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商 品 名 表示名称 規格 性状 包装単位 包装形態 製造国 製法 特徴・備考

パルソール１７８９ ｔ－ブチルメトキシジベンゾイルメタン 外原規 粉末 5Kg/20Kg カートンボックス 台湾 合成 最も代表的なＵＶ－Ａ波吸収剤

パルソールＭＣＸ メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、BHT 外原規 油状 25Kg/   200Kg ＰＥ容器/スチールドラム 台湾 合成 最も代表的なＵＶ－Ｂ波吸収剤

パルソールＭＣＸ　ＸＲ メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、BHT 外原規 油状 25Kg/   200Kg ＰＥ容器/スチールドラム 台湾 合成 ＵＶ－Ｂ波吸収剤、低臭タイプ

パルソールＨＳ フェニルベンズイミダゾールスルホン酸 自社規格 粉末 10Kg カートンボックス 台湾 合成 水溶性ＵＶ－Ｂ吸収剤

パルソール３４０ オクトクリレン 自社規格 液状 25Kg プラスチック缶 スペイン 合成
ＵＶ－Ｂ波吸収剤、パルソール１７８９等への
光安定化作用有

パルソールＳＬＸ ポリシリコ-ン-１５ 自社規格 油状 20Kg ＰＥ容器 アメリカ 合成
ＵＶ－Ｂ波吸収剤、シリコーン骨格のポリマー
タイプ

PARSOL ＨＭＳ ホモサレート 自社規格 油状 25Kg ＰＥ容器 台湾 合成
受注後輸入品、ＵＶ-Ｂ波吸収剤、溶解助剤、
日本語のラベル・試験成績書は付きません

PARSOL ＥＨＳ サリチル酸オクチル 自社規格 油状 25Kg ＰＥ容器 台湾 合成
受注後輸入品、ＵＶ-Ｂ波吸収剤、溶解助剤、
日本語のラベル・試験成績書は付きません

PARSOL TX 酸化チタン・シリカ・ジメチコン 自社規格 粉末 10Kg ペーパーバック フィンランド 合成
表面活性を抑えた表面被覆微粒子酸化チタ
ン、日本語のラベル・試験成績書は付きませ
ん

PARSOL GUARD (New) ※注1 自社規格 液状 5 Kg ＰＥ容器 スイス 合成
受注後輸入品、製剤の退色防止など紫外線
から保護。日本語のラベル・試験成績書は付
きません
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アンフィソルＫ セチルリン酸Ｋ 自社規格 粉末 25Kg カートンボックス スイス 合成
受注後輸入品、陰イオン性乳化助剤（中和
品）

ビタミンＡ油（トコフェロール添加）
パルミチン酸レチノール・ピーナッツ油・
トコフェロール

局方 油状 5Kg アルミ缶 スイス 合成 100万単位／ｇ、15℃以下保存

塩酸チアミン チアミンＨＣｌ 食添 粉末 20Kg カートンボックス ドイツ 合成 ビタミンB1

リボフラビン リボフラビン 局方 粉末 10Kg カートンボックス ドイツ 発酵
溶解性に優れる
ビタミンB2

リン酸リボフラビン
（ビタミンB２リン酸エステル）

リボフラビンリン酸Ｎａ   粉末 5Kg カートンボックス フランス 発酵 ビタミンB2

D－パントテニルアルコール パンテノール 外原規
粘性
液体

20Kg プラスチック缶 イギリス 合成 プロビタミンB5

パントテニルエチルエーテル パンテニルエチル 自社規格
粘性
液体

20Kg プラスチック缶 イギリス 合成
受注後輸入
プロビタミンB5

塩酸ピリドキシン ピリドキシンＨＣｌ 外原規 粉末 20Kg カートンボックス ドイツ 合成 ビタミンB6

シアノコバラミン（ビタミンB12）結晶 シアノコバラミン 局方 粉末 10g/100g/1Kg スチール缶 フランス 発酵 サンプルなし

アスコルビン酸（結晶） アスコルビン酸 食添 粉末 25Kg カートンボックス イギリス 合成 ビタミンC

アスコルビン酸ナトリウム（結晶） アスコルビン酸Ｎａ 食添 粉末 25Kg カートンボックス ドイツ 合成 ビタミンC
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商  品  名 表示名称 規格 性状 包装単位 包装形態 製造国 製法 特徴・備考

