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サンプル 名称
スラリー状CNF
ウェットパウダー状CNF
シート状CNF

変性セルロースナノファイバー
■TEMPO酸化CNF
■CM化CNF
（目的によって秘密保持契約を交わす）

変性セルロース配合樹脂、及び変性セ
ルロースパウダー

＜ナノセルロース＞&＜表面疎水化ナノ
セルロース＞
原料・濃度・処理条件による
分散液：スラリー状／ペースト状/ウェッ
トパウダー

セルロースナノファイバー 「BiNFi-s」（ビンフィス）

リグノセルロースナノファイバー
セルロースナノファイバー
NUKPナノファイバー
粉末セルロースナノファイバー

微小繊維状セルロース　｢セリッシュ｣
（KY100G、FD200L）

レオクリスタ フルオレンセルロースファイバー

価 　格 個別にお問合せください。 個別にお問合せください。 個別にお問合せください。

＜ナノセルロース＞
　初期評価用サンプル
　固形分濃度1％ｘ1㎏：5,000円/kg程度
　固形分濃度10％x200g：5,000円程度
　将来的には、安価グレード品は1,000
～500円/kg（固形換算） を目標とする
＜表面疎水化ナノセルロース＞
　初期評価サンプル：300円/g程度（固
形換算）

初回無償で提供 個別にお問合せください。

ペースト：1,500円/kg(90～95%水分)
固形分：15,000～30,000円/kg

1,000円/kgを切る製法の目途を立てた
(200t/年の生産をした場合)

個別にお問合わせください。 個別にご相談ください。
応相談
（原則としてサンプル100gを無償提供）

サンプル 提供
HPフォームより問合せ
http://www.ojiholdings.co.jp/r_d/cnf/ind
ex.html/

2013年10月：岩国工場敷地内に年間生
産能力30トン以上で化学処理によるセ
ルロースナノファイバーを生産する本格
的な設備としては国内初となる「実証生
産設備」を設置。
2015年4月：TEMPO酸化処理したパルプ
を原料とするCNFを用いて、消臭、抗菌
などの機能を有するシートの実用化に
成功。本処理により、CNF表面に金属イ
オンや金属ナノ粒子を高密度に付着さ
せることが容易となる。
製品化第1弾として、当社グループの日
本製紙クレシア㈱で2015年秋からヘル
スケア製品への展開を図る。
2015年10月：大人用紙おむつの消臭
シートとして実用化（2015年8月14日日
本経済新聞）

原則１）を提供。
２）の提供については応相談

１）変性セルロース配合樹脂
■変性セルロース濃度：30-50％（マス
ターバッチ、MB）
■樹脂
　HDPE、ブロックPP、PPの３タイプ

２）変性セルロース
■樹脂補強用
　混練時に樹脂中で解繊すると共に分
散。

＜ナノセルロース＞
2013.3～サンプル製造・供給
一般グレードとして9種類（原料パルプ3
種類×解繊度合3種類）のナノセルロー
スを提供。研究用途に合わせてサンプ
ルを選択可能。
サンプル提供に際して使用用途や評価
結果等の情報交換をお願いしておりま
す。
2017.4～CNF第一期商業プラント稼働予
定。製品として上市予定。
＜表面疎水化ナノセルロース＞
・サンプル提供量：固形10～20g⇒固形
分濃度1％（トルエン溶媒）、固形分濃度
10％（メタノール溶媒）
・サンプル提供に際してNDAの締結が必
要。

2013.12～サンプル提供開始
2016.4～パイロットプラント稼働

初回200ｍｌ…おおよその狙いは提示し
てもらいます。数量は、別途相談可。
2回目以降…別途相談します。
注意事項
・製品は依頼後１ヶ月程度掛かる場合が
あります。
・セルロースナノファイバーは水系分散
液のため、冷蔵保存を推奨します。
・ 天然素材のため長期保存で劣化する
ことがありますので、お早めにお使いく
ださい。
・ 評価結果については可能な限りフィー
ドバックをお願いします。

①セルロース5種類（繊維長の異なるタ
イプ）、CMC・キチン・キトサン各1種類の
合計8種類をラインアップ。これらは固形
分濃度2wt.%・5wt.%・10wt.%の水分散体
を基本として販売。
②トンオーダーでの大量販売可能。
③トライアルセット（8種）を少量単品購入
よりも低価格でセット提供。
④供給量は限られるが乾燥粉末、フィル
ムの販売も可能。

8種類の標準サンプルを提供。
■リグノセルロースナノファイバーx2種
類
（原料 檜チップ、繊維短い）
■セルロースナノファイバーx3種類
（原料 針葉樹漂白 クラフトパルプ
NBKP、繊維長い）
■NUKPナノファイバーx3種類
（原料 針葉樹未漂白クラフトパルプ
NUKP、繊維長い）

