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豊かな未来を創造する

株式会社ホワイズ
代表取締役社長

葊谷岳之

弊社の誇りは、創業以来、一貫して「科学的に根拠がある、時代
を先取りした製品や情報」をお届けしてきたことです。それは高品質
な製品を作る製造工場、確かな情報と製品をお届けする販売会社、
正しい食生活を実践されているお客様と紡いだ、40年の成果です。
いま、少子高齢化や未婚率の上昇などにより、安心できる生涯を想
い描くことが困難になり、人々が求める「豊かさ」
も多様化しています。
しかし、どのような時代でも、栄養は健康の基本です。だからこそ私
たちは「栄養への正しい理解」に力を注ぎます。
これからも、豊かな未来を創造する栄養食品を作り続けます。

40 年素晴らしい
おめでとうございます。
日本一の素晴らしい製品
を全国の多くの人々に普
及できて喜ばれ、私も最
高に幸せです。

ホワイズ創立 40 周年
おめでとうございます。
貴 社 の 今まで のご 功
績に敬意を表すととも
に、
（ 株） ロータスサ
プライも共に発展して
いきます。

株式会社ロータスサプ
ライ 北九州

株式会社ロータスサプライ

40TH

ANNIVERSARY
コスモス・サプライの活躍は魅力的なお客様
のおかげです。
健康はホワイズ！ 笑顔はフラ＆ウクレレ♪ を
合言葉に、飛躍し続けます。

ホワイズ 40 周年

これから も、ずっと
「健康な暮ら しのお手伝い」

活動
独 創 性 高 い販 促
で代
とバイタリティー
客様
理 店 様とそ のお
く !!
し
楽
!
を元気に
！
す
ま
き
健康に !!! 導
有限会社コスモス・サプライ
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ホワイズを通じて素敵
なお客様と会えること
に感謝しています。
北海道から健 康の輪、
そしてたくさんの笑顔
を届けていきたいです。

有限会社ホワイズ北海道販社

株式会社エム・シー・エフ 本社
部
ー・エフ 東京事業
株式会社エム・シ

健康っていいですね。
ホワイズはたくさんの『イイネ！』を重ね
て 40 年。これからも元気づくりは私た
ちにお任せください。
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Message

からだの土台をつくる

基本の栄養食品
ホワイズグループの
頼もしいパートナーであり続けます
日本コルマー株式会社
出雲工場

結城工場

代表取締役社長

Basic

神崎義英

弊社は化粧品、医薬部外品の開発から製造ま
でを手がける、日本最大の化粧品総合受託メー
カーです。創業以来、約１世紀。国内４つの研究
所と７つの工場で化粧品の製造と開発ノウハウを
共有し、安全・安心な化粧品を提供することで、
ホワイズグループの「健 康な暮らしのお手伝い」
運動の一翼を担ってまいりました。
今後も、
「すべての女性の美にかける夢、美へ
の憧れ」の実現のため、情熱と真心を込めて、ま
たホワイズグループのみなさまが安心して普及に
携われるよう、化粧品ＧＭＰに準拠した、高品質
な化粧品開発に取り組んでまいります。

タンパク質、ビタミン、カルシウム、ミネラル、脂肪酸は、

からだをつくる土台です。不足しないよう、毎日しっかり補いましょう。

タンパク質

アミノ酸スコア100の
大豆タンパクと乳清タンパクが一緒に補える
ゼロ

コレステロール 0 、水や 牛 乳 に溶けやすいと大 好 評！

ホワイズグループの
発展を応援します
アリメント工業株式会社

代表取締役社長 若尾修司

創業者の葊谷様、歴代の役員様には、弊社の設
立とベース作りにご協力を賜るとともに、私個人も
ホワイズグループに育てていただきました。
いま、消費者に栄養指導を行うＮＲ（栄養情報
担当者）が高く評 価されています。３０数年前、
そのような制度はありませんでしたが、ホワイズ代
理店の方々は正しい情報を伝えるべく、栄養学の
研修を熱心に受けておられました。その姿に、薬
剤師の私は感銘を受け、資料を入手して勉強した
日々が懐かしく思い出されます。
御社のご発展をお祈り申し上げるとともに、安
心・安全・高品質な製品を製造してまいります。
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タンパク質の
消化を助ける
青パパイヤ入り

R&Dセンター

ちゅ

美らプロテイン
400g 5,500 円＋税

新富士工場

●おもな成分（100g 当たり）
タンパク質 85.5g（アミノ酸スコア 100）
エネルギー 380kcal

プロテイン

430g 5,000 円＋税
●おもな成分（100g 当たり）
タンパク質 82.5g（アミノ酸スコア 100）
エネルギー 372kcal
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からだの土台をつくる 基本の栄養食品

