NEWS RELEASE
2011 年 12 月 7 日

アイリスオーヤマ ヘルスケア事業に本格参入
【 還元型コエンザイム Q10 シリーズ 】 サプリメント６種類を発売

生活用品製造卸のアイリスオーヤマ株式会社（本社：仙台市、代表取締役社長：大山 健太郎）
はヘルスケア事業に本格参入し、還元型コエンザイム Q10 シリーズとしてサプリメント 6 種類を
2011 年 11 月 21 日（月）から発売しました。全国のホームセンターやドラッグストア、コンビニ
エンスストアなどで販売し、初年度 20 億円の販売を見込みます。
総務省の発表によると、日本人の 5 人に 1 人が 65 歳以上の高齢化が進んでいるといわれてい
ます。高齢化が進む中、サプリメント市場は中高年世代の健康志向の高まりとともに美容やアン
チエージングの需要を取り込み、更に拡大すると予測されます。また最近は“自らが健康維持を
管理する”というセルフメディケーションの考えが浸透しサプリメントは注目されています。
こうした中で、当社は還元型コエンザイム Q10 シリーズのサプリメントを販売します。
・基本コンセプト：①すべてのサプリメントに“還元型コエンザイム Q10”を配合
“還元型コエンザイム Q10”をベースに使用することで一緒に配合し
ている成分を効率よく摂取できます。
（ベースサプリメントとして“還元型コエンザイム Q10”を使用して
いるのは当社だけです）
②徹底的に成分と配合量をこだわりました
国内メーカーの原材料を使用し、エビデンス（科学的根拠）を保障し
た成分を配合しています。また、吸収性の良い医薬品レベルのカプセ
ル※1 を採用しパワーを実感できます。
・ターゲット層

：40～50 歳以上の“これからもっとがんばる人”

・ラインナップ

：6 種類
40～50 歳以上の方が日頃悩んでいる健康項目のベスト 6（当社調べ）

1. 還元型コエンザイム Q10
2. レスベラトロール

：元気がほしい
：若々しく人生を楽しみたい

3. プラセンタミルクセラミド ：いつまでも美しくありたい
4. グラボノイド L－カルニチン：体型の変化が気になる
5. L－カゼイ菌

：毎日スッキリしたい

6. カテキン テアニン

：ほっとひと息つきたい
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・共通特長
1. ベースサプリメントとして“還元型コエンザイム Q10”を使用
“還元型コエンザイム Q10”をベースに使用することで、一緒に配合してい
る成分を効率よく摂取できます。
2. 2 週間分の内容量※2
サプリメントのビギナー向けに、気軽に試しやすい 2 週間分の内容量にしま
した。（今後は 1 ヶ月分もラインナップする予定です）
3. カプセルに成分名を印字※3
他の種類のサプリメントと混ざってもカプセルを見分けることができます。
レーザー印字なので、着色料などは一切使用していません。
＜還元型コエンザイム Q10＞

＜レスベラトール＞

＜グラボノイド＞

＜L－カゼイン＞

＜プラセンタ＞

＜カテキンテアニン＞

※1

カプセル表面にゼラチン、グリセリンを使用（他社が使用しているミツロウと比べると吸収性は高い）

※2

還元型コエンザイム Q10 のみ 2 週間分と 1 ヶ月分をラインナップ

※3

プラセンタのみカプセルが白色なので印字をしていません。

還元型コエンザイム Q10 とは？
コエンザイム Q10 は、私たちの体の中の全ての細胞
に存在し、エネルギーの源となる“補酵素”と呼ばれる
物質です。しかし、20 歳をピークに体内のコエンザイム
Q10 の量が減少するため、エネルギー生産量が減り、食
べ物をエネルギーに変換する機能が衰えていきます。
酸化型コエンザイム Q10 が体の中で還元型コエンザ
イム Q10 に変換されるのに対し、還元型は変換される
必要がなく、そのまま働きかけるのが特徴です。
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1.

還元型コエンザイム Q10
・元気がほしい全ての方に

■商品特長
1）加齢とともに減少するエネルギー源となる「補酵素」を補い、
元気で活動的な毎日を送るための体づくりをサポートします。
2）還元型コエンザイム Q10 とビタミン E を主成分とした体に
うれしいサプリメントです。
■商品概要
1）内容量
・30 日分：13.5ｇ（1 粒内容量：450mg×30 粒）
・14 日分：6.3ｇ （1 粒内容量：450mg×14 粒）
2）主成分（1 粒あたり）
コエンザイム Q10【還元型】･･･105ｍｇ
ビタミン E･･･8ｍｇ（100％）
3）栄養機能表示
ビタミン E は、抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助け
る栄養素です。

2.