サンプルは500g(含水)までは無償。これ
を超えると1,500円/ｋｇ。

粉体セルロースナノファイバーはNDA締
結後に提供。30円／g

セルロースを原料とし、超高圧ホモジナ
イザー処理による強力な機械的剪断力
を加えてミクロフィブリル化（MF化）した
『セリッシュ』を販売しています。
『セリッシュ』は、各種粉体・繊維状物の
バインダー、抄紙における紙力増強剤、
食品の食感改良、酒類の濾過助剤など
として幅広く利用されています。

サンプルの提供および製品販売は可能
です。

2015年4月からサンプル提供中
フルオレンセルロースファイバー
提供条件は応相談
（原則としてサンプル100gを無償提供）
2018年をめどに商品化を目指す

サンプル
の状態

スラリー状CNF
ウェットパウダー状CNF
シート状CNF

ウエットパルプ（固形分20％）/CNF水分
散品（固形分1～5％）/CNF粉体品（固
形分90％以上）

１）ペレット
２）乾燥粉末

スラリー／ペースト状/ウェットパウダー スラリー
スラリー、乾燥粉末、フィルム
（有償での提供）

ペースト状
粉体

ペースト状
KY100G（10wt%）
FD200L（20wt%）

透明ゲル状の水分散物 粉末

原　料 植物繊維（パルプ） 製紙用パルプ パルプ

同社パルプ３種から選択できる。
・竹漂白パルプ
・広葉樹漂白パルプ
・針葉樹漂白パルプ
要望に応じて未晒パルプにも対応

同社パルプ４種から選択できる。
Ａ：化学パルプ(広葉樹漂白品)
Ｂ：化学パルプ(針葉樹漂白品)
Ｃ：機械パルプ(漂白品)
Ｄ：古紙パルプ(雑誌古紙パルプ・漂白
品)

天然由来原料「セルロース・キチン・キト
サン」の各種原料、低置換度CMC（セル
ロースをカルボキシメチル化したもの）
食品添加物として認可を受けた原料を
使用した製品ラインアップ。

・檜チップ
・パルプ

パルプ パルプ －

繊　維
繊維径・・・・4～数十nm （数十nm以上の
繊維径につきましては個別にお問い合
わせ下さい）

繊維幅：約3nm（TEMPO酸化CNF）
　　　　　3nm～20nm（CM化CNF）

－
正確な繊維長分布や繊維幅分布の表
示が難しいため、解繊度合、結晶化度、
重合度などの指標で表示。

繊維幅・・・ 20nm～数 100nm
繊維径・・・約20～50nm
長さ・・・数μm

■リグノセルロースナノファイバー：水分
90％、繊維幅50～300nm、比表面積90
㎡/g
■セルロースナノファイバー：水分95％、
繊維幅30～200nm、比表面積150㎡/g
■NUKPナノファイバー：水分95％、繊維
幅30～200nm、比表面積150㎡/g

繊維径・・・0.1 - 0.01㎛ 繊維幅：4～10㎚ －

製　法 化学処理（変性）・機械処理 TEMPO酸化、CM化処理など 混練法
水中対向衝突法（ACC法）,水圧貫通微
細化法

機械処理 ウォータージェット法 機械処理 － TEMPO酸化法
独自開発した石炭由来の化学材料「フ
ルオレン」で、セルロースファイバーを表
面修飾

特 徴
セールス
ポイント

① 三形態のCNFが提供可能（スラリー、
パウダー、シート）
② 化学変性(リン酸化)の前処理を行う
ことで、微細化エネルギーを低減
③ 高い透明性
④ 増粘性、粒子分散安定性、保水性、
チキソトロピック特性に優れる
⑤ 透明連続シートの製造に世界で初め
て成功
⑥ 樹脂と複合化することにより、温度変
化に伴う伸縮が小さく、丈夫でフレキシ
ブルなフィルムも製造可能

①TEMPO酸化CNFは均一ナノ分散（幅
3nm）で透明性が高く、透明材料への適
用が可能。
②CM化CNFは食品添加剤であるCMCと
同じ製法であり、各種添加剤としての利
用が可能。
③付着させる金属の種類を変えること
で、さまざまな機能を付与することが可
能。また、CNFは比表面積が大きく、少
量の添加で効果的に機能を発現。
④パルプのナノ構造を利用して紙を直
接透明化（変性パルプシートに樹脂含浸
させてUV硬化）2011年～京大矢野研と
共同開発

