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（１）インドのヴィディヤグループの一員です 
 ヴィディヤジャパンは高品質のインド産植物エキス
を輸出入及び販売する商社として2010年3月に設立さ
れました。弊社で取り扱う製品は一貫して、グループ
会社であるインドのヴィディヤハーブス社の工場で製
造しています。 
 ヴィディヤジャパンは、インドの伝承医学アーユル
ヴェーダの素材はもちろん、様々なハーブや植物のエ
キス末を取り扱っています。またインドの食文化を日
本に広めるべく、製品開発にも取り組んでいます。 
 

Amla 3 

１、 ヴィディヤジャパン 会社概要  
   COMMITTED TO NATURE 



商号 

Vidya  Japan 株式会社 
  （ヴィディヤジャパン株式会社） 
（Vidya とはサンスクリット    
   語で学ぶ」という意味） 
Vedaは「真理」、「科学」 

代表者名 コディムル・シャイヤム・プラサド 
設立 2010年3月4日 
事業目的 植物エキスの輸出入、販売、 

及び付帯する一切の業務 
所属団体 日本アーユルヴェーダ協会会員 
各種認定 ISO、HACCP、JAS、GMP、Kosher  など 
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VIDYAグループ 
■Vidya Herbs Pvt Ltd 
（ヴィディヤハーブス・インド） 
#30,33rd Main, 16th Cross JP Nagar 6th Phase 
Bangalore 560078 INDIA 
Tel: +91 80 4172 2212 
Fax: +91 80 2658 3922 
www.vidyaherbs.com 
  
Vidya Herbs Pvt Ltd 
■Vidya Herb India Factory 
（ヴィディヤハーブス インド工場） 
 Plot No. 101, Jigani Industrial Area, 
2nd Phase, Anekal Taluk, 
Bangalore – 562 106 INDIA 
  

Vidya Herbs Pvt Ltd 
Head Office 
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VIDYAグループ 
■Vidya Herbs Inc 
（ヴィディヤハーブス・アメリカ） 
1412, E. Valencia Dr. Fullerton, CA 92831 
USA 
Tel: +1 7149921288 
Fax: +17149921289 
 
■Vidya Biotech Co Ltd 
（ヴィディヤバイオテック・台湾） 
No.162, Dadun 6th St., Nantun Dist., 
Taichung City 408, Taiwan (R.O.C.) 
Tel: +886424733143 
Fax: +886424731042 
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（２）原料は主にインドから 
  植物エキス末の原料の多くはインドの 
 契約農家に委託しています。 
 自然の素晴らしさを実感できるように、 
それぞれに適した地域の原料を収穫し、製品
にしています。 
 （３）万全な管理体制 
 自然のものをお届するという観点から、品
質にこだわっています。 
 インドの工場ではISO、HACCP、JAS、
GMP、などの認定を取得しています。 
  併設の研究所では、博士号をもつスタッ
フが、日々研究開発と品質管理を行っていま
す。  
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（３）だから高品質です 
  製品はすべて無農薬・無添加・
非遺伝子組換え。 
 純水またはエタノールで抽出して
います。 
 （４）感謝の気持ちを次の世代へ  
  インド農村部には学校に行くこ
とが出来ない子供たちが多く暮らし
ています。そんな子供たちへ 
の援助を、今後手掛けて 
行きます。  
 

laboratory 
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アメリカ
GMP認定証 
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(Good Manufacturing Practice) 
 



JAS認定証 
49アイテム 
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２、ヴィディヤジャパンの強み 
１、商品が全てを語る 

  アメリカ、ヨーロッパのエンドユー
ザーに信頼を得ている実績がある。 
２、CEOプラサドのリーダーシップ 

   ヴィディヤグループを統括する。 
  インド・バンガロール出身、４３歳
の実業家、ベジタリアン、大学の専攻
は農芸化学。技術的な質疑もOKです。   
３、インドの製造メーカーの一員、 
単なる輸入商社ではありません。顧客
のスペックに必ず応えます。 



４、ヴィディヤハーブス製品一覧 
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（１） 植物エキス末 
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アムラ 
レスベラ 
トロール 



（２） ナチュラル フーズ カラー 
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（３）エッセンシャル オイル 
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２０１２年春、新工場稼動予定 
超臨界CO2抽出 



