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　50～60hａ

海老とおｺﾞの併用（金持ちは海老
を養殖）



寒天の生理的機能



寒天の食物繊維

順位 食品名 含有率

1 寒天 81.29%

2 きくらげ 74.18

3 ひじき 54.94

4 干ししいたけ 43.41

5 あおのり 38.62

6 わかめ 37.90

7 あまのり 29.70

8 まこんぶ 28.58

9 かんぴょう 25.84

10 いんげん豆 19.76

エネルギー たんぱく質 脂質
炭水化物

ナトリウム 水分 灰分
糖質 食物繊維

3 kcal 0.3 g 0.2 g 0 g 77.3 g 450 mg 20.4 g 1.8 g

｢食物繊維｣の生理学的機能

・血中コレステロールを低下させ，動脈硬化
を予防する。

・便容積の増加，消化管通過時間の短縮によ
り，便秘の解消と大腸癌を予防する。

・血糖値の上昇を抑制し，糖尿病を予防する。

・食物のカサ上げ効果により，満腹感が増強
され肥満を防止する。

・胆汁排泄を促進させ，胆石を予防する。



当社で実施した 「最近のヒト試験」

対象 摂取量・期間 効果 （結果） 文献

便秘がちな女子大学生

（29名、18～22歳）

・1日に寒天2g、5g

・ゼリーで2週

排便回数、便量の有意な増加。5gはさら
に増加。

臨床と研究

便秘がちな健常成人

（16名、24～54歳）

・1日に寒天6.5g

・寒天麺で2週
排便回数、便量の有意な増加。 社内報告書

便秘がちな健常成人

（19名、19～52歳）

・1日に寒天5g

・寒天麺で1週、2週

排便回数、便量の有意な増加。2週目はさ
らに増加。

栄養学雑誌

女子大学生

（60名、20～22歳）

・1日に寒天5g

・寒天麺で1週、2週

排便回数、便量の有意な増加。2週目はさ
らに増加。

〃

健常成人

（5名、25～47歳）

・1日に寒天15g

・寒天麺で3日

排便回数が増加。

腹部症状に異常なし。
〃

便秘がちな健常成人

（24名、21～58歳）

・1日に寒天1～3g

・ゼリーで1週

寒天が多くなるほど、排便回数や便量が
増加し、寒天3gで有意差あり。

日本食物繊
維研究会誌

便秘がちな女子大学生

（21名、18～21歳）

・1日に寒天3g

・ゼリーで1週
排便回数、便量の有意な増加。 〃

女子大学生

（23名、19～20歳）

・1日に寒天2g

・ゼリーで2週
排便回数、便量の有意な増加。

健康・栄養食
品研究

健常成人

（20名、23～47歳）

・1日に寒天5g

・寒天麺で3ヶ月

排便回数、便量の有意な増加。

腹部症状、血液、体重、血圧に異常なし。
臨床と研究
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※便の匂い,固さなども同様の傾向です。

寒天食物繊維の生理機能

日本食物繊維研究会誌Vol.4，p17～p27（2000）

寒天の排便改善
寒天ゼリーは，排便の量や回数を改
善する効果が認められています。また，
摂取量が多くなるほど効果も顕著に得
られます。

便性状の改善
便性状（便の色,形,匂い,固さなど）を改
善します。プラセボのゼラチンゼリーよ
りも寒天ゼリーのほうが便性状を改善
します。



便通改善の効果

改善の効果は、特定保健用食品
でも証明済み！

○ 寒天2g/日 （ｾﾞﾘｰ300g）

○ 便秘がちな人の排便が増えた。

○ 反対に、お腹のゆるい人が良
好な便になった。



国がその健康表示を許可

食品中にある特定の成分

健康の維持増進に役立つことを
科学的に証明する

＜申請許可品例＞

特定保健用食品

《トクホの仕組み》



●ぱぱ寒天ゼリー

●ぱぱ寒天麺

●手づくりぱぱ寒天

弊社のトクホ許可食品



生薬総則・第二部医薬品各条・

469品目（一部収載859品目）

１．医薬品各条の生薬は、動植物を薬用

とする部分、細胞内容物、分泌物、抽出

物又は鉱物などであり、生薬総則及び

生薬試験法を適用する生薬は次の通り

である。・・アカメガシワ・・

カンテン・カンテン末

寒天は・第四局(大正9年）から収載

2003年7月現在・第十五改正



適用 粘滑薬（緩下）又は包摂薬として、

慢性便秘に、水に溶かすか粉末として

服用するか、あるいは配合剤として用い

る。そのほか、製剤の添加料とする



夕食前に寒天ゼリーを食べることで過食を抑え、

内臓脂肪、総コレステロール、空腹時血糖の

改善効果を目的とする肥満改善法です。

横浜市立大学 大学院 情報システム予防医学
教授 杤久保 修先生

私が提唱しました！

さつき亭にて

夕食前寒天療法って・・・？









あきらめている病気(癌予防)・
あきらめている症状(更年期障
害・肌のシワ)を腸内細菌を改善
する事で無くす事ができるかも
しれない。

エクオール産生菌



2013年稼動 述べ床 6440㎡(1900坪） 3階建
実質7階建て 総工費25億



手軽に

食物繊維の取れる

寒天製品

350品目



BtoB
70％
BtoB
70％

BtoC
30％





寒天の成分



寒天オリゴ糖の機能
細胞のｱﾎﾟﾄｰｼｽ(自壊作用）に関与する

寒天オリゴ糖；

寒天を原料に得られる「オリゴ糖」
（寒天と成分が同じで，D-ｶﾞﾗｸﾄｰｽと3,6ｱﾝﾋﾄﾞﾛ-

Lｶﾞﾗｸﾄｰｽから構成されます。）

具体的に･･･
寒天の成分；（ ）n

寒天オリゴ糖の成分
；

糖が2つ，4つ，6つ･･･
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