ビタミン

Basic

カルシウム

総合ビタミン

11 種類のビタミンをバランスよく補える
ドリンクパウダー〈ニューレモンテースト〉
30 袋 4,000 円＋税
●おもな成分（1 袋当たり）
ビタミン A 180μg / ビタミン B1 1.0mg / ビタミン B2 1.0mg
ビタミン B6 2.0mg / ビタミン B12 3.0μg
ナイアシン 16.0mg / パントテン酸 7.0mg / 葉酸 200μg
ビタミン C 100mg / ビタミン D 1.5μg / ビタミン E 5.0mg
エネルギー 20kcal

ＣＰＰ、ビタミンＤ、マグネシウムも
一緒に補える

バイオカルシウム
60 袋 4,000 円＋税

●おもな成分（1 袋当たり）
カルシウム 360mg / CPP 5mg
ビタミンD 1.25μg / マグネシウム 50mg
フラクトオリゴ糖 100mg
エネルギー 2.8kcal

ビタミン C

1 袋でたっぷり 1200mg のビタミン C
ドリンクパウダー〈C1200〉
30 袋 5,500 円＋税

鉄、亜鉛、マンガン、銅、セレン
５つのミネラルを
バランスよく補える

ミネラルプラス

●おもな成分（1 袋当たり）
ビタミン C 1200mg / エネルギー 33kcal

60 袋 5,000 円＋税

●おもな成分（1 袋当たり）
鉄 3.8mg / 亜鉛 3.6mg / マンガン 1.8mg
銅 0.3mg / セレン 12μg
エネルギー 8kcal

ビタミン E・A

小麦胚芽由来の天然型ビタミンＥ
ウィートジャームオイル〈1500〉
100 粒 10,000 円＋税
●おもな成分（1 粒当たり）
ビタミン E 150mg / ビタミン A 203μg / エネルギー 6kcal

イプ
普及タ

エース

96 粒 3,000 円＋税

●おもな成分（1 粒当たり）
ビタミン A 12μg / ビタミン C 100mg
ビタミンE 5mg / エネルギー 7kcal

ドリンクパウダー
〈ココアテースト〉
30 袋 2,100 円＋税

●おもな成分（1 袋当たり）
ビタミン B1 2.0mg
ビタミン B2 2.0mg / エネルギー 39kcal

ガンマ-リノレン酸、IPA※、DHA
現代人に不足しがちな
３つの脂肪酸が補える

ムーンドロップ

100 粒 12,000 円＋税
●おもな成分（1 粒当たり）
ガンマ - リノレン酸 20mg / IPA 35mg
DHA 20mg
エネルギー 6kcal
※ IPA は EPA の正式名称です。
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より積極的な

健康づくりに役立つ栄養食品

アルギニン、シアノール
活動的な毎日のために

アクティブパワー

Positive

120 粒 7,000 円＋税

●おもな成分（1 粒当たり）
L- アルギニン 60mg
褐藻抽出物（シアノール）60mg
クエン酸 12mg
エネルギー 0.9kcal

からだの中の「健康になろうとする力」をサポート。
より積極的な健康づくりに役立つ栄養食品です。

乳酸球菌
1 袋で 7500 億個の乳酸球菌
（フェカリス菌）

ナチュラルパワー
50 袋 8,000 円＋税

●おもな成分（1 袋当たり）
乳酸球菌 7500 億個
フラクトオリゴ糖 300mg
エネルギー 6kcal

ビフィズス菌、乳酸菌
腸内善玉菌の代表格

ビフィズス

60 袋 4,000 円＋税

●おもな成分（1 袋当たり）
ビフィズス菌 2 億個（製造時）
乳酸菌 1 億個（製造時）
エネルギー 4kcal

28 種類の栄養素
タンパク質、ビタミン、ミネラルなど
28 種類の栄養素が 1 袋で補えます

スーパーヘルス
30 袋 18,000 円＋税

●おもな成分（1 袋当たり）
タンパク質 8.1g/ ビタミン A 200IU
ビタミン B1 1.5mg / ビタミン B2 1.5mg
ビタミン B6 0.1mg / ビタミン B12 10μg
ナイアシン 20mg / パントテン酸 30mg
葉酸 4μg / ビオチン 0.3μg
ビタミン C 100mg / ビタミン D 60IU
ビタミン E 25mg / カルシウム 240mg / リン 190mg
マグネシウム 40mg / カリウム 140mg / 鉄 0.4mg / 銅 0.4mg
亜鉛 1.2mg / マンガン 0.1mg / セレン 20μg / 食物繊維 1.1g
コリン 16mg / 核酸 28mg / エネルギー 61kcal
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食物繊維、ビートオリゴ糖
水溶性の食物繊維

