
 

     

 

 

 

 

 

 株式会社ユーグレナ（本社︓東京都港区、社⻑︓出雲充）は、新型コロナウイルス感染症拡大により
「新しい⽣活様式」が定着し、変化する⾷や健康への意識を受けて「細胞から元気なカラダへ」をコン
セプトとするユーグレナ⾷品ブランド『からだにユーグレナ』を毎日の New normal な⽣活習慣を提案
するブランドとしてパワーアップさせました。 

『からだにユーグレナ』は、石垣島ユーグレナの豊富な栄養素を細胞に届け、毎日のカラダをつく
り、はたらき、カラダの健康をまもります。この石垣島ユーグレナの配合量を従来品比の 2 倍 10 億個
（約 1000mg※1）に増量し、「まもる」だけにとどまらない持続的な健康を考え、日々の健康維持をより
サポートします。 

同時に、当社の研究開発の知⾒と技術を結集し、お⼦さまにも飲みやすい味と量にこだわって開発し
た『からだにユーグレナ フルーツグリーンオレ』を新発売。家族で毎日、石垣島ユーグレナを味わう
New normal な健康習慣を提案します。『からだにユーグレナ』を、日常的にご購入いただけるよう、全
国のスーパーやドラッグストア等で 9 月 18 日（⾦）以降随時、公式通販サイト「ユーグレナ・オンラ
イン」（https://online.euglena.jp）で 10 月 1 日（木）より販売を開始します。 

※1 からだにユーグレナ plus＋グリーンカプセルのみ約 1500mg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020 年 9 月 17 日 

 株式会社ユーグレナ 

新商品を加え『からだにユーグレナ』がパワーアップ！ 
ユーグレナ社が提案する毎日の New normal な健康習慣 
石垣島ユーグレナ 2 倍に増量で、もっと「細胞から元気なカラダへ」 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『からだにユーグレナ』が着目した健康の負のサイクル。今だからこそ⼤切にしたいカラダの根本ケア 

 当社は、現代人の多くがかかえる 3 つの健康不安、「栄養不⾜」「⼼⾝の疲労（⾃律神経の乱れ）」「免
疫⼒低下」の相互関係から、健康の基盤を妨げる複合的要因に着目しました。健康の基盤を妨げる要因
に左右されずに、からだが本来持つ“つくる・はたらく・まもる”のサイクルを保つことで、健やかな状
態を保ち、⼀時的ではなく、持続的な健康を叶えることが大切と考えて『からだにユーグレナ』をつく
りました。 

 2020 年春以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、私たちの⽣活様式は大きく変化しまし
た。外出⾃粛の影響から家庭内で過ごす時間が増え、家庭環境やワークスタイルなど環境の変化などによ
るストレスに加え、毎日の軽い運動にも制限がかかっています。健康管理がより⼀層求められる状況にな
り、これまで以上に私たちの健康に対する意識が向上しただけでなく、健康に関する不安が増えていま
す。当社の調査※2 でも、健康上で気になっていることの上位は「ストレス」「疲れる」「疲れが取れにく
い」が 40%近くを占めていました。これらの背景の⼀つとしては、加齢や運動不⾜による体⼒不⾜とい
ったような原因が考えられますが、当社は、毎日の何気ない⾷⽣活の乱れから派⽣する、健康の基盤を妨
げる複合的な要因が隠れていることに着目しました。 

※2 2020 年８月実施インターネット調査（全国 20〜60 代の男⼥ｎ312） 

 

 毎日の⾷⽣活と、現代人の多くがかかえる健康不安は、⼀⾒無関係のようにみえますが、実は相互に
関係が深く、 

「食生活の乱れによる栄養不⾜から代謝エネルギーが不⾜」 

→「代謝エネルギー不⾜により疲労がたまる」 

→「ストレスや睡眠不⾜などで疲労が慢性化」 

→「疲労による免疫⼒の低下」 

→「免疫⼒低下が起こす諸症状が栄養不⾜を助⻑する」 
という負のサイクルにつながります。 

今日から 10 年後の未来までの持続的な健康を目指すためには、この負のサイクルを断ち切り、バラン
スの良い⾷事や睡眠時間の確保、適度な運動やリラックスする時間をつくることなどが重要です。 

