
世界初

韓国政府認定培地栽培有機無農薬ベイビー高麗人参

（コロナ禍、最も大事な免疫力向上効果に世界一の高麗人参）

天下百歳命の光農業会社法人（株）

世界初有機無農薬高麗人参錠剤開発、臭わない飲みやすい



ベイビー高麗人参とは、

一般的に、高麗人参は6年間土壌栽培をしているが、天下百歳命の光（株）のベイビー高麗人参は先端技

術で1年3ヶ月の短期間集中栽培をし、サポニン（ジンセノサイド）成分含有量を6年根と比べ8倍以上増

加させ、完全有機無農薬で商品化したものです。

本来高麗人参の有効ジンセノサイド成分のもっとも多くなお濃厚なところは葉っぱであり、次が枝、最

後に根であります。通常高麗人参のイメージは白い根しか思い浮かばなく、葉っぱや枝葉はみた事がな

いという方が多いが、それは一般の高麗人参の栽培において余りにも農薬をかけすぎ、葉っぱや枝から

基準値以上の残留農薬成分が検出されるためやむを得ず根しか使用していないからであります。しかし

天下百歳命の光（株）の高麗人参は完全有機無農薬栽培を行い、有機無農薬許可に厳しすぎる政府認定

を得て葉っぱから根まで全部摂取可能の安全安心の高麗人参を栽培し商品化したものです。





製品写真、韓国初有機無農薬高麗人参錠剤開発



製品写真、韓国初有機無農薬高麗人参錠剤開発



製品写真、韓国初有機無農薬高麗人参錠剤開発



一錠にはべウビー高麗人参 3株以上が含有されています。

飲み方：1日2錠（朝、夜）お水と一緒に飲んでください

臭わない！
飲みやすい！

韓国初有機無農薬高麗人参錠剤開発

この一錠にジンセノサイドがなんと750mgも含有!!

韓国初有機無農薬高麗人参錠剤開発



２）規 格： 750mg x 120錠

３）主な成分：有機無農薬高麗人参 100%

４）製造工程

● 開発特許無農薬工法残留農薬不検出

● ベイビー高麗人参の葉は根よりサポニン（ジンセノサイド）含有量が6~8倍高い

●世界唯一、12種類サポニン（ジンセノサイド）含有

有機無農薬工法栽培 収穫 洗い 乾燥 粉末加工

核心ポイント

“免疫力/スタミナ強化”

打錠

韓国初有機無農薬高麗人参錠剤開発

１）製品名: 天下百歳（健康機能食品）



■:一般6年根高麗人参■:天下百歳命の光高麗人参

天下百歳命の光高麗人参と一般6年根高麗人参のジンセノサイド含有量比較（％）

【韓国政府農村振興庁国立園芸特作科学院】



ジンセノサイド種類 効能

Rg1
●学習能力（記憶力）改善

●抗疲れ作用

Re
●糖尿病改善（血糖低下）

●骨髄細胞合成促進、●肝臓保護

Rf
●脳神経細胞陣痛緩和作用、●肥満抑制

●体脂肪及び酸化抑制、●血糖減少

Rg2
●血小板凝集抑制

●記憶力減退改善

Rh1
●ガン細胞増殖抑制、 ●抗アレルギー

●肌免疫効果、●抗炎症作用

Rb1

●神経中枢抑制、●記憶力改善

●解熱、●肝臓機能改善

●エラスチン合成促進

Rc ●たんぱく質及び体脂肪分解促進

Rb2 ●抗糖尿、●抗動脈硬化、●肝臓細胞増殖、●抗酸化（老化）抑制、●皮膚細胞増殖

Rb3 ●血糖降下

Rd ●ホルモン分泌促進

Rg3

●ガン細胞転移抑制、●血圧降下効果

●抗ガン剤耐性抑制

●抗アルツハイマー及び記憶力向上

高麗人参サポニン（ジンセノサイドGinsenosaide）成分の効能効果の種類別効能



土壌栽培高麗人参 培地栽培高麗人参

• 根、葉っぱ、枝全て使用
• 農薬栽培、根のみ使用

• 培地栽培、無農薬

• 連作及び多期作が不可能

• 根が大きく、葉っぱが固い。 • 根が小さく、葉っぱが柔らかい

• 生産期間が長い（生産期間：4年から6年）
• 生産期間が短い（3ヶ月）

サポニン成分含有8倍 完全無農薬栽培

ALL

根葉枝全て使用

CYCLE

短期間栽培供給

土壌栽培高麗人参と天下百歳培地栽培高麗人参に比較

• 連作及び多期作が可能



“韓国政府認定有機無農薬機能性高麗人参”

