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お問い合わせ

食品用・化粧品用

「本真珠粉末」は真珠層（光っている部分）のみを
使用し、精製・微粉末化に成功しました。

アコヤ
本真珠

核と真珠層
分ける

洗浄 粉末化 超微粉末化

特 長
■ 国立徳島大学と共同研究
■ アコヤ真珠100％
■ カルシウムなどミネラルも含有
■ 真珠層Caの表示が可能

■ フランス シュバリエ銀章を受章
■ 真珠の輝きの源（コンキオリン）が豊富
■ ダイエット効果が期待できる

美しさを維持するために
飲んでいたといわれています

美容成分
コンキオリン

特長
1

特長
2

真珠粉末で内臓脂肪が

減少する事が確認されました。

真珠だけが持っているたんぱく質
“コンキオリン”は17種類のアミノ酸
から構成され、輝きのもとになって
います。

自家発光する真珠粉末

国産アコヤ真珠粉末 中国産淡水真珠
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コンキオリンが多い程光ります。

抗肥満効果として期待されます。

世 界
 三 大 美 女

カルシウムをはじめ
ミネラル成分も豊富
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本真珠と断面
真珠層

牛乳の346倍

ダイエット効果

4.7％

2.3％

アコヤ真珠粉末 中国産真珠

2倍以上

後腹膜脂肪 腸間膜脂肪

対照群

ラットの内蔵脂肪蓄積量

5%真珠投与群

精巣周囲脂肪
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ミネラル成分
コンキオリンプロテイン ● カルシウム

● マグネシウム
● 亜鉛

● 鉄
● カリウム
● 銅

内蔵脂肪量コンキオリン含有量 アコヤ真珠粉末と食材のカルシウム量比較

核

アコヤ真珠粉末 ひじき 牛乳ゴマ 真イワシ
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For food / For Cosmetics
Technical
documentPearl Powder of Akoya Oyster

Brand Name: Pearl powder 
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Contact

“Pearl Powder” of Akoya (Picnata fucata) oyster is 
used only the brightening part of pearl and 
we have had success in purification and pulverization.

Pearl of 
Akoya oyster

Separation
from pearl

and nucleus
Clean

the pearl
Pulverization

of pearl
Ultrafine

pulverization

Characteristics
■ Joint research with 
  National University of Tokushima
■ 100% of Pearl Powder of Akoya
■ Contains calcium and minerals
■ It can be label as 
  “Non-calcinated eggshell calcium”

■ Received medal of Legion of 
   Honour at the class of Chevalier grade
■ Contains rich in sparkle source of 
   pearl (conchiolin protein)
■ It is expected diet effect

It is said that the world’s most beautiful 
women had been eating pearl to maintain 
their beauty.

“Conchiolin”
as a beauty component Diet effect

It is confirmed that visceral fat can be 
reduced by pearl powder.

Only pearl contains “Conchiolin 
protein” and it is composed of 17 
amino acids which makes the origin 
of its peculiar shine.

Self-illuminated Pearl powder

Japanese pearl
powder of Akoya

Chines pearl powder
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CleopatraYang Guifei

The more it contains conchiolin, 
the more shining it becomes. 

It is expected anti-obesity effects

the world’s
most beautiful

women
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Pearl and 
its cross section

Nacre

346 times
more than milk
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Pearl powder
Of Akoya

Chinese
Pearl powder

More than 
2 times

Retroperitoneal
fat

Mesenteric fat

Control group

Visceral fat accumulation in Rats

5% pearl powder 
administrated group

Epididymal 
adipose tissue
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Minerals Conchiolin
protein ● Calcium

● Magnesium
● Zinc

● Iron
● Potassium
● Copper

visceral fatContent of Conchiolin protein
Comparison of calcium content

for pearl and food

Nucleus

Akoya pearl Hijiki MilkSesameSaldine
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Rich in minerals 
including calcium