 

負のサイクルのイメージ 

『からだにユーグレナ』 フルーツグリーンオレ 
 



   

 “からだを根本から目覚めさせる”石垣島ユーグレナ  

ユーグレナは藻の仲間です。石垣島ユーグレナは、石垣島の豊かな⾃然の中で育ちました。 

人間が必要とする豊富な栄養素（ビタミン類、ミネラル、アミノ酸、および DHA やオレイン酸などの
不飽和脂肪酸や特有成分パラミロン※4 など計 59 種類）を備えており、数々の研究成果が報告されてい
るなど、さまざまな可能性に満ちたスーパーフードです。細胞壁を持たないため、消化吸収しやすい特
⻑があります。また、世界で初めて、持続可能で環境に配慮した方法で調達された水産物を対象とする
国際認証である ASC-MSC 海藻（藻類）認証を取得しています。 
※4 微細藻類ユーグレナ特有の成分であり、グルコース分⼦が β-1,3-結合により直鎖状に重合した多糖体。 

 

『からだにユーグレナ』は 「つくる」「まもる」「はたらく」、そのすべてに根本からアプローチ 

『からだにユーグレナ』は、今日の健康と、10 年後のカラダのことも考えたブランドです。 

コンセプトは、“細胞から元気なカラダへ”。 

人間は、37 兆個もの細胞の集合体で、日々1 兆個もの細胞が⽣まれ変わっていると言われています。手
軽に石垣島ユーグレナの豊富な栄養素を細胞に届け、毎日のカラダをつくってはたらき、そしてカラダ
をまもります。この“つくる・はたらく・まもる”の「からだにユーグレナサイクル」で、日常から体調
管理を⼼がけるあらゆる人々の健康を⾷品・飲料で⽀えます。 

 

 

 

 

 

 

 

このたび、『からだにユーグレナ』を、お客さまの健康に対する意識の向上にお応えし、より石垣島ユー
グレナの恵みを感じていただけるよう、配合している石垣島ユーグレナの含有量を全品従来品比で 2

倍、約 10 億個（約 1000mg）に増量するなど、4 つのことにこだわって開発しました。 

 

『からだにユーグレナ』4 つのこだわり 

●つづけたくなる味で未来の健康 

59 種類の豊富な栄養素を持つ石垣島ユーグレナを、そのまま凝縮 

して飲みやすくしました。 

●カラダのことを考えたこだわり設計 

ラインナップ全て、⾷育経験豊富な管理栄養⼠監修のもと石垣島 

ユーグレナ 10 億個以上/1 日・本に設計しました。 

●こだわりの自然原材料 

ユーグレナは石垣島でたっぷり光合成をさせてから収穫、無農薬です。 

そのほかの原料も「家族や大切なひとに飲ませたい」という思いに応える⾃然・安⼼・安全な材料を使
用しています。 

●持続可能性 

毎日飲んでいただくためには環境に配慮されていることも重要です。地球に配慮している原材料を使用
し、飲料の容器には再⽣可能な紙やバイオマスインキ・プラを可能な限り採用しています。 

 

石垣島ユーグレナに含まれる栄養素 



   

当社は、『からだにユーグレナ』を通じ、持続的な健康を叶える新しい⽣活習慣を提案し、あらゆる
方々の、今日から未来のより⼀層の健康を目指していきます。 

 

『からだにユーグレナ』商品一覧 

商品名・容量・価格 特⻑・販売場所・原材料など 

からだにユーグレナ  

フルーツグリーンオレ 

 

内容量︓125ｍｌ 

価 格︓138 円（税抜） 

 

 

 

石垣島ユーグレナをぎゅっと濃縮 

毎日飲みたくなる、自然な甘さのフルーツオレ味 

【特⻑】 

石垣島ユーグレナ 10 億個（1,000ｍｇ）をまるごと濃縮処方。 

家族みんなの毎日に。未来の健康に。 

つくる・はたらく・まもるの「からだにユーグレナサイクル」
で細胞から元気なカラダへ。 

・お⼦さまでも飲みやすい味 

・保存料・合成着⾊料・人⼯⽢味料不使用、カフェインフリー 

・飲んだ後はリサイクルができる紙パックを使用。 

販売場所︓全国のスーパーやドラッグストアおよび公式通販サ 
イト「ユーグレナ・オンライン」及び Amazon や楽
天などの EC モール等へ順次展開予定 

名  称︓10％混合果汁入り飲料 

原 材 料︓果実（りんご（国産）、パインアップル、バナナ、
レモン）、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、クリーミ
ングパウダー、脱脂粉乳、ユーグレナグラシ
リス粉末、有機大⻨若葉粉末／安定剤（増粘
多糖類:大⾖由来）、酸味料、⾹料、V.C、クチ
ナシ⾊素 

