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モリンダとは

　モリンダは、長い間自然界に埋もれていた神秘の果実「ノニ」の優れた力を発見し、人々の

健康に役立つ製品として「タヒチアンノニ ジュース」を開発した企業です。

　1996年アメリカで販売をスタートし、世界に先駆けてスーパーフルーツ産業を創出。世界中へ

と事業を拡大し、1999年日本市場に参入しました。世界中からノニを始めとする有用植物を厳

選し、その豊かな恵みを生かした製品を現在70ヵ国以上のみなさまのもとへとお届けしています。

　モリンダの歴史は、世代を超えて受け継がれてきたノニの伝統と、独自の研究とともに刻まれ

ています。 創業前から行われているノニに関するさまざまな研究は多くの発見をもたらし、数々

の論文として成果を上げています。そのような積み重ねを土台に、自信を持ってお使いいただけ

る製品開発に努めてまいりました。おかげさまで創業以来 20数年にわたり、世界中のみなさま

にご愛顧いただいております。

　わたしたちモリンダは確かな製品と独自のビジネスを通して、世界中のみなさまに誰もが望む

「健康」「見た目の良さ」「経済的自由」をもたらすことを使命としています。

モリンダ創業 20 周
年。新たな成長の時
代へ向かう。

ノニに含まれるイリド
イドが有用性の源で
あることを発見。　

ノニ以外のイリドイド含有植物
を探し求め、トゥルーエイジ製
品ラインが開発される。

ノニ果実の健康効果
を発見。
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会社の構想および革
新 的な健 康 補 助 飲
料の製法が固まる。

