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コラーゲンゼリーのご提案
Collagen Jelly
膠原蛋白果凍
この書類の中国語は WEB で簡易的に翻訳したものですので、内容が必ずしも一致していな
い可能性があります。お手数ですが、御社にて中国語への翻訳をお願いします。
Chinese information on this paper is translated on the Internet, so there may not be
consistent with the content. If the words and meaning are wrong, please kindly correct them.
這資料的中文是在網路上翻譯的，因此内容有可能未必相符。如有錯誤的話，麻煩您糾正一
下。
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１）提案商品の概要 Suggested Product Plan Overview 建議商品的概要
■ 主な配合成分 Main Ingredients 主要的配合成分
コラーゲンペプチド(北海道産サケ由来)、グルコシルセラミド（北海道産たもぎ茸由来)
Collagen peptide (from Hokkaido Salmon) and Glucosylceramide (From Hokkaido Tamogi
mushrooms)
膠原蛋白肽（北海道鮭魚源性）
、葡萄糖神經（北海道姬菇源性）

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

牛
Cow
牛
日本ではほとんど
使われていない。

豚
Pig
豬
人に近く臭いも少な
い。

Rarely used in Japan

Elements are close
human. Scent is mild.

在日本很少使用。
変性温度
Denatura
tion
Temp.
變性溫度
生育環境
Grown
成長
品質
Quality
質量
安全性
Safety
安全

to

39℃

元素是接近人類。氣味
溫和。
39℃

養畜
Farming
喲畜

養畜
Farming
喲畜

魚
Fish
魚
変性温度が低いためなじみやすい。
Denaturation temperature is low. Relatively
easier to adopt to human.

變性溫度是低的。相對容易採用人體。

8-30℃

養殖
Farming
養殖

天然
Natural
天然

変性温度が人間の体温より高いためなじみにくい。
Denaturation temperature is high. Relatively difficult
to adopt to human.

変性温度が低いためなじみやすい。
Denaturation temperature is low. Realtively
easier to adopt to human.

變性溫度是高的。相對難以採用人類。

熟悉的變性溫度是低的。

BSE 問題以降ほとん
ど使われていない。
Rarely used after BSE
(mad cow disease).

殺菌剤。抗生物
質飼料。養殖池
の水質汚染。
Pesticides.
Antibiotics & bad
quality of the
pond.

牛海綿狀腦病（瘋
牛病）之後很少使
用。

遺伝子組み換え飼料。抗生
物質飼料。
GMO & antibiotics livefeed.

轉基因生物與抗生素
livefeed。

一番安心。海の汚染問題
はあるが他に比べて安
心。
The safest option. Sea
pollution could be the
issue but the risk is fairly
low.

農藥。抗生素 最安全的選擇。海洋污
和池塘的質量 染可能是問題，但風險
差。
是相當低的。
コラーゲンの機能性はデータがたくさん出ており、広く知られているので、あえてこの資
料の中では説明しません。
Functionality of collagen is widely known already, so we do not discuss about it in this paper.
膠原蛋白的功能性數據出來很多，因為寬廣地被知道，並非一定要在這個資料中說明。
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■セラミド Ceramide
由来原料 Origin of Ingredient

原來原料

日本(北海道)で栽培されているたもぎ(Pleurotus cornucopiae var. citrinopileatus) から日
本（北海道）の工場で抽出されたグルコシルセラミドです。このたもぎ茸由来のグルコセ
ラミドは、北海道大学、札幌医科大学との共同研究で開発されました。
Glucosylceramide

is

extracted

from

Japanese(Hokkaido)