からだにユーグレナ  

ソイスムージー ⾖乳フルーツ MIX 

 

内 容 量︓195g 

価  格︓240 円（税抜） 

 

石垣島ユーグレナと豆乳スムージー 

フルーツ入りで、まろやかな味わい 

【特⻑】 

石垣島ユーグレナ（10 億個・1000ｍｇ）と相性の良い国産大
⾖ 100％のイソフラボンを 10ｍｇプラス。たんぱく質と⾷物繊
維をより豊富に摂取できます。美容にも、カラダづくりにも。 

おいしく体調管理、カラダメンテナンス。 

・保存料、合成着⾊料、人⼯⽢味料不使用、カフェインフリー 

・飲んだ後は紙パックと同様にリサイクルができる環境対応型
パッケージのカートカンを使用。 

販売場所︓全国のスーパーやドラッグストア及び公式通販サイ 

ト「ユーグレナ・オンライン」及び Amazon や楽天
などの EC モール等へ順次展開予定 

 



   

名  称︓54％混合果汁入り飲料 

原 材 料︓果実（りんご、キウイフルーツ、レモン）、⾖乳、 

野菜（かぼちゃ、ほうれん草）、果糖ぶどう糖液 

糖、はちみつ、ユーグレナグラシリス粉末、大⾖胚 

芽抽出物 / 安定剤(増粘多糖類）、⾹料、ベニバナ⾊ 

素、酸味料、クチナシ⾊素 

からだにユーグレナ 
グリーンスムージー 乳酸菌入り 
 

内 容 量︓195g 

価  格︓240 円（税抜） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石垣島ユーグレナと乳酸菌をグリーンスムージーに 

さわやかですっきりした味わい 

【特⻑】 

石垣島ユーグレナ（10 億個・1000ｍｇ）に豊富なビタミンと
⾷物繊維を含むフルーツと野菜をブレンド。さらにヨーグルト
10 個分のまもる乳酸菌※をさらにプラス。カラダを強く、まも
る毎日へ。すっきりした味わいで、体調もすっきり。 

※ ヨーグルト１個（100ℊ）に 100 億個の乳酸菌が含まれていたとした場合、10

個分は 1,000 億個。乳酸菌 EF-2001 を使用 

・保存料、合成着⾊料、人⼯⽢味料不使用、カフェインフリー 

・飲んだ後は紙パックと同様にリサイクルができる環境対応型
パッケージのカートカンを使用。 

販売場所︓全国のスーパーやドラッグストア及び公式通販サイ
ト「ユーグレナ・オンライン」及び Amazon や楽天
などの EC モール等へ順次展開予定 

名  称︓93%混合果汁入り飲料 

原 材 料︓果実（りんご、キウイフルーツ、レモン）、野菜
（かぼちゃ、ほうれん草、セロリ）、ユーグレナグラ  
シリス粉末、⾷物繊維、大⻨若葉粉末、乳酸菌（殺
菌） / ⾹料、クチナシ⾊素、安定剤（増粘多糖
類） 

からだにユーグレナ 

グリーンパウダー 

内 容 量︓20 本入り 74g（3.7ｇ/1

本）、30 本入り 111ｇ（3.7ｇ/１
本） 

価  格︓20 本入り 2,800 円（税
抜）、30 本入り 4,200 円（税抜） 

 

 

⽔でも料理でも、アレンジ自由なパウダータイプ 

ほのかに甘く、苦みをおさえたお茶のような風味 

【特⻑】 

石垣島ユーグレナ（10 億個・1000ｍｇ）にビタミンと⾷物繊
維が豊富で、ポリフェノールを含み、⽣命⼒溢れる植物である
有機栽培の大⻨若葉と明日葉をブレンド。いつまでも美しく健
やかなカラダへ。飲み物や料理に混ぜたり、毎日楽しみながら
続けられます。 

