
報道関係者各位（製品情報） 

                                2013年（平成 25年）3月 13日 

必要な栄養成分がワンパックで手軽に摂れる 

「グッドチョイス®」シリーズ 3品目 

リニューアル新発売 
 

株式会社ファンケル（本社：横浜市中区、代表取締役社長執行役員：成松義文）は 2013年 3月 19日（火）、基本

的な栄養成分をワンパックにしたサプリメント「グッドチョイス®」シリーズ 3品目を通信販売、直営店舗およびドラッ

グストアなどの一般流通でリニューアル新発売いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不足しがちな栄養成分が一度に摂取できる「グッドチョイス®」シリーズは、1996 年から発売しているロングセラ

ー製品です。「グッドチョイス®ベーシック」は、体が本来持っている力を高める基本的な栄養成分をワンパックに

したサプリメントで、「グッドチョイス®Ｍ（ＭＡＮ）」と「グッドチョイス®Ｗ（ＷＯＭＡＮ）」は、「グッドチョイス®ベーシッ

ク」の成分に加えて、男性と女性のための成分を加えたサプリメントです。 

今回のリニューアルでは、現代人に必要な栄養素を考慮して配合成分の見直しを行い、3 品目共通で配合し

ている「グッドチョイス®ベーシック」の成分に、見る健康のサポートや記憶・思考を支えるなどの様々な機能が期

待できる「ＤＨＡ」と、健やかな環境に働きかける「乳酸菌」を新配合。26 種類の栄養成分をお摂りいただけます。

さらに、男性向けの「グッドチョイス®Ｍ（ＭＡＮ）」には、疲れがちな男性の活力に役立つ「ニンニク」を新配合い

たしました。 

また、これまで配合していた成分の一部を統合して一粒にし、これまでと摂取粒数を変えることなく栄養成分

をワンパックにアソートいたしました。持ち運びにも便利で食事で不足しがちな栄養成分をどこでも手軽にバラン

スよく補うことができるサプリメントです。 

 

製品概要 

 

発売日 2013年 3月 19日 （火） 

製品名 グッドチョイス®ベーシック グッドチョイス®Ｍ（ＭＡＮ） グッドチョイス®Ｗ（ＷＯＭＡＮ） 

価格（税込）／容量 1,360円／30袋（1袋 5粒） 2,200円／30袋（1袋 7粒） 2,200円／30袋（1袋 7粒） 

横浜市中区山下町 89-1 〒231-8528 

 
TEL :045-226-1230   
FAX:045-226-1202   

(株)ファンケル 

本社：神奈川県横浜市中区山下町 89-1 

代表取締役社長執行役員：成松 義文             本件に関するお問い合わせ 

設立：1981 年 8 月                        ＩＲ・広報グループ 三澤敬之・油井紀理子：045-226-1230

                                           



製品特長  

ビタミン・ミネラル以外の基本成分「ＤＨＡ」「乳酸菌」を新配合 

従来のビタミン・ミネラルなどの基本的な栄養成分に加え、見る健康のサポートや記憶・思考を支えるなど様々な

働きが期待できる「ＤＨＡ」と、健やかな環境作りに役立つ「乳酸菌」を新配合。さらに、当社独自成分「ツイン 

トース®」を配合したことで、ミネラルの吸収を高めます。現代人に不足しがちな成分を手軽にお摂りいただけること

で、健康的で健やかな毎日を応援いたします。 

 

これまで配合していた成分を統合して一粒にすることで、摂取粒数はそのままに 

 これまで配合していた「カルシウム＆マグネシウム」の粒と「亜鉛」の粒を統合して「カルシウム＆マグネシウム＆亜

鉛」に、「コエンザイムＱ１０＆カロテン」の粒と「ビタミンＥ」の粒を統合して「コエンザイムＱ１０＆カロテン＆ビタミンＥ」

にいたしました。摂取粒数を変えずに、これまでよりも多くの成分をお摂りいただけます。 

 

