
オキシカットガイドブック
はじめてお飲みになられる方へ 。



革新的な製品を創造し、
世界の人々の健康と未来に貢献したい。

ご挨拶

TIMA グループは今日の高齢化社会で誰もが
共通する課題に貢献することを目標に、専門
機関と共同研究を重ね、製品の有用性について
学会で論文の発表も行っています。皆様が
実現したい生活の一助となることこそ、私たちが
製品を通じてお届けしたいことです。

私は元々近畿大学医学部に �� 年間勤務した外科医であり、がんの研究者でした。 
現在も抗酸化研究を続けておりますが『健康で長生きすること』は全人類の希望
だと考えています。これまでの研究を今後より発展させて、多くの人々に本当に
求められている研究成果をもって社会に対して貢献していきたいと思います。

公益財団法人 ルイ・パストゥール医学研究センター抗酸化研究室 
主席研究員/岐阜大学 科学研究基盤センター 共同研究講座 抗酸化
研究部門 特任教授

略歴：����年近畿大学医学部卒業。����年近畿大学医学部
大学院外 科学系卒業（医学博士）。専門は消化器外 科で
腹腔鏡手術、癌転移の研究。近畿大学を退職後、����年
よりTIMA establishmentの主席研究員としてアルコール代謝、
糖・脂質代謝、酸化ストレスの研究を開始。����年岐阜大学 
科学研究基盤センター 共同研究講座 抗酸化研究部門の
新設にあたり、特任教授に就任。現在は酸化ストレスと抗酸
化配合剤「Twendee X」に関する研究を行う。 ����年�月より
公益財団法人 ルイ・パストゥール医学研究センター 抗酸化
研究室 主席研究員。

犬房 春彦（Haruhiko Inufusa）

TIMA グループはこれからも皆様の健康の維持に向け、エビデンス（科学的根拠）に
裏付けられた確かな製品開発と質の高い研究を目指します。



ルイ・パストゥール
医学研究センターとは

全ての情報に客観性と責任を

医療や健康に関する様々な情報があふれている昨今だか
らこそ、正確な情報発信に努め、皆様にとって有用な情報を、
正しくお伝えすることも私たちの責任です。TIMAグループ
では、多種多様な情報を見極め、単に製品を作るだけで
なく、安心して弊社製品をご利用いただけるよう、エビデ
ンス（科学的根拠）に基づいた有用な情報を、ホームページ
や学会・学術誌をはじめ、提携パートナーである病院・
クリニック様、SNSやYouTube、各種セミナーなどを通じ
て提供しています。

ルイ・パストゥール医学研究センターは、偉大な
フランス人科学者で近代 細菌学の祖である
ルイ・パストゥールの理念に基づき、心身両面
での『健 康づくり』を目指し、内閣府所管の
公益財団法人として、����年に設立されました。
設立当初より、ウイルス性疾患、がん、生活習
慣病などの疾病予防および治療を中心に、
基礎的、臨床的観点からの幅広い研究活動に
加え、学術研究者の育成、国内・国外の研究
機関との相互研究協力、学術出版物の刊行
等、幅広い活動を行っています。



体に安全な８つの有用成分を配合

オキシカットはビタミンC、アミノ酸など元 、々私たちの体の中にある８つの有用成分を
黄金比率で配合しており、さまざまな試験や検査・分析をクリアした安全性と品質が
保証されている原料のみを使用しております。

たとえ優れた成分であっても、体で適切に吸収され、よく働くようにつくらなければ、
本来の力は発揮できません。オキシカットは、個々の成分の持続性や吸収性はもちろ
ん、互いの機能を高め合う配合バランスなどを徹底的に研究し、製品設計しています。

ビタミンC
L-グルタミン

フマル酸 ナイアシン

ビタミンB2 L-シスチン

コエンザイム
Q10 コハク酸

レモンなどに含まれる
昆布や大豆などに
含まれる

カツオやマグロに
含まれる

レバー・牛乳な
どに含まれる 鶏むね肉、卵などに

含まれる

イワシやサバな
どに含まれる

小麦粉やワインなどに
含まれる

シジミやアサリ
などに含まれる

日本国特許庁
特許第�������号

細胞傷害作用からの防御のための組成物

世界各国で
特許取得

独自設計



独自の配合比率で国際特許取得

オキシカットは公益財団法人ルイ・パストゥール医学
研究センター 抗酸化研究室 犬房春彦 主席研究員が
原料の選定から配合量、処方設計までを研究し、
製品化したものです。有用成分を独自の比率で配合
しており、その配合比率で日本をはじめ世界中（ドイ
ツなどEU��カ国、アメリカ、カナダ、中国、オーストラ
リア、韓国、他ユーラシア各国）で特許取得しています。