grown

Tamonoki

mushrooms(Pleurotus cornucopiae var. citrinopileatus) at the factory in Japan (Hokkaido).
The glucosylceramide is developed by joint research ofHokkaido University and Sapporo
Medical University.
葡萄糖神經是從日本（北海道）成長姬菇（姬菇變種黃蘑）提取的工廠在日本（北海道）。該
葡萄糖神經是由共同研究開發北海道大學，札幌醫科大學。
たもぎ茸は北海道の先住民族であるアイヌ民族も古くから食べてきたヒラタケ科の食用キ
ノコで、北海道の短い夏の間しか採れない貴重なものでした。人工栽培技術の開発により、
現在では北海道内の主要スーパーに並んでいるほか、1 道 2 府 35 県の学校給食にも使われ
ています。
Edible mushrooms pleurotaceae : Tamogi mushroom has been eaten by Ainu people for a
long time. Tamogi mushroom is valuable that can be taken only during the short summer of
Hokkaido. In addition to the development of artificial cultivation technology, it is available in
the main supermarket in Hokkaido now, and it is also chosen for school meals of 38
prefectures out of 47 in Japan.
食用菌側耳：姬菇已被吃掉了阿伊努人很長一段時間。 姬菇是有價值的，只能在北海道短暫
的夏季服用。除了人工栽培技術的發展，它是在北海道的主要超市現已上市，它也選擇了校
餐的 38 都道府縣進行的 47 日。
北海道の天然樹木のおがくずをベースとしたキノコ培地を培養ビンに充填して殺菌後、
厳しく管理された無菌的環境のもと、自動制御で種菌を接種しています。キノコの生育に
最適な空調管理をしながら、大切に栽培されたたもぎ茸が原料です。もちろん農薬などの
使用もありません。
The culture medium of Tamogi mushroom which is based on sawdust of Hokkaido's trees
was filled into the bottle. after sterilization of the culture medium, it is inoculated seed in
automatic control under tightly controlled sterile environment. Under the best air conditioning
control for the growth of mushroom, it cultivated carefully as raw material of
glucosylceramide. There is no use of pesticides.
姬菇的培養基是基於北海道樹木鋸末填充到瓶子裡。培養基滅菌後，它是在嚴格控制的無菌
環境下自動控制接種的種子。在最好的空調控制蘑菇的生長，它精心培育為原料葡萄糖神經
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的。有沒有使用農藥。

ハルニレに生える天然のたもぎ茸

たもぎ茸の菌床栽培

Tamogi mushrooms on Elm tree

Mushroom bed

楡樹中的姬菇

姬菇的菌床栽培

水煮加工

出荷前

スーパーに並ぶたもぎ茸

Boil in water

Prior to shipment

Shelf of supermarket

水煮加工

出貨前

超市中的姬菇

たもぎ茸の炊き込みご飯 たもぎ茸の天ぷら

たもぎ茸の汁物

Takikomi-rice

Tempura

Miso-soup

Stachy Sauce

姬菇飯

油炸姬菇

姬菇湯

姬菇醬
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たもぎ茸のあんかけ

特徴 Characteristics 特徵
セラミドは、皮膚の保湿機能の改善や水分蒸発、外部からの刺激や細菌の進入を防ぐ働き
があります。そのためセラミドはドライスキンや肌トラブルを防ぎ、潤いある健康な肌を
保ち、メラニンの合成を抑え、シミ・シワを防ぐといわれております。
Ceramide improves skin moisture condition, and prevents evaporation of skin moisture, skin
irritation and infection from germs. It also lightens dry skin condition and skin problems,
keeps healthy moisturized skin, and prevents increasing the number of melanin pigment that
is the main cause of spot and wrinkle on our skin.
神經酰胺提高肌膚的水分狀況，並防止皮膚水分，皮膚過敏和感染的病菌的蒸發。它還減輕
乾燥皮膚狀況和皮膚問題，保持健康的皮膚保濕，防止增加黑色素即斑點和皺紋在我們皮膚
的主要原因的數目。

6

加齢とともにセラミドは減少します。それにともなって皮膚のバリア機能も低下します。
Number of ceramide decreases as people get old. Barrier function of skin also decreases
year after year.
神經酰胺的數量會隨著人變老。皮膚的屏障功能也逐年下降的一年。

たもぎ茸由来のセラミドは質量数 727 の低分子構造をしています。
Ceramide from Tamogi mushrooms has low mole-cule structure with mass number 727.
從姬菇神經酰胺具有低摩爾，隸結構，質量數 727。