2008年高麗人参栽培において世界初培地栽培システムの開

発及び特許を取得し、韓国政府農村振興庁認定という国の

公信力のもとで高い信頼を得ました。もっぱら皆様に食品

に対する安全安心の有機無農薬栽培及び免疫力向上、なお

各種病の治療にも役立つや機能性の高い高麗人参を開発、

生産してきました。

さらに命の光（株）の農場は2014年1月韓国政府農村振興

庁と正式に契約栽培し、差別化された世界にだった一つし

かない有機無農薬及び各種機能性の高いベイビー高麗人参

を提供しています。



• 韓国 江原道、鉄原郡は水質がよく空気か
綺麗な大自然が残る地域として有名です。

• 命の光（株）は、国内最大のガラス温室を
保有、国内外一の最先端技術施設です。

• 一株、一株丁寧に安心安全を第一に栽培し、
最高の薬効性のある高麗人参（1年3ヶ月）
栽培、これをベイビー高麗人参と呼んでま
す。

• 韓国政府農村振興庁と正式契約を行い、正
に国家ブランドを作るというプライドを
持って、有機無農薬の健康な人参、信頼の
人参、安全安心の人参作りを致しておりま
す。

天下百歳命の光（株）農場紹介2



1年根苗培地移植 苗培地移植1ヶ月目 苗培地移植2ヶ月目

苗培地移植2ヶ月半目 苗培地移植3ヶ月目

写真資料：自社農場



天下百歳命の光（株）

世界初
有機無農薬ベイビー高麗人参
ー韓国政府機関公認ー

一日の健康習慣
葉から根まで丸ごと飲む高麗人参

韓国政府農村振興庁認定品
ー韓国政府農村振興庁が成分検証ー



サポニン（ジンセノサイド）8倍↑
滋養強壮・免疫力増加、抗がん作用

• サポニン（ジンセノサイド）の8倍
は6年根高麗人参との対比です。

• 天下百歳命の光（株）の有機無農薬
高麗人参は免疫力を増加させ、抗が
ん作用と滋養強壮によいサポニン
（ジンセノサイド）が6年根高麗人
参より8倍も入っています。

• スタミナ（性機能）向上に優れてい
ます。



健康でスリムな体を。
GABA(ガンマアミノブチィルサン) 高血圧・糖尿・肥満抑制

• GABA(ガンマアミノブチィルサン)は
現代人の最も大きな悩みである高血
圧・糖尿・肥満などの成人病に非常に
よく効く成分であります。

• また、不眠症やうつ病・心理安定に非
常にいい成分として知られています。



美白肌・老化防止に抜群
Ginsenosaide F5(Panaxcerol)

• Ginsenosaide F5(Panaxcerol)の成分は肌
の美白効果と小じわや老化防止に優れてい
る成分です。また炎症の原因である一酸化
窒素の抑制し、紫外線の刺激によるメラニ
ン生成を抑える成分です。

• 特にパナセロルは高麗人参の葉っぱに含有
されている成分として美白効果に優れ今世
界的化粧品会社から最も暑い注目を受けて
いる成分でもあります。

• 当社の有機無農薬高麗人参の葉は残留農薬
不検出で全く心配なく、世界の企業から高
い信頼を受けております。



ガン細胞抑制成分
フラボノイド（Flavonoids）強力な抗酸化効果

• フラボノイド（Flavonoids）は強力
な抗酸化効果のある成分として成人
病の予防や血液循環を円滑にします。

• また、脱毛改善とガン細胞の抑制に
非常に効果のある成分です。



二日酔い解消 ALA（アラニン）・ASN（アスパラギンサン）成分
コレステロール低下・肝臓機能の強化

• 命の光（株）が栽培している有機無農
薬高麗高麗人参には血中のコレステ
ロールの低下や肝臓機能を強化させるA
LA（アラニン）・ASN（アスパラギン
サン）成分含有されています。

• またこの成分は二日酔いをより早く解
消させるとともに血糖値を低くし、体
の疲労回復を素早くしてくれます。



天下百歳命の光（株）韓国政府の農村振興庁（RDA）が品質を保証

• 韓国政府農村振興庁特許技術移転、プレミアム
有機無農薬高麗人参を栽培。

• 政府機関の農村振興庁の認定製品として高い信
頼性を確保しています。

（※農村振興庁（RDA） 固有名称許可を得る）

• サポニン（ジンセノサイド）成分分析及有機無
農薬栽培工法認証

• 天下百歳命の光（株）の生産物は韓国政府農村
振興庁認証許可の公示が許可されています。



■

■ 認知症予防及び改善治療効果

抗がん及び予防効果



■

■

■

糖尿予防及び治療効果

性機能改善効果

疲れ及びストレス緩和効果



■

■

■

老化予防効果

免疫力増進効果

肥満、高脂血症予防効果



【有機農認定】 【残留農薬検査成績証】 【原産地証明書】 【細菌、大腸菌テスト合格書】

(試験成績書拡大次のページ参考）

【政府食品医薬庁認定】

【成分分析書】 【健康機能食品認定証】
【HACCP 認証】 【ISO 認証】



韓国政府食品医薬庁、優秀健康機能食品指定認定（2013年度）



韓国政府公認機関、韓国有機農認定書(2020年度)



