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いつも大変お世話になっております。TPCヘルスケア担当の

森井です。 

 

以前からお知らせしていたTPCヘルスケアセミナーが無事

終了いたしました。 

大阪・東京ともに多くのお客さまにお越しいただき本当にあ

りがとうございました。また、ご意見として「機能性表示食品

の展望が大変参考になった」、「データの羅列だけでなく、その

分析や今後の展開の説明があり大変勉強になった」、「効果や手

法、費用など大変わかりやすく参考になった」などのうれしい

ご意見を多数頂戴しました。わたしたちの仕事がお客さまのマ

ーケティング戦略の一助に、指針になるのだと、今更ながら痛

感した日となり、私も感動いたしました。 

 

一方で、残念ながら日程が合わず、お越しいただけなかった

お客さまも多数いらっしゃいました。 

そこで、弊社では11月から「インハウスセミナー」と題し、

お客さまの会社でセミナーを開催いたします！ヘルスケアで

は、好評かつご要望が多い「機能性表示食品の展望」を予定し

ております。まずは、京阪神地区のお客さまのもとに伺います

ので、気軽にご連絡くださいましたら幸いです。 

 

最後に、私事ですが、TPCに入社し長い年月が経ちました。

当初は、長く勤めるつもりもなかったものの、マーケティング

という数学のように明確な答えがなく、自分で答えを見つけ、

お客さまに提案し、それを受け入れてもらえる仕事が自分に合

っているんだと、だからこそ続けていられるのだと思っており

ます。 

ヘルスケアとはいえお客様の課題が商品ごとに違うため領

域は多岐に渡ります。女性、男性、こども、シニア、働く人…

…×悩みの数、商品の数となると、テーマは無数にあると常々

感じています。多方面からの情報収集から、課題にフォーカス

し、提案することが好きですし面白いです。 

これからもお客さまひとりひとりの課題解決に向けたリサ

ーチ提案で信頼を深めたいと強く感じています。 

それでは今月号もどうぞお楽しみください。 

（森） 
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今月の気になる業界ニュース 

龍泉堂は10月4日に植物由来の新素材であるユグニアップ

を発売しました。同素材はインド産のトウゲシバからヒュー

ペルジンAを抽出・精製したもので、脳の認知機能を補助する

機能を有します。 

2 

龍泉堂、認知機能対応の新素材 

全国にドラッグストアを展開するマツモトキヨシホールデ

ィングスは10月13日に、台湾の流通事業大手である台隆工業

と同国におけるドラッグストアの開発・運営のための合弁事

業推進を目的とした基本合意を締結しました。これにより、

「マツモトキヨシ」の店舗数を拡大し、健康食品・化粧品の拡

販を図る方針です。 

マツモトキヨシ、台湾へ進出 

ここ1ヶ月ほどの間に発表があった、ヘルス業界に関するニュースを簡単にご紹介いたします。 （丸） 

キリンホールディングスは独自素材であるプラズマ乳酸菌

を使用した新ブランド「iMUSE（イミューズ）」を立ち上げま

した。同ブランドにより、クリニックや調剤薬局といった医療

機関ルートへの参入を本格化させます。 

キリンHD、乳酸菌新ブランド「iMUSE」 

わかさ生活は、11月11日に2回目となる『レスベラトロー

ル研究会』を開催しました。同会は昨年、レスベラトロールに

関する研究の情報を共有し議論を深め、正しい情報発信の拠

点を目指して発足しました。第1回の好評を受け、今回はアン

チエイジング研究に従事されている先生による講演、レスベ

ラトロール美人グランプリの発表、レスベラトロールに関す

る新商品の発表会を行っています。 

わかさ生活、第2回レスベラトロール研究会 

ユーグレナはグループ会社である八重山殖産が生産するヤ

エヤマクロレラ原料のイスラエル輸出に乗り出しました。同

素材について、八重山殖産は2008年11月にコーシャの認証を

取得しており、ユダヤ教対応の食材として展開してきました。 

ユーグレナG、イスラエルにクロレラ輸出 

龍泉堂が届出を行っていたアフリカマンゴノキ配合サプリ

メントが10月16日に受理されました。同成分を関与成分とし

た機能性表示食品はこれが初で、「肥満気味の方の体脂肪、中

性脂肪を減らすことをサポートし、高めのBMI値の改善に役