パルミチン酸アスコルビル パルミチン酸アスコルビル 食添 粉末 5kg カートンボックス ドイツ 合成 油溶性ビタミンＣ

ステイ－Ｃ50 アスコルビルリン酸Ｎａ 自社規格 粉末 5Kg/20Kg カートンボックス フランス 合成
安定型ビタミンＣ誘導体、医薬部外品主剤対
応

酢酸 dl-α-トコフェロール 酢酸トコフェロール 外原規
粘性
液体

5Kg/20Kg
アルミ缶/プラスチック

ペール缶
スイス 合成 ビタミンE

dl-α-トコフェロール トコフェロール 局方
粘性
液体

5Kg/20Kg アルミ缶 スイス 合成 5～15℃で保存

抽出トコフェロール95 トコフェロール 食添
粘性
液体

20Kg スチール缶 アメリカ 抽出 総トコフェロール95%以上、15℃以下保存

ドライビタミンＥ １５％ ＣＣ 酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ･ｵｸﾃﾆﾙｺﾊｸ酸ﾃﾞﾝﾌﾟﾝNa･ｼﾘｶ 自社規格 粉末 15Kg カートンボックス スイス 合成
受注後輸入品、粉末化ビタミンＥ、水に容易に
分散し、ナノサイズのエマルションになる

ビオチン ビオチン 外原規 粉末 50g/1Kg スチール缶 フランス 合成 ビタミンH、コエンザイムR

ニコチン酸アミド ナイアシンアミド 外原規 粉末 20Kg カートンボックス 中国 合成 ビタミンB3

葉酸 葉酸 局方 粉末 1Kg カートンボックス スイス 合成

β－カロテン30%懸濁液（コーン油） カロチン・コーン油・トコフェロール 自社規格 油状 1Kg/5Kg プラスチックペール缶 フランス 合成 15℃以下保存

CaroCare β－カロテン 30 ％ 懸濁液 カロチン・ヒマワリ種子油 自社規格 油状 1Kg アルミ缶 イタリア 発酵 4～8℃保存

ルテイン ２０％ＦＳ キサントフィル・トコフェロール・コーン油 自社規格 油状 5Kg/20Kg アルミ缶 フランス 抽出 15℃以下保存

オール-Qプラス
ユビキノン・酢酸トコフェロール・
安息香酸アルキル（Ｃ１２－１５）

自社規格 液状 1Kg アルミ缶 スイス
受注後輸入品、ユビキノンとビタミンＥのエス
テル溶液、容易に乳化物へ添加できる。

テアビゴ 没食子酸エピガロカテキン 食添 粉末 １Ｋｇ アルミ缶 スイス 抽出 緑茶抽出ＥＧＣＧ 94%以上の精製品

ビューアクティブMTP 加水分解乳タンパク 自社規格 粉末 15 Kg アルミ缶 ドイツ
酵素
分解

天然由来のトリペプチド

BeauPlex VH
ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸Ca・ﾅｲｱｼﾝｱﾐﾄﾞ・ｱｽｺﾙﾋﾞﾙﾘﾝ酸
Na・酢酸ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ・ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝHCl・
ﾏﾙﾄﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ・ｵｸﾃﾆﾙｺﾊｸ酸ﾃﾞﾝﾌﾟﾝNa・ｼﾘｶ

自社規格 粉末 5Kg カートンボックス フランス
5つのビタミンのオールインワン
水溶性タイプ

ロプファつきみ草油 タイプ１０
月見草油・トコフェロール・パルミチン酸アス
コルビル

自社規格 油状 5Kg アルミバック イギリス 抽出 γ-リノール酸9%以上、15℃以下で保管

ロプファボラージ油 タイプ２５
ルリジサ種子油・トコフェロール・パルミチン
酸アスコルビル

自社規格 油状 5Kg アルミバック ドイツ 抽出 γ-リノール酸23%以上、15℃以下で保管

フィタントリオール テトラメチルトリヒドロキシヘキサデカン 外原規 液状 5Kg プラスチックペール缶 ドイツ 合成 保湿剤、界面活性剤として使用できる

*注１　営業担当者へお問合せ下さい
受注後輸入品の納期は3ヶ月
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DSMニュートリションジャパン株式会社
パーソナルケア部
東京都港区芝公園2-6-3芝公園フロントタワー10F
TEL 03-5425-3758 FAX 03-5425-3775
URL http://www.dsmnutritionalproducts.jp

本情報は、現時点における当社による慎重な試験および知見に基づいたものです。あくまでもお客様の試験をサポートするためのもので、安定性、使用感、法規制または特許侵害について保証するものではありません

またここに記載される試験結果は、当該試験の当該試験条件にのみ適応されるもので、最終製品における効能効果を保証するものではありません。お客様の責任においてご使用、ご評価いただくようお願い致します
また、本情報の無断転用をお断り致します。

2011.10.11


	商品一覧

