途のｼｿの実ｴｷｽ｡特に,Ⅰ型,Ⅳ

型ｱﾚﾙｷﾞ-に対し改善効果が期待でき

る｡-LC は使いやすい水溶性液状ﾀｲﾌﾟ

で,長期安定性に優れる｡ 

化粧品,その他 

 

 -LC 

単回投与試験 

 LD50 2000mg/kg 以上 

一次刺激性試験(無刺激) 

 眼刺激性試験(わずかな刺激) 

 皮膚感作性試験(陰性) 

ﾋﾄﾊﾟｯﾁ試験(陰性) 

 5kg 

ｵﾘｻﾞﾄｺﾄﾘｴﾉ-ﾙⓇ 米糠,米胚芽の油脂成分に特異的に存在

するﾄｺﾌｪﾛ-ﾙのﾄﾘｴﾉ-ﾙ誘導体であり,α

-,β-,γ-,δ-ﾄｺﾄﾘｴﾉ-ﾙとして 16%以

上,総ﾄｺﾌｪﾛｰﾙを合わせると 30%以上を

含む｡ｺﾚｽﾃﾛ-ﾙ抑制｡動脈硬化抑制,乳

癌・大腸・肝臓癌抑制,生体内抗酸化作

用を有する｡ 

COSMOS 認証取得 

機能性食品,一般食品, 

化粧品, その他 

 

単回投与試験 

 LD50 5000mg/kg 以上 

 ﾋﾄﾊﾟｯﾁ試験 

陰性（10%ﾄｺﾄﾘｴﾉｰﾙ) 

 

 5kg 

 15kg 

ｵﾘｻﾞﾄｺﾄﾘｴﾉｰﾙⓇ 

-30G 

米糠,米胚芽由来のﾄｺﾄﾘｴﾉｰﾙ｡ 

γ-ﾄｺﾄﾘｴﾉｰﾙの高含有品で,総ﾄｺﾄﾘｴﾉｰﾙ

として 22%以上を含む｡総ﾄｺﾌｪﾛｰﾙを合

わせると 30%以上を含む｡生理活性はｵﾘ

ｻﾞﾄｺﾄﾘｴﾉｰﾙと同様である｡ 

機能性食品,一般食品, 

化粧品, その他 

 

単回投与試験 

LD50 5000mg/kg 以上 

 5kg 

 15kg 

ｵﾘｻﾞﾄｺﾄﾘｴﾉｰﾙⓇ 

-40 

米糠,米胚芽由来のﾄｺﾄﾘｴﾉｰﾙ｡ 

ﾄｺﾄﾘｴﾉｰﾙの高含有品で,総ﾄｺﾄﾘｴﾉｰﾙとし

て 22%以上,総ﾄｺﾌｪﾛｰﾙを合わせると 40%

以上を含む｡生理活性はｵﾘｻﾞﾄｺﾄﾘｴﾉｰﾙと

同様である｡ 

 

単回投与試験 

LD50 5000mg/kg 以上 

 

 5kg 

 15kg 

ｵﾘｻﾞﾄｺﾄﾘｴﾉｰﾙⓇ 

-70 

米糠,米胚芽由来のﾄｺﾄﾘｴﾉｰﾙ｡ 

ﾄｺﾄﾘｴﾉｰﾙの高含有品で,総ﾄｺﾄﾘｴﾉｰﾙと

して 40%以上,総ﾄｺﾌｪﾛｰﾙを合わせると

70%以上を含む｡生理活性はｵﾘｻﾞﾄｺﾄﾘｴﾉ

ｰﾙと同様である｡ 

機能性食品,一般食品, 

化粧品, その他 

 

単回投与試験 

LD50 5000mg/kg 以上 

 

 5kg 

 15kg 

ｵﾘｻﾞﾄｺﾄﾘｴﾉｰﾙⓇ 

-90 

米糠,米胚芽由来のﾄｺﾄﾘｴﾉｰﾙ｡ 

特殊な精製方法によりﾄｺﾄﾘｴﾉｰﾙを特に

濃縮したもので,総ﾄｺﾄﾘｴﾉｰﾙとして

60%以上を含む｡総ﾄｺﾌｪﾛｰﾙを合わせる

と 90%以上を含む｡生理活性はｵﾘｻﾞﾄｺﾄﾘ

ｴﾉｰﾙと同様である｡ 

 

機能性食品,一般食品, 

化粧品,その他 

 

単回投与試験 

 LD50 5000mg/kg 以上 

 

ﾋﾄﾊﾟｯﾁ試験(陰性) 

 1kg 

 5kg 

 15kg 

ｵﾘｻﾞﾄｺﾐｯｸｽ 

 -P15CD 

-P27CD 

ｵﾘｻﾞﾄｺﾄﾘｴﾉｰﾙの粉末ﾀｲﾌﾟ｡ 

-P15CD は総ﾄｺﾄﾘｴﾉｰﾙとして 8%以上,総ﾄ

ｺﾌｪﾛｰﾙを合わせると 15%以上を,-P27CD

は総ﾄｺﾄﾘｴﾉｰﾙとして 18%以上,総ﾄｺﾌｪﾛｰ

ﾙを合わせると 27%以上含有する｡長期酸

化安定性に優れている｡生理活性はｵﾘ

ｻﾞﾄｺﾄﾘｴﾉｰﾙと同様である｡ 

 

機能性食品,一般食品,その他 

 

 

 5kg 
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ｵﾘｻﾞﾄｺﾄﾘｴﾉｰﾙⓇ 

-L10 

米糠,米胚芽由来のﾄｺﾄﾘｴﾉｰﾙを弊社独自

の技術により乳化分散した淡黄色の液

体｡ 

-L10 は総ﾄｺﾄﾘｴﾉｰﾙとして 7%以上,総ﾄｺ

ﾌｪﾛｰﾙを合わせると 10%以上を含有する｡

上記と同様の特徴を有する｡水で容易に

希釈できる｡ 

機能性食品,一般食品(飲料), 

その他 

 5kg 

 20kg 

ｵﾘｻﾞｾﾗﾐﾄﾞⓇ 

 -PT 

-PCD 

-L 

 -WSP 

-PT,-PCD 及び-WSP は,米糠及び米胚芽

から抽出精製したｽﾌｨﾝｺﾞ糖脂質を 3.0%

以上含む粉末｡-L は 0.3%以上含む乳化

液｡-WSPは水溶性である｡ 

美白効果,保湿効果,ﾊﾞﾘﾔｰ機能の強化,

ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎症状の緩和が期待でき

る｡キウイ種子エキスとの併用による

ヒトでの美肌データ有り。 

-PT, -PCD：ハラール認証製品 

機能性食品,一般食品,その他 

機能性表示食品対応 

米抽出物  

単回投与試験 

LD50 5000mg/kg 以上 

 28日間反復投与試験（異常なし） 

 1kg 

 

ｵﾘｻﾞｾﾗﾐﾄﾞⓇ 

 -P8T 

 -WSP8 

-L0.8 

国産の米糠及び米胚芽から抽出精製し

たｽﾌｨﾝｺﾞ糖脂質を ,-P8T， -WSP8 は

8.0％以上, -L0.8 は 0.8%以上含有す

る｡製品形態はそれぞれ,粉末,粉末,乳

化液である｡ 

美白効果,保湿効果,ﾊﾞﾘﾔｰ機能の強化,

ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎症状の緩和が少量で期待

できる｡ 

-L0.8 は長期安定性に優れる｡-WSP8 は

水溶性の粉末｡両製品ともﾄﾞﾘﾝｸへの応

用が可能である｡ 

機能性食品,一般食品,その他 

 

米抽出物 

単回投与試験 

LD50 5000mg/kg 以上 

 28日間反復投与試験（異常なし） 

 1kg 

  

ｵﾘｻﾞｾﾗﾐﾄﾞⓇ 

 -PC,-PC8 

ｵﾘｻﾞｾﾗﾐﾄﾞⓇ 

 -WSPC,-WSPC8 

ｵﾘｻﾞｾﾗﾐﾄﾞⓇ 

 -LC,-LC0.8 

化粧品用途の米由来ｾﾗﾐﾄﾞ｡ 

健康食品と同様の効果が期待できる｡ 

-PC：ハラール認証製品 

 化粧品,その他 

 

 -WSPC8  

皮膚一次刺激性試験（EPISKIN） 

無刺激 

眼刺激性試験（EpiOcular） 

無刺激（1%水溶液） 

 1kg 

 5kg 

ｵﾘｻﾞｽﾃﾛｰﾙ 

 -P 

-L 

100%米胚芽,米糠由来の植物性ｽﾃﾛｰﾙ

で,遺伝子組換えやｱﾚﾙｷﾞｰ表示の問題が

無い｡-P はｽﾃﾛｰﾙ含量として 90%以上含

み,血中ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ低下作用,前立腺肥大改

善作用等を有する｡-L は長期安定性に

優れ,使いやすい水溶性液状ﾀｲﾌﾟ｡ 

機能性食品,一般食品,その他 

-P 

 単回投与試験 

LD50 2000mg/kg 以上 

-L 

単回投与試験 

LD50 5000mg/kg 以上 

 5kg 

 20kg 

ｵﾘｻﾞｽﾃﾛｰﾙ 

 -PC 

-LC 

化粧品用途の米由来ｽﾃﾛｰﾙ｡  化粧品,その他 

 

-PC 

 単回投与試験 

LD50 2000mg/kg 以上 

-LC 

単回投与試験 

LD50 5000mg/kg 以上 

 外原規 ﾌｨﾄｽﾃﾛｰﾙ 

 5kg 
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米胚芽発酵ｴｷｽ 

 -P 

-WSP 

日本の伝統的技術である発酵を米胚芽

に応用したｴｷｽ粉末｡強いﾏｸﾛﾌｧｰｼﾞの異

物貪食活性作用や NK 細胞の活性化作

用を有し,免疫賦活作用,感染予防作

用，抗ｶﾞﾝ作用，筋肉量増加作用が期待

できる｡ 

-WSP は水溶性の粉末で,ﾄﾞﾘﾝｸへの応

用も可能である｡ 

 

機能性食品,一般食品,その他 

 

 単回投与試験 

   LD50 5000mg/kg以上 

 

 5kg 

米胚芽発酵ｴｷｽ 

 -PC 

-WSPC 

化粧品用途の米胚芽醗酵エキス。各種

美肌作用が期待できる。 

 

 

