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株式会社E&Cについて

株式会社Ｅ＆Ｃは、
環境にやさしく 「ECOLOGY」、交流と輪「COMMUNITY」をいつも心がけ
スピルリナを中心に、最も優れた将来性のある健康食品を安定して供給し、
また、個店の利益を確保することを目指しています。

今後も、全国の薬局・薬店の先生方がお客様に推奨し、お役立ていただけるよう
新しい商品を厳選し、地域の健康に役立つ かかりつけ機能をもった薬局・薬店造
りをサポートするために設立された会社です。

その為に世界最高の品質のハワイ産原料製品を供給し、
あわせて、経済・医療環境の大変厳しい中、ぜひ、一緒に力を合わせて進んでま
いりたいと考えております。
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リナマックスとは？

リナマックスは、豊かな太陽と澄んだ空気に恵まれた
ハワイ島沖深海600ｍの海洋深層水で培養した食用藍藻スピルリナを
原料とする栄養補助食品です。

スピルリナ本来のすぐれた栄養バランスに、ハワイの自然の恵みを
たっぷり含んだ海洋深層水のパワー（ビオチン、亜鉛、マグネシウ
ム、バナジウム等）が加わり、みなさまの健康と美容を強力にバッ
クアップします。
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原料について ～ スピルリナ ～

 スピルリナとは微細藻類藍菌門（ビサイモルイランキンモン）に属する藻類の
一種です。1827年に初めて発見されたスピルリナ（SPIRULINA）は、「らせ
ん」「ねじれた」を意味するSpiralから学名がつけられました。
スピルリナは30数億年前、地球上に出現した最初の生物種とされています。

 スピルリナパシフィカ® （ハワイアンスピルリナ）
米国サイアノテック社が初めてハワイ島沖深海600mの海洋深層水で培養した
独特のスピルリナです。
他のスピルリナと比べて深層水由来の微量ミネラル類を幅広く含むことが特徴
で、希少なバナジウムを含んでいる唯一のスピルリナでもあります。
有用な成分をバランス良く豊富に含有しているだけでなく、有害物排泄や抗ア
レルギーに働く様々なデータが発表されており、完全栄養補完の役割だけでな
く、デトックス作用の二重の効果が期待できます。

スピルリナパシフィカ®(ハワイアンスピルリナ)は深層水と独特の自然
環境-清純な水、澄んだ空気、豊かな太陽光-の中で育ったハワイ島産
スピルリナの登録商標です。
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商品一覧 ～リナマックス粒タイプ～

3000粒・2000粒・1000粒・500粒・10粒×30包 2500粒・750粒

らんちゃんリナマックス
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商品一覧 ～エキス・パウダー～
リナマックス エキスタイプ

リナマックスエキス
500ml・50ml

リナマックス メシマ
500ml

リナマックス エキスZ

リナマックス パウダータイプ

リナマックスP パウダー
2g×60包
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配合について ～リナマックス粒タイプ～

スピルリナ原末：98

貝カルシウム：2.2

ビタミンC：2.0％

ビタミンE：1.2％

ビタミンD：0.0067％
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主成分について

 スピルリナ
必須アミノ酸をすべて含む良質なたんぱく質からなり、抗酸化作用のあるカロ
テンや、ビタミンB群やミネラルなど多くの栄養素を含むことから、免疫力を
高める効果、抗炎症作用に対する効果、貧血を予防する効果、アレルギー症状
を緩和する効果などがあります。
使用しているスピルリナパシィフィカ®（ハワイアンスピルリナ）は 、他の
スピルリナと比べて、 ハワイ島産独特の希少ミネラル・バナジウムを含み、
さらにセレン、亜鉛、ビタミン B １２、ゼアキサンチン（カロテノイドの一
種）などが豊富に含まれていることが特徴です。