資生堂がグルコシルセラミドを配合した特定保健用食品を発売する予定で、日本の市場で
は今後セラミドが注目される見通しです。
Shiseido is planning to launch a health food formulated with glucosylceramide, so ceramide
is expected to be widely noticed in Japanese market.
資生堂正計劃推出一種保健食品配方中葡萄糖神經，讓神經酰胺有望被廣泛注意到了日本市
場。
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■ 保湿作用 Moisturizing effect 保濕效果
25 歳～55 歳までの男女を対象に、植物性セラミド（グルコシルセラミド含有量 3%）の摂
取試験を行いました。各群 15 名でプラセボ群、植物性セラミド 20mg/day(グルコシルセラ
ミドとして 0.6mg/day)摂取群、植物性セラミド 40mg/day(グルコシルセラミドとして
1.2mg/day)摂取群の 3 群で 28 日間継続摂取試験を実施しました。経皮水分蒸散量(TEWL)
を頬、上腕、背中の 3 箇所で測定した結果、頬と背中の TEWL の低下が観察され、皮膚の
保 湿 性 が 向 上 し て い る こ と が 確 認 さ れ ま し た 。
Research study is conducted with 25-55 years old men and women. They intake vegetable
ceramide(glucosylceramide content 3%) for 28 days. Study is conducted with three groups:
placebe-control group, vegetable ceramide 20mg / day (0.6mg / day as glucosylceramide)
group and vegetable ceramide 40mg / day (1.2mg / day as glucosylceramide) group. 15
people of each group is monitored 28 days continuously. Transepidermal water loss (TEWL)
was measured at three points: cheek, upper arm and back. As a result of the check, less
TEWL on cheek and back is observed and improvement in moisture retention of the skin is
confirmed.
研究性學習與 25-55 歲的男性和女性進行的。他們攝取蔬菜酰胺 28 天（葡糖含量 3％）。 安
慰劑對照組，蔬菜神經酰胺 20mg /日（0.6 毫克/天為葡糖）組和蔬菜神經酰胺為 40mg/天（為
1.2mg/天的葡糖苷）組：研究與三個組進行。 15 人每組被 28 天連續監測。經皮水分丟失
（TEWL）的測定三點：臉頰，上臂和背部。作為檢查的結果，上頰和背面少的 TEWL 觀察
和改善皮膚的保濕性已被確認。
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■ 真皮コラーゲン産生促進 Dermal collagen production promotion 真皮層膠原蛋白的生產
推廣
表皮の下にあるのが真皮で、皮膚のはり・弾力・硬さなどに影響を与える最も重要な役割
を果たしています。真皮は表皮の約 10-15 倍の厚みを持ちますが細胞は少なく、細胞外マ
トリクスが主成分の組織です。細胞外マトリクスは、コラーゲン繊維やエラスチン繊維、
その周りを埋めているヒアルロン酸やコンドロイチン硫酸を主成分とする期質からなり、
これらは繊維芽細胞によって合成・分泌されている。コラーゲンの状態は肌のはり・弾力
に大きく関与しており、通常は太く直線的に束ねられたコラーゲン繊維が合成されていま
すが、加齢や紫外線によるダメージにより、繊維芽細胞の減少や縮小が起こり、弾性があ
るコラーゲンが作れなくなると 6 ページの図に示すように、シワ・たるみといった皮膚の
老化や肌あれを引き起こします。よって、真皮中の繊維芽細胞を活性化し、コラーゲンな
どの産生力を高めることは皮膚の老化や肌あれを防止する美容効果が期待できます。
The dermis which is located under the epidermis plays the most important role that affect the
beams, elasticity and hardness of the skin. The dermis is about 10-15 times as thicker as
the epidermis. Extracellular matrix is formed by the substarate which mainly contains
hyaluronic acid and chondroitin around the collagen fibers, elastin fibers in the body, and it
synthesized and secreted by fibroblasts. Collagen is closely related to the beam and
elasticity of the skin, and usually is synthesized with thick linearly bundled collagen fibers.
However, the damage from aging and ultraviolet light decrease or reduce fibroblast and
production of elastic collagen. It causes aging and problems of the skin such as wrinkles,
sagging could be seen on page 6. Thus, making the fibroblasts in the dermis active to
increase the production of collagen can be expected to prevent any aging, and improve
conditions of the skin.
這是位於下表皮的真皮起影響皮膚的梁，彈性和硬度的最重要的作用。真皮是約 10-15 倍，
較厚的表皮。細胞外基質是由主要含有透明質酸和硫酸軟骨素周圍的膠原纖維，在人體彈性
蛋白纖維的基板形成，並且它的合成和由成纖維細胞分泌的。膠原是密切相關的皮膚的光束
和彈性，並且通常是合成的粗直線捆綁的膠原纖維。然而，從老化和紫外光降低的損害或降
低成纖維細胞的彈性膠原的生產。它會導致老化和皮膚的問題，如皺紋，鬆弛，可以看到的
頁面６。因此，使得成纖維細胞中的活性，以增加膠原蛋白的合成的真皮可以預期，以防止
任何老化，改善皮膚的狀況。
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そこで、表皮だけでなく真皮への植物性セラミドの作用を検証する目的で、老化モデルラ
ットを用いた実験をしました。
老化モデルラットに植物性セラミド（グルコシルセラミドとして 0.3mg/day）、コントロー
ルとして等量の乳化剤のみを胃ゾンテにより毎日経口摂取させ、5 週間後に摘出した背部皮
膚からコラーゲンを抽出し、6N 塩酸を加えて 110℃で 24 時間加水分解することによって
遊離したヒドロキシプロリンを定量しました。この結果、セラミド摂取群はコントロール
群に比べて約 2 倍のヒドロキシプロリン量がありました。つまり、経口摂取した植物性セ
ラミドあるいはその代謝物が真皮に作用し、コラーゲン量の増加をもたらしたと考えられ
ます。
Research study is conducted with aging rats, in order to verify the effect of vegetable
ceramide into the dermis as well as epidermis. A vegetable ceramide group (0.3mg / day as
glucosyl ceramide) and a control group (0.3mg/ day of emulsifier) are orally ingested by
gastric Zonte daily. After 5 weeks, extract collagen from the back skin of the rats, then add
6N hydrochloric acid and 24-hour hydrolyze at 110℃ to measure free hydroxyproline. As a
result, ceramide intake group has the about twice as hydroxyproline content compared to
the control group. In other words, the collagen content is increased because of the orally
ingested plant ceramide or metabolites act on the dermis.
研究研究老化大鼠中進行，以便核實蔬菜神經酰胺的作用進入真皮以及表皮。一個蔬菜神經
酰胺組（0.3mg/天的葡萄糖酰胺）和對照組（0.3mg/乳化劑天）口服胃 Zonte 每日攝入。 5
週後，膠原蛋白提取自大鼠背部皮膚，再加入 6N 鹽酸和 24 小時水解在 110℃來衡量自由羥
脯氨酸。其結果，神經酰胺攝取組具有大約兩倍的羥脯氨酸含量比對照組。換句話說，膠原
含量，因為口服攝入的植物的神經酰胺的增加或代謝物對真皮行事。
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３）配合 formulation 配合
■配合 1(S00SJ140101) Formulation1(A08SC140101) 配合 1(A08SC140101)
剤形
Dosage Form
劑形式
1 日摂取量
Suggested Daily Dosage
1 日攝取量
内容量
Content Quantity
內容量
賞味期限
Shelf Life