�� 年以上の研究開発を
経て製品化

研究開発

オキシカット（学術名「Twendee X（トゥエンディエックス）」）は、世に溢れる
サプリメントと異なり、有効性と安全性の確認を行い製品化しています。

����年に研究開発を開始、その後に臨床試験、各種モニター試験を経て、����年
�月本格的に販売を開始するまでに��年の歳月を要しました。

現在もオキシカットの研究は続けられており、エビデンス（科学的根拠）を元に
さらに信頼いただける製品を目指しています。

開発研究
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新規物質の発見と創製



臨床試験実施済み

学会発表・論文発表

エビデンス（科学的根拠）に裏付けられた確かな製品をお届けしたいという思い
から、オキシカットは長年の基礎研究を通して製品化されました。また第三者機関で
二重盲検のヒト臨床試験が実施され論文発表もされています。

オキシカットは、岐阜大学の他、京都府立
医科大学、東京大学、レーゲンスブルグ大学、
フランス科学アカデミーなど国内外の専門
機関と共同研究をしており、その研究結果
をさまざまな学会で発表しています。

����年��月

����年��月

����年��月

����年��月

第 �� 回日本認知症予防学会学術集会

第 �� 回日本神経学会学術大会

第 �� 回日本抗加齢医学会総会

第 �� 回日本機能性食品医用学会総会 など

日本認知症予防学会

���� 年 � 月

日本認知症予防学会

UMIN���������大学病院医療情報ネットワーク
臨床試験登録番号

試験終了時

委託先



直接口にする食品だからこそ、厳しい基準をクリアした国内GMP認定工場で
製造・管理しております。

医薬品レベルの工場で製造。
安心の国産

品質と安全性

品質管理に徹底的にこだわり

GMP※認定工場にて
国内で製造しています

GMPとは、原料の受け入れから製造・出荷まで製品が安全に作られ、
一定の品質が保たれるようにするための製造工程管理基準です。
オキシカットは、この厳しいGMP基準をクリアした認定工場にて製造を
行っておりますので、安心してお飲みいただくことができます。

GMP認定



健康のために必要のない甘味料、合成着色料、保存料などの添加物は一切使用して
おりません。粒の成形や品質保持のためにどうしても必要な成分だけで、製品を
作り上げています。

オキシカットは、皆様に安心してお飲みいただくために、第三者機関にて安全性試
験、食品中の放射性物質含有量の検査を受け、厳しい基準値をクリアしています。

甘味料、合成着色料、保存料無添加

安全性試験、放射能試験実施済み

安全性試験

放射能試験

４つの安全性試験実施済み
安全性試験実施済み
2007 年 株式会社イナリサーチ

放射能試験を実施
株式会社 KANSO テクノス

合成
着色料 保存料



よくあるご質問

いつ飲むのがいいですか？Q

Q

Q

サプリメントは食品のため、基本的にいつお飲みいただいても問題はありません。
朝起きた時・夜就寝前の空腹時などご自身で飲むタイミングを決めておかれると
習慣化され飲み忘れを防ぐことができますので、おすすめです。その際、飲む量は
一日の摂取目安量の� 粒をお水またはお湯でお召し上がりください。

他のサプリメントと一緒に飲んでもいいですか？
サプリメントは食品のため、一度に複数のサプリメントをお飲みいただいても
差しつかえございません。ただし、成分によっては摂取上限量がございますので、
過剰摂取にならないよう目的に合わせてどちらか一方を選んだり、一日の摂取目
安量を調節してお召し上がりください。

薬と併用してもいいですか？

サプリメントは食品のため、お薬と併用しても問題はございませんが、お薬によって
は稀に飲み合わせが問題になる場合もございますので、かかりつけの医師、また
は薬剤師にご相談ください。また、サプリメントを飲み始めて体調不良を感じた
場合は、すぐに利用を中止し必要に応じて医療機関にご相談ください。

