
機能性食品・ヘルスケア商品
展示商談会
福岡県バイオ産業拠点推進会議では、県内産業のさらなる競争力向上のために、「機能性表示食品」、「健康食品」「、ヘル
スケア商品」の開発企業を支援しています。本展示・商談会では、当　推　進　会　議　が　支援する原料メーカー、健康食品、サプリ
メント、化粧品メーカーが一同に集結し、バイヤー様に自社商品を大々的にPRします。今後も成長が期待される機能性
分野の「素材・食品・化粧品」などに特化したBtoBマッチング展示・商談会です。また、セミナーでは、マーケティング・商品
開発について専門家の方をお迎えし、ご講演頂きます「。ふくおか発」の新たな商材との出会いの場として是非ともご活用下
さい。

ふくおか発

ふくおか発の機能性食品や
健康食品・ヘルスケア商品が
勢ぞろい！（出展予定28社）

ふくおか
「農と商工の自慢の逸品」
展示商談会（出展予定86社）

平成31年1月30日水
会場：ヒルトン福岡シーホーク　参加費：無 料

●展示商談会 12:00～16:30 ／ 1Ｆ アルゴス
プログラム

〈商談時間割〉※各時間帯2社まで商談可能
12：30～13：30 ／ 13：30～14：30 ／ 14：30～15：30 ／ 15：30～16：30

同時
開催 ふくおか「農と商工の自慢の逸品」展示商談会

県内農林漁業者や商工業者の自慢の逸品を一堂に展示

来場者・バイヤー様ご案内

同時
開催

13:05～14:05
「事業戦略・マーケティング戦略を
　見据えた商品開発」
㈱グローバルニュートリショングループ
代表取締役　武田 猛 氏

14:10～15:00
「機能性表示食品における
　マーケティング戦略の重要性」
㈲健康栄養評価センター
代表取締役　柿野 賢一 氏

15:10～15:40
「ブランドと消費者との
　双方コミュニケーション」
emotional tribe 代表
日本カバヤ・オハヨーホールディングス
株式会社 新規事業部 アドバイザー
井上 嘉文 氏

