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2022 年 4月 27 日

本わさび由来の機能性成分6-MSITC
（ヘキサラファン）
を配合

金印のサプリメントシリーズが機能性表示食品として
フルリニューアル
加工わさびメーカー金印株式会社（本社：愛知県名古屋市、社長：小林桂子）は、本わさび由来の機能性成分

6-MSITC（ヘキサラファン）
を配合したサプリメントシリーズについて、2004 年の発売以来 18 年ぶりに機能性表示
食品としてフルリニューアルしました。2022 年 4 月より順次切り替えを行っています。

[ 販売サイト]： https://shop.kinjirushi.co.jp/

開発背景
日本最古の薬草辞典「本草和名（ほんぞうわみょう）」
に、
「 山葵」の記載が
あるなど、本わさびに高い健康効果があることは古くから知られていまし
た。当社は経営理念の中で「人類の健康づくりに貢献する」
という一文を
掲げ、加工わさびの製造・販売と並行して、本わさびの機能性に関する研
究を20 年以上にわたり続けてきました。本わさびの機能性については、抗
酸化作用をはじめ、脂肪燃焼作用、抗炎症作用、脂肪燃焼作用など具体
的な機能性が次々と明らかとなっており、本わさびは日本を代表する香辛
料であると同時に、次世代の健康食品素材として、いま世界中で研究が
行われています。

日本最古の薬草辞典「本草和名（ほんぞうわみょう）」

しかし本わさびは、流通量が限られており、希少かつ高価であるため、消
費者の方々が手にする機会は限られています。一般市場に多く出回る常
温タイプのチューブわさびは、本わさびの根茎部分をほとんど含んでいな
いため、本わさび本来の健康効果を体感することは叶いません。
「 本わさ
びの機能性をもっと皆様の日常に取り入れていただきたい」
「 本わさびを
皆様の健康増進にお役立ていただきたい」
という想いから開発された製
品が金印のサプリメントシリーズ
（ 2004年）です。

2004 年のシリーズ発売後も様々な研究を積み重ね、近年では脳機能

を抽出し、
本わさび根茎より6-MSITC（ヘキサラファン）
機能性素材原料「ワサビスルフィニル®」
を精製

の向上など新しい機能性も証明されています。超高齢化社会の到来など
の影響で、人々の健康意識がますます高まりを見せる中、機能性表示食
品という新たな制度も生まれています。
こうした状況を受け、金印のサプリ
メントシリーズは、最新の知見に基づき新しい成分を取り入れ、機能性表
示食品としてリニューアルしました。機能性表示食品となったことで、商品
の効果・効能をよりわかりやすく表現できるようになり、
これまで以上に消
費者の皆様の日常生活に取り入れやすい商品に生まれ変わっています。
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リニューアルのポイント
機能性表示食品に変更
従来のサプリメントでは、
その健康効果について明確に表現することができませんでした。今回、機能性表示食品となったことで、各
商品の効果効能をより具体的に表現できるようになりました。

最新の研究実績などに基づき、配合成分を見直し
植物性乳酸菌 K-1（L.casei327）の働きで「お通じを改善する」
「お肌の潤いを維持する」
ダブルヘルスクレーム商品です。他にも低
分子ヒアルロン酸や植物性セラミドなどお肌にうれしい7つの成分を配合しており、1日1本飲む習慣をつけることでゆらがないお肌
へ導きます。

形状・梱包を変更
ソフトカプセルからタブレットに形状を変更しました。形状が小さくなり、かつ1日の摂取粒数が減
ることで、
より飲みやすくなりました。
また、包装にはプラスチック使用量の少ないアルミ袋を採用
しています。

商品概要
商品名
ヘルスクレーム
機能性関与成分
届出番号
届出表示

わさび＆オリーブ
運動習慣のない中高年の方の認知機能の一部である判断力
（情報を正確に処理する能力）
や注意力を向上させる
６-MSITC

本わさび由来 6-メチルスルフィニルヘキシルイソチオシアネート
（6-MSITC）1.6mg/日

G382
6-MSITC
「本品には本わさび由来6-メチルスルフィニルヘキシルイソチオシアネート
（6-MSITC）
が含まれます。
は、運動習慣のない中高年の方の認知機能の一部である判断力（情報を正確に処理する能力）
や注意力を向上
させる機能があることが報告されています。」

商品特徴

を摂取することで、活性酸素などに起因する細胞ダメージが抑制され、認知機能の
「ヘキサラファン
（6-MSITC）」
向上をはじめとする本わさびに秘められた様々な健康効果が期待できます。
また、
オリーブ葉エキス末やヒト由来
ビフィズス菌末を配合し、
アンチエイジングや腸内環境改善などの健康効果が期待できます。

販売価格

10,080 円 (税込)

内容量

1袋60粒(1日2粒目安、30日分)