（４）オレオレジン 

16 



３、主要取扱製品 
原料素材（一例） 
●弊社の製品はサプリメント・菓子などの食
品や飲料に幅広くにご利用頂けます。 
（１）アムラエキス末･･･アムラとはアーユル
ヴェーダの最も重要なハーブとして位置づけ
られているものです。弊社のアムラエキス末
はアムラの果実を丸ごと使用しているため、
ポリフェノール・ビタミンC・鉄などを豊富
に含有しています。アムラのビタミンCは熱
に強いのが特徴とされています。抗酸化作用、
目の健康、美肌に。 

Amla 
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「アムラ」って？ 
インド、スリランカ、マレーシア、中国に自生 
ビタミンC・ポリフェノール・鉄分など栄養価が高い 
アユルヴェーダ調剤の主要素 
茶、菓子、ピクルス、シャンプー、ヘアオイルなどにも  
    利用されている 

・アムラは非常に栄養価
の高い果実です 
 
・アムラのビタミンCは
熱に強いのが特徴 
 

18 



19 



 



「アムラ」って？ 
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「アーユルヴェーダ 
  のハーブ医学」 
 
  デイビッド・ 
  フローリー、 
  ヴァサント・ 
  ラッド共著 
  上馬塲和夫 
  監修・編著より 

アーマラキーは、アーユルヴェーダの薬草学の中で最も 
強力な若返り剤の一つです。 

サンスクリット名：アーマラキーは看護婦の意味 
看護婦又は母親のような治療性質を持つ 



アムラエキス末の成分 

●ビタミンC 143.2mg 
⇒レモン約7個分 
 
 
●鉄分 5mg 
⇒ほうれん草 
約１把（250ｇ）分 
 
●ポリフェノール  550mg 
⇒赤ワイン約2杯分 
 
 
●食物繊維etc 

＊赤ワイン１杯は250ml 
＊ポリフェノールの種類はタンニン  
 

＊アムラエキス末2ｇあたり 
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アムラの研究 
タイトル 
アムラ果実抽出物は、スイスアルビノ系マウス脳を、 
放射能による生化学的損傷から保護する 
 要約 
5Gy γ線照射前のアムラ抽出物経口投与によるスイスアル
ビノ系マウス脳における酵素活性及び生化学的活性の変化
を調査した。照射群では血清酸性ホスファターゼ活性値が、
通常群に比べ有意に高値を示した。 
しかし、照射前にアムラを経口投与した群では、投与して
ない群に比べ、すべての剖検において、血清酸性ホスファ
ターゼ活性が有意に低下し、投与から20日目までには正
常値に達した。血清アルカリホスファターゼ活性は照射両
群において著しい低下を示したが、アムラ投与群では蛋白
およびコレステロールレベルの上昇が観察された。さらに、
アムラ投与により、脳における脂質過酸化が抑制され、グ
ルタチオンレベルが上昇した。  
引用論文 Annals of Neurosciences, Vol 13, No 3 (2006) 
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Vidya Herbsのアムラエキス末 
 
 Vidya Herbs では、アムラエキス末を取り扱ってい
ます。アムラの果実を丸ごと砕いて粉末にしているの
で、ビタミンC、ポリフェノール、鉄分などが豊富に
含まれています。水溶性なので、水に溶かしての利用
も可能です。原料はインドの厳選された農家より調達
しています。 
 アムラエキス末は、インドの自社工場にて、厳格な
品質管理により製造されています。工場はJAS、GMP、
ISOなど各種認定も取得済み。無農薬・無菌・残留物
もありません。研究所も併設しているので、様々な分
析検査が可能です。 
 Amla Powder 
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（２）ターメリックエキス末（別名ウコン）･･･ 
インドでは日常的に摂取します。カレーには欠か
せないスパイスです。日本でもよく知られるよう
になりました。水溶性のものもご用意できます。
肝機能強化、美肌に。 
 
（３）ニームエキス末･･･インド原産の樹木で、 
医者代わりに利用されているハーブ。主成分で 
あるアザディラクチンが苦みを出します。弊社の
ニームエキス末は苦味成分10％です。 
 
（４）ジンジャーエキス末･･･薬味として知られて
いますが、飲料・菓子などあらゆる食品に応用可
能です。 
ジンゲロール（辛味成分）5％です。 
 

Ginger 
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（５）クローブエキス末…和名は丁子。
消化促進力が強いため、肉料理に合いま
す。菓子やワインにも使用されています。 
 
