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化学系専門商社として培った技術力
による製造機能と海外ネットワーク
を活かし、幅広く素材を提供。近年は
食品素材等の生活関連事業に注力

グループのバイオ事業を牽引するメ
ーカーとして多彩な要素技術を強み
に、酵素・糖質・機能性素材の開発・
製造を行う

米国に本社を置きニュートリションを軸
とした食品素材を世界各国に提供。
素材販売から加工までさまざまな高
付加価値ビジネスを展開

NAGASEグループの食品素材事業は、
ナガセケムテックスの酵素販売から始まり、

機能性糖質を手がける林原、
ニュートリション素材に強みを持つ

Prinovaを加え、グローバル展開を強化。
2023年4月、林原とナガセケムテックスの

生化学品事業の統合により
新素材開発力、課題解決力を高めました。

私たちは新しい食の未来を
お客様とともに切り拓いてまいります。

NAGASEグループの食品素材事業─
30の国と地域に広がるグローバルネットワーク

食の明日を切り拓き、
健康で豊かな生活を

未来まで

Introduction

長瀬産業株式会社（東京、大阪）

長瀬産業株式会社

提供：三菱地所㈱

株式会社林原 Prinova Group LLC.
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アプリケーションラボ（岡山、東京、京都、中国、シンガポール）
NAGASE現地法人
Prinova（米国、英国、中国）
株式会社林原（岡山、京都）



NAGASEグループの食品素材ビジネスは、
グループの総合力を活用して素材提案から製造加工、
アプリケーション提案、レギュラトリー機能まで、

幅広いソリューションを提供します。

食を支えるすべての企業のパートナーにR&D

製造 加工・受託製造 調達・供給 シンポジウム

アプリケーション
開発

課題解決

Business Model

林原では、新素材探索、製法確
立、物性解明の研究とともに、自
社開発素材の食品への応用や
機能性の研究に取り組んでいま
す。また、合成・配合・バイオ技術
をコアに、世界初の素材や業界
シェアトップの製品を創出して
います。

林原は品質と環境に配慮した製
造で、グローバルに製品を供給
しています。コーシャやハラール
認証を取得した製品も数多く取
り揃えています。

国内外の拠点にアプリケーショ
ンラボを開設。地域に根差した
アプリケーション、レシピ開発を
はじめ、顧客のニーズに合わせ
た各種提案、コンサルテーショ
ンを実施しています。

メーカーと商社機能を持つグルー
プならではのコンサルテーショ
ンで、食品ビジネスの課題を解
決。グローバル展開時の輸出入
先国の法規順守といったレギュ
ラトリー対応も行います。

トレハロースに関する分野横断
的な研究活動を広く発信し、発
展させることを目的としたトレハ
ロースシンポジウムを開催。研
究成果発表と情報交換の場を
提供しています。

林原の酵素、糖質、機能性素材、
Prinovaのニュートリション素材
をはじめ、グローバルネットワー
クを活かして、お客様のニーズに
合わせた素材調達を実現します。

国内外のグループ各社および
協力会社にて、お客様のニーズ
に沿ったビタミンやアミノ酸、そ
の他プレミックス製剤の提案と
受託製造を行います。
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独自に開発した
機能性糖質、食品向け酵素、

Prinovaのニュートリション素材を基軸として、
NAGASEグループの

グローバルネットワークと
ソリューションを活用。

素材調達から品質改善のご提案、
海外ビジネスの法規対応まで、
お客様の食品ビジネスを
全面的に支援します。

動物性・植物性タンパク、
アミノ酸、ビタミンなど

ニュートリション素材

食物繊維、ヘスペリジン、
トコトリエノール、セラミドなど

機能性素材
製菓・製パン、卵加工、肉加工、
エキス製造用、乳加工用酵素など

酵素

独自開発の製品と
ソリューションで
食品ビジネスを支援

Products & Solutions

調達・供給

NAGASE
グループが
提供する
主な

ソリューション

主要プロダクト

アプリケーション
開発

レギュラトリー
機能

トレハロース、マルトース、プルランを
はじめとする多彩な糖質群

機能性糖質 グループのシナジーとグ
ローバルネットワークを
活かした最適な素材調達

地域に根差したアプリケー
ション、レシピ開発とコン
サルテーション

輸出入先国の現地法規
順守への対応など、海外
ビジネス展開における問
題の解決
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グローバルに調達する
高品質素材を
最適な

