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森下仁丹株式会社

報道関係各位

「機能性表示食品」ブランドが誕生

新ブランド「ヘルスエイド」を新展開
～6 月 19 日（金）より全国のドラッグストア（薬局・薬店）、CVS、通信販売で発売開始～
森下仁丹株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：駒村純一）は、今春施行の「機能
性表示食品制度」に基づき消費者庁へ届け出を行い、機能性表示が可能な食品の新ブランド『ヘ
ルスエイド』を立ち上げます。まずは「ビフィーナ」「ローズヒップ」「ビルベリー」「ヒアルロン酸」の 4
種類（7 商品）の機能性表示食品を、本ブランドから 2015 年 6 月 19 日（金）より、全国のドラッグス
トア（薬局・薬店）、CVS、通信販売で発売いたします。
「機能性表示食品制度」は食品の持つ機能をわかり易く表示することが可能な制度で、販売前
に安全性及び機能性の根拠に関する情報などを消費者庁へ届け出ることが必要です。食品の機
能性がわかり易く表示されることにより、消費者が健康維持に必要な商品をより選び易くなりま
す。
当社では本制度の開始前より、機能性・安全性の確かな厳選した素材を配合し、商品を販売し
てまいりました。今後も「機能性表示食品制度」を活用し、皆様に機能性・安全性を担保した商品
をお届けできるよう、「機能性表示食品」の新サプリメントブランド『ヘルスエイド』を中心にラインナ
ップを拡充してまいります。
■『ヘルスエイド』ブランド商品

■新ブランド立ち上げ、また新商品発売に先行して、2015 年 5 月 1 日（金）より、新ブランド『ヘ
ルスエイド』の WEB サイトをオープンいたします。（URL）http://healthaid.jintan.jp/
【リリースについてのお問合せ先】
森下仁丹株式会社 経営企画部 担当：磯部・本山 TEL：06-6761-1134
共同ＰＲ株式会社 第六業務局 担当：長尾・広岡 TEL：03-3571-5236

FAX：06-6761-8108
FAX：03-3574-9364

◇機能性表示食品の届出情報◇
機能性関与成分
ビフィズス菌（ロンガム種）

ローズヒップ由来ティリロ
サイド
ヒアルロン酸ナトリウム

ビ ル ベ リー 由 来 ア ン ト シ
アニン

届出表示
本品には生きたビフィズス菌（ロンガ
ム種）が含まれます。ビフィズス菌
（ロンガム種）には腸内フローラを良
好にし、便通を改善する機能がある
ことが報告されています。
本品にはローズヒップ由来ティリロサ
イドが含まれるので、体脂 肪を減ら
す機能があります。
本品にはヒアルロン酸ナトリウム（ヒ
アルロン酸Na）が含まれます。ヒアル
ロン酸ナトリウムには皮膚の水分量
を高める機能があることが報告され
ています。
本品にはビルベリー由来アントシア
ニンが含まれます。ビルベリー由来
アントシアニンには目のピント調節機
能をサポートし、焦点を合わせやすく
することで、目 の調子を整える機能
があることが報告されています。

商品名
ビフィーナ R（レギュラー）
ビフィーナ®S（スーパー）
®

ビフィーナ®EX（エクセレント）
®

届出番号
A12
A14
A13

ビフィーナ S（スーパー）
Pearl（パール）
ローズヒップ

A15

ヒアルロン酸

A17

ビルベリー

A18

新ブランド「ヘルスエイド」の特徴
◆森下仁丹独自のカプセル技術「シームレスカプセル」
粉末から液体、生きた微生物をも包むことができ、皮膜に耐酸性の機能を持たせることで、
胃酸の影響を受けずに、腸まで届けることができます。

◆長年の生薬研究からうまれた「森下仁丹独自素材」
長年の生薬研究のノウハウを活用し、当社独自素材「ローズヒップエキス」などの商品化
に取り組んでいます。

◆「厳しい製造・管理体制」
当社、滋賀工場では NSF インターナショナルの「cGMP」認証を取得しており、本ブランドのシー
ムレスカプセルも生産しています。
「cGMP」は製造管理及び品質管理が実施されていることの証として、多くの米国企業も取得し
ている認証です。