目的に応じて選べる 3 タイプ。男性向け「グッドチョイス®Ｍ（ＭＡＮ）」には「ニンニク」を新配合 

本製品は、ベーシックタイプ、男性向け、女性向けの 3 タイプがあり、目的や性別に応じて製品をお選びいただ

けます。ビタミン・ミネラルなどの基本的な栄養成分をしっかりとお摂りいただける「ベーシック」、仕事や夜のお供で

疲れやすい男性を応援する栄養素をプラスした「M（ＭＥＮ）」、女性に不足しがちな栄養素と美しさをサポートする

栄養素をプラスした「W（ＷＯＭＡＮ）」をラインアップ。なお、今回のリニューアルで、男性向けの「グッドチョイス®Ｍ

（ＭＡＮ）」には、お客様からご要望の多かった「ニンニク」を無臭加工で新配合。活力ある生活を応援いたします。 

 

 

 

グ
ッ
ド
チ
ョ
イ
ス
ベ
ー
シ
ッ
ク
（３
品
目
の
共
通
成
分
） 

ビタミンB＆C 

 

1粒にビタミンCと8種類のビタミンB

群、ビタミンＰ（ヘスペリジン）、イノ

シトールを配合。摂っておきたい基

本的な水溶性成分を1粒にしまし

た。 
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ウコン 男性にうれしい、話題の「ウコン」を。 

お酒のお供だけでなく、毎日の健康にも働

きかけます。 

1粒に100mgのウコンエキスを配合。 
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積極的に摂りたい脂溶性成分を1

粒に統合。一緒に摂ることで相互

に働きます。ストレスの多い暮らし

には欠かせない成分です。 

ニンニク 多くのご要望にお応えして「ニンニク」を新

配合。活力ある生活を応援します。 

当社の「ニンニク」はニンニクの有効成分が

体内で効率的に生成されるよう、特別に設

計されています。また、気になるにおいを抑

える無臭加工です。 
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ツイントース®配合 

 

ミネラルを1粒に統合。 

当社独自成分「ツイントース®」配合

で吸収をサポート。からだにしっか

り届きます。 
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ＨＴＣ® 

コラーゲン 

当社独自成分「HTC®コラーゲン」は、成分

の吸収・合成に優れたコラーゲンです。サ

プリメントメーカーならではの技術の違いを

ぜひお試しください。 

ＤＨＡ 青魚 に含 ま れ る必 須 脂肪酸

「DHA」を新配合。当社の技術力

で、小さな1粒に171mgもの魚油を

配合することができました。 

鉄 
ツイントース®配合 

女性にうれしい栄養素の「鉄」。 

ミネラルの吸収を高める当社独自成分素材

「ツイントース®」を配合したことで、からだに

しっかり届きます。 

 

乳酸菌 腸に大切な植物性乳酸菌を新配

合。１粒に167億個の植物性乳酸

菌を含み、元気で健やかな環境作

りに働きかけます。 

 

 

 
統合 

2粒→1粒に 

 
統合 

2粒→1粒に 

 
New 

 
New 

 
New 

※グッドチョイスＭ（ＭＥＮ）のみ、

リニューアル前から配合 

※グッドチョイス、ＨＴＣ、ツイントースは(株)ファンケルの登録商標です。 



製品詳細 

 