立つことが報告されています」という内容で表示されました。 

機能性表示、アフリカマンゴノキが初の受理 

中国に拠点を構える製薬大手の広州医薬集団は、五糧液集

団と提携し、健康酒の新ブランドを共同開発することを発表

しました。五糧液集団が持つ、酒類の製造力と同社の漢方にお

ける知識を組み合わせ、ブランド展開を進めていく考えです。 

広州医薬集団、健康酒の新ブランド 

ファンケルは2013年から、九州大学大学院と「体内時計」

に関する共同研究を進めています。その成果として今回、アミ

ノ酸の1種である「L-セリン」を摂取すると、現代社会におい

て乱れがちな体内時計の光による調整が容易にできることを

確認しました。同研究成果は今後、体内時計の乱れや時差ぼけ

の改善にも期待できるもとしています。 

ファンケル、L-セリンに体内時計の調整強化

機能 

キリン堂は、インアゴーラが展開するショッピングアプリ

「豌豆公主（ワンドウ）」を通じて、中国のユーザー向けに第

3・第2類医薬品を中心に、健康食品や化粧品といった日本商

品の販売を開始したことを発表しました。 

キリン堂、中国ユーザー向けアプリで市販薬

販売 



 

今月の気になる新製品 
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今月発売される新製品の中から、注目の商品をご紹介いたします。 （田） 

ドリンク剤「新グロモントA」は、有効成分するグルクロノ

ラクトンが、肝臓で疲れの素となる体内の老廃物の排出をサ

ポートします。今回の刷新は、今年4月の指定医薬部外品「ビ

タミン含有保健剤」の承認基準改正に伴うもので、パッケージ

に「疲れやすい」「体がだるい」などの対処可能な身体症状を

分かりやすく表記しています。 

ライオン、「新グロモントA」刷新 

「効年」では、トンカットアリ、ジオスゲニン、亜鉛、ビタ

ミンDを配合し、加齢やストレスで減少する男性ホルモンの減

少を抑制・合成を促進します。“男性の更年期の悩み“を活力系

サプリやホルモン補充療法以外からアプローチしていきま

す。 

ファンケル、“男性の更年期”に着目 

「ヒシモア」は、加齢とともに分泌緑の弱まる皮脂腺の働き

を有効成分ガンマ-オリザノールによって活性化し、粉吹きを

伴う皮脂枯れ肌を改善する第2類医薬品です。湿潤剤のセラミ

ド様成分を配合したクリームタイプで、ヘパリン類似物質が

乾燥し荒れた肌を治療し、ジフェンヒドラミンがかゆみを抑

えます。 

小林製薬、皮脂枯れ改善薬 

「メモリーケア」は、中高年以降の物忘れを改善する医薬品

です。物忘れ改善の効果が認められている、生薬のオンジから

抽出したオンジ乾燥エキス散を配合しています。低温の真空

状態でエキスを瞬間的に濃縮する独自製法により、高品質の

まま高濃度に有効成分を抽出しています。 

大正製薬、年齢からくる物忘れ改

善薬 

「コルゲンコーワIB錠TXα」は、解熱鎮痛成分のイブプロフ

ェンを同社の「コルゲン」シリーズ最大の配合量である

600mg（1日）を配合しています。2011年に発売した「コル

ゲンコーワIB錠TX」を刷新したもので、去痰剤のアンブロキ

ソール塩酸塩を新たに配合したセルフメディケーション税制

対象の商品となっています。 

興和、のどの痛みと発熱に着目した

かぜ薬 

「カプシEX」は、辛くないトウガラシ品種から抽出した「カ

プシエイト」を採用し、加齢に伴う基礎代謝向上をサポートし

ます。同社の研究では、カプシエイトの摂取によって褐色脂肪

細胞を活性化することがわかっています。なお、機能性表示食

品へのリニューアルに伴い、これまでの商品「カプシエイト 

ナチュラ」は終売となります。 

味の素、基礎代謝向上サプリを機能

性表示へ 

「美発育」は卵黄ペプチドをはじめ、ヒハツエキス、ビタミ

ンE、亜鉛、プラセンタを配合しています。身体のサイクルに

着目し、体の内側から血行不良や加齢、女性ホルモンの減少な

どの悩みをバックアップする商品として、40代を境に増える

女性のハリ・コシ・艶の悩みに働きかけます。 

協和、ハリ・コシ・艶に働きかける

サプリ 

「デイ＆ナイトビューティーリズム」は、人間が持つ24時

間周期で変動する睡眠や食物の消化、ホルモン分泌といった

体内時間に着目。パッションフラワーエキスを主成分に配合

し、体内時間の乱れから生ずる不調を改善します。 

DHC、体内時計と美容に着目したサ

プリ 



 