〈出 展 企 業〉
①㈱愛しとーと
②占部大観堂製薬㈱
③㈱ＳＢＳ
④㈱エフ・シーシー堀内
⑤大石化成㈱
⑥㈱オーラテック

セミナー 13：00～15：40 ／ 1Ｆ ナビスC

⑦佳秀工業㈱
⑧㈱彩光コーポレーション
⑨サクラみそ食品㈱
⑩三省製薬㈱
⑪㈱ジェヌインアールアンドディー
⑫㈱常春堂
⑬㈱すこやか工房

⑭㈱種商
⑮㈱ツツミプランニング
⑯十津川㈱
⑰農事組合法人ドリームマッシュ
⑱㈱中村園
⑲ニビシ醤油㈱
⑳㈱日本生物製剤

㉑日本エコシステム㈱

㉒美容薬理㈱
㉓農事組合法人 福栄組合
㉔㈱福岡ミツヤ
㉕プレットサンフーズ㈱
㉖まるは油脂化学㈱
㉗ミラクルグリーン㈱
㉘カリカセラピ㈱



ふくおか発 機能性食品・ヘルスケア商品展示商談会
参加申込書

12：30～13：30  13：30～14：30  14：30～15：30  15：30～16：30

企業・団体名

ＴＥＬ

電子メールアドレス：

ＦＡＸ
連　絡　先

お　名　前

商 談 希 望 時 間 割

※商談時間割の欄に、別紙出展企業一覧から、希望する企業の番号をご記入ください。一つの時間帯に２社まで記入可能。

ヒルトン福岡
シーホーク
（福岡市中央区地行浜2-2-3）

交通機関：
● 福岡市営地下鉄空港線
　 「唐人町駅」下車徒歩19分、
　 またはタクシー、バスで7分

● 天神からバスW1番で15分

● 博多駅からバス306番で30分
　 ヒルトン福岡前下車

会場・アクセス

●上記項目をご記入の上、以下の宛先までメールまたはFAXにてお申し込みください。

お申込み・お問い合わせ 申込締切　平成31年1月16日

福岡県バイオ産業拠点推進会議事務局
㈱久留米リサーチ・パーク バイオ事業部　泊（とまり）・緒方

TEL : 0942-37-6124　FAX : 0942-37-6367　
MAIL : fbv@krp.ktarn.or.jp

所属・
役職

セミナー
参加



（別紙）

番号 分　　　野 企　業　名 原料・素材・商品名 アピールポイント

1 機能性原料・素材・サプリメント ㈱愛しとーと 「記憶力宣言」（機能性表示食品）加齢に伴い低下する記憶力をサポートする

・産・学・官連携により誕生したサプリメント
・健康（認知症等）が気になる方へのサプリメント
・病院や施設等で、リハビリを目的としたサプリメント
・機能性表示食品として、予防医学に貢献できるサプリメント
・JIHFSによるGMP認定工場で製造されたサプリメントなど

2 OEM(受託製造） 占部大観堂製薬㈱
打錠、カプセル、ティーパック、造粒、混合、分包（三方シール、スティック）、

包装全般。有機JAS認証取得工場。
・商品企画、処方設計～製品化まで一貫してサポート

3 機能性原料・素材・OEM受託 ㈱ＳＢＳ サフランエキス末「アフロン®」、OEM受託

・世界一の希少原料サフラン
・スペイン産最高品質のサフランエキス末「アフロン®」
・メンタルサポート（睡眠、気分、認知）で注目のサプリメント原料
・豊富な臨床試験によるエビデンス
・機能性表示食品届出中
・原料としてのご提供およびOEM受託

4 機能性原料・素材 ㈱エフ・シーシー堀内 フコイダン含有抽出物
・骨の衰えを感じる方へ新たな成分としてHORIUCHI フコイダンを提案
・平成29年度、九州大学と共同研究にて実証済
・スポーツ、高齢者、40代以上の女性向け等幅広い分野で提案できる商材

5 機能性原料・素材・OEM受託 大石化成㈱
博多あまおう乳酸菌、あまおうパウダー、とよみつひめパウダー、

とよみつひめ発酵エキス、みつせ鶏コラーゲン、キャビアプラセンタ、
その他、九州産原料多数

・『九州産』原料を世界へ向かって発信

6 化粧品・雑貨 ㈱オーラテック
無添加化粧品　椿なのシリーズ・椿なのリペア（髪用）、モイストローション（肌用）、

フットケアローション（足用）、エチケットローション（ワキ、エチケット用）

・ナノミキシングが可能にした無添加化粧水
・界面活性剤も防腐剤も使わないナノローション
・久留米特産の椿油と厳選された天然成分使用
・べたつかず、サラリとした使い心地

7 機能性原料・素材 佳秀工業㈱
化粧品原料：ブタ由来プラセンタエキスKX-1、KX-3、KX-5α、KX-6、

健康食品原料：バージンプラセンタ純末P100

・高濃度細胞液抽出法で造られた非分解エキス「バージンプラセンタ🄬」を使用した美容健康原料
・100%九州産の豚胎盤を使用
・京都大学ウイルス研究所との共同研究により安全性を実証済
・健康食品GMP認定を受けた自社工場で製造

8 機能性原料・素材・サプリメント ㈱彩光コーポレーション 彩菱茶（菱の実ポリフェノール）、アポラクトプロ（免疫向上サプリメント） ・100%国産菱の実だけで作ったお茶。健康維持の力を補うサプリメント

9 機能性原料・素材・OEM受託 サクラみそ食品㈱ 食べる甘酒（乳酸菌入り）、OEM受託 ・甘酒をいつでもどこでも手軽に摂取できるスティックゼリー状

10 化粧品・雑貨 三省製薬㈱ 「竹幹表皮エキス」を配合した「yameKAGUYA化粧品シリーズ」 ・日本初、竹の美白化粧品

11 機能性素材の原料・サプリメン
ト、機能性化粧品および原料

㈱ジェヌインアールアンド
ディー

天然物由来フリーセラミド（ファイトセラミド、天然ヒト型セラミド）、脂溶性ポリフェノール

・世界初の天然物由来フリーセラミド素材化
・セラミド成分90％以上の高純度品
・経口摂取臨床試験実施
・各種安全性試験実施
・2019年機能性表示食品届出予定
・GMP、有機JAS認定サプリメント工場、商品開発からOEM製造