截止日期

パッケージ
Packaging
包裝

スティックゼリー 20g/本
Stick jelly 20g/stick
棒果凍 20g/棒
1 本/日
1 stick/day
1 棒/日
30 本/箱（約 1 ヶ月分）
30 sticks/box（For about 1 month）
30 棒/箱子(約 1 個月分)
1年
1 year
1年
アルミパウチ、化粧箱
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 2(A08SC140102) Formulation2(A08SC140102) 配合 2(A08SC140102)
剤形
Dosage Form
劑形式
1 日摂取量
Suggested Daily Dosage
1 日攝取量
内容量
Content Quantity
內容量
賞味期限
Shelf Life

截止日期

パッケージ
Packaging
包裝

スティックゼリー 10g/本
Stick jelly 10g/stick
棒果凍 10g/棒
1 本/日
1 stick/day
1 棒/日
30 本/箱（約 1 ヶ月分）
30 sticks/box（For about 1 month）
30 棒/箱子(約 1 個月分)
1年
1 year
1年
アルミパウチ、化粧箱
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.

1

改良点

コスト

内容

Improvement point

Cost

Content

改進點

费用

内容

味付けに天然果汁を使う。

up

天然果汁を使うと、よりおいしい味がつくれ

Use natural fruits juice for

ます。味・コストとのバランスで、使用する

flavoring

果汁の量を調節できます。

用天然果汁調味

Can make more delicious taste with natural
fruits juice. Adjust the amount of the juice with
the balance of taste and cost.
可以使味道更鮮美天然果汁。調整果汁的量與
味道和成本的平衡。

2

エラスチンを配合する

up

肌の弾力を保つ為に必要なエラスチンを加え

Blending the elastin

ると、より高い効果が期待できます。

融合了彈性

Adding elastin maintains skin elasticity , and
higher effect can be expected.
加彈力保持皮膚的彈性和更高的效果可以預期
的。

3

コラーゲン量を減らす
Reduce

the

amount

down
of

2500mg/day は多いかもしれません。
2500mg/day may be too much.

2500mg/天可能太多。

collagen
減少膠原的量
4

パッケージを豪華にする

up

筒型の化粧箱など見た目で高級感や差別化で

Use luxury package

きるようにする。

使用豪華套餐

Make different appearance with cylinder type
of cosmetic box.
讓不同的外觀與化妝品盒的圓柱型。

5

1 箱に 14 本入りにする

down

Put 14 sachets/box
把 14 小袋/盒
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