韓国政府公認機関、錦山国際人参薬草研究所 12種ジンセノサイド試験分析書(2021年度)

サポニン（ジンセノサイド）12種類 総含有量：22.77mg/g )



韓国政府公認機関、韓国成分分析技術研究院、細菌大腸菌、試験分析書(2021年度)



韓国政府公認機関、第一分析センター残溜農薬不検出認定認定書(2021年度)



韓国政府公認機関、 原産地証明書 (2021年度)



韓国政府公認機関、 健康機能食品品目製造申告証(2021年度)



韓国政府公認機関、HACCP 認証



ISO認定



美白効果及び炎症予防効果証明
韓国特許庁美白用造成物登録 登録番号：10－1630816

• 本発明は美白用造成物に関するものであ
り、本発明の美白用造成物はメラニンの
生合成を効果的に抑制のみならず従来の
合成薬学的造成物より人体に無害で副作
用がなく、美白用化粧料造成物及びメラ
ニン色素過多沈着による疾患の予防及び
治療剤として活用できる。

• さらに本発明の造成物は美白効果のみな
らず炎症低下効果も同時に持っているた
め、より広い分野で適応できる効果があ
る。

資料出典：韓国特許庁



機能性素材化研究成果ー高麗人参の葉からの抽出物の美白効果検証

• 人参の葉抽出物の美白効果検証

• 人参の葉抽出物の貴重なサポニン（非極
性サポニン）構造

□ジンセノサイドF1,F3,F5 Floralginsenos
aide Ka、A及びB

□人参の葉発効抽出物から新規美白活性物
質及び効果検証

• （新規物質）パナセロルA、B、C及びD
（効果検証モデル）ゼブラフィッシュ

資料出典：韓国特許庁



資料出典：韓国特許庁



高麗人参機能性素材化研究成果ー人参の骨健康改善効果

□人参の新生骨増加確認及び破骨細胞減少効果立証

• （動物実験）人参処理群から骨肌率37%
骨密度32％、骨小柱50％増加

• （人体実験）骨減少症女性が人参3g/day
摂取の際、オステオカルシン（OC骨形成
地表）、DPD/OC数値と膝関節炎症状が
意味ある改善（2015年~2016年）

資料出典：韓国政府農村振興庁



高麗人参機能性素材化研究成果ー人参のストレス緩和・記憶力改善効果

人参のストレス緩和効果

□人参投与群から不安尺度48.4%減少、睡眠の質尺度13.6%

改善

‐正常人70人を対象にし、12週間投与

‐（対比群）35人、胃薬3g/日投与、（人参投与群）

35人 3g/日投与

人参の記憶力改善効果

□動物実験結果

人参投与ネズミが風疾（中風）ネズミに対し

88%脳神経細胞保護効果、水中迷路実験の空間知覚能

力3倍向上、脳組織の神経成長DNA発現2.2倍増加

□人体適応実験結果

‐軽度認知障碍者対象：90人6ヶ月3g/日服用

‐認知能項目の視覚的学習、視覚的記憶増進

資料出典：韓国政府農村振興庁



高麗人参機能性素材化研究成果ー人参の前立腺肥大抑制効果

資料出典：韓国政府農村振興庁

人参の前立腺肥大抑制効果

□人参投与後、前率製肥大誘発白ネズミの
前立腺重さ33.1%減少、上皮細胞大きさ減少

人体適応実験実施後現在補完実験実施中（2013年
～）

人参の実抽出物の肝臓健康改善効果

人参の実は、6年の根に比べ、ジンセノサイドRe成分

が10倍以上含有されている。

□損傷された肝臓から増加する地表ALT（アラニンア
ミノ転移要素）、AST（アスパルテイトアミノ転移要
素）夫々39.2%、32.8%減少



◆ 政府公式認定韓国初有機無農薬で安全安心

◆ 差別化された世界唯一の豊富な12種類サポニン（ジンセノサイド）
含有及び一錠なんと750ｍlのジンセノサイド含有

◆ 有機無農薬栽培技術保有により円滑な物量供給可能

◆ 協力社（韓国内健康食品会社、化粧品会社、食品会社）との円満な
交流及び情報提供

◆韓国初及び世界初有機無農薬高麗人参錠剤開発、臭わない飲みやすい

◆ 一般の農薬栽培の高麗人参と違い、天下百歳命の光の高麗人参は完全
有機無農薬としてジンセノサイドの最も豊富な葉と枝、根まで全部使用



天下百歳命の光（株）有機無農薬高麗人参栽培現場



韓国で最も綺麗な環境で一株一株丁寧に栽培







高麗人参を傷めないよう鉄原地域の最高の水源からの水に養液を混ぜ一滴一滴丁寧に。





韓国政府農村振興庁が認証した有機無農薬有機農高麗人参



命の光（株） 動画映像


