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モリンダの原点はノニ（学術名：モリンダシトリフォリア）にあります。古

代ポリネシアの時代から伝統的に用いられたノニの不思議な力に魅了され、

大きな情熱とともに世界に先駆けて紹介しました。研究を重ね、徐々に解明

されていく数々の発見が製品の品質と革新へとつながります。地球上の最高

の原料と最新の科学を融合して世界中のすべての人々に役立つ方法を探求す

るのが、モリンダの哲学です。

Who we are?

地上で最高のものを世界中に届けたい

モリンダ製品には自然の力があふれています。

この優れた力によってわたしたちの人生は変わりました。

わたしたちの使命は、そのストーリーを伝えることにより

地球上のすべてのものに恵みをもたらすことです。

モリンダのミッション
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モリンダは、数千年の時を経て人々の健康のために用いられてきたノニと

いう植物を、1996 年にタヒチアンノニ ジュースとして世界に初めて紹

介した企業です。現在では、70 ヵ国以上のみなさまにモリンダ製品をご

愛用いただいています。わたしが出会った一報の論文が、タヒチのノニの

存在を教えてくれました。会社創設以来、十数年にわたり研究投資を続け、

ノニへの確信を年々深め、今日では有用成分イリドイドの発見を応用した

革新的な製品を提供できるようになりました。年月により戦略は変遷して

いきますが、ノニを探して回りようやく群生を見つけたときに感じた「こ

の素晴らしい果実を世界中の人々に届けなければ」との想い、ビジョン実

現への情熱は、ますます強くなるばかりです。

みなさまの日頃のご愛顧に心から感謝申し上げます。

わたしたちの願いは、ノニを主要成分とするモリンダ製品を生活に取り入

れることで日本中のみなさまがさらに健康になり、上質なライフスタイル

を実現していただくことです。

そのために、わたしたちは「人」を大切にしたいと考えています。ノニの

価値は、数千年の時を経て、人から人へと語り継がれてきました。これは

今でも同じです。天からの恵みであるノニの価値を伝える人の心は、相手

の方の幸せを願う想いで満たされていなければなりません。そうでなけれ

ば信頼の絆は生まれないからです。あくまでも正直に、誠実に、信頼の絆

を日本中に広めていければと願っています。

モリンダ インク　社長
モリンダ ホールディングス インク　創設者・取締役副社長
ジョン・ワズワース

モリンダ インク 日本地域統括ゼネラルマネジャー
モリンダ ジャパン 合同会社 社長
黄木 信

Greetings

ごあいさつ
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モリンダの歴史

米国医師用卓上
参考書「PDR」

食品科学者ジョン・ワズワース
とスティーブン・ストーリーが
最初のノニサンプルを入手し
実験を開始。まもなくノニの健
康効果を立証する。

初代タヒチアンノニ ジュ
ース誕生。世界に先駆け
てスーパーフルーツ産業
を立ち上げる。

ノニ果実をモチーフにし
たボトルデザインへと刷
新。モリンダはめざましい
成長を遂げ、業界の先駆
者として地位を堅固なも
のとする。

モリンダ創立

日本支社オープン

米国新本社ビル 
オープン

タヒチアンノニ インク
日本支社へ社名変更。

モリンダの使命がヌクヒバ
島で明らかになる。ジョン・
ワズワースが、伝説となった
フレンチポリネシアへの旅
を通してモリンダが果たすべ
き役割を確信。

米国本社

1993 1994 1995 1996 1999 2000 2001 2003

タヒチアンノニ ジュースの健康効
果を実証する最初の研究データ
を発表。研究主導型企業として
の地位を確立。米国医師用卓上
参考書「PDR」にタヒチアンノニ 
ジュース初掲載。

モリンダは、これからも世界中の人々がより健康で生き生きとした生活を送れるよう、ノニをはじめとする有用

植物を世界中から厳選し、健康・美容関連製品の研究・開発・製造に邁進してまいります。
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History