Q オキシカットと他のサプリとの違いはありますか？

朝スッキリと目覚めたい方や、元気に毎日を過ごしながらエイジングケア※を行い
たい方などにより実感いただきたいという思いから、各成分の配合量にこだわって
います。厳格な安全基準で製造を行っており、いつまでも若々しく元気にいたいと
お考えの方におすすめのサプリメントです。
※年齢に応じたケアのこと

Q どのくらい飲み続ければいいですか？

�ヶ月～半年程度で変化が現れたとお喜びのお声をいただくことが多いです。



ご利用ガイド

クレジットカード

・ 銀行振込

・ NP 後払い

返品・交換について

お客様センター　��-����-���� 受付時間　月曜～金曜 ��:�� ～ ��:��　土・日・祝日・年末年始を除く

Amazon Pay は、Amazon.co.jp アカウントに登録された住所情報とクレジットカード情報を使って、
商品やサービスの支払いができるサービスです。Amazon.co.jp アカウントをお持ちの場合は、
特別な登録手続きは必要ありません。

・Amazon Pay

いつもの楽天 ID とパスワードを使ってスムーズなお支払いが可能です。楽天ポイントが貯まる・
使える！「簡単」「あんしん」「お得」な楽天ペイをご利用ください。

銀行振り込みは前払いでの支払い後の発送となります。定期便には「銀行振り込み（前払い）」は
ご利用できませんので、何卒ご了承ください。振込手数料はお客様負担でお願い致します。

製品の到着を確認してから、「コンビニ」「郵便局」「銀行」「LINE Pay」で後払いできる安心・簡単な
決済方法です。請求書は、製品とは別に「注文者住所」へ郵送されますので、発行から �� 日以内に
お支払いをお願いします。
※NP 後払いを選択された場合、決済代行会社による審査がございます。審査が通らない場合は、代引きにて発送いたしますので、
あらかじめご了承願います。代引きで発送する場合は、商品代金とは別に所定の代引き手数料が発生しますので何卒ご了承くだ
さい。詳しい手数料に関しては下記 URL からご確認ください。
https://twendee.jp/law

製品不良・汚損・破損／製品過不足や異なる製品が届いた場合製品の交換を承ります。お届け日
より � 日以内にお客様センターまでご連絡ください。
お客様の理由（誤購入など）での返品・交換は承っておりません。

※ご利用限度額は累計残高 ��,��� 円（税込）までとなります。限度額を超えた場合は代引きにて発送させていただきます。※後
払いのご注文には、株式会社ネットプロテクションズの後払いサービスが適用され、同社へ代金債権を譲渡します。NP 後払い利
用規約及び同社のプライバシーポリシーに同意して、後払いサービスをご選択ください。詳細は下記 URL からご確認ください。
https://np-atobarai.jp/about/

銀行名 三井住友銀行
支店名 五反田支店（���）

口座番号　普通  �������
口座名義　ティマトウキョウ ( カ

・楽天ペイ

WEB サイト　https://twendee.jp

商品到着後、請求書で「後から」お支払い 14日以内お支払い

その他全国大手の
コンビニでもＯＫ！郵便局銀行コンビニ

その他決済サービス



order@twendee.jp�

TIMA Tokyo株式会社
〒���-���� 東京都渋谷区恵比寿�丁目��番�号

製品についてのご相談やお問い合わせは
TIMA Tokyo お客様センター

https://twendee.jp
ホームページ

�

03-6740-7308
T E L
�

月曜～金曜  ��:�� ～ ��:��  
土・日・祝日・年末年始を除く

お客様のお困りごとを
お電話でサポートします

�検 索オキシカット

�
検 索抗酸化チャンネル

YouTube で「抗酸化チャンネル」と検索ください。

FUNS

チャンネル登録は
こちらから

チャンネル登録は
こちらから

YouTubeで酸化ストレス関連疾患や抗酸化研究に
ついて情報発信しています

犬房春彦の抗酸化チャンネル

開発者紹介

公益財団法人 ルイ・パストゥール医学研究センター
抗酸化研究室 主席研究員

犬房 春彦（Haruhiko Inufusa）


