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製品名 / 成分本質と製品規格

MyrtArgos（ミルトアルゴス）/ ビルベリーエキス粉末

アントシアニン >37%, アントシアニジン >25%

VMA
series

VMA シリーズ / ビルベリーエキス粉末

アントシアニン >37%, アントシアニジン >25%

Hi Fil 20（ハイフィル 20）/ マリーゴールド色素製剤 20％（油脂懸濁）

ルテイン（フリー体換算）>20.0%

Hi Fil 08（ハイフィル 08）/ マリーゴールド色素製剤 8％（粉末）

ルテイン（フリー体換算）>8.0%
ゼアキサンチン（フリー体換算）>0.6%

Lutein FG（ルテインエフジー）/
マリーゴールド色素製剤（粉末） ＊水系分散タイプ
ルテイン（フリー体換算）≧4%

SupereSSe（スーパーエッセ）/ 酒酵母（サミー含有）

SAM-e（S- アデノシルメチオニン）イオンとして ≧8-16%

LongVida（ロングヴィーダ）/ ウコン色素製剤（粉末）

総クルクミノイド≧20%

Bacognize（バコナイズ）/ バコパエキス粉末

総バコサイド ≧45.0%
セロトニン受容体活性型バコパサポニン ≧15.0%

Pomella（ポメラ）/ ザクロ果実エキス粉末

プニカラジン >10.0%, 総ザクロポリフェノール >40.0%

SS16（エスエスシックスティーン）/ 酒酵母（GNL24/497）

Saccharomyces cerevisiae（GNL 24/497）として、100％

vita mk7（ヴィタエムケーセブン）/ 納豆菌滅菌粉末
ビタミン K2 メナキノン 7 として ≧2500ppm

Actannine（アクタニン）/ キウイエキス粉末

活性値 ;
脂肪分解酵素抑制能力として >40%,
Catechin-Gallic Tannin として >9.5%

LAORN（ラオルン）/
αリポ酸・L- オルニチン

混合物

αリポ酸力価として >55%, L- オルニチン 38~40%

＊原料として

Longevity Mountain Ginseng - Cult
百歳山参（ひゃくさいさんさむ）
/ 山参培養根粉末

ジンセノシド Rg1 <100mg/100g;
ジンセノシド Re >100mg/100g;
ジンセノシド ; Re+Rg1+Rb1 >300mg/100g

* = 製品名
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酵母（ミネラル含有粉末）
OMEY-02-CR
酵母（クロム含有）
Cr として ≧0.2%
OMEY-02-MO
酵母（モリブデン含有） Mo として ≧0.2%
OMEY-02-SE
酵母（セレン含有）
Se として ≧0.2%
OMEY-CU-05
酵母（銅含有）
Cu として ≧5.0%
OMEY-FE-05
酵母（鉄含有）
Fe として ≧5.0%
OMEY-MG-20, 05
酵母（マグネシウム含有）Mg として ≧20.0%, ≧5.0%
OMEY-MN-05
酵母（マンガン含有）
Mn として ≧5.0%
OMEY-ZN-10
酵母（亜鉛含有）
Zn として ≧10.0%
指定 / 既存 添加物（アミノ酸など）
クレアチンモノハイドレート *
Creatine monohydrate ≧99.5%
L- アルギニン
*
L-Arginine 98.0~102.0%
L- オルニチン塩酸塩
*
L-Ornithine HCL 99.0~101.0%
L- カルニチンフマル酸塩
*
L-Carnitine fumarate ≧98.0%
L- シトルリン
*
L-Citrulline 98.5~101.5%
L- イソロイシン
* BCAA
L-Isoleucine 98.0~102.0%
L- ロイシン
* （分岐鎖アミノ酸） L-Leucine 98.0~102.0%
L- バリン
* / 必須アミノ酸
L-Valine 98.0~102.0%
エキス粉末
バナバ
*
コロソリン酸≧1.0%
Cassis36（カシス 36）
ブラックカラント
アントシアニン配糖体 >36%,
デルフィニジン 3-O ルチノシド >13.5%
シトラスアウランティウム *
シネフェリン >4.0%
デビルズクロー
*
Harpagoside ≧3.0%
エキナセアプルプレア
*
Chicoric acid >4.0%
アイブライト
*
アウクビンとして ≧1.5%
フーカス
*
総ヨウ素として 0.2%（標準として）
Guavalin（グアバリン）
グアバ葉
Guaijaverin >10.0%
緑茶
*
ポリフェノール ≧90.0%, 総カテキン ≧60.0%,
EGCG（エピガロカテキンガレート）≧30.0%, カフェイン ≦7.0%
イチョウ葉
*
ギンコフラバノイド総量 >24.0%,
ギンコテルペンラクトン総量 >6.0%,
ギンコール酸類 非検出
セイヨウトチノキ樹皮
*
Aescin >15.0%
クワ葉
*
DNJ（デオキシノジリマイシン）≧1.0%
ミレット
*
ロズマリン酸 >2.5%（ベンチマークとして）
ナギイカダ
*
ルスコゲニン（サポニンとして）≧10.0%
サラシアレティキュラータ *
タンニン >7.0%, トリテルペノイド >2.5%
セントジョーンズワート
*
Hypericin >0.3%, Hyperforin >3.0%
マリアアザミ
*
Silymarin >75.0%, Silibinin >30.0%
セイヨウカノコソウ
*
Valerianic acid ≧0.8%
ビンカマイナー
*
白インゲンマメ
*
α-Amylase Inhibiting Units ≧3000
WokVel
ボスウェリアセラタ
総ボスウェリア酸 >40.0%, 総有機酸 >65.0%,
11-keto-beta Boswellic acid >5.0%,
3- アセチル -11-keto-beta Boswellic acid >2.5%
粉末
クランベリー
*
ナツシロギク
*
Parthenolide >0.2%
オイル
カボチャ種子
*
パルミチン酸 9~14%, ステアリン酸 4~10%,
オレイン酸 28~40%, リノール酸 40~55%

}

製品名や規格・仕様は、変更の可能性がございます。
より詳しい情報を必要とされるお客様は、以下のメールアドレス、またはホームページよりお問い合わせください。

株式会社オムニカ

03-5840-9813（営業部）

contact@omnica.co.jp
www.omnica.co.jp
本社：東京都文京区小石川 1 丁目 15-17 TN 小石川ビル 5F