モリンダ ビルディング（新宿）

タヒチ島 工場

フランス領ポリネシア
オスカー・テマル自治大統領（当時）
とジョン・ワズワース

モリンダ ジャパン社長
黄木 信

※製品パッケージは2014年1月現在販売中のものです。

タヒチ島に最新技術
の加工施設オープン。

モリンダ ワールドワイド
インク/モリンダ ジャパン
合同会社へ社名変更。

国連外郭団体ICCCより
社会貢献賞を受賞。

タヒチアンノニ ジャパン 
合同会社設立。

2004 2005 2009 2010 2011 2012 2013

モリンダ研究者によりノニイリドイ
ドの存在が明らかになる。革新的
な発見によりノニのパワーの源が
イリドイドであることを立証。イリ
ドイド研究におけるリーディング
カンパニーとなる。

LC/MS（高速液体クロマトグラ
フ質量分析計）を導入、研究主
導型企業として高い評価を得
るとともに、広範囲なイリドイ
ド原料の研究を開始。

イリドイドを異なった植物から
定量化して提供する健康補助
飲料を開発。

トゥルーエイジ マキシドイド
誕生。イリドイド含有植物を
組み合わせた革新的なブレ
ンドで、イリドイドの種類、含
有量ともにモリンダ史上最
高レベルの製品が完成。

新たなTrūAge戦略のもと、全
世界でAGE啓発活動を開始。オ
ランダDiagnoptics社と共同開
発したTrūAgeスキャナーによ
る測定会を実施し、日本でも3
万人以上がAGE値とTrūAge（
本当の年齢）から推察される体
内年齢を測定した。 

社会貢献賞　受賞
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WHAT’S YOUR

?



この奇跡の物語は、1994 年、モリンダの現社長 ジョン・ワズワースがマルケサス諸島のヌクヒバ島で

ノニの群生を見いだしたことから始まりました。初めてノニの木からボトル化した製品『タヒチアンノニ 

ジュース』が世界中に旋風を巻き起こした後も、ノニの解明されていない成分について地道な研究が続け

られ、2009 年、ついにノニのパワーの源が「イリドイド」という成分であることをつきとめました。

そして、より大きなパワーを生み出すべく、ノニと組み合わせるための他のイリドイド含有植物を探し求

めて世界中を旅した結果、『エクストラオリーブ』『マキシドイド』へと進化を遂げたのです。

しかし、わたしたちの旅はここで終わりではありません。これからも最高の原料と最新の科学を融合して

世界中の人々に役立つ方法を探究し、提供していきます。それが、わたしたちが

Earth's Best（地上で最高のもの）と呼ぶ独自の哲学なのです。

モリンダの奇跡の物語は、まだ始まったばかりです。
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A RELENTLESS
QUEST TO FIND
EARTH’S BEST
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ビジョンリトリート（バハマ） タヒチドリームクルーズ（タヒチ） インターナショナルリーダーシップ カンファレンス（ラスベガス） タヒチドリームクルーズ（タヒチ）