 化粧品,その他  5kg 

月見草ｴｷｽ 

 -P 

-WSPS 

-P は，月見草種子に含有されるﾎﾟﾘﾌｪﾉ

ｰﾙ類を高濃度に濃縮したｴｷｽ粉末(60%以

上)｡他の植物に類をみない程,高い抗

酸化性を有する〔ｽｰﾊﾟｰｵｷｼﾄﾞ消去活性

350,000 単位/g（財）日本分析ｾﾝﾀｰ第

302010023-001 号〕｡ 

またα-ｱﾐﾗ-ｾﾞ阻害活性,α-ｸﾞﾙｺｼﾀﾞ-

ｾﾞ阻害活性を示し,抗糖尿病作用,ﾀﾞｲｴ

ｯﾄ効果が期待できる｡ 

軽度の糖尿病者,及び健常者を対象にし

た臨床試験の結果,月見草ｴｷｽは食後の

血糖値上昇を抑制し糖尿病の改善に有

効に作用することを確認した｡また,非

常に強いｶﾞﾝ細胞のｱﾎﾟﾄｰｼｽ誘導作用,ﾁ

ﾛｼﾅｰｾﾞ活性抑制作用も確認されている｡ 

-WSPS は水溶性の粉末ﾀｲﾌﾟで, 50%以上

のﾎﾟﾘﾌｪﾉｰﾙを含有している｡ 

-P：ハラール認証製品 

機能性食品,一般食品,その他 

機能性表示食品準備中 

 

 月見草抽出物 

 単回投与試験 

LD50 5000mg/kg 以上 

 染色体異常試験（陰性） 

 Ames試験（陰性） 

 ﾏｳｽ小核試験（陰性） 

  

日本特許 第 4873824号（脂質吸収

阻害剤およびその製造方法） 

米国特許 US 6932990 B2 

欧州特許 EP 1312374 B1 

中国特許 ZL 01816661 X 

 

韓国個別認定型健康機能食品取得 

 5kg 

月見草ｴｷｽ 

 -PC 

-WSPSC 

-LC 

化粧品用途の月見草ｴｷｽ｡強い抗酸化力

を持ち,ｺｳｼﾞ酸よりも強いﾁﾛｼﾅｰｾﾞ活性

抑制作用を有する｡その他,紫外線吸収

作用,保湿作用を有する｡ 

-LC は,長期安定性に優れた使いやすい

水溶性液状ﾀｲﾌﾟ｡ 

-PC：ハラール認証製品 

 化粧品,その他 

 

  

 

 5kg 

発芽ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ ﾊﾟｳﾀﾞｰ 発芽ﾌﾞﾛｯｺﾘ-に特異的に存在するｽﾙﾌｫﾗﾌ

ｧﾝは,ｲｵｳ化合物であるｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄの中

でも非常に強い発ｶﾞﾝ物質の解毒酵素を

誘導し無毒化する作用を有する｡ 

活性成分であるｽﾙﾌｫﾗﾌｧﾝを 1.2%含有

し,生体内抗酸化を促すことで,ｶﾞﾝを

予防する効果が期待できる｡ 

 

ハラール認証製品 

 

機能性食品,一般食品,その他 

 

単回投与試験 

LD50 5000mg/kg 以上 

 

 5kg 
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ﾌﾞﾛｯｺﾘｰｽﾌﾟﾗｳﾄｴｷｽ 

 

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰｽﾌﾟﾗｳﾄｴｷｽ 

-PS1 

  

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰｽﾌﾟﾗｳﾄｴｷｽは，ｽﾙﾌｫﾗﾌｧﾝを 2.0%

以上含有し,発芽ﾌﾞﾛｯｺﾘ-ﾊﾟｳﾀﾞｰ同様,

生体内抗酸化や解毒機能を促すこと

で,ｶﾞﾝを予防する効果が期待できる｡

ｸﾞﾙｺｼﾉﾚｰﾄ類は抗ｶﾙﾎﾞﾆﾙ作用を示す。

-PS1 は,ｽﾙﾌｫﾗﾌｧﾝを 1.0%以上含有する｡

いずれも水溶性の粉末｡ 

 

機能性食品,一般食品,その他 

 

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰｽﾌﾟﾗｳﾄ抽出物 

 単回投与試験 

 LD50 5000mg/kg 以上 

日本特許 第 3754646号（皮膚外

用剤） 

日本特許 第 5571280号（皮脂産

生促進剤） 

 3kg 

 

 -PS1 

 5kg 

 

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰｽﾌﾟﾗｳﾄｴｷｽ 

 -PC 

 -PSC1 

化粧品用途のﾌﾞﾛｯｺﾘｰｽﾌﾟﾗｳﾄｴｷｽ。 

-PC，-PSC1 はｽﾙﾌｫﾗﾌｧﾝをそれぞれ

2.0％以上，1.0％以上含有する。 

 

-PC: ハラール認証製品 

 

化粧品,その他 

-PC 

皮膚一次刺激性試験（EPISKIN） 

無刺激（50%水溶液） 

眼刺激性試験（EpiOcular） 

無刺激（50%水溶液） 

3kg 

 

 -PSC1 

 5kg 

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰﾊﾟｳﾀﾞｰ 緑黄色野菜ではﾌﾞﾛｯｺﾘｰに多く含まれる

成分である葉酸,ﾋﾞﾀﾐﾝ U の摂取に好適｡

また,ｽﾙﾌｫﾗﾌｧﾝを 400ppm以上含有する｡

錠剤,ｶﾌﾟｾﾙの他,青汁のような応用にも

可。緑色の粉末｡ 

機能性食品,一般食品,その他 

 

 単回投与試験 

LD50 5000mg/kg 以上 

 10kg 

ﾗｲﾁ種子ｴｷｽ 

-P 

-WSP 

中国の楊貴妃も好んで食べたといわれ

るﾗｲﾁ種子由来の美肌用食品｡ 

ｺﾗｰｹﾞﾝ産生促進,ｺﾗｹﾞﾅｰｾﾞ阻害,ﾋｱﾙﾛﾆﾀ

ｰｾﾞ阻害（ﾌﾟﾛｼｱﾆｼﾞﾝの二および三量体

が関与）,ｴﾗｽﾀｰｾﾞ阻害,SOD 様活性,ﾗｼﾞ

ｶﾙ消去活性,ﾁﾛｼﾅｰｾﾞ阻害活性,B16 ﾒﾗﾉ

ｰﾏ細胞におけるﾒﾗﾆﾝ生成抑制,ｱﾙﾄﾞｰｽ

ﾚﾀﾞｸﾀｰｾﾞ阻害活性などを有し,総合的な

美肌効果が期待できる（臨床試験ﾃﾞｰﾀｰ

あり)｡ﾋﾄ胃ｶﾞﾝ細胞に対する強いｱﾎﾟﾄｰ

ｼｽ誘導作用がある｡ｱﾝﾄｼｱﾆﾝ類を中心に

したﾎﾟﾘﾌｪﾉｰﾙを 12%以上含む｡-WSPは水

溶性の粉末 

 

-P, -WSP: ハラール認証製品 

 機能性食品,一般食品,その他 

 

 ﾗｲﾁ種子抽出物 

 単回投与試験 

 LD50 5000mg/kg 以上 

28日間反復投与試験（異常なし） 

 

 

 5kg 

ﾗｲﾁ種子ｴｷｽ 

 -PC 

-WSPC 

-LC 

化粧品用途のﾗｲﾁ種子抽出液｡ｺﾗｰｹﾞﾝ産

生促進作用,ｺﾗｹﾞﾅｰｾﾞ阻害活性,ﾋｱﾙﾛﾆ

ﾀｰｾﾞ阻害活性,ｴﾗｽﾀｰｾﾞ阻害活性,SOD

様活性,ﾗｼﾞｶﾙ消去活性,ﾁﾛｼﾅｰｾﾞ阻害活

性の他,紫外線吸収抑制効果,保湿効果

も有し,若々しく,美しい肌を維持する

効果が期待できる｡-LC は,長期安定性

に優れた,使いやすい水溶性液状ﾀｲﾌﾟ｡

-WSPC は水溶性の粉末である｡ 

 

-PC：エコサート登録製品 

   COSMOS登録製品 

-PC, -WSPC: ハラール認証製品 

 化粧品,その他 

 -LC 

眼一次刺激性試験(無刺激) 

皮膚一次刺激性試験(無刺激) 

 光毒性試験(陰性) 

染色体異常試験(陰性) 

 皮膚感作性試験(陰性) 

光感作性試験(陰性) 

 Ames試験(陰性) 

 ﾋﾄﾊﾟｯﾁ試験(陰性) 

日本特許 第 3708036号（美肌組

成物），第 3953387 号（エラスター

ゼ阻害剤），第 4982052号（美肌組

成物） 

 5kg 
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オリザ油化株式会社 製品一覧表 

製 品 名 製 品 特 性 ／ 特 徴 主 な 用 途 ／ 安 全 性 荷 姿 

ﾙﾃｲﾝ 

 -P80A,-P40A 

ﾙﾃｲﾝ-L8A 

 （受注生産） 

 

 

 

ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞから抽出精製したﾙﾃｲﾝの粉

末｡ﾙﾃｲﾝｴｽﾃﾙとして 80%以上,ﾌﾘｰのﾙﾃｲﾝ

として 40%以上含有する(-P80A)｡-L8A

は,ﾄﾞﾘﾝｸ用途として使用できる乳化ﾀｲ

ﾌﾟ｡ﾙﾃｲﾝは,ﾋﾄの目に存在する主なｶﾛﾃﾉ

ｲﾄﾞであり AMD(加齢性黄班変性症)や白

内障等の眼病,乳ｶﾞﾝ及び,子宮ｶﾞﾝの予

防効果が期待できる｡ 

食品添加物,その他 

 

 -P80A 

 単回投与試験 

 LD50 5000mg/kg 以上 

 1kg 

 5kg 

ﾙﾃｲﾝ 

 -PC80,-PC40 

ﾙﾃｲﾝ-LC8 

 （受注生産） 

 

化粧品用途として,-PC80,-PC40 および

-LC8 がある｡ 

化粧品,その他 

 

-PC80 

 単回投与試験 

LD50 5000mg/kg 以上 

1kg 

 5kg 

ｿﾊﾞの葉ｴｷｽ 

 -P 

-WSP 

-PC 

-LC 

ｿﾊﾞの葉を含水ｴﾀﾉｰﾙで抽出したﾙﾁﾝを

5%以上含有する黄褐色の粉末｡ 

血液流動性改善作用,及び血管強化作

用を有する｡女性に多く見られる冷え

症,肩こり,むくみの改善や動脈硬化,

高血圧などの生活習慣病予防効果が

期待できる｡ 

-WSP は水溶性粉末で,ﾄﾞﾘﾝｸへの応用

も可能である｡化粧品用途で PC と使い

やすい水溶性液状ﾀｲﾌﾟの-LCがある｡ 

機能性食品,一般食品 

 化粧品,その他 

 