 
 
 
（６）セサミエキス末…インドでは
3,000年も前から栽培されています。ポリ
フェノールを含有し、セサミン90％です。 
 
＊上記以外もご用意が可能です。 
規格のご要望にもお答え致します。 
 

Clove 

26 



（７）話題のレスベラトロール 
NHKスペシャル６月１２日「寿命は延ばせる」 
レスベラトロールは、植物が、紫外線やカビの様な 
病原菌などのストレスにさらされた時、自分自身 
を守るために作り出す天然の強力な抗酸化物質  
である。この天然のレスベラトロールはファイト  
アレキシンと呼ばれる抗菌性物質で、ブドウの  
果皮に豊富に含まれている。レスベラトロールが 

サーチュイン（SIRT1）という寿命延長に関連する 
タンパク質の産生を増加することが発見された。 
この研究は、フレンチパラドックスに対する答えで 
あるかもしれない。  
レスベラトロール９８％、５０％、２０％ 

 商品があります。 



製品開発 アムラドリンク 
日本アーユルヴェーダ協会認定商品 

アムラエキス
末２１００ｍ

ｇを 
使用した 

美容と健康の 
ドリンク 

赤ワイン 
約２杯分の
ポリフェ
ノール 28 



２０１１年３月新発売 
ヨーガ教室、 
アーユルヴェーダ 
サロン、 
アムラ商品販売会社、
健康百撰（ネット）等で
好評販売中！ 
 



日本アーユルヴェーダ協会 
商品認定証書 
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アーユルヴェーダとは 
アーユルヴェーダとは、アーユス（生命）と
ヴェーダ（真理、科学）という言葉の合成語
で「生命の科学」という意味を持っています。 
歴史は非常に古く、3,500年あるいは5,000年
前に始まったと言われています。仏教医学、
中国医学、ギリシャ医学と比較しても古く、
世界最古の体系的な伝統医学と言われていま
す。 

32 
以下、アーユルヴェーダについては「アーユルヴェーダとヨーガ」 
上馬塲和夫著 金芳堂 改訂２版から引用 



アーユルヴェーダとは 
アーユルヴェーダはまた、毎日の 
生活の中で、どのように食事や 
行動をするとよいか、心の持ち方 
はどうすればよいか等について、正しい指針 
を与えてくれる日常生活の科学でもあります。 
病気の予防と健康の維持・増進ばかりでなく、
健康と病気を超えて本当の幸福を生きるため 
の知恵を与えてくれるのです。 
インドにおいて発達したアーユルヴェーダは、
時間と場所を超えて普遍的に通用する知識  
です。世界中の人々にとっての生きるための 
知恵とも言えます。 
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アーユルヴェーダのトリドーシャ理論（１） 
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アーユルヴェーダでは３つの要素（トリドーシャ）の          
バランスが、心身の健康を維持していると考えます。 

ヴァータ 
風 

カパ 
水 

ピッタ 
火 肉体を支える 

生体エネルギー 

水 

地 火 

風 

空 

宇宙の 
５原則 

ヴァータ 空と風 

火と水 

水と地 

ピッタ 

カパ 
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アーユルヴェーダのトリドーシャ理論（２） 

ご飯 「カパ」 
燃える火 「ピッタ」 

吹く風 「ヴァータ」 

ドーシャのバランスと消化の関係 
風、火、水のバランスが取れている 
⇒ 美味しいご飯  
⇒栄養  
⇒元気・健康 
（オージャス＝活力素が増える） 

風、火、水のアンバランス   
⇒まずいご飯 ⇒消化不良 ⇒未消化物（アーマ）⇒病気 
 

アグニ（消化の火） 



第３３回日本アーユルヴェーダ学会 
・金沢研究総会にて発表予告編 
    （２０１１年１０月２８日～３０日） 
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発表テーマ 
「アムラの抗菌活性と食用酢としての活用」 

○三浦泰雄1)、K. Shyam Prasad1)、田耕邦子2)、上馬塲和夫
3,4)、小川弘子4) 
 1)Vidya Japan、2)TAC21、3)帝京平成大学東洋医学研究所、
4)日本アーユルヴェーダ協会 