12 機能性原料・素材・商品 ㈱常春堂 サジージュース「Curilla」、原料（サジー果実オイル、サジー種子オイル）

・【ジュース】200種類以上の栄養素を含み貧血に体感大
・【種子オイル】オメガ3,6,9をバランス良く含有
・【果実オイル】オメガ7（ﾊﾟﾙﾐﾄﾚｲﾝ酸）を高含有
※両オイルは抗酸化、老化防止、高保湿効果で化粧品に実績有

13 素材・商品 ㈱すこやか工房
春夏秋冬の和食に合うようブレンド配合したエキストラバージンオリーブオイル

・春夏秋冬の季節の和食に合わせたブレンド配合
・酸度0.5%以下のエキストラバージンオリーブオイルのみを使用
・収穫後10時間以内搾油
・提携農家のオイルのみ使用
・ニューヨークコンテスト金賞受賞実績有
・ポリフェノール量が多い青い実のみを使用
・国際オリーブオイル委員監修
・オリーブオイルソムリエ監修
・EFSA(欧州食品安全機関)基準量のポリフェノール含有

14 機能性原料・素材・OEM受託 ㈱種商 GABA含有ブレンド雑穀米、冷凍米飯、穀物、豆類、OEM受託
・健康食、美容食を手軽に始められる
・血圧低減のサポートをするＧＡＢＡ入りの雑穀米
・見た目に楽しめるワンハンドサイズの冷凍おにぎり

ふくおか発　機能性食品・ヘルスケア商品展示商談会　出展企業一覧



（別紙）

番号 分　　　野 企　業　名 原料・素材・商品名 アピールポイント

ふくおか発　機能性食品・ヘルスケア商品展示商談会　出展企業一覧

15 OEM受託 ㈱ツツミプランニング
nanoPDSの食品・化粧品への応用、近赤外線防御技術の化粧品への応用、アカシア樹皮

抽出物の食品への応用、毛髪の生育を促す技術の養毛剤への応用

・新規原料開発、化粧品、健康食品、医薬部外品等の製剤開発から製品化、法的手続き、
 エビデンス評価までトータルサポート
・近年、他社にない新規原料を主とした製剤開発に力を入れている

16 健康茶・サプリメント 十津川㈱ 鹿児島県産びわ葉100％で製造した「ねじめびわ茶」 ・現在ポリフェノールの特定や臨床試験など、機能性食品の届出を目指している

17 機能性原料・素材・商品
農事組合法人
ドリームマッシュ

博多すぎたけ（食後血糖値の上昇を抑制）、生鮮きのこ、
加工食品、健康食品原料

・食後血糖値の上昇を抑制（極めて強いα‐グルコシダーゼ阻害活性
・博多すぎたけ使用の加工食品（フリーズドライ味噌汁・だし）

18 素材・商品・OEM受託 ㈱中村園 フレッシュハーブ、ドライハーブ、ハーブブレンドティー、黒麹茶、OEM受託 

・高級茶の産地である八女で茶の栽培技術を活かして高品質なハーブの栽培を実施
・ドライハーブは有効成分を多く残すため自社で低温乾燥を行い、香りと味が良い
・黒麹茶は八女のカテキンの多く含まれた夏の茶葉を焼酎の製造で使用される黒麹で発酵することで新規の機能性ポリフェノー
ルとして注目されている黒茶ポリフェノールが多く含まれた健康茶
・これら商品の製造を活かした乾燥、ブレンティー、ティーパックのOEMも受託

19 素材・商品 ニビシ醤油㈱ みそのコクそのままに塩分を70％カットした「超減塩みそ」

・これまでにない減塩度「70％塩分カット」のみそ（国内初の塩分70％カット）
・塩分を気にせず手軽にお味噌で「発酵生活」　
・減塩みそ汁として、調味みそとして、料理のコクだしとして、菓子用調味料として応用可能
・健康や美容が気になる方へ今ブームの「発酵食」である「みそ」をご提案
・販売用製品卸、業務用原料卸可能