ｿﾊﾞの葉抽出物 

 単回投与試験 

 LD50 5000mg/kg 以上 

 5kg 

黒米ｴｷｽ 

-P 

-PC 

-LC0.1 

黒米に特有のｱﾝﾄｼｱﾆﾝを主成分とするﾎﾟ

ﾘﾌｪﾉｰﾙを抽出した水溶性（溶液は赤紫

色）に富む粉末｡ 

ｴﾗｽﾀ-ｾﾞ阻害,ﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ阻害,ｺﾗｹﾞﾅｰ

ｾﾞ阻害,ﾁﾛｼﾅｰｾﾞ阻害活性(ﾋﾞﾀﾐﾝ C の効

果に対する相乗効果),ﾒﾗﾆﾝ生成抑制作

用などを有し,美肌効果が期待できる｡ 

またα-ｱﾐﾗ-ｾﾞ阻害,α-ｸﾞﾙｺｼﾀﾞ-ｾﾞ阻

害,ｱﾙﾄﾞｰｽﾚﾀﾞｸﾀｰｾﾞ阻害活性を有し,

抗糖尿病作用,ﾀﾞｲｴｯﾄ効果が期待でき

る｡ 

さらに眼に対する機能として，糖尿病

性網膜症，血管新生抑制，緑内障に対

する効果が明らかになっている。 

化粧品用途の-PC は,染毛および毛髪保

護作用を有する｡ 

 機能性食品,一般食品 

 化粧品,その他 

 

黒米抽出物 

単回投与試験 

LD50 5000mg/kg 以上 

 -PC 

眼一次刺激性試験(無刺激)  

 皮膚一次皮膚刺激性試験(無刺激) 

光毒性試験(陰性) 

 染色体異常試験(陰性) 

 皮膚感作性試験(陰性) 

光感作性試験(陰性) 

 Ames試験(陰性) 

 ﾋﾄﾊﾟｯﾁ試験(陰性) 

 3kg 

月見草ｴｷｽ 

-PH 

-WSPH 

月見草種子より抽出したﾎﾟﾘﾌｪﾉｰﾙを高

濃縮した,薄茶色の粉末｡ﾋﾟﾛﾘ菌に対す

る殺菌作用,ｳﾚｱｰｾﾞ阻害作用,胃内への

ﾋﾟﾛﾘ菌の付着・定着抑制作用などの機能

を有し,胃炎や胃潰瘍の予防,緩和が期

待できる｡ 

-WSPHはﾄﾞﾘﾝｸなどに使用できる水溶性

粉末｡ 

機能性食品,一般食品,その他 

 

月見草種子抽出物 

単回投与試験 

LD50 5000mg/kg 以上 

染色体異常試験(陰性) 

Ames試験(陰性) 

ﾏｳｽにおける小核試験(陰性) 

 

日本特許 第 4541662号（抗ピロ

リ菌組成物） 

 5kg 
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オリザ油化株式会社 製品一覧表 

製 品 名 製 品 特 性 ／ 特 徴 主 な 用 途 ／ 安 全 性 荷 姿 

生ｺ-ﾋ-豆ｴｷｽ-P 

生ｺ-ﾋ-豆ｴｷｽ-PA 

生ｺ-ﾋ-豆ｴｷｽ-PCR 

 （受注生産） 

ｺｰﾋｰ生豆を含水ｴﾀﾉｰﾙで抽出した水溶性

に富む粉末状のﾀﾞｲｴｯﾄ素材｡日本,ｱﾒﾘ

ｶ，ﾖｰﾛｯﾊﾟおよび中国特許取得｡-P は，

ｸﾛﾛｹﾞﾝ酸を 24%以上,ｸﾛﾛｹﾞﾝ酸類を 45%

以上含有する｡蓄積脂肪の燃焼・分解作

用や摂取脂肪の吸収･蓄積抑制作用に基

づくﾊﾞﾗﾝｽのとれたﾏﾙﾁﾀﾞｲｴｯﾄ機能を有

する｡また,糖吸収抑制,糖新生抑制に

よる抗糖尿病作用も期待できる｡ 

-PA は，天然の酸化防止剤として使用で

きる(ORAC値:8700 μmole TE/g)｡ 

-PCR は化粧品用途。 

 

-PCR：エコサート登録製品 

COSMOS登録製品 

機能性食品,一般食品，食品添加

物，化粧品,その他 

機能性表示食品対応 

  生ｺｰﾋｰ豆抽出物 

 単回投与試験 

  LD50 1500mg/kg 以上 

 28日間反復投与試験（異常なし） 

Ames試験（陰性） 

 

日本特許 第 4499665号（ダイエッ

ト組成物） 

米国特許 8802164 

 

 5kg 

ﾌｷﾊﾟｳﾀﾞｰ 

 （受注生産） 

季節感を感じさせるﾍﾙｼｰな野菜とし

て人気の国産ﾌｷの地上部を粉末化し

た｡花粉症をはじめとするｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻

炎に対する予防効果はもちろん,ｶﾘｳﾑ･

ｶﾙｼｳﾑ等のﾐﾈﾗﾙ及び,食物繊維が多く

含まれている｡ 

機能性食品,一般食品, その他 

 

単回投与試験 

 LD50 2000mg/kg 以上 

 

 

 

 5kg 

ﾌｷｴｷｽ 

 -P 

-WSP 

国産ﾌｷの地上部を含水ｴﾀﾉｰﾙで抽出した

淡黄色の粉末｡抗ｱﾚﾙｷﾞｰ成分として,ﾌｷ

ﾉｰﾙ酸,ﾌｷﾉﾝ等を含有し,ﾏｽﾄ細胞からの

脱顆粒及び,ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ生成を抑制する｡さ

らに,TNF-α産生抑制作用を有する｡花

粉症をはじめとするｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎に対

する予防効果が期待できる｡-WSP は,水

溶性の粉末で,ﾄﾞﾘﾝｸへの応用も可能で

ある｡ 

 

機能性食品,一般食品,その他 

 

ﾌｷ抽出物 

 単回投与試験 

  LD50 2000mg/kg 以上 

 28日間反復投与試験（異常なし） 

 

日本特許 第 4822246号（抗アレ

ルギー剤） 

 5kg 

ﾌｷｴｷｽ 

 -PC 

-WSPC 

-LC 

化粧品用途のﾌｷｴｷｽ｡抗ｱﾚﾙｷﾞｰ成分とし

て,ﾌｷﾉｰﾙ酸,ﾌｷﾉﾝ等を含有し,抗炎症

効果が期待できる｡-WSPC は水溶性粉

末,LC は使いやすい液状ﾀｲﾌﾟ｡ 

 化粧品, その他 

 

単回投与試験 

  LD50 2000mg/kg以上 

 5kg 

α-ﾘﾎﾟ酸 

 -P 

-P80 

 -L1 

 -WSP8 

独自の精製方法を用いて,残存溶媒ﾌﾘｰ

にした高純度のα-ﾘﾎﾟ酸｡ 

美容機能として,ﾒﾗﾆﾝ生成抑制作用,

線維芽細胞増殖作用およびﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ改

善作用をもち,美白・美肌効果が期待で

きる｡ﾀﾞｲｴｯﾄ機能として,筋肉細胞の増

殖や脂肪細胞の分化抑制作用をもつ｡ 

-P は純度 98％以上の粉末,-P80 は-P

の安定性を高める為に植物油脂でｺｰﾃｨﾝ

ｸﾞ処理した粉末(80％)｡-L1 は油状乳化

液(10％), -WSP8 は水溶性粉末(8%)で,

ﾄﾞﾘﾝｸへの配合が可能｡ 

 

機能性食品,一般食品,その他 

 

-P 

単回投与試験（雄ﾏｳｽ） 

LD50 405mg/kg 

Ames試験（陰性） 

-L1 

単回投与試験 

LD50 2000mg/kg 以上 

 

日本特許 第 4849792 号（美肌組

成物） 

 5kg 
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製 品 名 製 品 特 性 ／ 特 徴 主 な 用 途 ／ 安 全 性 荷 姿 

α-ﾘﾎﾟ酸 

-PC 

-PC80 

 -LC1 

 -WSPC8 

化粧品用途のα-ﾘﾎﾟ酸｡美白・美肌効

果および痩身作用が期待できる｡ 

-PC，-PC80，-WSPC8 は粉末,-LC1 は水

溶性乳化ﾀｲﾌﾟ(10%)｡ 

 

化粧品,その他 

 

-PC 

皮膚一次刺激性(陰性) 

腐食性試験（陰性） 

連続皮膚刺激性試験（陰性） 

眼一次刺激性試験 

(中程度の刺激あり） 

感作性試験（陰性） 

-LC1 

単回投与試験 

LD50 2000mg/kg 以上 

 5kg 

温州みかんｴｷｽ 

-P 

-L 

温州みかんの果皮から抽出したｴｷｽ｡骨

粗鬆症予防効果,美白・美肌効果が期待

でき,β-ｸﾘﾌﾟﾄｷｻﾝﾁﾝを主体にﾍｽﾍﾟﾘｼﾞﾝ

などを含む｡-L は水溶性を高めた乳化液

で,ﾄﾞﾘﾝｸへの配合が可能である｡ 

機能性食品,一般食品,その他 

 

-P 

単回投与試験 

LD50 5000mg/kg以上 

温州ﾐｶﾝ抽出物 

変異原性試験（陰性） 

 5kg 

温州みかんｴｷｽ 

 -PC 

-LC 

化粧品用途の温州みかんｴｷｽ｡ 

ﾁﾛｼﾅｰｾﾞ阻害活性及び発現抑制,ﾒﾗﾆﾝ生

成抑制および表皮細胞への移行抑制作

用,ﾒﾗﾆﾝ産生刺激因子のﾚｾﾌﾟﾀｰ発現抑

制,細胞賦活作用,保湿作用を有し,

若々しく,美しい肌を維持する効果が期

待できる｡ 

-LC は使いやすい水溶性液体ﾀｲﾌﾟ｡ 

化粧品,その他 

 

単回投与試験 

LD50 5000mg/kg 以上 

 

  

 5kg 

ﾕｽﾞ種子ｴｷｽ 

 -P 

-WSP 

-P は国産ﾕｽﾞの種子から含水ｴﾀﾉｰﾙで抽

出した淡黄色の粉末｡最近注目のｶﾝｷﾂ成

分である,ﾘﾓﾉｲﾄﾞ(主としてﾘﾓﾆﾝ,ﾉﾐﾘﾝ)

を含有する｡美白作用や皮膚ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ促

進作用をはじめ,抗ｽﾄﾚｽ･ﾘﾗｯｸｽ作用,血

行促進作用,抗ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ機能も期

待できる｡ 

-WSP はﾄﾞﾘﾝｸなどに使用できる水溶性ﾀｲ

ﾌﾟ｡ 

-P, -WSP: ハラール認証製品 

機能性食品,一般食品,その他 

 

ﾕｽﾞ種子抽出物 

単回投与試験 

 LD50 5000mg/kg以上 

28日間反復投与試験（異常なし） 

Ames試験（陰性） 

 