1,[背景と目的] 
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インドは7500種類以上の薬草を有する国 
ですが、そのうち4635種類が市場で幅広く 
利用されています。それらのうちで、  
アムラは、代表的なアーユルヴェーダの 
薬草且つ食品として、時代と場所を超えて 
利用されてきました。これまでの研究に
よってアムラの抗高脂血症作用、抗ガン 
作用、肝庇護作用、血糖低下作用、   
免疫調節作用、消化促進、抗酸化作用、 
抗炎症＆解熱作用など幅広い活性をもつこ
とが明らかになっています。 



 今回、病原性微生物としては、 
  黄色ブドウ球菌、リッヘン桿菌、 
リステリア、アスペルギルス、    
大腸菌など、食中毒の原因菌に対
する抗菌活性を検討することによ
り、食品の天然保存料としての    
アムラの可能性を検討することと
しました。 
 



2, [方法] 
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アムラエキス：乾燥したエキスの粉を50％メタノール  
10ｍｌに溶解させて得たエキス。3,6,12,24 mg100μlを、  
ウエルに滴下して、阻止円を調査しました。 
微生物：実験室で野菜を腐敗させて繁殖したStaphyococcus 
aureus, Lactobacillus acidophilus, Bacillus megaterium, 
Bacillus lichensを対象菌としました。それらの菌を   
寒天ウエル培地法を使って、寒天培地に植えました。    
８ｍｍの  ウエルを、２ｃｍ毎離して寒天培地ペトリ皿に  
作成し、そこに  エキスを100μl滴下し、２４時間後に、  
その周囲の成長阻止円（mm）の大きさをトリプリケイト 
で測定し、MICも求めました。陽性対照は、アモキシシリ
ン10mg/ml、陰性対照は、蒸留水としました。 
総ポリフェノール定量は、Singletonらの方法により、      
総タンパク含量は、Lowryの方法により定量しました。 
 



3, [結果] 
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アムラエキスは、黄色ブドウ球菌、
Lactobacillus acidophilus, Bacillus megaterium, 
Bacillus lichenformisに対して、24,12,6,3 
mg/0.1mlの濃度で明確な阻止円を作りました。
黄色ブドウ球菌に対してのMICは、1.9mg/ml、
Bacillus megaterium, B. lichenformis,               
L acidphilusに対しては30mg/mlでした。   
アムラエキスの総ポリフェノール含有量は
10mg/ml溶液において1.0％、総タンパク質含有
量は、50mg/ml溶液で45.9%でした。そして、  
有機JAS認定を受けたアムラエキスと、完熟ふじ
りんごを発酵させて作ったリンゴ酢、フコイダン
含量が多いといわれている“がごめ昆布”の３者
を混合することで、アムラ食酢を試作しました。 
 



4,[考察と結論] 
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ラサーヤナの一つとして知られてきたアムラ
のエキスが、人体への薬理作用に加えて、  
抗菌活性をもつことから食品の保存剤として
の可能性が示唆されました。そしてアムラの  
活用法として、アムラ食酢を試作しました。  
今後、アムラの多様な活用方法に注目する 
ことで、アーユルヴェーダの家庭での応用が
促されることが期待されます。 
 



インドについて 
国名 インド共和国 Republic of India 
建国 １９４７年８月１５日、英国より独立 
面積3,287,263平方キロメートル（日本の約８．８倍） 
人口 １２億１,０１９万人（２０１１年センサス） 
      ＊センサスは１０年毎に発表 
宗教 ヒンドゥー教徒８０．５％、イスラム教徒 
  １３．４％、キリスト教徒２．３％、 
  シーク教徒１．９％、仏教徒０．８％ 
実質GDP成長率８．６０％（２０１０年政府資料） 
物価上昇率９．１％（消費者物価指数）２００８年度 
＊インド国会では、会期中の場合８月６日に広島・ 
長崎の犠牲者に黙祷を捧げている。東京裁判では、
パール判事だけが１５６０頁に及ぶ審判記録で   
無罪を主張した。 
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インドについて 
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インド全図 

カルナタカ州 
バンガロール 

ヴィディヤハーブス 
本社所在地 



ヴィディヤジャパン株式会社 
〒1060032  
東京都港区六本木6810  STEP六本木ビルWEST 
TEL 0354118342    FAX 0354117485 
info@vidyajapan.co.jp  http://vidyajapan.co.jp/ 
 

ブース№ 2294 
弊社ブースへお越しください 
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ご質問は弊社ブース、
代表プラサドまで！ 


