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新製法「ファンケルマイルドテイスト製法」を採用！ 

栄養価と味にこだわった 

「本搾り青汁」シリーズ 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）

より、青汁製品を全面リニューアルして「本搾り青汁」シリーズ 4品目を新発売いたします。 

当社の青汁は、栄養と味を大きく左右する原料のケールにこだわり、愛媛、長野、鹿児島県の契約農

家で化学農薬を一切使用せずに、ミネラル農法によって栽培された国産ケールを 100％使用。また、カル

シウムなどミネラルの吸収効率を高める当社独自成分「植物性ツイントース®」を配合しています。 

「本搾り青汁」シリーズでは、青汁の飲みやすさを追求した「ファンケルマイルドテイスト製法」を新たに

採用いたしました。栄養価と味の両立を実現した本格派の青汁シリーズです。 

※ツイントースは（株）ファンケルの登録商標です 

製品概要 

 

発売日 2013年 3月 19日 （火） 

製品名 
本搾り青汁 

プレミアム 

本搾り青汁 

ベーシック 

本搾り青汁 

大豆プラス 

本搾り青汁 

プレミアム冷凍 

価格（税込）／容量 4,200円／30本 2,830円／30本 3,590円／30本 3,840円／30袋 

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                              広報グループ 三澤敬之・岩本浩昭：045-226-1230

                                           



栄養価の高い国産ケールを 100％使用 

 青汁の原料には大麦若葉や明日葉など様々な素材がありますが、当社は栄養価の高さとバランスに優れた国

産ケール（愛媛、長野、鹿児島産）のみを使用。ケールはキャベツのように葉が球状に重ならず、葉の一枚一枚

が太陽の光をしっかり浴びることから、他の野菜に比べてビタミン・ミネラル類、抗酸化成分などが多く含まれてい

るといわれています。特に、ケールには吸収性の高いカルシウムや、カルシウムと一緒に摂ることで骨形成を助

けるビタミンＫやマグネシウムが豊富に含まれています。 

 

ミネラル農法により、ケールの栄養価と味を向上 

 ミネラル農法（中嶋農法）とは、ミネラルバランスを整えた健康な土壌で作物を育てる農法で、ケールを栽培す

るすべての畑のミネラルバランスや窒素量など 19 項目を作付け前に分析し、最適な量を施肥します。さらに、生

育に合わせてケールの分析を行い、常に追肥の種類や量をコントロールしています。ミネラル農法で育てられた

ケールは、ミネラルが豊富で、カルシウム量も一般的な農法に比べて 15％もアップします。また、味の面では、苦

みやえぐみを抑えて、甘み・旨味がアップします。 

 

ミネラルの吸収を高める独自成分「植物性ツイントース®」 

 当社独自成分の「植物性ツイントース®」は、洋野菜チコリ由来のオリゴ糖で、ミネラルの吸収を促進し、体内保

留率を向上させる成分です。また、カルシウムやマグネシウムと一緒に摂取することで、骨形成を促進させ、骨を

丈夫にする働きがあります。 

 

飲みやすさを追求した「ファンケルマイルドテイスト製法」を新たに採用 

新製法「ファンケルマイルドテイスト製法」とは、ケールの旨味やコクを残しつつも青臭さを低減する製法で、粉

末タイプと冷凍タイプでもそれぞれ製法を変えています。 

粉末タイプでは、異なる製法で作られた複数の粉末原料を適切な割合で配合することで、野菜の旨味やコク

を残しつつ、青臭さの低減を実現。さらに、粉末の粒度を小さくすることで、粉ぽっさ（ザラつき）も低減いたしまし

た。 

 冷凍タイプでは、栄養価が高く、えぐみや苦みの少ない緑葉部分の比率が高くなるよう調整したことで、青臭さ

や苦みが低減され、飲みやすさと栄養価アップを両立させました。 

 

製品別特長 
 
本搾り青汁 プレミアム 

1 本に 1 日分の緑黄色野菜量※1（ケー

ル生葉 120g）を使用した粉末タイプ

で、野菜の栄養をしっかりと摂りたい方

におすすめです。しっかりとした味わい

の本格派の青汁です。 

本搾り青汁 ベーシック 

1 本に 1 食分の緑黄色野菜量※2（ケ

ール生葉 40g）を使用した粉末タイ

プで、不足しがちな野菜の栄養を手

軽にお摂りいただけます。青汁が初

めての方やお子様にもお飲みいた

だけるさらっとした味わいです。 

本搾り青汁 大豆プラス 

1 本で不足分の緑黄色野菜量※3（ケー

ル生葉 30g）を使用し、有機大豆とオリ

ゴ糖も配合した粉末タイプで、大豆の

まろやかな味わいをお楽しみいただけ

ます。野菜不足の方はもちろん、おな

かの健康が気になる方にもおすすめです。 

本搾り青汁 プレミアム冷凍 

1 袋に 1 日分の緑黄色野菜量※1（ケ

ール生葉 120g）を使用した冷凍タイ

プで、野菜の栄養をしっかりと摂りた

い方におすすめです。搾りたてのケ

ールを急速冷凍していることから、フ

レッシュで飲みごたえのある青汁です。 

※1：緑黄色野菜の目標摂取量は 1日当たり 120ｇ以上（厚生労働省推奨「健康日本 21」より） 

※2：120ｇの 1/3に当たる 40g（厚生労働省推奨「健康日本 21」より）  

※3：120ｇに対して 26.7g不足（「平成 22年国民健康・栄養調査」より） 



製品詳細 

 