・保存料、合成着⾊料不使用、カフェインフリー 

販売場所︓20 本入り 全国のドラックストア、スーパー等 

30 本入り 公式通販サイト「ユーグレナ・オンライ
ン」及び Amazon や楽天などの EC モール等 

名  称︓ユーグレナグラシリス加⼯⾷品 

 
からだにユーグレナ 

グリーンパウダー（20 本入り） 

 



   

 原 材 料︓有機大⻨若葉粉末（国内製造）、ユーグレナグラシ
リス、イヌリン（⾷物繊維）、有機明日葉、ガラク
トオリゴ糖、クロレラ、酵⺟エキス／⾹料 

 

栄養補助⾷品として、１日１本を目安に
水またはぬるま湯（100~150ｍｌ程度）に
溶かしてお召し上がりください。 

牛乳、⾖乳、ヨーグルトと混ぜるとより
美味しくお召し上がりいただけます。 

 

からだにユーグレナ 

グリーンパウダー乳酸菌 

 

内 容 量︓ 20 本入り 74g（3.7ｇ
/1 本）、30 本入り 111ｇ（3.7ｇ/

１本） 

価  格︓ 20 本入り 2,980 円（税
抜）、 

30 本入り 4,470 円（税抜） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユーグレナグリーンパウダーに乳酸菌をプラス 

ほのかに甘く、よりスッキリと飲みやすく 

【特⻑】 

石垣島ユーグレナ（10 億個・1000ｍｇ）にビタミン豊富な有
機大⻨若葉と明日葉をブレンド。さらにヨーグルト 10 個分の
まもる乳酸菌※をを配合。毎日続けることで中から強いカラダづ
くりへ。 

※ ヨーグルト１個（100ℊ）に 100 億個の乳酸菌が含まれていたとした場合、10

個分は 1,000 億個。乳酸菌 EF-2001 を使用 

・保存料、合成着⾊料不使用、カフェインフリー 

販売場所︓20 本入り 全国のドラックストア、スーパー等 

30 本入り 公式通販サイト「ユーグレナ・オンライ
ン」及び Amazon や楽天などの EC モール等 

名  称︓ユーグレナグラシリス加⼯⾷品 

原 材 料︓有機大⻨若葉粉末（国内製造）、ユーグレナグラシ
リス、イヌリン（⾷物繊維）、有機明日葉、ガラク
トオリゴ糖、クロレラ、乳酸菌（殺菌）、酵⺟エキ
ス、デキストリン／⾹料 

栄養補助⾷品として、１日１本を目安に水ま
たはぬるま湯（100~150ｍｌ程度）に溶かし
てお召し上がりください。 

牛乳、⾖乳、ヨーグルトと混ぜるとより美味
しくお召し上がりいただけます。 

からだにユーグレナ 

グリーンタブレット 

 

内 容 量︓180 粒（290mg/粒） 

価  格︓4,200 円（税抜） 

 

 

いつでも、どこでも、手軽に 

毎日のお供に、飲みやすい粒タイプ 

【特⻑】 

石垣島ユーグレナ（10 億個・1000ｍｇ）に体内の善玉菌の働
きをサポートするガラクトオリゴ糖、たんぱく質やビタミンを
含むクロレラ＆スピルリナを配合。いつでも、どこでも健やか
な毎日をサポート。 

からだにユーグレナ 

グリーンパウダー乳酸菌（20 本入り） 

からだにユーグレナ 

グリーンパウダー乳酸菌（30 本入り） 

からだにユーグレナ 

グリーンパウダー（30 本入り） 

からだにユーグレナ 

グリーンパウダー（30 本入り） 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・保存料、合成着⾊料不使用、カフェインフリー 

・パッケージにバイオマスインキを使用 

販売場所︓公式通販サイト「ユーグレナ・オンライン」及び 

Amazon や楽天などの EC モール等 

名  称︓ユーグレナグラシリス加⼯⾷品 

原 材 料︓ユーグレナグラシリス粉末（国内製造）、⻨芽糖、
クロレラ、ガラクトオリゴ糖、スピルリナ／⾷用油
脂、二酸化ケイ素、シェラック、カルナウバロウ 

  