20 化粧品・健康食品原料 ㈱日本生物製剤 各種100%プラセンタ純末（化粧品・健康食品に利用可能）、医薬部外品原料

・当社製品に認められる主な効能は、肝臓機能改善、更年期症状改善、男性機能改善、アンチエイジング、サルコペニア(老齢に
よる虚弱）、疲労感軽減、関節痛軽減、抗肥満、美白・美肌・シワ改善、発毛促進、抗酸化、抗糖化、高血圧抑制 。その他にも植
物原料として様々な生理活性機能が認められている素材を取り扱う。取り扱っている植物原料は「金銀花」「九節草」「桔梗」の3種
類
・エビデンスデータも細胞試験レベルからヒト臨床試験まで豊富

21 素材・商品 日本エコシステム㈱ エミューオイル
・抗炎症効果に優れ、オレイン酸・リノール酸・リノレン酸の成分割合が人間の皮脂成分と類似していることから人肌への浸透力
が高く、保湿効果にも優れている
・また、動物性油脂特有の臭みも大幅に改善しており、限りなく無臭に近い

22 機能性原料・化粧品・食品 美容薬理㈱ 赤紫蘇ふりかけ、赤紫蘇化粧品シズージュ

・農商工連携を認定された芦屋町の特産品赤紫蘇を化粧品に活用
・現在大学の研究機関と共同研究に入り赤紫蘇の機能性を探る研究を進めている
・無農薬の赤紫蘇を農家さんに栽培を依頼し、その赤紫蘇を自社のプラントでエキスにし化粧品を独自開発
・化粧品原料として世界初開発
・赤紫蘇化粧品第四弾の濃厚エキスを使用し石油由来成分と水も配合していない化粧水などを開発。新ブランドシズージュをご
紹介

23 機能性原料・素材 農事組合法人　福栄組合 はかた地どりの精肉、加工品 ・イノシン酸が4割多く含まれた地鶏

24 機能性原料・素材・商品 ㈱福岡ミツヤ
７daysアーモンド、７daysミックスナッツ、気づけば元気、うまか豆、

殻付ピーンナッツ

・7daysアーモンド「1日分を個包装にし、7日分をパック。栄養機能食品（ビタミンE）食塩、植物油不使用
・美容、健康が気になる方へ、天然のサプリメント
・「7daysミックスナッツ」1日分を個包装にし、7日分をパック。アーモンド、カシューナッツ、クルミの3種ミックス。食塩、植物油不使
用。美容、健康が気になる方へ、天然のサプリメント
・「気づけば元気」アーモンド、クルミ、ヒマワリの種、小魚、かぼちゃの種、大豆がバランスよくミックス。鉄分、食物繊維も豊富に
含まれており、ビタミンEたっぷり
・「うまか豆、殻付ピーンナッツ」テレビで話題の、ポリフェノールが含まれている渋皮付きのピーナッツ

25 機能性原料・素材・商品 プレットサンフーズ㈱ 梅の花乳酸菌

・国内初で、梅の花より乳酸菌の採取に成功したフェカリス菌を使用
・免疫賦活や抗アレルギーで、他由来のフェカリス菌より高い活性が証明
・健康イメージが良く、機能性が高く、少量配合でより多くの乳酸菌が摂取出来る
・死菌でほぼ無味無臭の為、多種の食品へ添加可能で、製品に変質変性の影響を与えない

26 化粧品・雑貨 まるは油脂化学㈱ 無添加せっけん（固形、粉、液体）受注 ・合成成分を使用しない無添加石鹸の製造販売・受託製造

27 素材・商品・OEM受託 ミラクルグリーン㈱ モリンガ加工品・モリンガオイル

・九州産モリンガ
・自社農園等で無農薬・有機肥料によって栽培
・高濃度・広範囲で90種類以上の栄養価をバランスよく含むといわれるモリンガ
・種、苗、生葉、加工品として販売
・独自加工により、美味しいモリンガ粉末に仕上げた原料を使ったオリジナル商品

28 機能性原料・素材・商品 カリカセラピ㈱
青パパイア発酵物商品

　青パパイア発酵食品カリカセラピ、植物性カリカ石鹸、カリカ浴（入浴用）、カリカあめ

・野生の青パパイアを独自技術により発酵熟成させた青パパイア発酵食品を製造、販売
・青パパイア発酵物を配合した、化粧石鹸、入浴用商品、あめに配合した製品も開発。原料卸も可能。
・機能性評価のための研究（試験管、細胞、動物、ヒト、各レベルでの試験）を行い、１３報の学術論文や国内外の学会で発表
・天然由来の世界初成分を単離