ソリューションで提案

スポーツニュートリション

素材の調達 機能性の付与／マスキング トレンド情報

スポーツニュートリション分野でトッ
プクラスのディストリビューターであ
るPrinovaをグループに加え、グロー
バルネットワークで高品質な素材を
調達。合わせて機能性付与、風味の
向上といったNAGASEならではのソ
リューション力で、ニーズに応える最
適な素材を提案します。

トレハ®によるエネルギー補給、林原ヘス
ペリジン®Sによる血流改善機能付与、
トレハ®、デナチーム™ LEP 10Pによるプ
ロテイン臭のマスキングなど、商品価値を
高める提案をします。

動物性・植物性タンパク素材、アミ
ノ酸、ビタミン、プレミックス素材な
どニュートリション製品開発用の高
品質な素材を提案します。

Prinovaが有するグローバル
な食品原料の市況レポートな
ど、さまざまなトレンド情報を
用意しています。

1
Solution
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2
Solution

ヘルスケア

「いつまでも健やかで美しくありた
い」は、いつの時代も変わらない人々
の願い。NAGASEグループはヘルス
ケア分野でも、調達力と研究開発の
力で、多機能かつ多彩な高品質素材
をさまざまなニーズに合わせて提供
しています。素材の健康機能の研究
により、新たな用途の提案も行ってい
ます。

デンプンに酵素を作用させて作った粉末の水
溶性食物繊維素材で、色や雑味がないのが
特長。主成分イソマルトデキストリンを関与成
分とした、機能性表示食品の開発が可能です。

柑橘ポリフェノールの一種、ヘスペリジンの水
溶性を高めました。主成分モノグルコシルヘ
スペリジンを関与成分とした特定保健用食
品・機能性表示食品の開発が可能です。

健康効果が期待されているトコトリエノール
高含有のアナトー種子の抽出油脂で、トコフェ
ロール非含有、γ・δトコトリエノールのみの
特殊な組成のスーパービタミンE素材です。

100％小麦胚芽由来の植物性セラミド。肌の
セラミドを補い保湿やキメ、弾力を改善。少量
摂取で多機能な美容効果を発揮します。

エビデンスに基づき設計された筋タンパク合
成に最適なアミノ酸プレミックスです。

デンプンに酵素を作用させて作った液状の水
溶性食物繊維素材。ほのかな甘みで比較的
低粘度なため、物性に影響を与えにくいのが
特長です。低糖質や糖質オフの製品開発に。

アスコルビン酸にグルコースを結合させた安
定型ビタミンC。熱や光、酸素の影響を受けに
くく、従来組み合わせにくかったアミノ酸やコ
ラーゲン、鉄との配合が可能です。

健康と美容に効果を発揮する
多機能で多彩な
高品質素材を提供

DeltaGold

Ceramosides™

EAAlpha®

ファイバリクサ®

林原ヘスペリジン®S

テトラリング®

アスコフレッシュ®

トコトリエノール

小麦由来の植物性セラミド

アミノ酸プレミックス

水溶性食物繊維素材

柑橘ポリフェノール

水溶性食物繊維素材

安定型ビタミンC
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3
Solution

プラントベースフード

高品質な素材と
美味しさへの工夫で
プラントベースフードは

進化する
植物性

タンパク素材の調達
マスキング／
食感の改善 レシピ開発

健康志向の高まりや環境への配慮、
アレルギーの問題など、食のニーズ
が多様化する中で、植物由来の原料
によるプラントベースフードは、高い
注目を集めています。NAGASEグルー
プは素材の調達から、プラントベース
素材特有の臭い・食感の改善やレシ
ピ開発まで、総合的なソリューション
を提供しています。