製品名 グッドチョイス®ベーシック 

発売日 2013年 3月 19日 （火） 

価格（税込） 1,360円 3,570円 

内容量 30袋 （1袋中 5粒） 90袋 （1袋中 5粒） 

販売チャネル 通信販売、直営店舗、一般流通 通信販売、直営店舗 

原材料名 

ＤＨＡ含有精製魚油、食用ホタテ貝殻粉、ＤＦＡⅢ、食用植物油脂、でんぷん、還元麦芽糖、植物性乳酸

菌末、コエンザイムＱ１０、ビタミンＣ、ゼラチン、セルロース、グリセリン、プルラン、ビタミンＥ、ショ糖エステ

ル、酸化マグネシウム、ルテイン・ゼアキサンチン含有マリーゴールド色素、ミツロウ、イノシトール、トマトリ

コピン、パントテン酸カルシウム、ビタミンＢ１、グルコン酸亜鉛、ナイアシンアミド、パーム油カロテン、デュ

ナリエラカロテン、ビタミンＢ２、ビタミンＢ６、ビタミンＰ、カラメル色素、酸化防止剤（ビタミンＥ、カテキン）、シ

ェラック、ビオチン、葉酸、ビタミンＢ１２，ビタミンＤ  

栄養成分表示 

（1袋 1,590mg当たり） 

エネルギー：6.0kcal、たんぱく質：0.18g、脂質：0.38g、糖質：0.42g、食物繊維：0.07g、ナトリウム：0.54mg、 

ベータカロテン：2.3mg、ビタミンＤ：0.42μg、ビタミンＥ：50ｍｇ、ビタミンＢ１：8.3mg、ビタミンＢ２：4mg、 

ナイアシン：5mg、ビタミンＢ6：3.3mg、葉酸：67μg、ビタミンＢ１２：20μg、ビオチン：166.6μg、 

パントテン酸：10mg、ビタミンＣ：333mg、カルシウム：58mg、マグネシウム：29mg、亜鉛：0.7mg 

内容成分表示 

（1袋 1,590mg当たり） 

イノシトール：17mg、ビタミンＰ（ヘスペリジン）：2.8mg、コエンザイムＱ１０：3mg、アルファカロテン：0.43mg、 

ルテイン：3mg、リコピン：0.8mg、ゼアキサンチン：0.1mg、ツイントース：83mg、ＤＨＡ含有精製魚油：171mg 

[ＤＨＡ：67mg、ＥＰＡ：7.8mg]、植物性乳酸菌：167億個 

摂取目安量 1日 1～3袋 

形状 アソートパック 

 

 

製品名 グッドチョイス®Ｍ（ＭＡＮ） 

発売日 2013年 4月 1日 （月） 2013年 3月 19日 （火） 

価格（税込） 590円 2,200円 5,880円 

内容量 7袋 （1袋中 7粒） 30袋 （1袋中 7粒） 90袋 （1袋中 7粒） 

販売チャネル 一般流通 通信販売、直営店舗、一般流通 通信販売、直営店舗 

原材料名 

ＤＨＡ含有精製魚油、ニンニクエキス、食用ホタテ貝殻粉、ウコンエキス末（ウコンエキス、でんぷん分解

物）、ＤＦＡⅢ、食用植物油脂、緑茶、でんぷん、還元麦芽糖、植物性乳酸菌末、ニンニクパウダー、食物

繊維（難消化デキストリン）、食用精製加工油脂、寒天、コエンザイムＱ１０、ビタミンＣ、セルロース、ゼラチ

ン、プルラン、グリセリン、ビタミンＥ、ショ糖エステル、酸化マグネシウム、ルテイン・ゼアキサンチン含有マ

リーゴールド色素、ミツロウ、イノシトール、トマトリコピン、パントテン酸カルシウム、ビタミンＢ１、トウモロコシ

たん白、ビタミンＢ６、グルコン酸亜鉛、ナイアシンアミド、パーム油カロテン、デュナリエラカロテン、ビタミン

Ｂ２、シェラック、ビタミンＰ、カラメル色素、酸化防止剤（ビタミンＥ、カテキン）、ビオチン、葉酸、ビタミンＢ１２、ビ

タミンＤ  

栄養成分表示 

（1袋 2,131mg当たり） 

エネルギー：8.5kcal、たんぱく質：0.24g、脂質：0.41g、糖質：0.76g、食物繊維：0.43g、ナトリウム：1.4mg、 

ベータカロテン：2.3mg、ビタミンＤ：0.42μg、ビタミンＥ：50ｍｇ、ビタミンＢ１：8.8mg、ビタミンＢ２：4mg、ナイア

シン：5mg、ビタミンＢ6：4.8mg、葉酸：67μg、ビタミンＢ１２：20μg、ビオチン：166.6μg、パントテン酸：10mg、

ビタミンＣ：333mg、カルシウム：58mg、マグネシウム：29mg、亜鉛：0.7mg 

内容成分表示 

（1袋 2,131mg当たり） 

イノシトール：17mg、ビタミンＰ（ヘスペリジン）：2.8mg、コエンザイムＱ１０：3mg、アルファカロテン：0.43mg、 

ルテイン：3mg、リコピン：0.8mg、ゼアキサンチン：0.1mg、ツイントース：83mg、ＤＨＡ含有精製魚油：171mg 

[ＤＨＡ：67mg、ＥＰＡ：7.8mg]、植物性乳酸菌：167 億個、ウコンエキス末：100mg（クルクミン：7.5mg）、ニン

ニクエキス：125mg（生ニンニク換算：2.5g） 

摂取目安量 1日 1～3袋 

形状 アソートパック 



 