日本特許 第 5014569号（美肌用

組成物） 

 5kg 

ﾕｽﾞ種子ｴｷｽ 

 -PC 

 -WSPC 

-LC 

化粧品用途のﾕｽﾞ種子ｴｷｽ｡ 

ﾒﾗﾆﾝ生成抑制作用,皮膚ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰ促進

作用を有する｡特に美白・美肌効果が期

待できる｡美肌作用には，ｺﾗｹﾞﾅｰｾﾞ，ﾋｱ

ﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞおよびｾﾗﾐﾀﾞｰｾﾞの発現抑制が

関与 

-LC は使いやすい液体ﾀｲﾌﾟ｡ 

-PC, -WSPC: ハラール認証製品 

化粧品,その他 

-PC 

眼刺激性試験（代替法の BCOP法） 

（軽微な刺激性） 

ﾋﾄﾊﾟｯﾁ試験(陰性)  

Ames試験（陰性） 

代替法による皮膚刺激性試験

(Episkin法)無刺激 

 5kg 

ﾕｽﾞ種子油 ﾕｽﾞの種子より抽出・精製したｵﾚｲﾝ酸･ﾘ

ﾉｰﾙ酸を多く含む植物油脂｡脂肪酸組成

のﾊﾞﾗﾝｽがよく,食品及び化粧品原料と

して適した油脂である｡ 

機能性食品,一般食品, 

化粧品,その他。 

代替法による皮膚刺激性試験

(Episkin法)無刺激 

 16kg 
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オリザ油化株式会社 製品一覧表 

製 品 名 製 品 特 性 ／ 特 徴 主 な 用 途 ／ 安 全 性 荷 姿 

ｶｶｵｴｷｽ 

 -P 

-WSP 

-P は，ｶｶｵﾏｽを含水ｴﾀﾉｰﾙで抽出し,ﾃｵﾌﾞ

ﾛﾐﾝおよびﾎﾟﾘﾌｪﾉｰﾙをそれぞれ 10％お

よび 20％にまで高めた粉末｡ 

ﾃｵﾌﾞﾛﾐﾝの脂肪蓄積抑制作用と,ﾎﾟﾘﾌｪﾉ

ｰﾙの脂肪燃焼促進作用によるﾀﾞｲｴｯﾄ効

果が期待できる｡ 

-WSP は,ﾊｽｸ（種皮）由来の水溶性の粉

末で,ﾄﾞﾘﾝｸへの配合が可能｡ 

 

 

機能性食品,一般食品,その他 

 

-P 

単回投与試験 

LD50 2000mg/kg以上 

28日間反復投与試験（異常なし）

染色体異常試験（陰性） 

 5kg 

ｶｶｵｴｷｽ 

 -PC 

-WSPC 

-LC 

化粧品用途のｶｶｵｴｷｽ｡使い易い液状ﾀｲ

ﾌﾟ｡痩身作用と,ﾎﾟﾘﾌｪﾉｰﾙによる抗酸化

作用が期待できる｡ 

化粧品,その他  5kg 

ｵﾘｻﾞﾄﾘﾃﾙﾍﾟﾉｲﾄﾞ 

-P 

-L 

従来の植物ｽﾃﾛｰﾙが有するｺﾚｽﾃﾛｰﾙ低下

作用に新たに中性脂肪の吸収阻害も加

わった,新規米由来ｽﾃﾛｰﾙである｡ 

-P は純度 90％以上の粉末, -L は使い

やすい水溶性乳化ﾀｲﾌﾟでﾄﾘﾃﾙﾍﾟﾉｲﾄﾞを

5％以上含む｡ 

機能性食品, 

 

米油抽出物 

単回投与試験 

LD50 2000mg/kg 以上 

 Ames試験（陰性） 

 

5kg 

ｵﾘｻﾞﾄﾘﾃﾙﾍﾟﾉｲﾄﾞ 

-C 

 

純度 90%以上の化粧品用粉末｡ 化粧品,その他  5kg 

 ｷｳｲ種子ｴｷｽ 

 -P 

-WSP 

-P は，ｷｳｲ種子から抽出した黄褐色の

粉末｡ｸｴﾙｼﾄﾘﾝを 5mg/100g 以上,ﾎﾟﾘﾌｪﾉ

ｰﾙを 2%以上含有する｡ﾆｷﾋﾞの発生を抑

え,ｼﾜやくまに対する改善効果が期待

できる｡ｵﾘｻﾞｾﾗﾐﾄﾞとの併用によるﾋﾄで

の美肌ﾃﾞｰﾀあり。 

-WSP は水溶性に富み,ﾄﾞﾘﾝｸへの配合が

可能である｡ 

 

-P, -WSP: ハラール認証製品 

 

機能性食品,一般食品,その他 

 

ｷｳｲ種子抽出物 

単回投与試験 

LD50 2000mg/kg 以上 

Ames試験（陰性） 

日本特許 第 4925692号（美肌組

成物） 

日本特許 第 5462430号（抗炎症

剤および鎮痛剤） 

 5kg 

ｷｳｲ種子ｴｷｽ 

 -PC 

-WSPC 

-LC 

ﾆｷﾋﾞ,ｼﾜ及び,くま改善効果が期待でき

る｡ﾁﾛｼﾅｰｾﾞ阻害作用,ﾒﾗﾆﾝ生成抑制作

用があり ,美白効果も期待できる｡

-WSPC は水溶性粉末,-LCは使いやすい

水溶性液状ﾀｲﾌﾟ｡ 

 

-PC, -WSPC: ハラール認証製品 

 

化粧品,その他 

 

-PC 

皮膚一次刺激性(陰性) 

ﾋﾄﾊﾟｯﾁ試験(陰性) 

ﾋﾄ連続皮膚刺激性試験(陰性) 

 5kg 

ｷｳｲﾌﾙｰﾂ油 ｷｳｲの種子より抽出・精製した,α-ﾘﾉﾚ

ﾝ酸を 55%以上且つﾄｺﾄﾘｴﾉｰﾙを含む植

物油脂｡化粧品分野において,肌のﾊﾘを

蘇らせることが期待される｡ 

機能性食品,一般食品, 

化粧品,その他 

 

単回投与試験 

LD50 5000mg/kg以上 

 

 16kg 
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オリザ油化株式会社 製品一覧表 

製 品 名 製 品 特 性 ／ 特 徴 主 な 用 途 ／ 安 全 性 荷 姿 

赤ｼｮｳｶﾞｴｷｽ 

 -P 

-WSP 

赤ｼｮｳｶﾞから抽出した辛味を有する黄

白色の粉末 ｡ -P は [6]-gingerol と

[6]-shogaolを 6%以上,ﾀﾝﾆﾝを 1.5%以上

含 有 し , 特 徴 成 分 と し て

3R,5S-[6]-gingerdiol を含む｡-WSP は

水 溶 性 で ,[6]-gingerol お よ び

[6]-shogaolをを 3%以上,ﾀﾝﾆﾝを 0.5%以

上含有するとともに, 

3R,5S-[6]-gingerdiol も含む｡いずれ

も抗関節症食品素材として,症状緩和

が期待できる｡ 

ｸﾞﾙｺｻﾐﾝとの相乗作用を確認している。 

機能性食品,一般食品,その他 

 

赤ｼｮｳｶﾞ抽出物 

単回投与試験 

  LD50 2000mg/kg以上 

28日間反復投与試験（異常なし）

Ames試験（陰性） 

 

日本特許 第 5303697号（抗炎症

剤） 

米国特許  8017162 

 kg 

赤ｼｮｳｶﾞｴｷｽ 

-PC 

-WSPC 

-LC 

化粧品用途の赤ｼｮｳｶﾞｴｷｽ｡-PC および

-WSPC は,それぞれ固形,液体製剤向け

の粉末｡-LC は使いやすい水溶性液体ﾀｲ

ﾌﾟ｡ 

 

-PC：エコサート登録製品 

COSMOS登録製品 

化粧品,その他 

 

Ames試験（陰性） 

-LC  

皮膚一次刺激性試験（EPISKIN） 

無刺激 

眼刺激性試験（EpiOcular） 

無刺激 

 5kg 

ｱｽﾀｷｻﾝﾁﾝ 

-5 

 -20 

 -LS1 

 -P1 

ﾍﾏﾄｺｯｶｽ藻より抽出精製したｵｲﾙを加工

した製品｡脳の抗酸化作用があり,脳

における疲労,老化防止,脳梗塞など

の予防効果,眼精疲労予防作用が期待

できる｡ 

-5,-20 はｵｲﾙﾀｲﾌﾟ,-LS1 は水溶性乳化ﾀｲ

ﾌﾟ,-P1は粉末ﾀｲﾌﾟである｡ 

機能性食品,一般食品,その他 

 

-20 

単回投与試験 

LD50 2000mg/kg以上 

 1kg 

 5kg 

ｱｽﾀｷｻﾝﾁﾝ 

-5C 

 -20C 

 -LSC1 

 -PC1 

化粧品用途のｱｽﾀｷｻﾝﾁﾝ｡抗しわ,皮膚の

弾力性向上作用が期待できる｡ 

-5C,-20C はｵｲﾙﾀｲﾌﾟ,-LSC1 は水溶性乳

化ﾀｲﾌﾟ,-PC1は粉末ﾀｲﾌﾟである｡ 

化粧品,その他 

 

-20C 

ﾋﾄﾊﾟｯﾁ試験(陰性） 

 1kg 

 5kg 

ﾆﾗ種子ｴｷｽ 

 -P 

-WSP 

ﾆﾗ種子から抽出した淡黄色の粉末｡S-ｱﾘ

ﾙ-L-ｼｽﾃｲﾝを 0.1%以上含有する｡ 

滋養強壮,性能力向上,抗疲労,抗老化お

よび免疫力向上作用のほか,腰痛,冷え

性,尿漏れおよび頻尿に対しても適用が

可能｡またﾒﾗﾆﾝ生成抑制作用も有する｡

-WSP は水溶性に富み,ﾄﾞﾘﾝｸへの配合に

適している｡ 

機能性食品,一般食品,その他 

 

ﾆﾗ種子抽出物 

単回投与試験 

  LD50 2000mg/kg以上 

Ames試験（陰性） 

 

日本特許 第 4925761号（免疫賦

活剤 

5kg 

ﾆﾗ種子ｴｷｽ 

 -PC 

-WSPC 

-LC 

化粧品用途のﾆﾗ種子ｴｷｽ｡前項の作用が

期待できる｡-LC は使いやすい水溶性液

体ﾀｲﾌﾟ。 

化粧品, その他 

 

 