トレハ®、デナチーム™ LEP 10Pに
よる植物タンパク臭のマスキング、
食感改善を行います。

エンドウ豆、大豆タンパクなど、プラ
ントベースフード開発用の高品質
な植物性タンパク素材を調達します。

ニーズに合った最適なレシピや機
能性の付与による差別化のご提案
を行います。
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製品一覧

Products

● プロテイン：動物性・植物性タンパク

● アミノ酸

● アミノ酸プレミックス

● ビタミン

● ビタミンプレミックス

● ミネラルプレミックス

● トレハ®

● アスコフレッシュ®

ニュートリション素材 

機能性素材

機能性糖質・水飴

酵素

その他

● トレハ®

● プルラン

● サンマルト®

● ハローデックス®

● カップリングシュガー®

● テトラップ®

● パノラップ®

● ナリンビッド®（味質改善素材）● 香料原料：アロマケミカルズ、エッセンシャルオイル

● Sustane™ SAIB Food grade

● 甘味料

● その他食品素材、添加物

その他 

● デナチーム™ GEL-L1/R

● デナチーム™ GY2

● ペクチナーゼ XP-534 NEO

● ASO-D10FD

● アルギン酸リアーゼ S

● デナチーム™ CBB-P1/R

タンパク質に作用

● デナチーム™ PMC SOFTER

● デナチーム™ LEP 10P

● ビオプラーゼ® OP

脂質に作用 

● PLA2 ナガセ

● デナベイク RICH®

デンプンに作用

● デナベイク EXTRA®

● デナチーム™ BBR LIGHT

● βｰアミラーゼ #1500S

● ファイバリクサ®

● 林原ヘスペリジン®S

● アスコフレッシュ®

● 乳果オリゴ®

● 林原プロポリス®

● テトラリング®

● DeltaGold（トコトリエノール）

● Ceramosides™（植物性セラミド）

●…長瀬産業株式会社
［営業窓口］

●…株式会社林原
●…長瀬産業株式会社（製造：株式会社林原）
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日々の健康維持、身体づくりを
サポートする素材やシステムを
研究開発し、提供します。

植物由来原料の提供やプラン
トベース食品における課題解決
を提案します。

食品の日持ち延長や冷凍耐性
向上を食品素材や容器・包材を
含めた技術提案で解決します。

農畜産物の生産性向上や、工
場の排水・排気処理技術により、
環境負荷低減に貢献します。

林原は、サプライチェーンに
関する国際的な評価機関
であるフランスのEcoVadis
（エコバディス）社のサステナ
ビリティ調査において、「シル
バー」評価を獲得しました。
EcoVadis社は、175カ国以
上の国で、200以上の業種、
100,000社以上のサプライヤ
ー企業の持続可能性（サス
テナビリティ）を、独自の審
査と分析によって客観的に
調査・評価しています。シル
バー評価は、「環境」「労働と
人権」「倫理」「持続可能な
調達」の4つの分野における
企業の方針、施策、実績に
ついて、スコアが上位25%
以内の企業が認定されるも
のです。

NAGASEグループでは、食品素材事業のみならず、
グループの総合力を活用し
フードロス対策の展開や、

健康づくりをサポートする機能性素材の開発、
動物性食品から植物性食品への

シフトなどを通じて、
SDGsの達成にも貢献していきます。

SDGsの推進を通じて
持続可能な
社会に貢献

Sustainable Development Goals

健康寿命延伸への貢献 プラントベース

フードロス低減 環境負荷の軽減

EcoVadis社の
サステナビリティ
調査において

「シルバー」評価を
獲得

株式会社林原
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https://www.nagase-foods.com/jp/

NAGASEグループ 食品素材事業

Contact

https://www.prinovaglobal.com/https://www.food.hayashibara.co.jp/https://www.nagase.co.jp/

長瀬産業株式会社
フード イングリディエンツ事業部 株式会社林原 Prinova Group LLC.