ノニ果実の有用性を生かしたスキンケア
製品などが開発され、ノニの良さがさらに
認められる。

タヒチアンノニ ジュース発売。
世界に先駆けてスーパーフルー
ツ産業を創出。

1995 1996 1997

ノニの有用性を実証
する最初の研究デー
タを発表。

2003 2009 2012 2016



ノニ映像

モリンダの 原 点「ノニ 」

　ノニ（学術名 : モリンダシトリフォリア）は、フレンチポリネシアなどを中心としたさまざまな地

域に群生する有用植物で、日本では「ヤエヤマアオキ」と呼ばれています。古代ポリネシア人

の祖先が移動の際、生活に欠かすことのできない優れた植物として大切に運んだ「カヌープラ

ント」の一つで、 果実、葉、種子を健康維持と美容のために活用してきました。 数千年にわ

たり、親から子へと大切に受け継がれてきた貴重な植物です。

　数ヵ月ごとに花が咲き、1年で 3～4回実ができるほど生命力の強いノニには、豊富な栄養

成分があります。炭水化物、たんぱく質（20種類のアミノ酸）、ビタミン、ミネラル、脂肪酸、

植物栄養素など 275 種類以上の成分が含まれ、別名「ハーブの女王」と呼ばれる栄養豊富

なスーパーフルーツです。

モリンダは製品の原材料となるノニの収

穫の段階から関わっています。みなさま

のお手元に届くモリンダ製品のボトルから

さかのぼり、原材料のノニを、いつ、ど

こで、誰が収穫したのかまで調べること

ができます。これを「トレーサビリティー」

といいます。モリンダではタヒチアンノニ 

ジュースを発売した 1996年当初からこの

トレーサビリティーを導入し、製品の安

全性を追求しています。

▲ 研修合格者だけに与えられる「収穫者認定証」。



３つの 原 材 料を最 大 活 用

ノニ（モリンダシトリフォリア）の木から、果実、葉、種子を原材料として使用し、さまざまなモ

リンダ製品に使用しています。

タヒチアンノニ ジュース、トゥルーエイ

ジ マキシドイドを始めとする健康食品

の他、スキンケア製品、ヘアケア製

品、ボディーケア製品など多くの製品

に「果汁」を使用。

ノニリーフティー、トゥルーエイジ ピュー

レタイプなどの食品の他、ノニリーフ

セラム、テマナ ノニ ブライトニングな

どの製品に「葉エキス」「葉汁」を

使用。

タヒチアンノニ プレミアムシードオイ

ルを代表として、テマナ ノニ ブライト

ニング、タヒチアンノニ エッセンシャ

ルオイルなどの製品に「種子オイル」

「種子エキス」を使用。

世界で初めてEUノベルフード認定を受けたノニ製品、
原材料
　EU ノベルフードとは、食品の安全性に関して EU（ヨーロッパ連合）の欧州安全性評価機関

（EFSA）が実施する審査のことで、認定されるとEU 市場での販売が認可されます。

　「タヒチアンノニ ジュース」は、世界で初めて認定（Authorization）を受けた唯一のノニ製品

（2003年6月）であるだけではなく、このような権威ある政治・科学団体の認定を受けた、この

種の食品および食品原料で最初の製品となりました。

ノニの3つのエレメントは、さまざまな製品に使われています。

ノベルフード詳細
乾燥および焙煎させたノニ葉

（2008 年12月15日）
ノニ果実ピューレ、ノニ濃縮果汁

（2010年 4月21日）
タヒチアンノニ ジュース

（2003年6月 5日）

種子葉果実



継 続 的 研 究から生まれる発 見

　1996年の創業前から、モリンダは神秘の果実「ノニ」の秘密を探るべくさまざまな研究を

続けてまいりました。 果実、葉、種子の成分を分析する中で 275種類以上の成分が含まれて

いることを確認し、ついに 2009年にはノニのパワーの源が「イリドイド」という稀有な成分で

あることを発見しました。 同時に、特にフレンチポリネシア産のノニに豊富なイリドイドが含まれ

ていることを突き止めたのです。

　その後、ノニ以外のイリドイド含有植物を世界中から探し求め、セイヨウサンシュユ、クラン

ベリー、オリーブにたどり着き、それらに含まれるイリドイドも分析しながら、新たな製品開発へ

とつなげました。また最初の製品「タヒチアンノニ ジュース」でノニとブレンドしていたブルー

ベリーにも、実はイリドイドが含まれていたことが研究により判明しました。

　ノニ種子の有用性に関する研究も続けられ、革新的な新しい原材料を10年間かけて開発。

原材料の製造と新しい製品化への応用がなされ、2017年に高品質なトータルケアブランド

「テマナ」として発売されます。

　またさまざまなイリドイド研究の中で、近年注目を浴びるAGE（終末糖化産物）の発見もなさ

れ、多くの専門家や外部研究機関との共同研究も継続中。モリンダが執筆および協力して

発表された論文は112 報にものぼります（2017年1月現在）。

イリドイドとは
主に有用植物に含まれる成分のグループの一つで、一般的な食用植物にはほとんど含ま

れていないため、手軽に摂取することはできません。植物は虫に食べられないよう自らを守

るためにイリドイドを分泌し、食べられてしまった場合の修復にも役立てています。特徴とし

て熱や光にも強く安定しており、体内に取り込まれて初めて活性化して活躍する成分です。

ノニ セイヨウサンシュユ ブルーベリー クランベリー オリーブ



世 界 中 の 人々の 健 康をサポートしたい

TrūAge スキャナー（AGE 測定器）▶

　ノニを始めとする自然の恵みを通して、世界中のみなさまに健康の幸せを伝えたい。これが

モリンダの大きな願いです。その第一歩として、モリンダでは健康に関する正しい知識を広め

るために、近年注目されているAGEについての啓発活動を行っています。

　AGEとは「Advanced Glycat ion End Products（終末糖化産物）」という老化の原

因となる物質のことで、体内で糖とたんぱく質が結び付いて作られます。そして、多くの研究

の結果、体内に蓄積されたAGEがわたしたちの健康に影響を及ぼすことが明らかになってい

ます。わたしたちはAGE値を測定することで、体の老化の程度を知ることができるのです。

　AGEを測定するための方法として、これまでは血液検査か皮膚生検が一般的でした。しか