モリンダで夢を叶える

Opportunity

日本（東京）
オーストラリア（クイーンズランド）

ノルウェー（サンドヴィカ）

ドイツ（ミュンヘン）

オーストリア（ウィーン）

クロアチア（ザグレブ）

台湾（台北）

中国（上海）

台湾（高雄）

ウクライナ（キエフ）

Global  Innovation世界に広がるモリンダの事業展開

1996 年にアメリカで事業を開始した後、モリンダの事業は急速に世界へと拡大しました。

現在では、70ヵ国以上で製品が流通しているグローバル企業です。ビジョンである「Everyone, Everywhere, 

Every Day」のとおり、「だれでも、どこでも、いつでも」モリンダ製品を手にできる世界をめざしています。

9 Company Profile



10Company Profile

メキシコ（メキシコシティ）

チリ（サンティアゴ）

米国（ニューヨーク）

米国（プロボ／ユタ州）

インターナショナルリーダーシップ
カンファレンス（ハワイ）

ビジョンリトリート（スイス） ビジョンリトリート（イタリア） ビジョンリトリート（プーケット）

モリンダは、マルチレベルマーケティング（MLM) またはネットワークビジネスと呼ばれるマーケティング手

法を採用しています。この方法により、製品の良さを実感して愛用するだけでなく、友人知人にすすめ、流通

の輪を広げていくことで収入を得ることができます。またモリンダでは、流通量に応じて発生するボーナスや

海外報奨旅行など、多彩なプランでビジネスをサポートしています。

タヒチ／工場

Global  Innovation
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1999 年 　東京 セールスオフィス　オープン
1999 年 　沖縄 セールスオフィス　オープン（2012 年 リニューアルオープン）
2000 年 　福岡 セールスオフィス　オープン（2008 年 リニューアルオープン）
2004 年 　大阪 セールスオフィス　オープン（2011 年 リニューアルオープン）
2005 年 　名古屋 セールスオフィス　オープン
2008 年 　札幌 セールスオフィス　オープン

日本におけるオフィス展開

（掲載のオフィスは一部です。）
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AGE Awareness Activities
世界中の人々の健康を守る第一歩

世界中に健康の幸せを伝えたい。これは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 Glycation End Products（終末糖化産物）」という老

化物質のことで、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

Diagnoptics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、TrūAge スキャナーを日本国内 6 ヵ所の営業拠点に設置し、

無料で測定できる環境を提供しています。

これにより多くの人々が AGE に関する正しい知識を得て、健康的な習慣を

身につける助けになりたいと考えています。AGE 値は誰もが知りたい体の

指標となるに違いありません。わたしたちは、今後 AGE 値がコレステロー

ル値や体重、血圧などと同様に扱われ、世界中の人々の健康を守る第一歩と

なることをめざしています。

TrūAge スキャナー（AGE 測定器）
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 Global Contribution
未来への貢献

2000 年、モリンダは公益事業の発展を願い、フレンチポリネシア政府と友

好関係を結びました。現在、ノニはフレンチポリネシアの最も重要な輸出農

産物となっており、フレンチポリネシアの繁栄に貢献しています。またフェ

アトレードを実施し、ノニの実を収穫する農家と直接契約することで、適切

な利益を現地に還元しています。

フレンチポリネシアに住む人口約 29 万人（2011 年 4 月現在）のうち約 1

万５千人の方々がモリンダに携わる仕事に就いています。2007 年にはノニ

がフレンチポリネシアの輸出農産物第 1 位となりました。

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
（国連外郭団体）
より社会貢献賞を
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
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※ 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。

● 掲載の画像はイメージであり、実際とは異なる場合がございます。
● 「会社案内」は、モリンダ社の公式刊行物です。いかなる形においても、この資料をモリンダ社の書面による許可なく、

複製、複写、表現することを禁じます。
● 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。morinda およびそのロゴマークは、米国および日本国を含むその他諸国における
Morinda   Holdings, Inc. の登録商標あるいは登録申請中の商標です。

● Maxidoid、マキシドイド、および maxidoid ロゴはモリンダ社の登録商標です。

モリンダ ジャパン 合同会社
〒 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）
黄木 信
IPC※登録促進・IPC 活動サポート
2009 年 12 月 1 日
1 億円（モリンダ インク 100％出資）

6ヵ所（東京、札幌、名古屋、大阪、福岡、沖縄）
   　0120-850-441

モリンダ インク
Morinda, Inc.
Morinda World Headquarters
333 West River Park Drive
Provo, UT 84604 USA
TEL：1-801-234-1000（代表）
FAX：1-801-234-1001（代表）
ジョン・ワズワース
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
1996 年 7 月
5 万ドル
1,000 名（全世界）
2008 年 約 4 億 US ドル
世界約 30 の国と地域（2013 年 10 月現在）

モリンダ ワールドワイド インク
同上
ジョン・ワズワース
飲料・食品・化粧品等の製造販売および輸出入
1997 年 7 月 11 日
〒 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）
1999 年 2 月 1 日
5 万ドル（モリンダ インク 100％出資）