5kg 

ﾆﾗ種子油 

（受注生産） 

ﾆﾗ種子から抽出・精製した植物油脂｡ 機能性食品,一般食品, 

化粧品,その他 

単回投与試験 

  LD50 5000mg/kg 以上 

16kg 
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オリザ油化株式会社 製品一覧表 

製 品 名 製 品 特 性 ／ 特 徴 主 な 用 途 ／ 安 全 性 荷 姿 

ｸﾙﾐﾎﾟﾘﾌｪﾉｰﾙ 

-P10,-P30 

-WSP10 

ｸ ﾙ ﾐ 種皮から抽出した褐色粉末 ｡

-P10,-P30 はそれぞれﾎﾟﾘﾌｪﾉｰﾙを 10 お

よび 30%以上,tellimagrandin I を 0.1

および 0.3%以上含有する｡肝保護作用や

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ予防・改善効果を有す

る｡またﾒﾗﾆﾝ生成抑制作用も有する｡

-WSP は水溶性に富み,ﾄﾞﾘﾝｸへの配合に

適している｡ 

 

機能性食品,一般食品,その他 

 

ｸﾙﾐ抽出物 

単回投与試験 

LD50 2000mg/kg以上 

 ﾋﾄ摂取試験(異常なし) 

5kg 

ｸﾙﾐﾎﾟﾘﾌｪﾉｰﾙ 

-PC10,-PC30 

-WSPC10 

-LC 

化粧品用途のｸﾙﾐﾎﾟﾘﾌｪﾉｰﾙ｡上記の作用

が期待できる｡-LC は使いやすい水溶性

液体ﾀｲﾌﾟ｡ 

化粧品,その他 5kg 

ｸﾙﾐ種子油 ｸﾙﾐ種皮から抽出・精製した植物油脂｡ 機能性食品,一般食品, 

化粧品,その他 

16kg 

ﾚｽﾍﾞﾗﾄﾛｰﾙ 

-P5 

-WSP0.5 

 

ﾌﾞﾄﾞｳ皮,種子及び葉から抽出した紫色

の粉末｡-P5 はﾎﾟﾘﾌｪﾉｰﾙを 25%以上,ﾚｽ

ﾍﾞﾗﾄﾛｰﾙ 5%以上含有する(ORAC値:14000 

μmole TE/g)｡ 

著名な学術誌 Nature に寿命延長効果

が掲載されたｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞ素材｡代謝を

活性化することで、ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑを

改善する｡心臓病予防,神経細胞の保護

が報告されている｡老化促進ﾏｳｽでｱﾝﾁｴ

ｲｼﾞﾝｸﾞ作用を確認。 

-WSP0.5 はﾎﾟﾘﾌｪﾉｰﾙを 2.5%以上,ﾚｽﾍﾞﾗ

ﾄﾛｰﾙを 0.5%以上含有する画期的な水

溶性製剤｡ﾚｽﾍﾞﾗﾄﾛｰﾙのﾄﾞﾘﾝｸなどへの

配合が可能である｡ 

 

機能性食品,一般食品,その他 

 

ﾌﾞﾄﾞｳ抽出物 

単回投与試験 

LD50 2000mg/kg以上 

 -P5 

 28日間反復投与試験(異常なし) 

小核試験（陰性） 

 1kg 

ﾚｽﾍﾞﾗﾄﾛｰﾙ 

-PC5 

-WSPC0.5 

化粧品用途のﾚｽﾍﾞﾗﾄﾛｰﾙ｡紫外線に対す

る保護作用のほか,ﾒﾗﾆﾝ生成抑制作

用,ﾋｱﾙﾛﾝ酸,ｺﾗｰｹﾞﾝおよびｴﾗｽﾁﾝ分解

抑制作用,ﾆｷﾋﾞ予防作用などが期待で

きる｡ 

 

 

化粧品,その他  1kg 

ｶﾝｶｴｷｽ 

 -P25 

 -PC25 

ﾀｸﾗﾏｶﾝ砂漠に生育する紅柳の根部に寄

生するｶﾝｶﾆｸｼﾞｭﾖｳから抽出した茶色の

水溶性粉末｡ｴｷﾅｺｼﾄﾞを 25%以上,ｱｸﾃｵｼﾄﾞ

を 9%以上,ﾌｪﾆﾙｴﾀﾉｲﾄﾞ配糖体を 50%以上

含有する｡有効成分の含有量は他社製品

と比較して最高ﾚﾍﾞﾙである。 

脳機能改善,滋養強壮,性能力向上,抗疲

労,抗老化,免疫力向上作用,脂質代謝促

進作用,美容作用および育毛作用が期待

できる｡  

有機認証 

 

機能性食品,一般食品 

化粧品,その他 

 

 ｶﾝｶ抽出物 

単回投与試験 

LD50 26.4g/kg以上 

Ames試験（陰性） 

小核試験（陰性） 

催奇形性試験（陰性） 

30日間反復投与試験（異常なし） 

180日間反復投与試験（異常なし） 

 

5kg 
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製 品 名 製 品 特 性 ／ 特 徴 主 な 用 途 ／ 安 全 性 荷 姿 

赤米ｴｷｽ 

 -P 

 -WSP 

 

赤米糠を含水ｴﾀﾉｰﾙで抽出した淡赤褐色

の粉末｡ﾌﾟﾛｱﾝﾄｼｱﾆｼﾞﾝを含み,抗酸化作

用やﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ予防作用が期待で

きる｡ 

-P はﾎﾟﾘﾌｪﾉｰﾙを 5%以上含有する粉

末,-WSP は 1%以上含有水溶性粉末であ

る｡ 

機能性食品,一般食品,その他 

 

赤米抽出物 

単回投与試験 

LD50 1000mg/kg以上 

Ames試験（陰性） 

-P 

ﾋﾄ摂取試験(異常なし) 

 

5kg 

赤米ｴｷｽ 

 -PC 

-WSPC 

-LC 

化粧品用途の赤米ｴｷｽ｡上記の作用が期

待できる｡-LC は使いやすい水溶性液体

ﾀｲﾌﾟ｡ 

化粧品, その他 

 

赤米抽出物 

単回投与試験 

LD50 1000mg/kg 以上 

 

5kg 

白ｷｸﾗｹﾞ多糖体 

-P 

 

ｼﾛｷｸﾗｹﾞ子実体を熱水抽出して得られた

白色粉末｡白ｷｸﾗｹﾞ多糖体,ｸﾞﾙｸﾛﾝ酸を含

有し,脂肪吸収抑制作用や腸内ﾌﾛｰﾗ改善

作用を有し,ﾀﾞｲｴｯﾄ作用が期待できる｡ 

水溶液は無味無臭,無色透明で高粘性で

ある｡ 

 

 

機能性食品,一般食品,その他 

 

-P 

単回投与試験 

LD50 1000mg/kg 以上 

30日間反復投与試験(異常なし） 

Ames試験（陰性） 

催奇形性試験（陰性） 

ﾋﾄ摂取試験(異常なし) 

日本特許 第 5525700号（液体組

成物並びにこれらを用いた飲料及

び化粧料 

5kg 

白ｷｸﾗｹﾞ多糖体 

-PC 

化粧品用途の白ｷｸﾗｹﾞ多糖体粉末。 化粧品，その他 

 

 

 

ｲﾁｺﾞ種子ｴｷｽ 

-P 

ｲﾁｺﾞ種子を含水ｴﾀﾉｰﾙ抽出した淡黄褐色

の水溶性粉末｡ﾎﾟﾘﾌｪﾉｰﾙを 2.0%以上,ﾁﾘﾛ

ｻｲﾄﾞを 0.5%以上含有する｡ 

ﾀﾞｲｴｯﾄ作用,保湿作用,美白作用および

紫外線障害に対する抗炎症作用、ｾﾗﾐﾄﾞ

増加作用，ﾌｨﾗｸﾞﾘﾝ,ｲﾝﾎﾞﾙｸﾘﾝ増加作用，

ﾊﾞﾘﾔｰ強化作用が期待できる。保湿作用

にはﾚﾁﾉｲﾄﾞﾚｾﾌﾟﾀｰﾘｶﾞﾝﾄﾞ活性とﾋｱﾙﾛﾅﾝｼ

ﾝﾀｰｾﾞ発現促進が関与｡ 

ハラール認証製品 

 

機能性食品,一般食品,その他 

 

ｲﾁｺﾞ種子抽出物 

単回投与試験 

LD50 2000mg/kg 以上 

Ames試験（陰性） 

 

5kg 

ｲﾁｺﾞ種子ｴｷｽ 

-PC 

-LC 

化粧品用途のｲﾁｺﾞ種子ｴｷｽ｡上記の作用

が期待できる｡-LC は使いやすい水溶性

液体ﾀｲﾌﾟ｡ 

-PC: ハラール認証製品 

化粧品,その他 

 

-LC 

感作性試験（陰性） 

代替法による皮膚刺激性試験

(Episkin法)無刺激 

代替法による眼刺激性試験(HCE

法)無刺激 

ﾋﾄﾊﾟｯﾁ試験(陰性） 

5kg 
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オリザ油化株式会社 製品一覧表 

製 品 名 製 品 特 性 ／ 特 徴 主 な 用 途 ／ 安 全 性 荷 姿 

ｲﾁｺﾞ種子油 

（受注生産） 

ｲﾁｺﾞの種子より抽出・精製した,α-ﾘﾉ

ﾚﾝ酸を 30%以上含む植物油脂｡ 

機能性食品,一般食品, 

化粧品,その他 

 

16kg 

ﾘﾝｺﾞﾝﾍﾞﾘｰｴｷｽ 

-J 

-PJ 

-P0.5 

北欧産野生種のﾘﾝｺﾞﾝﾍﾞﾘｰ果汁で糖度 65

を有する（J）｡血行促進作用を確認。こ

れを濃縮した粉末が-PJ である｡鮮やか

なﾋﾟﾝｸ色と爽やかな酸味を特徴とする｡

水溶性も良好である｡-P0.5 はｱﾙﾌﾞﾁﾝを

0.5%以上含み,美白作用を有する｡ 

健康食品,一般食品,その他 

-P0.5 

単回投与試験 

LD50 2000mg/kg 以上 

Ames試験（陰性） 

日本特許 第 5525716号（色素沈

着抑制剤） 

 

5kg 

 

-J 

1kg,25kg, 

 

ﾘﾝｺﾞﾝﾍﾞﾘｰｴｷｽ 

-PJC 

-PC0.5 

-LC 

 

化 粧 品 用 途 の ﾘ ﾝ ｺ ﾞ ﾝ ﾍ ﾞ ﾘ ｰ ｴ ｷ ｽ ｡

-PJC,-PC0.5 はそれぞれ食品用途の

-PJ,-P0.5 に相当する｡-LC は使いやす

い水溶性液体ﾀｲﾌﾟ｡ 

化粧品,その他 

-LC 

代替法による皮膚刺激性試験

(Episkin法)無刺激 

代替法による眼刺激性試験 (HCE

法)無刺激 

 

5kg 

ﾌｺｷｻﾝﾁﾝ 

-5KW 

-1KW 

-P1KW 

 -WSP0.1KW 

褐 藻 類 の 真 昆 布 （ Laminaria 
S.japonica)又は、ﾜｶ ﾒ（ Laminaria 
U.pinnatifida）から抽出精製したﾌｺｷｻ