原材料表示

エリスリトール、
ビフィズス菌乾燥原末(澱粉、
乳タンパク加水分解物(フランス製造)、本わさびエキス末(本わさび)、
ビフィズス菌乾燥原末)(乳成分を含む)、寒天、
オリーブ葉抽出物、
デキストリン／シクロデキストリン、
ソルビトール、
ステアリン酸カルシウム、微粒二酸化ケイ素、
セラック
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商品名

わさび＆N-アセチルグルコサミン

ヘルスクレーム

肌が乾燥しがちな方の肌のうるおいに役立つ
ひざ関節の悩みを改善する

機能性関与成分
届出番号
届出表示

NAG
N-アセチルグルコサミン
（NAG）500mg/日

G145
「本品にはN-アセチルグルコサミンが含まれます。N-アセチルグルコサミンは、肌が乾燥しがちな方の肌のうるお
いに役立つことが報告されています。
また、歩行や階段の上り下りにおけるひざ関節の悩みを改善することが報告
されています。」

商品特徴

「肌のうるおいを保つ」
と
「膝の痛みを改善する」
のダブルの機能性を持つ商品に生まれ変わり
従来の2商品を統合し、

6-MSITC
N-アセチ
（ヘキサラファン）
の抗酸化作用で活性酸素による全身の細胞ダメージを抑制します。
また、
ました。
ルグルコサミンやコラーゲン、
ビタミン類、
サメ軟骨抽出物などの成分が健康で若々しい身体づくりをサポートします。
販売価格

3,570 円 (税込)

内容量

1袋90粒入（1日3粒目安、30日分）

原材料表示

N-アセチルグルコサミン
（えび・かにを含む）
（国内製造）
、
寒天、
フィッシュコラーゲン
（ゼラチンを含む）
、
還元麦芽糖水飴、
デキ
ストリン、
本わさびエキス末
（本わさび）
、
サメ軟骨抽出物／ビタミンC、
セルロース、
安定剤(プルラン)、
シクロデキストリン、
ステア
ビタミンB6、
ビタミンB2
リン酸カルシウム、
カルボキシメチルセルロースカルシウム、
微粒二酸化ケイ素、
ビタミンB1、

商品名

わさび＆ティリロサイド

ヘルスクレーム

BMIが高めの方の体脂肪を減らす

機能性関与成分

ティリロサイド

ローズヒップ由来ティリロサイド 0.1mg/日

届出番号

G569

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ます。
ローズヒップ由来ティリロサイドにはBMIが高めの方の体

商品特徴

ローズヒップ由来ティリロサイドを主成分とし、従来品「しょうが・にんにく」
を脂肪燃焼系のサプリメントとしてフルモ

脂肪を減らす機能があることが報告されています。

デルチェンジしました。同じく脂肪燃焼効果が期待できるワサスリム®やしょうがエキス末、余分な脂肪の吸収を妨
げる食物繊維などを配合し、
ダイエット効果を高めています
販売価格

2,100 円 (税込)

内容量

1袋60粒(1日2粒目安、30日分)

原材料表示

還元麦芽糖水飴
（国内製造）
、
ショウガエキス末、
ローズヒップエキス末、
食物繊維、
本わさび葉エキス末
（本わさび）
、
本わさびエキス末
（本わさび）
／セルロース、
シクロデキストリン、
ステアリン酸カルシウム、
微粒二酸化ケイ素、
デンプ
ングリコール酸ナトリウム
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会社概要
わさびやしょうがなど各種調味料の製造・販売をする創業 93年の加工わさびメーカー。昭和初期の粉わさびが市場に出回りはじめ
て間もない頃より、加工わさびに注目し研究開発に取り組み、今ではお馴染みとなった小袋タイプの添付用わさびや、生すりタイプ
のわさびなど、業界初となる商品を数多く生み出してきました。
また、本わさびの健康機能性に優れた食材であることに着目し、20
年以上にわたり本わさびの機能性や成分に関する研究開発に取り組み、健康食品や化粧品、素材原料の開発・販売を行っていま
す。近年では、
わさびで培った栽培・加工技術を生かし、
ブルーローズなどの新規事業を展開しています。

会社名

金印株式会社

所在地

〒460-0008
名古屋市中区栄3-18-1
ナディアパークビジネスセンタービル23F

加工わさび商品

サプリメント

ブルーローズ

〈製品に関するお問い合わせ〉

URL

https://www.kinjirushi.co.jp/

〈報道に関するお問い合わせ・取材お申し込み先〉

金印の通信販売

金印株式会社 総務人事部 井村（広報担当）

Tel 0120-39-1234

Tel 052-242-0008

お問い合わせフォーム https://shop.kinjirushi.co.jp/contact/

Email akihiro-imura@kinjirushi.co.jp
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