財団法人日本健康・栄養食品協会、日本輸入化粧品協会、日本栄養評
議会、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、
日本薬学会、日本生薬学会

法人名
所在地

社長
事業内容

設立
資本金
従業員数
売上高
営業所

法人名
所在地

社長
事業内容
設立
資本金
国内事業所
問い合わせ

法人名
所在地
代表者
事業内容
設立
日本支店所在地

日本における営業開始
資本金
加盟団体

会社概要

Corporate Profile

モリンダ ビルディングの夜景（新宿）



■特定負担
登録料（4,536 円）+ 毎月タヒチアンノニ ジュース 1 ケース（23,425 円）

■主要取扱製品
タヒチアンノニ ジュースなど（健康補助食品および化粧品）

■登録タイプ
①独立プロダクトコンサルタント（IPC）
②準独立プロダクトコンサルタント（準 IPC）
③愛用会員

■特定利益
①パーソナルリベート（IPC 対象）
 120QV を超える購入に対する 20％のリベート。
②準 IPC と愛用会員からの還元
 準 IPC、愛用会員の購入に対して、20％の還元があります。
③ファストスタートボーナス（IPC 対象）
 入会後、最初の購入より 60 日間の製品購入に対して、20％、5％、5％、

5％、10％の割合で支払います。
④ユニレベル
 各ポジジョンに基づき、製品の購入に対して、1％、5％、5％、6％、6％、

7％、7％、8％の割合で支払います。

会員登録について

⑤ TrūAge ボーナス（IPC 対象）
 特定のパック製品から発生するボーナスで、一定の販売条件を満たすと 1

パックにつき最高で 35％の割合で支払われます。
⑥ TrūPerformance ボーナス（IPC 対象）
 当社月間総売上の 2％をそれぞれの販売高に応じて比例配分で有資格者に

支払います。
⑦インフィニティーボーナス（IPC 対象）
 当社から 10 レベル以下すべての月間総売上の 3％を比例配分で有資格者

へ支払います。
⑧ブラックパール シェアドサクセスボーナス（IPC 対象）
 当社総売上 3% を有資格者へ、そのボリュームに応じた比例配分で支払い

ます。

■不払い条件
・当該月の製品未購入、またはクーリングオフされた場合。
・規約違反などによる資格停止・終了処分を受けた場合。
・登録日から 60 日を経過しても IPC 申請書原本の提出がない場合。
・支払金額が 2,400 円未満の場合、繰越金額が 2,400 円超となるまで 　支払

いが保留になります。



http://morinda.com

お問い合わせ：カスタマーサービス

営業時間　月〜土 9：00〜17：00（月曜定休）

発行元：モリンダ ジャパン 合同会社　東京都新宿区西新宿 3-2-2 モリンダ ビルディング  TEL.03-4330-8500 ( 代表）　

札 幌
北海道札幌市中央区南 1 条西 2-1-2
加賀ビル 1F
営業時間：月曜日〜土曜日・祝日
10：00 〜18：30（日曜定休）

名古屋
愛知県名古屋市中区栄 3-31-3
尋屋ビル 1F
営業時間：月曜日〜土曜日・祝日
10：00 〜18：00（日曜定休）

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
営業時間：月曜日〜土曜日
10：30 〜 17：30（日曜・祝日定休）

福 岡
福岡県福岡市博多区博多駅東 2-13-34
エコービル 1F
営業時間：月曜日〜土曜日
10：00 〜 18：00（日曜・祝日定休）

沖 縄
沖縄県宜野湾市大山 3-30-10-1F
営業時間：（日曜定休）
月曜日〜金曜日  9：30 〜17：00
土曜日・祝日      13：00 〜 17：00

0120-850-441  
03-4330-8555（有料）

0120-850-442

モリンダ ジャパン 公式サイト 電話

FAX

東 京
東京都新宿区西新宿 3-2-2
モリンダ ビルディング　2 F
営業時間：月曜日〜土曜日・祝日
10：00 〜18：00（日曜定休）
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