
※ 健康にとって不要な食習慣を整えることを指します。

からだのなかから健やかに、きれいに。

 ミドリムシサプリ
決定版！

余分なも
のを

マイナス
※する

健康維持
へ

話
題
の



ユー子 ミド吉

私たちは、ユー子とミド吉。
健康維持を応援するミドリムシです。

脂っぽいものや
甘いものを

食べるのが大好き

夜遅くの食事や
つきあいの外食で
食生活が乱れがち

なんだか
スッキリしなくて
食事も楽しめない

野菜や
海藻などが
不足気味

食生活は健康のキホンなのに…大丈夫なの？

でも最近、みんなの食生活が気になってるんです…。
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どうやら、食生活の欧米化で
食事のバランスが崩れているみたい。

食品群別摂取量の変化（1人1日当たり）

油脂類魚介類

1961年 2014年

肉類

厚生省「国民栄養の現状」（昭和48年）、厚生労働省「国民健康・栄養調査」（平成26年）をもとに作成

不規則な
食事
スタイル

余分な
ものの
取り過ぎ

食物繊維
などの
不足

そんなときこそ、ミドリムシの出番だ！

ここ50年ほどで、肉や脂っこい料理を食べる機会が増える「食の欧米化」は、格段に進みました。近年は、夜遅くの食事や外食などで食事の

スタイルも不規則になりつつあります。「忙しくてついバランスの悪い食生活になってしまう」「朝のリズムが乱れがち」という声も多く聞こえる

中、新しい食材として話題になっているのが「ミドリムシ」です。

1961年 2014年 1961年 2014年

72.1g 69.4g
6.7g

10.5g

18.9g

89.1g
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ミド吉の ミドリムシ講座

ミドリムシは、ムシと呼ばれていますが昆虫ではありません。ワカメなどと同じ藻の仲間

です。5億年以上前から地球にいる古い生物で、体長は0.05mmほど。植物と動物両方の

性質を持っており、植物のように光合成を行いますが動物のように自ら動くことができます。

植物系・動物系両方の栄養素を備えていながら、植物のように固い細胞壁（セルロース）

に覆われていないため、栄養が消化吸収されやすいミドリムシ。健康づくりにぴったりの

食材としてブームになりました。現在は、バイオ燃料の原料など、食材以外へのさまざまな

可能性も注目されています。

ミドリムシの顕微鏡写真

1

ビタミン類
ミネラル

ミドリムシに含まれる栄養素は
合計59種類

DHA
EPA
アミノ酸

動物
に含まれる

植物
に含まれる

10μm

ミドリムシ（別名：ユーグレナ）は、
ムシじゃないんだ。藻の仲間なんだよ。

植物と動物、両方の性質を持っている
ミドリムシは、栄養の宝庫。
だからブームになったんだね。
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ミド吉の ミドリムシ講座 2

ミドリムシは、無数の穴が開いた特有の成分・パラミロンを含んでいます。パラミロンは、

きのこなどに含まれている「β-グルカン」の一種。食物繊維に似た働きで、からだの

中に溜め込んだ余分なものをマイナス※します。パラミロンは内側から「健やか」

「きれい」になりたい方にお勧めの成分ですが、ミドリムシの中にもパラミロンを

多く含む種類とそうでない種類があります。

※ 健康にとって不要な食習慣を整えることを指します。

へぇ～、私たち
ミドリムシって
すごいのね！

ミドリムシ（イメージ）

パラミロン断面
（イメージ）

注目なのが、ミドリムシ特有の成分

「パラミロン」。
スポンジ状の“穴”が開いていて、

食物繊維に似た働きをするんだ。

からだのクリーンアップ※が期待できるんだよ。
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そんなわけで、世の中は
ミドリムシブーム。

でもこれだけあると、何を選んだらよいか

迷ってしまいませんか？
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それが、ナチュラリープラスの

スーパー・ユーグレナ
パラミロンARX！

ミド吉君、知ってる？

「パラミロン」を特に強化した
ミドリムシサプリがあるの。
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※ 健康にとって不要な食習慣を整えることを指します。