ﾝﾁﾝ高含有画分を加工した製品｡抗ﾒﾀﾎﾞﾘ

ｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ作用（抗肥満・抗糖尿病）,

美容作用（美肌,美白,抗ﾆｷﾋﾞ）が期待で

きる｡ 

日本人を対象としたﾋﾄ臨床試験で,ﾌｺｷｻ

ﾝﾁﾝの摂取 (1 ヶ月) により抗肥満作用

を実証｡ 

-5KW,-1KW はｵｲﾙﾀｲﾌﾟ,-P1KW は粉末ﾀｲ

ﾌﾟ,-WSP0.1KWは水溶性粉末ﾀｲﾌﾟである｡ 

 

 

機能性食品,一般食品,その他 

 

昆布抽出物 

単回投与試験 

LD50 2000mg/kg 以上 

90日間反復投与試験 

(ﾗｯﾄ:4%ｺﾝﾌﾞ抽出物,陰性) 

小核試験（2000mg/kg,陰性） 

1kg 

5kg 

ﾌｺｷｻﾝﾁﾝ 

-5CKW 

 -1CKW 

 -PC1KW 

 -WSPC0.1KW 

 

化粧品用途のﾌｺｷｻﾝﾁﾝ高含有製剤｡上記

の作用が期待できる｡ 

美白作用には，ﾒﾗﾆﾝ産生刺激因子のﾚｾﾌﾟ

ﾀｰやﾁﾛｼﾅｰｾﾞの発現抑制が関与。 

化粧品,その他 

 

1kg 

5kg 

ｵﾘｻﾞﾌﾟﾛﾃｲﾝⓇ 

-P70 

米から抽出したたんぱく質を 70%以上含

む粉末｡消化吸収性に優れ,必須ｱﾐﾉ酸を

豊富に含む｡抗ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ作用 (抗

肥満,抗ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ)・美容作用が期待でき

る｡ 

また乳化力に優れ,加工食品の食感改良

に適する｡ 

 

健康食品,一般食品,その他 

 

単回投与試験 

LD50 2000mg/kg 以上 

ﾒﾗﾐﾝ(不検出) 

5kg 

ｵﾘｻﾞﾌﾟﾛﾃｲﾝⓇ 

-PC70 

化粧品用途の米たんぱく質｡美容作用が

期待できる｡ 

COSMOS 認証取得 

化粧品,その他 5kg 
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ｵﾘｻﾞﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ 

-P60 

米たんぱく質を加水分解して得られた

米ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞを 60%以上,ﾄﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞを多く

含む,水溶性粉末｡低分子量で吸収性が

高い｡必須ｱﾐﾉ酸を豊富に含み,栄養価も

高い｡ 

軽度の運動を併用したﾋﾄ臨床試験にお

いて,体重の減少や内臓脂肪および皮下

脂肪の減少,ｽﾀｲﾙの改善が認められたﾀﾞ

ｲｴｯﾄ素材である｡ 

またﾄﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞを多く含むため,美白作

用・美容作用が期待できる｡水溶性が非

常に高く,ｸｾのない味やにおいであるた

め,ﾄﾞﾘﾝｸなどへの応用が容易である｡ 

健康食品,一般食品,その他 

 

単回投与試験 

LD50 5000mg/kg 以上 

Ames試験（陰性） 

1kg 

5kg 

ｵﾘｻﾞﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ 

-PC60 

化粧品用途の米ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ｡美白作用・美容

作用が期待できる｡水溶性が高いため,

化粧水やﾛｰｼｮﾝなどへの応用が容易であ

る｡ 

COSMOS 認証取得 

化粧品,その他 1kg 

5kg 

桜の花ｴｷｽ 

-P 

桜の花ｼﾛｯﾌﾟ 

ｻｸﾗの花を含水ｴﾀﾉｰﾙ抽出した淡桃色淡

褐色の水溶性粉末｡ｶﾌｪｵｲﾙｸﾞﾙｺｰｽを 2.0%

以上,ｹﾙｾﾁﾝｸﾞﾙｺｼﾄﾞを 0.05%以上含有す

る｡ 

抗糖化作用，美白，ｺﾗｰｹﾞﾝ産生促進,糖

尿病性網膜症改善,ｱﾙﾄﾞｰｽﾚﾀﾞｸﾀｰｾﾞ阻害

および抗炎症作用が期待できる｡ 

 

-P：ハラール認証製品 

 

機能性食品,一般食品,その他 

 

桜の花抽出物 

単回投与試験 

LD50 2000mg/kg 以上 

28日間反復投与試験（異常なし） 

Ames試験（陰性） 

日本特許  第 5878023 号，第

5792844 号（AGE 産生抑制剤），第

5783784 号（一酸化窒素産生抑制

剤） 

中国特許 ZL 201180007852.8 

5kg 

 

ｼﾛｯﾌﾟ 

20kg 

桜の花ｴｷｽ 

-PC 

-LC 

化粧品用途の桜の花ｴｷｽ｡前項の作用に

加え髪質改善が期待できる｡-LC は使い

やすい水溶性液体ﾀｲﾌﾟ｡ 

ｴｺｻｰﾄにも対応可。 

 

-PC：ハラール認証製品 

化粧品,その他 

桜の花抽出物 

代替法による皮膚一次刺激性試験

（EpiSkin 法）(無刺激) 

代替法による眼刺激性試験 

（HCE法）(無刺激) 

貼付試験（ﾊﾟｯﾁﾃｽﾄ）(陰性) 

皮膚累積刺激及び感作試験（RIPT） 

(異常なし) 

5kg 

ｺﾌﾟﾘｰﾉⓇﾊﾟｳﾀﾞｰ 

ｺﾌﾟﾘｰﾉⓇｴｷｽ 

 -P0.5 

ﾊﾟｳﾀﾞｰ，ｴｷｽは，それぞれ食用きのこ

Coprinus comatus の乾燥粉末および水

抽出物である。含硫ｱﾐﾉ酸のｴﾙｺﾞﾁｵﾈｲﾝ

を含有し，抗酸化，抗炎症，美白および

光老化抑制作用を有する。 

機能性食品,一般食品,その他 

 ｻｻｸﾚﾋﾄﾖﾀｹ抽出物 

単回投与試験 

LD50 2000mg/kg 以上 

Ames試験（陰性） 

1kg 

5kg 

ｺﾌﾟﾘｰﾉⓇﾊﾟｳﾀﾞｰ 

-C 

ｺﾌﾟﾘｰﾉⓇｴｷｽ 

 -PC0.5 

-LC 

化粧品用途のｺﾌﾟﾘｰﾉⓇ製品。上記の作用

が期待できる。 

化粧品, その他 

-PC0.5 

皮膚刺激性試験(Episkin 法) 

無刺激 

眼刺激性試験(BCOP) 

無刺激 

1kg 

5kg 
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ﾎﾟﾘｱﾐﾝ 小麦胚芽から含水ｴﾀﾉｰﾙ及びｸｴﾝ酸水溶

液で抽出した淡黄色から淡褐色の水溶

性粉末。本品はﾎﾟﾘｱﾐﾝを 0.15 %以上含

有する。 

育毛促進・抗老化作用など爪・毛髪をは

じめとする全身のｹｱが期待できる美容

素材。 

 

機能性食品，その他  

 

小麦胚芽抽出物 

単回投与試験 

LD50 2000mg/kg 以上 

Ames試験(陰性) 

日本特許 第 5877980号（ｹﾗﾁﾝ発現

促進剤） 

1kg 

5kg 

ｵﾘｻﾞﾎﾟﾘｱﾐﾝ 

-P 

米胚芽から含水ｴﾀﾉｰﾙ及びｸｴﾝ酸水溶液

で抽出した淡黄色から淡褐色の水溶性

粉末。本品はﾎﾟﾘｱﾐﾝを 0.2 %以上含有す

る。 

育毛促進・ｷｭｰﾃｨｸﾙ改善作用などの毛髪

ｹｱをはじめとする抗糖化や皮膚老化抑

制作用など様々な機能性をもつｱﾝﾁｴｲｼﾞ

ﾝｸﾞ素材として期待できる美容素材。 

 

 

機能性食品，その他  

米胚芽抽出物 

単回投与試験 

LD50 2000mg/kg 以上 

Ames試験(陰性) 

5kg 

ｵﾘｻﾞﾎﾟﾘｱﾐﾝ 

-LC（BG30） 

          

化粧品用途のｵﾘｻﾞﾎﾟﾘｱﾐﾝ。 

前項の作用が期待できる｡ 

-LC は水溶性液体ﾀｲﾌﾟ｡ 

 

化粧品，その他  

Ames試験(陰性) 

皮膚一次刺激性試験（EPISKIN） 

無刺激 

眼刺激性試験（EpiOcular） 

無刺激 

5kg 

ﾏｷﾍﾞﾘｰｴｷｽ 

(MaquiBrightTM) 

 -P35 

-J 

 

-P35 はﾁﾘ産野生種ﾏｷﾍﾞﾘｰの水抽出物で

濃紫色の水溶性粉末、総ｱﾝﾄｼｱﾆﾝとして

35%以上含有する。 -J は濃縮果汁

（Brix65%）。 

眼病予防作用(ﾄﾞﾗｲｱｲ改善等)、育毛作

用、美白作用、抗光老化作用、抗酸化、

抗炎症、抗糖尿病、動脈硬化予防作用が

期待できる。 

 

機能性食品,一般食品,その他 

 

 ﾏｷﾍﾞﾘｰ抽出物 

単回投与試験 

LD50 2000mg/kg 以上 

 DelphinolTMとして 

Ames試験（陰性） 

 90 日反復投与毒性試験（異常無

し） 

1kg 

5kg 

 

-J 

20kg 

ﾏｷﾍﾞﾘｰｴｷｽ 

 -PC35 

-LC 

化粧品用途のﾏｷﾍﾞﾘｰｴｷｽ｡前項の作用が

期待できる-LC は使いやすい水溶性液体

ﾀｲﾌﾟ 

 

化粧品, その他 

眼刺激性試験（Epiocular） 

無刺激 

1kg 

5kg 

 

黒ｼｮｳｶﾞｴｷｽ 

-P 

-WSP 

ﾀ ｲ 原 産 黒 ｼ ｮ ｳ ｶ ﾞ （ Kaempferia 
parviflora)から含水ｴﾀﾉｰﾙで抽出して

得られた紫色の粉末または淡紫色の水

溶性粉末。ﾎﾟﾘﾒﾄｷｼﾌﾗﾎﾞﾝを有効成分とし

て高含有するのが特徴。血流改善，末梢

血管形状改善作用，冷え性・むくみ改善

効果，血圧降下作用，性能力向上作用，

抗ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ作用（抗肥満・抗糖尿

病），抗ｱﾚﾙｷﾞｰ，抗炎症，脳機能改善効

果が期待できる。また，筋肉強化，筋肉

のｴﾈﾙｷﾞｰ代謝改善効果があり，ﾛｺﾓ・ｻﾙ

ｺﾍﾟﾆｱ対策として期待できる。 

 