 

※ヘルスクレームについては、複数訴求 

している場合、1 つ 1 つカウントしている。 

そのため 、グラフの 構成比 の合計 は

100%以上となっている。 

※成分が複数の場合は 

1 つ 1 つカウントしている。 

※DHA 単体も 

EPA・DHA に含む 

 

今月の「機能性表示食品」の動向 

2017年9・10月に消費者庁から公表された機能性表示食品

の受理製品は74品目で、合計受理品目数は1,155品目となり

ました。 

この2ヶ月間に公表された商品をヘルスクレーム別にみる

と、「整腸作用」が14品目でトップ。以下、「記憶力の維持」

が12品目、「歩行機能の改善」と「ストレス緩和・疲労感の軽

減」が各9品目で続いています。 
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今話題のヘルスケアに関連した情報を、毎月まとめてお届けいたします。 （清） 

2017年 9-10月公表分 
今回注目したい商品は味の素の「カプシEX（C159）」です。

同品では、“基礎代謝の向上をサポートする”ことを謳ってお

り、このような“代謝力”をキーワードに訴求した商品はまだ

数が少ないです。同社は加齢や活動量等の減少により基礎代

謝の低下が気になる人をターゲットに訴求力を高め、11月7

日に発売しています。 

このほか、リフレの「脚きゅっと！（C223）」では“夕方の

脚のむくみを軽減”という機能性を表示しており、新たなヘル

スクレームが登場しています。 

※紙幅の都合上、下表の一部を省略 
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今月の「まとめてみました」 

第6回となる今回のテーマは「記憶ケア」です。内閣府調査

の「平成28年高齢社会白書」によると、認知症患者数につい

ては、2012年の時点で462万人であり、2025年には700万人

規模にまで膨れ上がることが予想されています。 

 

こうした背景から、機能性表示食品制度の導入以降“認知機

能改善”を明確に訴求した商品を上市する企業が相次いでい

ます。同制度では、EPA・DHAが関与成分となり得るため、健

康食品メーカーだけではなく、加工食品メーカーも記憶ケア

市場へ参入を果たすようになりました。 
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このコーナーでは、健康食品関連のアイテムやプロモーション、企業動向などをさまざまな切り口でまとめてご紹介いたします。 （丸） 

記憶ケア 

 

さらにOTC医薬品においても、“物忘れ改善”にフォーカス

した商品が市場に並ぶようになりました。2017年には森下仁

丹やロート製薬、小林製薬、クラシエ薬品、大正製薬などの大

手メーカーが商品の投入を行っています。 

 

シニア層の増加や認知症予防に対する意識の高まりなどに

より、さらなる市場拡大が見込まれる記憶ケア市場。今後、同

市場がどのような変化を遂げるか気になるところです。 

＜記憶ケア商品一例＞ 

商品名 分野 特 徴 

ネイチャーメイド イチョウ葉 

（大塚製薬） 

機能性 

表示食品 

 日本初の“認知機能の機能性表示食品”として訴求。イチョウ葉フラボノイド配

糖体、イチョウ葉テルペンラクトンを関与成分としている。 

サトウ DHA＆EPA 

（佐藤製薬） 

機能性 

表示食品 

 1日目安 2包あたり、DHA を 1,100㎎、EPAを 400㎎配合している。また、

中性脂肪の低下にも訴求したW ヘルスクレーム商品である。 

さかな暮らしダブル 

（マイケア） 

機能性 

表示食品 

 イワシ由来の EPA・DHA を 6 粒あたり 860 ㎎配合した機能性表示食品。クリ

ルオイルも 100㎎配合している。 

イチョウ葉 

（八幡物産） 

機能性 

表示食品 

 イチョウ葉由来のフラボノイド配糖体とテルペンラクトンが記憶力の維持に効果を

発揮する。 

キオグッド 

（森下仁丹・ﾛｰﾄ製薬） 
OTC 

 第 3類医薬品で顆粒タイプの生薬製剤。イトヒメハギ（オンジ）の根を配合し、

中年期以降の物忘れを改善する。 

ワスノン 

（小林製薬） 
OTC 

 第 3類医薬品。オンジから抽出したオンジエキス EX がアセチルコリンの量を増加

させ、記憶機能を改善する。 

 