しモリンダでは、AGE 測定器を製造しているオランダの Diagnopt ics社に依頼し、血液や

皮膚を採取することなくAGEを測定できる、モリンダのためのAGE 測定器「TrūAgeスキャ

ナー」を共同開発しました。モリンダでは、「What 's  your  TrūAge？（あなたの本当の年

齢は？）」をキーメッセージに、AGE の啓発活動に取り組んでいます。

AGE 測定推進協会



未 来 へ 貢 献

　モリンダはすべてフレンチポリネシア産のノニを原材料として

使っています。2000年にフレンチポリネシア政府と友好関係

を結び、収穫農家との直接契約、加工工場の設立などにより、

適切な利益を現地に還元しています。

　この取り組みにより、 2004年2月11日（日本 時 間12日）

国 連 本 部にて、 国 連 の 外 郭 団 体である非 営 利 組 織 The 

International Council for Caring Communities（ICCC）

より Social Responsibility Award（社会に貢献した企業

に贈られる賞）の表彰を受け、フレンチポリネシア政府からも

トロフィーを贈られました。

　また、「Do Something Good（ドゥ サ

ムシング グッド）」と称した活動を2007 年

から開始し、フレンチポリネシア（タヒチ）

の子どもたちへの学業支援活動を行ってい

ます。これは、ノニのふるさとであるタヒチ

の国と人々に感謝の想いを込めて恩返しを

する活動で、タヒチに住む、教育を十分に

受けることのできない子どもたちへの教育支

援を中心に活動を行っています。

ICCC（国連の外郭団体）より
社会に貢献賞を受賞（2004年）

フレンチポリネシア政府より贈られた
トロフィー（2004年）

・教育奨学金の導入

・教科書の配布

・リサイクルコンピューターの寄贈

・児童養護施設の生活改善　など



法人名 モリンダ ジャパン 合同会社
所在地 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3丁目 2番 2号
 モリンダ ビルディング
 TEL：03-4330-8500（代表）　FAX： 03-4330-8501（代表）
社長 黄木 信
事業内容 IPC※登録促進・IPC 活動サポート
設立 2009 年 12 月 1 日
資本金 1 億円（モリンダ インク 100％出資）
国内事業所 6ヵ所（東京、札幌、名古屋、大阪、福岡、沖縄）
問い合わせ      0120-850-441

法人名 モリンダ インク
所在地 Morinda, Inc.
 Morinda World Headquarters
 737 East 1180 South,
 American Fork, UT 84003 USA
社長 ケアリー・エイシー
事業内容 健康補助食品・化粧品の輸出入、製造販売業務・モリンダ ワールドワイド インクなどの子会社統括
設立 1996 年 7 月
資本金 5 万ドル
従業員数 1,000 名（全世界）
売上高 2008 年 約 4 億 US ドル
営業所 世界約 30 の国と地域

法人名 モリンダ ワールドワイド インク
所在地 同上
代表者 ケアリー・エイシー
事業内容 飲料・食品・化粧品等の製造販売および輸出入
設立 1997 年 7 月 11 日
日本支店所在地              〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3丁目 2番 2号
 モリンダ ビルディング
 TEL：03-4330-8600（代表）　FAX： 03-4330-8602（代表）
日本における営業開始 1999年 2月 1日
資本金 5 万ドル（モリンダ インク 100％出資）
加盟団体 AGE 測定推進協会、日本輸入化粧品協会、日本未病システム学会、
 東京化粧品工業会、東京商工会議所、糖化ストレス研究会、一般財団法人流通システム開発センター

※ IPC とは、当社に登録している独立プロダクトコンサルタントのことです。モリンダ インク、モリンダ ワールドワイド インク、 
　モリンダ ジャパン 合同会社を総称してモリンダあるいはモリンダ ジャパンと表記しています。

＊東京
東京都新宿区西新宿 3-2-2

モリンダ ビルディング 2F
TEL 03-4330-8700  FAX 03-4330-8701

＊大阪
大阪府大阪市中央区西心斎橋 1-5-5
アーバン BLD 心斎橋 10F
TEL 06-7636-1290  FAX 06-7636-1291

   

＊札幌
北海道札幌市中央区南 1 条西 2-1-2
加賀ビル 1F
TEL 011-200-2122  FAX 011-200-2152

＊福岡
福岡県福岡市博多区博多駅東 2-13-34
エコービル 1F
TEL 092-414-0002  FAX 092-414-0102

＊名古屋
愛知県名古屋市中区栄 3-31-3
尋屋ビル 1F
TEL 052-238-3790  FAX 052-238-3791

＊沖縄
沖縄県宜野湾市大山 3-30-10-1F
098-870-2361  FAX 098-870-2365
営業時間：（日曜・祝日定休）
月曜日～金曜日 10:00 ～ 17:00
土曜日 13:00 ～ 17:00※土曜日が祝日の場合は営業いたします（福岡 セールスオフィスは除く）。

モリンダ ジャパン 公式サイト
morinda.com

会社概要

モリンダ ショップ　営業時間：月曜日～土曜日　10:00 ～ 18:00（日曜・祝日定休）※沖縄 セールスオフィスは除く
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FAX       0120-850-442

【お問い合わせ】カスタマーサービス

電話      0120-850-441
             03-4330-8555（有料）

営業時間　月曜日～土曜日
                 9:00 ～ 17:00（日曜・祝日定休）

※掲載情報は 2017 年 3 月現在のデータです。