オリゴファイバー
300ｇ 5,500 円＋税

●おもな成分（100g 当たり）
食物繊維 71.3g
ラフィノース（ビートオリゴ糖）9.6g
エネルギー 208kcal
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快適な

イチョウ葉など５つの栄養素

毎日を支える栄養食品

知力・思考対策に

ペポカボチャなど３つの成分
トイレの悩みに

Comfort
スムーズな歩行、クリアな視界、知力・思考対策など、
快適な毎日を送るために役立つ栄養食品です。

N - アセチルグルコサミン、コンドロイチン、コラーゲンペプチド
スムーズな歩行を守る

ジョイントパワー
60 袋 6,000 円＋税

●おもな成分（1 袋当たり）
N - アセチルグルコサミン 250mg
サメ軟骨抽出粉末（コンドロイチン含有）300mg
コラーゲンペプチド 100mg
エネルギー 3.8kcal

ブレインパワー

100 粒 10,000 円＋税
●おもな成分（1 粒当たり）
L- アルギニン 50mg
イチョウ葉エキス 40mg
ホスファチジルセリン 6mg
DHA 50mg / ビタミン E 18mg
エネルギー 5kcal

ベストリズム

60 粒 4,500 円＋税
●おもな成分（1 粒当たり）
ペポカボチャ種子エキス 150mg
大豆胚芽抽出物 5mg
コエンザイム Q10 5 mg
エネルギー 2.8kcal

苦瓜抽出エキス

オメガ３系と６系の脂肪酸

糖の健康習慣に

花粉の季節の健康管理に

ブルーベリーとカシス、２つのアントシアニン
クリアな視界をサポート

アイフレッシュナーⅡ
60 袋 11,000 円＋税

●おもな成分（1 袋当たり）
アントシアニン 50mg/ ビタミン C 600mg
エネルギー 8kcal

ビターメロン

100 粒 13,000 円＋税
●おもな成分（１粒当たり）
苦瓜抽出エキス 500mg
エネルギー 2kcal
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ジャストリピッド

120 粒 10,000 円＋税

●おもな成分（1 粒当たり）
アルファ-リノレン酸 160mg
ガンマ-リノレン酸 20mg
リノール酸 180mg / エネルギー 6kcal
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History ホワイズは栄養食品のパイオニアです

・ヒマラヤの学術研究でホワイズ栄養食品が活躍
・20 世紀を代表する科学者・ポーリング博士を迎える

1983

・ラジオ番組で、広く一般向けに健康情報を提供

1993

・他社に先駆け「プラセンタの力」に注目し、QD シリーズ
（医薬部外品）を発売。プラセンタシリーズ（2000 年）発売

2009

（「健康産業流通新聞」掲載、韓国・国営テレビの取材を受ける）

・キレイと健康を追求するために、青パパイヤを配合しタ
ンパク質を強化した「美らプロテイン」を発売
・近畿大学との研究により「美らプロテイン」の基礎代謝
や筋力アップの作用が検証される

ホワイズ
製品開発
５つのポリシー

http://www.kk-whys.co.jp

ホワイズ製品取扱販売会社 ご案内
（有）ホワイズ北海道販社

☎︎ 011(736)9080

（株）ロータスサプライ

☎︎ 070(4025)9769

（有）コスモス・サプライ

☎ 047(477)2872

（株）ロータスサプライ北九州

☎ 093(931)3331

（株）エム・シー・エフ
本社

☎ 092(473)4569

東京事業部

☎ 03(3279)4653

〒 001-0017 札幌市北区北17条西4丁目 1-11-802

ホワイズ製品は私どもがお届けします
取扱店

〒150-0012 東京都渋谷区広尾 1-1-35 マンション広尾台 107
〒 275-0016 習志野市津田沼 1-12-7 リーデンススクェア津田沼 101
〒 802-0074 北九州市小倉北区白銀 1-3-10 あいうらビル 706

〒 812-0007 福岡市博多区東比恵 4-5-23

〒 103-0022 東京都中央区日本橋室町 1-8-8 ちばやビル

代理店

ちばやビル4F ☎︎ 03（3241）5451 禁無断転載

1. 栄養学的な裏づけがはっきりしている製品であること
2. 予防医学に役立つ製品であること
3. 化学的な添加物は使わない製品であること
4. 栄養素が長期間こわれない製品であること
5. 簡単に、安く、美味しく、適切な栄養がとれる製品であること

東京都中央区日本橋室町1-8-8

ホワイズホームページ

〒103-0022

〜

2015

・東京国際フォーラムにて葊谷光一郎が「シアノール」に
ついて講演。シアノールが国内外で脚光を浴びる

発行所：株式会社ホワイズ
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・
「日本人の健康を守りたい」と理想に燃えて創立
・南極観測隊の健康管理にホワイズ栄養食品を提供
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