A16

◇商品概要◇
腸内フローラを良好にし、便通を改善

■「ビフィーナ」 シリーズ
機能性関与成分
ビフィズス菌（ロンガム種）

届出表示
本 品 には 生 きた ビフィズス 菌
（ロンガム種）が含まれます。
ビフィズス菌（ロンガム種）には
腸内フローラを良好にし、便通
を改 善する機 能があることが
報告されています。

商品名
ビフィーナ R（レギュラー）

届出番号
A12

®

ビフィーナ®S（スーパー）

A14

ビフィーナ®EX（エクセレント）
ビ フ ィ ー ナ ®S （ ス ー パ ー ） Pearl
（パール）

A13
A15

日本初 ※1 の“ビフィズス菌”を配合した機能性表示食品です。
胃酸に弱いビフィズス菌を独自の「ハイパープロテクトカプセル」に
包み、生きたまま腸まで届けるビフィズス菌サプリメントです。
「ビフィーナ®R（レギュラー）」、「ビフィーナ ®S（スーパー）」、
「ビフィーナ®EX（エクセレント）」

《商品特徴》
 胃酸に弱いビフィズス菌が生きたまま腸まで届く
 レモン風味の顆粒で水無しでも美味しく飲める
 スティックタイプなので持ち運びにも便利

ビフィズス菌 25 億個

ビフィズス菌 50 億個

ビフィズス菌 100 億個

（1 包当たり）

（1 包当たり）

（1 包当たり）

「ビフィーナ®R（レギュラー）、ビフィーナ®S（スーパー）、
ビフィーナ®EX（エクセレント）」 一日摂取目安量：1 包
「ビフィーナ®S（スーパー）Pearl（パール）」

《商品特徴》
 胃酸に弱いビフィズス菌が生きたまま腸まで届く
 飲みやすい、大きめのカプセルタイプ

ビフィズス菌 50 億個
（2 粒当たり）

およそ原寸大
「ビフィーナ®S（スーパー）
Pearl（パール）」
一日摂取目安量：2 粒

体脂肪を減らす

■「ローズヒップ」
機能性関与成分
ローズヒップ由来ティ
リロサイド

届出表示
本品にはローズヒップ由来ティリロサイドが含まれるので、体脂肪
を減らす機能があります。

届出番号
A16

ローズヒップエキスは種を含む果実まるごとから抽出
した森下仁丹独自開発素材です。ローズヒップエキスは
体脂肪を減らす働きがあるので、体を動かす事が苦手な
方、普段の食事が気になる方におすすめの商品です。
《商品特徴》
 ローズヒップ由来ティリロサイド 0.1mg 配合
（1 日目安量当たり）

「ローズヒップ」
一日摂取目安量：6 粒

皮膚の水分量を高める

■「ヒアルロン酸」
機能性関与成分
ヒアルロン酸ナトリウム

届出表示
本品にはヒアルロン酸ナトリウム（ヒアルロン酸Na）が含まれます。
ヒアルロン酸ナトリウムには皮膚の水分量を高める機能があること
が報告されています。

届出番号
A17

「ヒアルロン酸」は 1 日量（8 粒あたり）ヒアルロン酸ナトリウ
ム 120mg を配合したサプリメントです。みずみずしい肌を
目指す方におすすめです。
《商品特徴》
 ヒアルロン酸ナトリウム 120mg（1 日目安量当たり）
 コラーゲンペプチド配合
 カシスオレンジ風味のチュアブル錠なので美味しく飲める

「ヒアルロン酸」
一日摂取目安量：8 粒

目のピント調節機能をサポート

■「ビルベリー」
機能性関与成分
ビルベリー由来アントシ
アニン

届出表示
本品にはビルベリー由来アントシアニンが含まれます。ビルベリ
ー由来アントシアニンには目のピント調節機能をサポートし、焦点
を合わせやすくすることで、目の調子を整える機能があることが
報告されています。

届出番号
A18

ビルベリー由来のアントシアニンが目のピント調節機能をサポート
します。スマホやパソコン作業の多い方におすすめです。
《商品特徴》
 ビルベリー由来アントシアニン 30mg 配合
（1 日目安量当たり）
 北欧産野生種のビルベリーエキスを使用
 ルテイン、ビタミン B 群も配合

※1 出展：消費者庁 HP 届出内容詳細ページ（2015 年 5 月 1 日現在）

「ビルベリー」
一日摂取目安量：2 粒