①NEDO「グリーン・サステイナブルケミ
カルプロセス基盤技術開発」プロジェクト
（2010～2012年度）に参画
②ポリプロピレン（PP）やポリエチレン
（PE）といった樹脂中にCNFを均一に分
散させる技術の研究成果

＜ナノセルロース＞
①特許5419120号水懸濁試料を高速で
対向衝突させることにより、セルロース
分子間の界面相互作用を開裂させ化学
修飾を用いずにナノ微細化させる独自
手法（ACC:水中対向衝突法）。
この手法により得られるナノセルロース
(NC)のファイバー表面は、「両親媒性」
の特性を持つNCの製造を可能にする。
②九州の孟宗竹を主原料にした竹パル
プは当社オリジナルの原料。
＜表面疎水化ナノセルロース＞
①繊維状態を保ったまま化学修飾によ
りナノセルロースを疎水化。
②対水接触角は約130°と高い疎水性
を有する。
③トルエンなど各種有機溶媒に分散可
能。

元のパルプ原料によって品質が異なる
ため、用途に応じて最適なものを選択で
きる。
■化学パルプ→疎水性のリグニン含有
分が少ないため保水性が高い。
■機械パルプ→脱水性に優れ加工効率
が良い
■古紙パルプ→樹脂と複合した際には
安価に補強効果が期待

解繊度合いの調整で用途に応じた繊維
の大きさに調整することが可能。

①繊維長の異なるグレードをラインアッ
プしており、用途にあったCNFを選定で
きる。特に補強については長いグレード
が最適。
②10wt.%の高濃度品を提供しており、添
加濃度を高めることが可能
③セルロースに加えキチン・キトサンを
原料としたナノファイバーをラインアッ
プ。
④CMCをナノファイバー化したTシリーズ
も有り

①個別対応によるCNF製造
②1,000円/kgを切るCNFの提供
③粉末化サンプルの提供
④生産能力　10kg/時間の処理能力あり

『セリッシュ』は、セルロースを超高圧ホ
モジナイザーで機械的剪断を加え、ミク
ロフィブリル化していることから、セル
ロースの基本特性（物理的・化学的な安
定性など）を損なわずに微細化されてい
るので、高付加価値な商品設計が可能
となります。

①新規の増粘・ゲル化剤
②高い増粘性
③高いチクソ性
④高い乳化・分散安定性
⑤みずみずしい感触
⑥ゲルのミスト可能
⑦高い透明度
⑧細くて均一な繊維幅

〇疎水性のフルオレンでセルロースファ
イバーを表面修飾することにより、乾燥
後も凝集することなく、有機溶媒に高い
分散性を示す

〇ポリ乳酸樹脂へのコンパウンドでは、
成形物の強度や弾性率などの機械物性
および耐熱性、耐摩耗性等が向上する
ことを確認している

想定用途
エレクトロニクス、輸送機器、建材、化粧
品、医療等の分野

補強材、透明表示体フィルム、各種添加
剤（食品・化粧品）、フィルター部材、高
ガスバリア包装部材、エレクトロニクスデ
バイス、医薬、ヘルスケアなど

熱可塑性樹脂を用いた各種成形物

プラスチック補強
エマルション調製
増粘剤、分散剤
化粧品等

保水剤、樹脂・繊維の補強剤、フィル
ター部材、電池部材、バインダー、建材・
内装材の多機能化、或いは化粧品・食
品・医薬品関係など

①化学：水溶性樹脂・ゴムなどの補強
材、微粒子の分散剤
②電気・電子：電子材料（リチウムイオン
電池関連、絶縁材、透明フィルムなど）
③建築：コンクリート等の補強、ホルムア
ルデヒド吸着材等
④化粧品：触感改良、割れ防止、微粒子
の分散剤、天然物由来の乳化剤
⑤医薬品：生体適合材料、フィルム製剤

プラスチックを対象とするが、対象事業
範囲は広げて行きたい。

紙力増強剤等
　・特殊フィルター
　・電池用セパレーター
　・スピーカーコーン
粉体・繊維状物のバインダー
医薬・化粧品のゲル化剤
食品の食感改良・増粘剤
酒類の濾過助剤

増粘剤、乳化・分散安定剤

化粧品、トイレタリー、塗料、色材、農
業・園芸用薬剤、電子材料、セラミック
ス、樹脂など

三菱鉛筆と共同で世界初の実用化に成
功。「セルロースナノファイバー」を配合
し、速書きでもカスれない新開発のゲル
インクボールペン「ユニボール シグノ３０
７」を開発。

自動車部品、電子部品等の樹脂、コー
ティング用フィラー
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スラリー状ＣＮＦ パウダー状ＣＮＦ

シート状ＣＮＦ
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