レスベラトロール
・若々しく人生を楽しみたい方に

■商品特長
1）赤ワインボトル 12 本分に相当するレスベラトロール※を 2 粒あたり
25mg 配合し、ポリフェノールの摂取をサポートします。
2）還元型コエンザイム Q10 とレスベラトロールを主成分とした
サプリメントです。
■商品概要
1）内容量
・14 日分：14.8ｇ（1 粒内容量：530mg×28 粒）
2）主成分（2 粒あたり）
レスベラトロール･･･25ｍｇ
コエンザイム Q10【還元型】･･･20ｍｇ
※ブトウの果皮などに含まれるポリフェノールの 1 種。
ポリフェノールは老化を遅らせるサーチュイン（長寿）遺伝子を活性化させるといわれています。
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3.

プラセンタミルクセラミド
・いつまでも美しくありたい方に

■商品特長
1）国産豚の胎盤から抽出したプラセンタ※エキスを 2 粒あたり
200mg 配合し、美容をサポートします
2）生乳から抽出したミルクセラミドは外からのバリア機能と潤いを
キープし、乾燥が気になる方にお薦めです。
■商品概要
1）内容量
・14 日分：14.8ｇ（1 粒内容量：530mg×28 粒）
2）主成分（2 粒あたり）
プラセンタエキス･･･200ｍｇ
コエンザイム Q10【還元型】･･･20ｍｇ
セラミド･･･0.5ｍｇ
ビタミンＣ･･･20ｍｇ
※各種アミノ酸やペプチド、ミネラル、ビタミンなど胎児を成長させるために必要な成長因子が
豊富に含まれています。

4.

グラボノイド L-カルニチン
・体型の変化が気になる方に

■商品特長
1）還元型コエンザイム Q10 とグラボノイド※1L-カルニチン※2 を主成分に
毎日の運動・食事による適正体重の維持をサポートします。
■商品概要
1）内容量
・14 日分：6.3ｇ（1 粒内容量：450mg×14 粒）
2）主成分（1 粒あたり）
甘草抽出物･･･200ｍｇ
コエンザイム Q10（還元型）･･･20ｍｇ
L-カルニチン L-酒石酸塩･･･20ｍｇ
※1 グラブラ種と呼ばれる甘草から抽出したポリフェノール
※2 体内で生成されるアミノ酸の一種
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5.

L-カゼイ菌
・毎日スッキリしたい方に

■商品特長
1）植物性乳酸菌「L-カゼイ菌」※を 1 粒に約 50 億個配合し、
乳酸菌が増えることにより、腸内環境を活性化します。
■商品概要
1）内容量
・14 日分：6.3ｇ（1 粒内容量：450mg×14 粒）
2）主成分（1 粒あたり）
L-カゼイ菌･･･50ｍｇ（1000 億個／g）
コエンザイム Q10（還元型）･･･20ｍｇ
※ 腸内に存在する乳酸菌の一種

6.

カテキンテアニン
・ほっとひと息つきたい方に

■商品特長
1）還元型コエンザイム Q10 とカテキン※1、テアニン※2 を主成分とした
リラックスタイムや忙しい時の気分転換に適したサプリメントです。
■商品概要
1）内容量
・14 日分：7.1ｇ（1 粒内容量：510mg×14 粒）
2）主成分（1 粒あたり）
Ｌ－テアニン･･･80ｍｇ
コエンザイム Q10【還元型】･･･20ｍｇ
濃縮カテキン･･･4ｍｇ
※1 緑茶に含まれている旨み成分（アミノ酸）
※2 お茶の特色である渋みをつくるポリフェノールの一種

5

NEWS RELEASE
【製品一覧表】
パッケージ

商品名

主成分

参考価格

14日分
■1粒当たり（1日1粒当たり目安）
2,480円
還元型
還元型コエンザイムQ10
コエンザイムQ10・・・・・・・・・・105mg
30日分
ビタミンE・・・・・・・・・・・・・・・・・・8mg
3,480円

レスベラトロール

■2粒当たり（1日2粒当たり目安）
レスベラトロール・・・・・・・・・・・25mg
還元型
コエンザイムQ10・・・・・・・・・・・20mg

2,480円

プラセンタミルクセラミド

■2粒当たり（1日2粒当たり目安）
無菌豚プラセンタ・・・・・・・・・・200mg
ミルクセラミド・・・・・・・・・・・・・0.5mg
ビタミンC・・・・・・・・・・・・・・・・・20mg
還元型
コエンザイムQ10・・・・・・・・・・・20mg

2,480円

グラボノイド
L-カルニチン

■1粒当たり（1日1粒当たり目安）
グラボノイド・・・・・・・・・・・・・・200mg
L-カルニチン-酒石酸塩・・・・・20mg
還元型
コエンザイムQ10・・・・・・・・・・・20mg

2,480円

L-カゼイ菌

■1粒当たり（1日1粒当たり目安）
L-カゼイ菌・・・・50mg（1000億個/g）
還元型
コエンザイムQ10・・・・・・・・・・・20mg

2,480円

カテキン
テアニン

■1粒当たり（1日1粒当たり目安）
テアニン・・・・・・・・・・・・・・・・・・80mg
濃縮カテキン・・・・・・・・・・・・・・・4mg
還元型
コエンザイムQ10・・・・・・・・・・・20mg

2,480円
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