トータルな健康づくりをうたうミドリムシサプリが多い中、

毎日のスッキリ※をサポート
することに特化したサプリなんです。

ナチュ
ラリープ

ラスの

こだわ
りはコ

コ！

59種類の
栄養素を
含有

栄養が
消化吸収
されやすい

スッキリ※

を
サポート

他社のサプリの主な特長

具体的には
何が違うの？

スーパー・ユーグレナ
パラミロンARXの特長

07



ミドリムシ1匹当たりの

パラミロン含有率

「スーパー・ユーグレナ パラミロンARX」はここが違う！

ブームの前から
開発に取り組んで
いるのよ

スーパー・ユーグレナ パラミロンARX
原材料ミドリムシ中のパラミロン含有率

ナチュラリープラスは、ミドリムシがブームになる前の2009年からパラミロンに

注目し、パラミロンを多く含むミドリムシの開発にこだわってきました。そして

2015年、ついにパラミロン含有率45％以上のミドリムシを実現。この含有率は、

業界トップレベルです。

開発を始めた2009年から6年かけて、ここまで数値を伸ばしたんです！

2010年
発売時

2012年

2015年

45%
35%

20%

違い 1

45％  ！以上
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「スーパー・ユーグレナ パラミロンARX」はここが違う！

パラミロンは、白っぽい色をした成分。「スーパー・ユーグレナ パラミ

ロンARX」の原材料となるミドリムシは、パラミロンを多く含むため顕微

鏡で拡大すると緑ではなく白く見えます。それこそが、パラミロン含有率

45％以上の“エリート”なミドリムシの証です。このミドリムシは、そのパラミ

ロン含有率から「ユーグレナグラシリスEX45」と名付けられました。一般的

なミドリムシとの見た目の違いを比べてみてください。

パラミロン量の違い、一目瞭然でしょ？

違い 2

一般的なミドリムシ

カプセルの中は
白に近い色です

この製品に使用されている
「ユーグレナグラシリスEX45」

パラミロン含有率
15％程度

パラミロン含有率
45％以上

白いミドリムシ？
まさか…

この製品のために開発された
“白いミドリムシ”を使用！
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「スーパー・ユーグレナ パラミロンARX」はここが違う！

世界で初めてミドリムシの屋外大量培養に成功した株式会社ユーグレナは、ミドリムシ研究の第一人者。

「スーパー・ユーグレナ パラミロンARX」は、株式会社ナチュラリープラスと株式会社ユーグレナの共同開発で

誕生した製品です。パラミロン含有率45％以上のミドリムシを認定する「ユーグレナグラシリスEX45」マークを

取得しているのは、現在、ナチュラリープラスだけです。

現在「ユーグレナグラシリスEX45」の認定マークが付いているのはこの製品だけよ。

違い 3

株式会社ユーグレナ認定の
「ユーグレナグラシリスEX45」マーク

株式会社ユーグレナ
出雲 充社長

東京大学内のラボでの研究を
ベースに2005年設立、同年
ミドリムシの屋外大量培養に
成功。2014年、東証マザーズから
東証1部に上場市場を変更。

株式会社

株式会社ユーグレナとは
ユー子ちゃんは
僕みたいな普通の
ミドリムシとは
違うんだね…

ミドリムシブームの立役者・
            ユーグレナとの共同開発で誕生！
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※ 健康にとって不要な食習慣を整えることを指します。

他では買えない処方なの。

「スーパー・ユーグレナ パラミロンARX」はここが違う！

違い 4

※イラストはイメージです。

ナチュラリープラス独自の成分 元気をサポート

フローラペプチド キシロオリゴ糖
善玉菌と相性のよい牛乳のたんぱく質をペプチドまで分解・
低分子化し、二重にコーティングしたフローラペプチドを配合
しました。このフローラペプチドはナチュラリープラス独自
の成分です。

オリゴ 糖は、乳酸菌をはじめとする善玉菌と相性のよい
成分。オリゴ糖を取ることは、からだのためにもお勧めです。
その他のオリゴ糖と比べて少量で効果を発揮し元気をサポート
する、キシロオリゴ糖を配合しました。

ミルクペプチド

コーティング1
（たんぱく質）

コーティング2
（油脂）

毎日の
スッキリ※のために

全力よ！

善玉菌と相性のよい
2つの成分も独自に配合！
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品質も厳しくチェックしてるんだって。