機能性食品,一般食品,その他 

機能性表示食品対応 

 

黒ｼｮｳｶﾞ抽出物 

単回投与試験 

LD50 2000mg/kg 以上 

Ames試験（陰性） 

28日反復投与毒性試験(異常なし) 

慢性毒性試験(6 ヵ月連続投与異常

なし) 

1kg 

5kg 



 

20             G-723ST 

オリザ油化株式会社 製品一覧表 

製 品 名 製 品 特 性 ／ 特 徴 主 な 用 途 ／ 安 全 性 荷 姿 

黒ｼｮｳｶﾞｴｷｽ 

-PC 

-WSPC 

-LC 

化粧品用途の黒ｼｮｳｶﾞｴｷｽ｡前項の作用が

期待できる｡-LC は使いやすい水溶性液

体ﾀｲﾌﾟ｡ 

 

化粧品,その他 

黒ｼｮｳｶﾞ抽出物 

Ames試験（陰性） 

-PC 

代替法による皮膚刺激性試験

(EpiDerm法) (軽微な刺激性) 

代替法による眼刺激性試験(CAMVA

法) 無刺激 

代替法による眼刺激性試験(BCOP

法) (軽微な刺激性) 

皮膚累積刺激試験(HRIPT 法) 異常

なし 

 

1kg 

5kg 

ｼﾞｭﾝｻｲｴｷｽ 

-P 

-WSP 

秋田県産ｼﾞｭﾝｻｲ（Brasenia shreberi）

から含水ｴﾀﾉｰﾙで抽出して得られた淡黄

褐色から灰黄緑色の粉末（-P）または

水溶性粉末（-WSP）。ﾎﾟﾘﾌｪﾉｰﾙを 5.0%以

上，新規成分 junsainoside A を 0.01%

以上，多糖類を 2.5%以上含有する｡ﾀﾞｲｴ

ｯﾄ，ｽﾘﾐﾝｸﾞ，腸内環境改善，ｾﾙﾗｲﾄ改善，

ｺﾗｰｹﾞﾝ増加，抗酸化，ﾋｱﾙﾛﾝ酸増加が期

待できる。 

 

-P, -WSP: ハラール認証製品 

 

機能性食品,一般食品,その他 

 

ｼﾞｭﾝｻｲ抽出物 

単回投与試験 

LD50 2000mg/kg 以上 

 

-WSP 

Ames試験（陰性） 

 

 

 

1kg 

5kg 

ｼﾞｭﾝｻｲｴｷｽ 

-PC 

-WSPC 

-LC 

化粧品用途のｼﾞｭﾝｻｲｴｷｽ（-PC, -WSPC）｡

腸内環境改善を除く前項の作用が期待

できる｡-LC は使いやすい水溶性液体ﾀｲ

ﾌﾟ｡ 

 

-PC, -WSPC: ハラール認証製品 

化粧品,その他 

-PC 

Ames試験（陰性） 

代替法による皮膚刺激性試験

(EpiDerm法) (軽微な刺激性) 

代替法による眼刺激性試験(CAMVA

法) 無刺激 

代替法による眼刺激性試験(BCOP

法) (軽微な刺激性) 

皮膚累積刺激試験(HRIPT 法) 異常

なし 

貼付試験（ﾊﾟｯﾁﾃｽﾄ）(陰性) 

1kg 

5kg 

ﾂﾊﾞﾒの巣ｴｷｽ 

-P 

 

ｱﾅﾂﾊﾞﾒ(Collocaliini)の巣窩を酵素に

より加水分解し、水で抽出して得られた

水溶性粉末。ｼｱﾙ酸を 1.5%以上含有する｡

EGF 様作用，創傷治癒作用，美肌作用，

皮膚ﾀｲﾄｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ強化作用が期待でき

る。 

機能性食品,一般食品,その他 

 

ﾂﾊﾞﾒの巣抽出物 

単回投与試験 

LD50 2000mg/kg 以上 

Ames試験（陰性） 

1kg 

5kg 

ﾂﾊﾞﾒの巣ｴｷｽ 

-PC 

-LC 

化粧品用途のﾂﾊﾞﾒの巣ｴｷｽ｡前項の作用

が期待できる｡LC は使いやすい水溶性液

体ﾀｲﾌﾟ。 

 

 

化粧品,その他 

皮膚一次刺激性試験（EPISKIN） 

無刺激 

眼刺激性試験（EpiOcular） 

無刺激 

貼付試験（ﾊﾟｯﾁﾃｽﾄ）(陰性) 

 

1kg 

5kg 
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紫茶ｴｷｽ 

-P 

-WSP 

-WSPS 

-WSPD 

紫茶(Camellia sinensis)の葉から含水

ｴﾀﾉｰﾙで抽出して得られた水溶性粉末。

ﾎﾟﾘﾌｪﾉｰﾙを 30.0%以上、GHGを 3.0%以上

含有する｡抗肥満・ﾀﾞｲｴｯﾄ作用、皮膚老

化抑制作用、抗酸化作用が期待できる。

-WSP は水溶性粉末。 

-P: ハラール認証製品 

機能性食品,一般食品,その他 

 

紫茶抽出物 

単回投与試験 

LD50 2000mg/kg 以上 

Ames試験（陰性） 

 

 

 

1kg 

5kg 

紫茶ｴｷｽ 

-PC 

-WSPC 

-LC 

化粧品用途の紫茶ｴｷｽ｡前項の作用が期

待できる｡-WSPC,-LC は使いやすい水溶

性液体ﾀｲﾌﾟ。 

-PC: ハラール認証製品 

化粧品,その他 

紫茶抽出物 

Ames試験（陰性） 

-PC 

代替法による皮膚刺激性試験

(EpiDerm法) 無刺激 

-LC 

代替法による皮膚刺激性試験

(EpiSkin法) 無刺激 

代替法による眼刺激性試験 (HCE

法) 無刺激 

 

外原規 チャエキス（1） 

 

 

1kg 

5kg 

菊の花ｴｷｽ 

-P 

-WSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｷｸ科ｷｸ（Chrysanthemum morifolium)の
つぼみまたは花から含水ｴﾀﾉｰﾙで抽出・

精製して得られた灰褐色～淡褐色の粉

末または淡黄白色～淡黄色の水溶性粉

末。ﾙﾃｵﾘﾝを有効成分として高含有する

のが特徴。痛風予防，痛風症状改善効果

がある。皮膚基底膜の構成成分である細

胞外ﾏﾄﾘｯｸｽの成分でもあるﾌｨﾌﾞﾛﾈｸﾁﾝ，

Ⅳ型ｺﾗｰｹﾞﾝの発現を増加させることで，

深層からのｽｷﾝｹｱ，抗しわ，美肌作用が

期待できる。 

機能性食品,一般食品,その他 

 

菊の花抽出物 

単回投与試験 

LD50 2000mg/kg 以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

1kg 

5kg 

菊の花ｴｷｽ 

-PC 

-WSPC 

-LC 

化粧品用途の菊の花ｴｷｽ｡前項の作用が

期待できる｡-LC は使いやすい水溶性液

体ﾀｲﾌﾟ。 

化粧品,その他 

-PC 

Ames試験（陰性） 

-LC 

代替法による皮膚刺激性試験

(EpiSkin法) 無刺激 

代替法による眼刺激性試験 (HCE

法) 無刺激 

代替法による光毒性試験(3T3-NR

法) 無刺激 

 

 

 

1kg 

5kg 
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製 品 名 製 品 特 性 ／ 特 徴 主 な 用 途 ／ 安 全 性 荷 姿 

ｼｰﾍﾞﾘｰｴｷｽ 

-P 

-WSP 

-J（受注生産） 

ｼｰﾍﾞﾘｰ（Hippophae rhamnoides）から含

水ｴﾀﾉｰﾙで抽出して得られた淡褐色から

褐色の粉末（-P）または水で抽出して得

られた淡黄色から淡褐色の水溶性粉末

（-WSP）。ﾄﾘﾃﾙﾍﾟﾝ酸類を 0.2%以上，ｲｿﾗ

ﾑﾈﾁﾝﾗﾑﾉｼﾄﾞを 0.2%以上含有する（-P）｡

前立腺肥大抑制，過活動膀胱抑制，大気

汚染および乾燥による皮膚刺激緩和作

用，抗酸化，創傷治癒作用が期待できる。 

機能性食品,一般食品,その他 

 

ｼｰﾍﾞﾘｰ抽出物 

単回投与試験 

LD50 2000mg/kg 以上 

Ames試験（陰性） 

1kg 

5kg 

ｼｰﾍﾞﾘｰｴｷｽ 

-PC 

-WSPC 

 

化粧品用途のｼｰﾍﾞﾘｰｴｷｽ｡前立腺肥大抑

制，過活動膀胱抑制を除く前項の作用が

期待できる｡ 

 

化粧品,その他 

 

ｼｰﾍﾞﾘｰ抽出物 

Ames試験（陰性） 

1kg 

5kg 

ｼｰﾍﾞﾘｰ果実油 ｼｰﾍﾞﾘｰの果実より抽出・精製した,ﾊﾟﾙ

ﾐﾄｵﾚｲﾝ酸を 30%以上含む植物油脂｡前

立腺肥大抑制，美白，抗ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛ

ｰﾑ作用が期待できる｡ 

機能性食品,一般食品,化粧品，その

他 

 

ｼｰﾍﾞﾘｰ果実油 

単回投与試験 

LD50 2000mg/kg 以上 

Ames試験（陰性） 

代替法による皮膚一次刺激性試験

（EpiSkin法）(無刺激) 

1kg 

5kg 

16kg 

ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾗﾜｰｴｷｽ 

-P 

-WSP 

 

ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾗﾜｰ(Passiflora incarnata)から

含水ｴﾀﾉｰﾙで抽出して得られた淡黄褐色

から黄土色の粉末（-P）または水で抽出

して得られた淡黄色から淡褐色の水溶

性粉末（-WSP）。ﾌﾗﾎﾞﾉｲﾄﾞを 3.0%以上（-P）

または 1.0%以上（-WSP）含有する。昼夜

のﾒﾘﾊﾘをつけることによる生活リズム

の改善作用，睡眠の質の向上効果が期待

できる。 

 

機能性食品,一般食品,その他 

 

ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾗﾜｰ抽出物 

単回投与試験 

LD50 2000mg/kg 以上 

Ames試験（陰性） 

小核試験（陰性） 

コメットアッセイ試験（陰性） 

1kg 

5kg 

ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾗﾜｰｴｷｽ 

-PC 

-WSPC 

化粧品用途のﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾗﾜｰｴｷｽ｡時計遺伝

子発現促進，CE 形成因子（ｲﾝﾎﾞﾙｸﾘﾝ，ﾌ

ｨﾗｸﾞﾘﾝ遺伝子）発現促進およびｴﾝﾄﾞｾﾘﾝ

遺伝子発現抑制作用が期待できる。 

 