 貝カルシウム
カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。
また 、 傷口で血液を固める、心臓が規則的に正しく拍動する、神経の伝達が
正常に行われるように保つ効果や、緊張・興奮を静めてイライラや過敏症など
のストレス をやわらげる働きがあります。
カルシウムはミネラルの中で最も多くの量の摂取を必要とします。
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主成分について

 ビタミンC
スピルリナが生合成できないためビタミンCを配合しています。
水溶性ビタミンの一種で、生体の活動においてさまざまな局面で重要な役割を
果たしています。
例えば、身体の細胞と細胞の間を結ぶコラーゲンをつくるのに不可欠です。
また、ストレスへの抵抗力を強め、鉄やカルシウム等ミネラルの吸収を促進し
ます。喫煙する習慣のある人ほどビタミンCが失われるため、しっかり摂取す
る必要があります。

 ビタミンE
体内にある脂質が酸化したものを過酸化脂質と呼び、様々な生活習慣病の原因
になっています。
ビタミンEを摂取することで、ビタミンEの抗酸化作用により、脂質が酸化して
過酸化脂質に変質してしまうのを防ぐ働きがあります。
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主成分について

 ビタミンD
脂溶性のビタミンで、腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける
栄養素です。
また、血液や筋肉のカルシウム濃度を調節し、腎臓でカルシウムが尿中に排出
されないように体内に再吸収させる働きをしています。
ビタミンDが不足すると、精神的にイライラしやすく、背中、胸、足など体中
の骨が変形、骨粗しょう症の原因に なります。

 フィコシアニン
スピルリナには主要な4つの色素が含まれています。
他の3つは黄色色素であるβカロテン、黄橙色（ゼアキサンチン）、緑色クロロ
フィルで、スピルリナ特有のフィコシアニン (Phycocyanin)は、フィコシアノ
ビリンと呼ばれる部分とタンパクが結合した構造をしており、フィコシアノビ
リンは胆汁色素ビリルビンの化学構造にきわめて類似しています。
これまでの国内外の研究から、抗酸化作用・抗炎症作用・細胞及び肝臓の保護
作用・免疫機能の増強作用など、健康に関する様々な報告がされています。
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50種類以上の栄養素

 ビタミン
C・B1・B2・B3・B5・B6・B12・A・E・D・K・ナイアシン・パントテン
酸・イノシトール・ビオチン・葉酸

 ミネラル
カルシウム・リン・鉄・ナトリウム・カリウム・マグネシウム・マンガン
亜鉛・銅・硫黄・クロム・バナジウム・コバルト・ホウ素・ケイ素・セレン
ヨウ素・モリブデン

 脂肪酸
γ-リノレン酸・リノール酸・パルミトレイン酸

 アミノ酸
トリプトファン・アスパラギン酸・スレオニン・セリン・グルタミン酸・プロ
リン・グリシン・アラニン・シスチン・バリン・メチオニン・イソロイシン・
チロシン・フェニルアラニン・リジン・ヒスチジン・アルギニン
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こんな方にお勧め
 食生活が乱れがちな方

 野菜・カルシウム・ビタミン等、栄養不足が気になる方

 免疫力が低下している方、風邪をひきやすい方

 花粉症などのアレルギー症状を緩和したい方

 アトピー性皮膚炎などの炎症のある方

注意が必要な方
 甲状腺機能亢進症の方で主治医からヨード（ヨウ素）の多い食品を制限されて

いる場合は控えた方が良い。
リナマックスは20粒中 ヨード12μg含有ですが、主治医が食事制限している場
合はその指示に従う方法が望ましい。
リナマックスエキスには含有していませんので、そちらをお勧め下さい。

 ワーファリンなど抗凝血剤を服用中の方、
リナマックスには血液凝固に働くビタミンKが入っているため控えた方がいい
でしょう。
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お召し上がり方法