１日６粒を目安に、水またはぬるま湯などと
⼀緒にお召し上がりくだい。 

 

 

からだにユーグレナ 

プラス グリーンカプセル 

 

内 容 量︓180 粒（313mg/粒） 

価  格︓6,300 円（税抜） 

 

 

  

 

 

 

石垣島ユーグレナ 15 億個の高含有 

豊富な栄養素をカプセルに 

【特⻑】 

石垣島ユーグレナを植物性カプセルに高配合（15 億個・1500

ｍｇ）。体内の善玉菌が働きやすい環境に整える有胞⼦性乳酸
菌１億個をプラスすることで、もっと細胞から元気なカラダ
へ。豊富な栄養素を巡らせ、日々の健康を⽀えます。 

・保存料、合成着⾊料不使用、カフェインフリー 

・パッケージにバイオマスインキを使用 

 

販売場所︓公式通販サイト「ユーグレナ・オンライン」及び 

Amazon や楽天などの EC モール等 

名  称︓ユーグレナグラシリス加⼯⾷品 

原 材 料︓ ユーグレナグラシリス粉末（国内製造）、有胞⼦性 

乳酸菌／ヒドロキシプロピルメチルセルロース
（HPMC）、ベニバナ⻩⾊素、クチナシ⻘⾊素  

 

１日６粒を目安に、水またはぬるま湯などと 

⼀緒にお召し上がりください。 

 

 

 

● からだにユーグレナ ブランドサイト https://euglena.jp/karadani 

● 公式通販サイト「ユーグレナ・オンライン」 https://online.euglena.jp 

● 株式会社ユーグレナ オフィシャルサイト https://euglena.jp 

 

 

※本リリース記載価格はすべてメーカー希望小売価格です。 

 



   

私たちユーグレナ社は、ユーグレナ・フィロソフィーとして「Sustainability First（サステナビリテ
ィ・ファースト）を掲げています 

当社は「人と地球を健康にする」という経営理念のもと、ヘルスケア 

およびエネルギー・環境分野を中⼼とした事業を展開してまいりました。 

「ユーグレナ社がありたい姿」を考えたときに、当社の成⻑が、社会問 

題の縮小になっていくべきあるという考えに至りました。目の前にある 

短期的な課題ではなく、未来がずっと続いていくために出来ること、それが「Sustainability（サステナ
ビリティ）」であると考えます。サステナブルな環境、サステナブルな健康、サステナブルな社会、サ
ステナブルな⽣活、サステナブルな働き方、サステナブルな組織、様々なステークホルダーに向けて、
⾃分の幸せが誰かの幸せと共存し続けることを目指し、また、サステナビリティを軸とした事業を展開
することで、お客様が当社の展開する事業や商品に触れることが、サステナブルとなることを目指しま
す。 

●『からだにユーグレナ』は、お⼦さまからシニアまで、⾃分も家族も、⼥性も男性も、すべての人々
それぞれのシーンに合う商品を揃えました。 

●『からだにユーグレナ』に使われている石垣島ユーグレナは、ASC 認証（環境と社会に配慮した責任
ある養殖方法で⽣産された水産物を対象とする国際認証制度）と MCS 認証（持続可能で環境に配慮し
た漁業で獲られた水産物を対象とする国際認証制度）を取得しています。 

●『からだにユーグレナ』の売り上げの⼀部は、バングラデシュの⼦どもたちにユーグレナ⼊りクッキーで栄養を届ける
「ユーグレナ GENKI プログラム」の運営に充てられます。 
●『からだにユーグレナ』の飲料容器はすべてリサイクル可能な紙容器です。 

●『からだにユーグレナ』の「ソイスムージー ⾖乳フルーツ MIX」と「グリーンスムージー 乳酸菌入
り」は、公式通販サイト「ユーグレナ・オンライン」（https://online.euglena.jp）でご購入いただく際
に、ストローの有無が 10 月以降順次、選択可能になります。プラスチックストロー無しのカートカン
商品を選択することで、１本あたりのプラスチック使用量を約 40％削減することが可能です。 

 

 

 

 

 

 