製品名 本搾り青汁 プレミアム 

発売日 2013年 3月 19日 （火） 

製品仕様 

10本 30本 90本（30本×3） 

  ×3 

価格（税込） 1,450円 4,200円 11,300円 

販売チャネル 直営店舗 通信販売 通信販売 

原材料名 ケール（国内産）、でんぷん分解物、水溶性食物繊維、ＤＦＡⅢ 

栄養成分表示 

（1本 10g当たり） 

エネルギー：25～44kcal、たんぱく質：0.83～2.1g、脂質：0.11～0.40g、糖質：4.5～7.7g、食物

繊維：0.81～2.0g、ナトリウム：18～44mg、カリウム：161～445mg、カルシウム：91～215mg、マ

グネシウム：17～48mg、鉄：0.19～0.36mg、β-カロテン：555～2029μg、ビタミンＣ：76～

229mg、ビタミンＥ：0.46～1.6mg、ビタミンＫ：98～222μg、葉酸：39～93μg 

内容成分表示 

（1本 10g当たり） 

総クロロフィル：14～44mg、ＳＯＤ様活性：27000～78000単位、ルテイン：0.97～2.7mg、 

ツイントース：500mg 

摂取目安量 １日 １本  

形状 粉末 

 
 

製品名 本搾り青汁 ベーシック 

発売日 2013年 3月 19日 （火） 

製品仕様 

10本 30本 90本（30本×3） 

  ×3 

価格（税込） 995円 2,830円 7,610円 

販売チャネル 直営店舗・一般流通 通信販売 通信販売 

原材料名 ケール（国内産）、水溶性食物繊維、でんぷん分解物、ＤＦＡⅢ 

栄養成分表示 

（1本 4.5g当たり） 

エネルギー：9.6～16kcal、たんぱく質：0.34～0.62g、脂質：0.05～0.17g、糖質：1.5～2.6g、食

物繊維：0.85～1.8g、ナトリウム：4.8～11mg、カリウム：46～141mg、カルシウム：33～78mg、マ

グネシウム：6.5～15mg、鉄：0.08～0.15mg、β-カロテン：153～787μg、ビタミンＣ：17～

53mg、ビタミンＥ：0.20～0.73mg、ビタミンＫ：46～95μg、葉酸：13～30μg 

内容成分表示 

（1本 4.5g当たり） 

総クロロフィル：6.1～13mg、ＳＯＤ様活性：6500～18000単位、ルテイン：0.39～1.1mg、 

ツイントース：500mg 

摂取目安量 １日 １本～3本  

形状 粉末 

 

 

 

 

 



製品名 本搾り青汁 大豆プラス 

発売日 2013年 3月 19日 （火） 

製品仕様 

10本 30本 90本（30本×3） 

  ×3 

価格（税込） 1,260円 3,590円 9,630円 

販売チャネル 直営店舗 通信販売 通信販売 

原材料名 
有機大豆（遺伝子組換えでない）、水溶性食物繊維、ケール（国内産）、 

フラクトオリゴ糖、でんぷん分解物、ＤＦＡⅢ、甘味料（キシリトール） 

栄養成分表示 

（1本 11g当たり） 

エネルギー：29～49kcal、たんぱく質：2.4g、脂質：0.71～1.6g、糖質：2.1～5.6g、食物繊維：

2.7g、ナトリウム：5.4～19mg、カリウム：121～269mg、カルシウム：36～104mg、マグネシウム：16

～30mg、鉄：0.22～0.35mg、β-カロテン：216～1068μg、ビタミンＣ：25～108mg、ビタミンＥ：

0.18～0.67mg、ビタミンＫ：30～84μg、葉酸：21～42μg 

内容成分表示 

（1本 11g当たり） 

総クロロフィル：3.3～19mg、ＳＯＤ様活性：8000～38000単位、ルテイン：0.29～0.80mg、総イソ

フラボン：15mg（大豆イソフラボンアグリコン換算値：9.0mg）、大豆サポニン：13mg、レシチン：

80～124mg、フラクトオリゴ糖：1.0g、ツイントース：500mg 

摂取目安量 １日 １本～3本  

形状 粉末 

 
 

製品名 本搾り青汁 プレミアム冷凍 

発売日 2013年 3月 19日 （火） 

製品仕様 

3袋 7袋 30袋 

   

価格（税込） 395円 900円 3,840円 

販売チャネル 一般流通 直営店舗・一般流通 通信販売 

原材料名 ケール（国内産）、ＤＦＡⅢ、ビタミンＣ 

栄養成分表示 

（1袋 100g当たり） 

エネルギー：11～30kcal、たんぱく質：0.63～1.5g、脂質：0g、糖質：1.5～4.5g、食物繊維：0.10

～0.60g、ナトリウム：24～60mg、カリウム：138～349mg、カルシウム：73～226mg、マグネシウ

ム：19～33mg、鉄：0.20～0.78mg、β-カロテン：935～2378μg、ビタミンＣ：200mg、ビタミンＥ：

0.59～2.1mg、ビタミンＫ：92～209μg、葉酸：38～127μg 

内容成分表示 

（1袋 100g当たり） 

総クロロフィル：16～35mg、ＳＯＤ様活性：49000～110000単位、ルテイン：1.3～3.1mg、 

ツイントース：500mg 

摂取目安量 1日 1袋  

形状 冷凍 

※ＤＦＡⅢはツイントースの学術名（略称）です 

※一般流通の一部店舗では、2013年 3 月 19日より前に発売される場合がございます 
 
 

 

 

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 広報グループ  三澤敬之・岩本浩昭 
TEL：045-226-1230 FAX：045-226-1202 

株式会社ファンケル 〒231-8528 横浜市中区山下町 89-1 