 食事で摂取する緑黄色野菜の量に応じて1日30粒を目安に、水またはお湯とと
もにお召し上がりください。

 ダイエットのお客様へは、食前30分程前にお飲みいただくのもおすすめです。

＊妊娠中・授乳中の方へもお薦めして大丈夫です。

ご注意
 体質に合わないと思われるときは摂取を休止し、医師・薬剤師にご相談ください。

 天然のものですので、ロットにより色調や香りに多少の相違があります。

 原材料表示をご参照の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでく
ださい。
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類似製品との違い

 ハワイ島の環境が一番の強みです。
太陽のエネルギー、空気汚染や農業汚染が無い環境で育ったスピルリナには、
含有成分に大きな違いがあります。
鉄・亜鉛・セレン・ビタミンB１２・ゼアキサンチン（カロテノイドの一種）
を多く含み、特にバナジウムはハワイアンスピルリナのみに含まれます。

 抗アレルギー、抗炎症、有害物排泄効果のあるフィコシアニンが多く含まれる
のもハワイアンスピルリナの特徴です。
フィコシアニンはクロレラなどには含まれていないため、スピルリナからの摂
取が一番効率的です。
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陽

スピルリナ

クロレラ

クマザサ

明日葉

ケール

大麦若葉

水温30～35℃の

無機塩類濃度の

高いアルカリ性

（PH9-11）
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特有成分 ～らんちゃん～

リナマックス粒をさらに強化

フォスファチジルコリン
フォスファチジルセリン
乳酸菌(バシラス・コアギュランス菌)
亜鉛酵母
活性型ビタミンD3
フラクトオリゴ糖
ホタテ貝殻カルシウム
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特有成分について

 フォスファチジルコリン
レシチンとも呼ばれ、脳内で神経伝達物質「アセチルコリン」になります。
脳を酷使したり、ストレス、加齢などにより減少しやすい成分です。
卵黄やレバー、ナッツなどに多く含まれます。

 フォスファチジルセリン
脳内の神経細胞膜などに深く関わる成分で、老化などに伴う脳の機能低下を防
ぐ上で重要な役割を果たします。
一般の食品にはごく微量しか含まれていないため、食事だけで十分量を摂取す
ることは大変困難です。
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特有成分について

 乳酸菌(バシラス・コアギュランス菌)
熱や酸に安定し、胃酸によるダメージも受けにくく、生きたまま腸内まで届い
て、プロバイオティクスとしてはたらく。
食物繊維やオリゴ糖を分解して乳酸（短鎖脂肪酸）をつくり、腸内環境を整え、
悪玉菌の増殖を抑える。

 亜鉛酵母
酵母に亜鉛を取り込んだもので、亜鉛単体に比べ吸収性や体内保持の面で優れ
ている。
有機亜鉛は、味覚障害改善、カルシウムの腸管吸収、骨粗鬆症予防・改善、ア
ルコール代謝促進などに働く。
学童期の身長延伸効果。(2017年タイのシーナカリンウィロート大学から発表
された論文より)
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特有成分について

 活性型ビタミンD
腸管や肝臓でカルシウムとリンの吸収を促進。
腎臓における血中カルシウムの尿への排出抑制。
破骨細胞におけるカルシウム放出の促進。
血中カルシウム濃度を高めて、カルシウムの働き、骨などの健康に関与。

 フラクトオリゴ糖
難消化性のオリゴ糖で、ヒトの消化酵素で分解されないため、胃や小腸で分解
されることなくそのまま大腸まで届きます。
善玉菌のエサとなり、増殖により腸内が酸性となることでカルシウムやマグネ
シウムが吸収されやすくなります。
ミネラルが吸収されやすくなるので、骨粗鬆症への効果も期待されます。
分解されずに大腸に届くので、摂取後も血糖値はほとんど上昇しません。
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こんな方にお勧め ～らんちゃん～
 粒が小さめなので飲み込みの苦手なお子様からご高齢者まで幅広くお飲みいた