株式会社ユーグレナが管理する
石垣島の生産技術研究所で培養

「健康補助食品GMP※」に適合した
国内工場でカプセル充填

ナチュラリープラス指定工場（岐阜県）
※健康補助食品の製造管理および品質管理に関する基準です。この基準に従った作業と
　適切な品質チェックを実施することで、品質の良い製品を製造しています。

遠心分離機

スプレードライヤー 2014年見学会でのスナップ

株式会社ユーグレナ
生産技術研究所
（沖縄県・石垣島）

新石垣空港

石垣島

「スーパー・ユーグレナ パラミロンARX」はここが違う！

「スーパー・ユーグレナ パラミロンARX」の原材料となるミドリムシは、
豊かな太陽とミネラル豊富な水などの環境が整った株式会社ユーグレナの
石垣島の施設で培養されています。

カプセル充填は、岐阜県にあるナチュラリープラスの指定工場で行って
います。「健康補助食品GMP※」に適合した施設で空調や衛生状態を
徹底的に管理し、人の目と機械で品質を何重にもチェックしています。

違い 5

研究所・工場では
会員の方向けの
見学会も

やってるんだよ

充　填 品質チェック ラベリングボトリング1 2 3 4

2014年見学会でのス
ナップ2014年見学会でのス
ナップ

於茂登岳

培養は沖縄・石垣島、

  加工も国内工場で行う安心の国内生産！
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こんな
こだわりがいっぱい！

オリジナル
処方で

他では買えない
「スーパー・ユーグレナ パラミロンARX」は、
ナチュラリープラスだけのオリジナル処方。
店舗では販売しておりません。

味が気になりにくい

カプセル
タイプ

ドリンクタイプに比べ、味が気になりにくい
カプセルタイプ。飲みやすいサイズで、植物
由来の原料を採用しています。

全国どこでも

送料無料
北海道から沖縄まで全国どこでも送料無料で
お届け。便利な定期購入もでき、お電話でも
簡単に注文できるので長く続けられます。

他にも
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※ 健康にとって不要な食習慣を整えることを指します。

ご理解いただけましたか？
「スーパー・ユーグレナ パラミロンARX」のポイント！

ミドリムシ特有の成分「パラミロン」に着目したサプリ

スポンジ状の「パラミロン」で
余分なものをマイナス※し毎日のスッキリ※をサポート

ミドリムシブームの立役者・
株式会社ユーグレナとの共同開発

パラミロン含有率45％以上の白いミドリムシ
「ユーグレナグラシリスEX45」を使用
（株式会社ユーグレナの認定マーク取得）
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※ 健康にとって不要な食習慣を整えることを指します。

さあ、あなたも
スッキリ※を実感してください！

スーパー・ユーグレナ
パラミロンARX
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今すぐのご購入はこちら！

※公衆電話からはご利用いただけませんので、03-6230-3311（ナチュラリープラス コールセンター）までおかけください。電話番号はおかけ間違いのないようお願いします。

ナチュラリープラス
会員の方のご購入は

こちら

各種
お問い合わせは

こちら
受付時間 平日：10時～18時 （土・日・祝日休み）受付時間 平日：9時～18時 （土・日・祝日休み）

テレフォンオーダー コールセンター

0120-934-258 0120-989-329

ナチュラリープラス 会員価格 11,8 80円（税込）

ナチュラリープラス 会員価格　6,480円（税込）
お試しハーフサイズもご用意しております
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Q & A
Q.1 どうやって食べたらいいですか？

健康補助食品として、１日４粒を目安に、水またはお湯と共に召し上がってください。
食品ですのでいつ召し上がっても構いません。

Q.2 賞味期限はどれくらいですか？

賞味期限は製造後未開封で2年間です。

Q.3 保存場所はどこが良いですか？

高温・多湿・直射日光を避け、涼しい所で保存してください。

Q.4 口に含んだ際に感じるのは、何のにおいですか？

ミドリムシ特有の風味です。ミドリムシは「藻」の一種ですので、藻類に似たにおいが
します。

Q.5 妊娠中・授乳中に食べても大丈夫ですか？

「スーパー・ユーグレナ パラミロンARX」は、ユーグレナグラシリスEX45、フローラ
ペプチド（ミルクペプチド）、キシロオリゴ糖が主成分です。これらの成分は妊婦・
授乳婦が食べても問題ありません。