化粧品,その他 

 

ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾗﾜｰ抽出物 

Ames試験（陰性） 

1kg 

5kg 

ﾌｺﾚｯｸｽ TM 

-5 

-1 

微細藻類(Phaeodactylum tricornutum)
から抽出。精製して得られたﾌｺｷｻﾝﾁﾝを

含有するｵｲﾙ製品。抗ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ作

用（抗肥満・抗糖尿病）,美容作用（美

肌,美白,抗ﾆｷﾋﾞ）が期待できる｡ 

日本人を対象としたﾋﾄ臨床試験で,ﾌｺｷｻﾝ

ﾁﾝの摂取 (1 ヶ月) により抗肥満作用を

実証｡-5 はﾌｺｷｻﾝﾁﾝを 5.0%以上，-1 は

1.0％以上含有する。 

機能性食品,一般食品,その他 

 

微細藻類抽出物 

単回投与試験 

LD50 1000mg/kg 以上 

Ames試験（陰性） 

 

1kg 

5kg 

 

 

 



コスメハーベスト®製品

製品名 化粧品表示名称 INCI名称
FDA

Code

部外品
表示名称

期待される効果

水 Water A2

BG Butylene Glycol B

ウンシュウミカン果皮エキス Citrus Unshiu Peel Extract F

水 Water A2

プロパンジオール Propanediol B

キウイ種子エキス Actindia Chinensis (Kiwi) Seed Extract F

水 Water A2

BG Butylene Glycol B

サトザクラ花エキス Prunus Lannesiana Flower Extract F

水 Water A2

プロパンジオール Propanediol B

ヒポファエラムノイデス果実エキス Hippophae Rhamnoides Fruit Extract F

水 Water A2

プロパンジオール Propanediol B

イチゴ種子エキス Fragaria Ananassa Seed Extract F

水 Water A2

プロパンジオール Propanediol B

カワラナデシコ種子エキス Dianthus Longicalyx Seed Extract F

水 Water A2

プロパンジオール Propanediol B

チャボトケイソウエキス Passiflora Incarnata Extract F

水 Water A2

プロパンジオール Propanediol B

ユズ種子エキス Citrus Junos Seed Extract F

水 Water A2

プロパンジオール Propanediol B

ライチー種子エキス Litchi Chinensis Seed Extract F

コスメハーベスト®ライチ 非該当

コラゲナーゼ活性阻害作用
エラスターゼ活性阻害作用
ヒアルロニダーゼ活性阻害作用
線維芽細胞増殖作用
保湿作用
抗酸化作用
チロシナーゼ活性阻害作用
メラニン生成抑制作用

コスメハーベスト®パシフローラ 非該当

時計遺伝子発現促進作用
CE形成因子発現促進作用
(ｲﾝﾎﾞﾙｸﾘﾝ,ﾌｨﾗｸﾞﾘﾝ遺伝子)
ｴﾝﾄﾞｾﾘﾝ遺伝子発現抑制作用

コスメハーベスト®ユズ 非該当
メラニン生成抑制作用
線維芽細胞増殖作用
皮膚ターンオーバー促進作用

コスメハーベスト®ストロベリー 非該当

セラミド合成遺伝子発現作用
ヒアルロン酸合成酵素遺伝子発
現作用
アクアポリン遺伝子発現作用
メラニン生成遺伝子発現作用
SOD様作用

コスメハーベスト®ナデシコ 非該当

Nrf2発現活性作用

グルタチオン合成生成促進作用
チロシナーゼ活性阻害作用
洗浄作用
界面活性剤補助作用

コスメハーベスト®サクラ 非該当

最終糖化物質抑制作用
メラニン生成抑制作用
チロシナーゼ活性阻害作用
コラーゲン産生促進作用
抗炎症作用

コスメハーベスト®シーベリー 非該当
抗炎症作用
保湿作用
皮膚刺激緩和作用

コスメハーベスト®オレンジ チンピエキス

チロシナーゼ活性阻害作用
メラニン生成抑制作用
抗炎症作用
線維芽細胞増殖作用
抗酸化作用

コスメハーベスト®キウイ 非該当

5α-リダクターゼ活性阻害作用

アクネ菌阻害作用
線維芽細胞増殖作用
チロシナーゼ活性阻害作用
メラニン生成抑制作用
抗酸化作用

コスメハーベスト®全品 ECOCERT登録済です。

FDA-Code A1 A2 B C D E F G H

濃度(%) 100-75 75-50 50-25 25-10 10-5 5-1 1-0.1 <0.1 Traces

 23 G-723ST
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ご存知ですか? 
オリザ油化株式会社のホームページでは、期待される機能性カテゴリー毎に商品

をご紹介しています。また、詳細な商品情報を PDF ファイルでダウンロードしてい

ただけます。 

最新情報も随時ニュースリリースとして掲載しております。 

また，弊社の末端商品であるこめ油の紹介ホームページも用意しております。 

是非ご利用ください。 

 

http://www.oryza.co.jp/     http://komeabura.life 
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1．受託業務 

   食品素材、食品添加物、健康食品素材、機能性食品素材 

   化粧品素材、医薬品原料・中間体、化成品、肥・飼料 等 

 

2．生産プロセスの概要 

汎用加工プロセス 

プロセス 装置名、特徴等 

抽出 連続式、バッチ式/ 溶剤、水、 

濾過、分離 遠心分離、フィルタープレス、スパークラー、 

加熱、蒸留、濃縮 単蒸留、真空蒸留、 

冷却、冷蔵、晶析 -10℃～常温/ 濾過装置と連結しています。 

カラム精製 シリカゲル、イオン交換樹脂他 

混合、乳化分散 各種撹絆機付タンク、高速撹拌式ホモゲナイザー 

乾操、殺菌 スプレードライヤー、棚段式熱風・真空乾燥、バキュームタンブルドライヤー、真空凍結乾燥/  

蒸気殺菌、アルコール殺菌 

粉砕、分級 フェザーミル 

混合、造粒 ブレンダー、Vブレンダー、ペレットマシン 

小分け、充填 液体、粉体/ 100g～500kg/ ビン、缶、キュービテナー、ドラム他 

 

油脂抽出精製全般 

溶剤抽出、脱ガム、脱ロウ、脱酸、脱色、脱臭、ウインターリング 

 

3．オリザ受託加工の特徴 

水、熱水はもちろん、溶剤を幅広く使用可能 

N-ヘキサン (食添、高純度)、エタノール (99度、95度、発酵)、メタノール、等 

24時間製造が可能 

ボイラー、電気等ユーティリティ、交代制人員 

少量生産から大量生産まで 

ラボスケールのテスト製造から 10 トンレベルの生産まで 

協力会社のネットワークで上記以外の加工、一貫製造も可能 

スプレードライ、フリーズドライ、錠剤、カプセル化、缶・ポーション・チアパック充填等 

 

4.受託加工体制 

生産技術開発チームが中心となって、一貫体制、スピーディーに実製造まで導入いたします。 

 

 

 

5.交通至便：名神一宮インターから約 30 分、東海北陸道木曽川インターから約 10 分 

   名古屋港、中部国際空港 

 

 

受 託 生 産 の ご 案 内  

依頼受信  フロー検討  ラボスケールテスト  品質確認  実機試作  実製造 

営業部    研究開発・生産技術開発部門    品質管理課     製造部 
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製造設備リスト     下記リスト以外にも関連設備がございます 

装置名 材質 スペック 

撹拌機付反応釜 SUS ジャケット付 50～7000L -10℃～120℃ 

撹拌機付反応釜 GL ジャケット付 3000L 

抽出釜 SUS ジャケット付 2000L 2基、他 

乳化機 SUS 50L、300L 最高回転数 4300rpm、加圧、減圧可 

ストックタンク SUS、FRP 200L～20 トン 1kLポリコンテナー 

バケット遠心分離機 SUS、ゴム 上排式 42～54 インチ 濾布各種 4基 

フィルタープレス SUS、鋳鉄 濾室容量 50L～200L、オールステンレス製あり 

カラム分離装置 (カラム塔) SUS 300L、1300L 各 1基、シリカゲル、イオン交換樹脂等対応 

その他濾過機 SUS スパークラー式 2基、ヌッチェ式 5基 

スプレードライヤー SUS 水分蒸発量 25kg/Hr、乾燥粉量 7kg/Hr 

フリーズドライ機 SUS 凝結量 80kg/Bacth、乾燥粉量 24kg/Batch 

バキュームタンブルドライヤー SUS 1000L 、加熱・冷却可、真空度 10torr 

棚段式熱風乾燥機 SUS (SS) 向流型、並行流型、蒸気殺菌型 250～900L 7基 

棚段式真空乾燥機 SUS 190L、470L、真空度 5 torr 各 1基 

連続式流動乾燥器 SUS 流動面 1.4m2、温風温度 30～120℃ 

粉砕機 SUS フェザーミル 5基 

粉体混合機 SUS Vブレンダー等 

ペレットマシン SUS ペレット径 1.5～8mm 

脱臭プラント SUS 汎用バッチ式、連続処理式、純水蒸気吹込装置 

ウインターリングルーム SUS 0～10℃ 濾過設備内臓 

 

 

どんなご相談にも応じさせていただきます。先ずはお気軽に、下記受託生産窓口までお電話、FAX、または電子

メールでご連絡くださいませ。 

 

 

オリザ油化株式会社 

本社 

〒493-8001 愛知県一宮市北方町沼田 1 番地 

TEL 0586-86-5141(代)  FAX 0586-86-6191 

E-mail info@oryza.co.jp 

東京営業所 

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 1-24-10 

TEL 03-5209-9150  FAX 03-5209-9151 

E-mail tokyo@oryza.co.jp 

 

 

 受託生産窓口 生産技術開発部門 佐野 

営業部門          村井、石井、小倉、キョウ、ゴ 

東京営業所    加藤、川尻、坂本、鈴木 



 

ORYZA OIL & FAT CHEMICAL CO., LTD.ORYZA OIL & FAT CHEMICAL CO., LTD.


	0表紙G-723ST.pdf
	1_一覧米_CS5　OL
	2_一覧1_CS5　OL
	3_一覧2_CS5　OL
	4_一覧3_CS5　OL.pdf-2
	★5製品一覧・化粧品便覧　G-723ST版
	★6製品一覧用CHBページ　頁番号注意　2017版
	★7ご存知ですか　頁番号注意　G-723ST版
	★8受託生産のご案内-1　頁番号注意　G-723ST版
	★9受託生産のご案内-2　頁番号注意　G-723ST版
	★裏表紙