製品名 グッドチョイス®Ｗ（ＷＯＭＡＮ） 

発売日 2013年 4月 9日 （火） 2013年 3月 19日 （火） 

価格（税込） 590円 2,200円 5,880円 

内容量 7 袋（1袋中 7粒） 30袋 （1袋中 7粒） 90袋 （1袋中 7粒） 

販売チャネル 一般流通 通信販売、直営店舗、一般流通 通信販売、直営店舗 

原材料名 

ＤＦＡⅢ、ＤＨＡ含有精製魚油、食用ホタテ貝殻粉、トリペプチド高含有コラーゲンペプチド、食用植物油

脂、でんぷん、還元麦芽糖、植物性乳酸菌末、コエンザイムＱ１０、脱脂ココアパウダー、ビタミンＣ、セルロ

ース、ゼラチン、グリセリン、プルラン、ビタミンＥ、ショ糖エステル、酸化マグネシウム、ルテイン・ゼアキサン

チン含有マリーゴールド色素、ミツロウ、イノシトール、トマトリコピン、パントテン酸カルシウム、ビタミンＢ１、

グルコン酸亜鉛、ナイアシンアミド、ピロリン酸鉄（原材料の一部に大豆を含む）、パーム油カロテン、デュ

ナリエラカロテン、ビタミンＢ２、シェラック、ビタミンＢ６、ビタミンＰ、カラメル色素、グルコン酸銅、酸化防止剤

（ビタミンＥ、カテキン）、ステアリン酸マグネシウム、ビオチン、葉酸、ビタミンＢ１２，ビタミンＤ  

栄養成分表示 

（1袋 2,102mg当たり） 

エネルギー：8.5kcal、たんぱく質：0.34g、脂質：0.39g、糖質：0.70g、食物繊維：0.41g、ナトリウム：3.7mg、

ベータカロテン：2.3mg、ビタミンＤ：0.42μg、ビタミンＥ：50ｍｇ、ビタミンＢ１：8.3mg、ビタミンＢ２：4mg、ナイア

シン：5mg、ビタミンＢ6：3.7mg、葉酸：117μg、ビタミンＢ１２：21μg、ビオチン：166.6μg、パントテン酸：

10mg、ビタミンＣ：333mg、カルシウム：58mg、鉄：1.5mg、マグネシウム：29mg、銅：0.23ｍｇ、亜鉛：0.7mg 

内容成分表示 

（1袋 2,102mg当たり） 

イノシトール：17mg、ビタミンＰ（ヘスペリジン）：2.8mg、コエンザイムＱ１０：3mg、アルファカロテン：0.43mg、 

ルテイン：3mg、リコピン：0.8mg、ゼアキサンチン：0.1mg、ツイントース：208mg、ＤＨＡ含有精製魚油：

171mg [ＤＨＡ：67mg、ＥＰＡ：7.8mg]、植物性乳酸菌：167 億個、ＨＴＣコラーゲン（トリペプチド高含有コラ

ーゲンペプチド）：150mg 

摂取目安量 1日 1～3袋 

形状 アソートパック 

 

 

 

 

 

 

 

本件に関するお問合せ先 
 

記事ご掲載の際の「読者のお問合せ電話」（クレジット）は、当番号でお願い致します。 

ファンケル サプリメント相談室 ☎ 0120(750)210（料金無料・フリーダイヤル） 

(株)ファンケル 〒231-8528 横浜市中区山下町 89-1 

 

「製品についてのお問い合わせ」は下記へお願い致します。 

社長室 ＩＲ・広報グループ  三澤敬之・油井紀理子 

TEL：045-226-1230 FAX：045-226-1202 

(株)ファンケル 〒231-8528 横浜市中区山下町 89-1 