Q.6 誰でも食べられますか？

「スーパー・ユーグレナ パラミロンARX」に含まれている成分に食物アレルギーが
なければ、召し上がっていただけます。お子さまの場合は、カプセルごと飲み込みが
できる年齢であれば問題ありません。召し上がる目安量は成人の方向けですので、
お子さまの場合は体重に応じて半分程度が目安です。

Q.8 この製品にはビタミンKが含まれていますか？
私はワーファリン（経口抗凝固薬）を飲んでいるのですが、
食べても大丈夫でしょうか？

「スーパー・ユーグレナ パラミロンARX」に含まれるビタミンＫは、原材料からの移行量
のみで、添加はしていません。「ユーグレナグラシリスEX45」の分析結果では、4粒
当たり0.92～2.88μｇ（実測値）含まれています。ビタミンＫの含有量は少ないの
ですが、ご心配であれば医師にご相談ください。

Q.9 カプセルはどのような形ですか？

円筒形です。

Q.10 たくさん食べても大丈夫ですか？

多量摂取による過剰症の報告はありませんが、過剰摂取はお勧めしておりません。
1日の目安量を継続して召し上がっていただくことをお勧めします。

水分や湿気により、変化が起こります。ふたをしっかり閉めて保管してください。また、いったん
手に取ったカプセルは容器に戻さないでください。

Q.11 カプセルが茶色がかってきた気がするのですが…。

Q.12 たくさんの栄養素が入っていると聞きましたが、
なぜ表示に記載がないのですか？

原料由来の栄養素であり、成分として添加していないため、表示には記載がありません。

Q.7 臨床試験はしていますか？

外部機関にて実施しています。A A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
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製 品 相 談 室

0120-936-329

食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

健康食品のプロとして
お客さまの疑問を解決いたします。
お気軽にお問い合わせください。

※公衆電話からはご利用いただけませんので、03 - 6 2 3 0 - 3 311
（ナチュラリープラス コールセンター）までおかけください。電話番号は
おかけ間違いのないようお願いします。

受付時間 平日：10時～17時 （土・日・祝日休み）

51.6g（430mg×120粒）

製造日より2年

高温・多湿・直射日光を避け、涼しい所で保存してください。

熱量…5.77kcal　　 たんぱく質…0.47g  　　脂質…0.09g
炭水化物…0.77g　　食塩相当量…0.01g

ユーグレナグラシリス（ユーグレナグラシリスEX45）…590mg
乳ペプチド加工食品（フローラペプチド）…500mg
キシロオリゴ糖…250mg

◎1日4粒を目安に、水またはお湯と共に召し上がってください。
◎体質・体調に合わない場合は、
　ご使用を中止して、弊社製品相談室または医師にご相談ください。
◎本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。
　1日の摂取目安量を守ってください。
◎原材料にアレルギーのある方は召し上がらないでください。
◎お子さまの手の届かない所に置いてください。
◎開封後はふたをしっかりと閉めてください。

ユーグレナグラシリス、乳ペプチド加工食品（乳ペプチド、食用精製加工油脂）、
キシロオリゴ糖、でん粉／ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ゼイン、微粒酸化ケイ素、
ステアリン酸Ca、ベニバナ黄色素、クチナシ青色素

ユーグレナグラシリス加工食品

ミドリムシ中のパラミロン含有率、業界トップクラスの45％以上！からだのなかから「健やか」「きれい」を目指すミドリムシサプリメントです。

ナチュラリープラスは、1999年の創業以来、皆さまから

愛され続けるロングセラーの健康食品をお届けしてきました。

健康食品のプロとして会員の皆さまからの製品に関する

ご相談にお答えするために、ご注文用の番号とは別のフリー

ダイヤルを設置しております。召し上がり方や内容成分に

ついての疑問など、お気軽にお問い合わせください。

名称

内容量

賞味期限

保存方法

原材料名

栄養成分表示
4粒（1.72g）当たり

召し上がり方／
ご注意
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