 

今月のTPC資料のご案内 

弊社では2017年9月末に20～60代男女を対象に消費者調

査、「機能性表示食品の摂取実態とニーズ探索調査」を実施致

しました。まず最初に、10,000人に「機能性表示食品」制度

の認知度を尋ねたところ、（制度名を）知っていると回答した

人は全体の8割弱であり、1年半前の調査に比べて14.9ポイン

ト上昇しました。すなわち、「機能性表示食品」制度の認知が

着実に拡大していることが伺えます。 

本調査（N=1,030）の結果では、今後の摂取意向が高いヘ

ルスクレームとして、①目の健康維持、②体脂肪の低減、③脂

肪・糖の吸収抑制が上位となりました。男女間で差が大きくみ

られたヘルスクレームは「美肌・肌の保湿」のほか、「整腸作

用」であり、女性が男性を上回る結果となりました。また、ク

7 

ヘルス分野の調査レポートをご案内いたします。ご試読・ご購入のご要望も受付中です。 （森） 

機能性表示食品の摂取実態とニーズ探索調査 

ラスター別にみると、“健康情報マニア派”は「整腸作用」「ス

トレス緩和・疲労感の軽減」「美肌・肌の保湿」、“日常生活健

全派”は「体脂肪の低減」「中性脂肪の低減」「コレステロール

値の改善」訴求商品の摂取意向が比較的高いことが分かりま

した。 

当調査データは10月に大阪と東京で行われた「TPCマーケ

ティングフェア」での「機能性表示食品市場の最新動向」セミ

ナーでも活用致しました。11月に発刊しましたレポートでは、

男女別、年代別に加えて、健康意識・ライフスタイルを踏まえ

た7つのクラスター別に分析しておりますので、今後の明確な

ターゲット設定の一助になれば幸いです。ご興味のある方は

お気軽にお問い合わせください。 



 

発刊予定：2017年11月末 

頒価：360,000円（税抜） 
サントリーセサミンのユーザー分析 

消費者調査 

京阪神地区企業様限定！ 

TPCインハウスセミナーのご案内 
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ご予約・お申込み・ご質問等はこちら⇒ 

今後の発刊予定 
今後の発刊予定をご案内します。気になる資料がございましたらお気軽にお問い合わせください！ 

※発刊日は、予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。 

発刊予定：2018年1月 

頒価：87,000円（税抜） 
2018年 健康食品OEM企業の事業戦略調査 

TEL 06-6538-5358 
FAX 06-6538-6531 

http://tpc-cop.co.jp/ H P 

TPCマーケティングリサーチ株式会社 
〒550-0013 
大阪府大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル8F 

発行元 

http://www.tpc-osaka.com/ 
TPC ビブリオテック 

オンラインショップ 

発刊日前日までに市場調査レポートをご購入頂いたお客様には、ご予約特典として 

PDF 版を収録した CD-ROM（通常価格 10,000 円+税）を無料進呈いたします。 

発刊予定：2018年1月 

頒価：87,000円（税抜） 
2018年 注目の自然派健康食品市場 

市場調査 

要予約 

無料 

この度 TPC マーケティングリサーチでは、2017 年 11 月よりインハウスセミナーの受付を開始いたします！ 

本セミナーは、弊社の調査員がお客様先へ伺う、出張形式の無料セミナーとなります。 

新入社員の教育や異業種企業における基礎知識の獲得などに、ぜひご活用いただければ幸いです。 

0120-30-6531 

開催日時 お客様のご要望に応じて開催 

開催場所 お客様のご指定施設にて開催 

人数 5 名以上のグループから受付可能 

形式 
スライドショーを用いた出張セミナー 

※プロジェクターのご用意をお願いいたします 

申込み 

住所・会社名・部署名・役職名・氏名・電話番
号・メールアドレス・参加予定人数、講座名（複
数可）・希望日時（第三希望まで可）を記入のう
え、お電話にてお申込みください。 