だけます。

 食生活が乱れがちな方

 好き嫌いの多いお子様 2～3歳からが一応の目安となっております

 美容が気になる方

 食が細くなりがちなご高齢者
○ホタテ貝殻カルシウム、活性型ビタミンＤ３が骨粗鬆症を予防
○老化した内臓（肝、心、脾、肺、腎）をバナジウム、セレン、ビオチン、亜鉛、マグネシウム、ス
ピルリナ色素成分が保護します
○血糖値降下にバナジウムが補助、結果ビオチン同様血液をサラサラにします
○動脈硬化には、バナジウム、セレン、ビオチンが作用

 服用方法
食事で摂取する緑黄色野菜の量に応じて、1日辺り30粒を目安に水・またはお
湯とともにお召し上がりください。
つぶして他の飲み物に混ぜて頂くと、お子様でも飲みやすくなります。

らんちゃん リナマックス
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特有成分 ～リナマックスエキス～

スピルリナ抽出濃エキス42％
（* 50ml商品は30％）

海洋深層水で培養された食用藍藻スピルリナを原料に、

水溶液成分のみを熱水抽出し精製したもの。
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主成分 ～リナマックスエキス～

 エキスの主成分は多糖体・糖たんぱく・糖脂質ならびに核酸物質等水溶成分か
らできています。
エキス剤は免疫系を正常に保つ多糖体を粒よりも簡単に、より多く摂れるよう
に作られました。

＊ヨウ素は含まれていないので甲状腺機能亢進症の方へ、ビタミン K も含ま
れていないためワーファリン服用の方へもおすすめできます。
＊フィコシアニンは水溶性ですが、たんぱく質を除く過程で、たんぱく質と結
合しているフィコシアニンも除去されるため含まれておりません。

 多糖体とは？
多糖体とは単糖が多数連なった高分子で由来により様々な多糖体があります。
体調調節作用を有する食品素材として注目されています
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これまでの論文でのスピルリナエキス成分の報告

 がん細胞やウイルスに感染した細胞などの異常な細胞を見つけ次第攻撃する
NK（ナチュラルキラー）細胞の活性化

 高齢マウス腸管粘膜免疫の維持
・免疫能の回復、維持
・老化にともなう免疫能の衰えを軽減

 アンチエイジング作用～ヒト老化線維芽細胞ミトコンドリア機能の回復、抗酸
化効果

 エンベロープ形成ウィルス（ヒト単純ヘルペスHSV 1, サイトメガロウィルス
CMV, ヒト免疫不全ウィルス HIV 1 ）複製阻止

 HSV-1 のヒト角化細胞感染阻止と口唇ヘルペス臨床症状改善

 ヒト免疫不全ウイルスHIV 1 複製阻止

 HIV-1 感染による各種細胞変性阻止

等があります。
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服用方法

 エキスの1日量

大人20～50mlです。

50mlは多糖体量で計算すると粒タイプ150粒に当たります。

子供(1歳以上)の場合は体重×0.6mlを目安に、
中学生以上は大人と同じで良いと思います。

免疫に働かせたい時は、夕食後に多くとり、朝食後にもとります。
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特有成分 ～リナマックスエキスZ～
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スピルリナエキス

エキナセアエキス

高麗人参エキス

ショウキョエキス

ガラナエキス

プロポリス



特有成分について
 エキナセア

古くから北米インディアンに親しまれてきたハーブで、風邪などの予防に使用
されていた薬草。

 フラクトオリゴ糖
古来より滋養やコンディション維持に役立つと重宝されてきた貴重な植物。

 ショウキョウエキス
生姜は日本でも古くから風邪予防に用いられており、細菌・ウイルスなどの外
敵に対抗するための生薬・ハーブとして大きく世界に広まっています。

 ガラナエキス
近年では滋養強壮効果・運動能力を高める効果・疲労回復効果を期待し利用さ
れています。

 プロポリス
「天然の抗生物質」とも呼ばれるプロポリスは、フラボノイドやアミノ酸、ビ
タミン、ミネラルなどの天然成分を含み、免疫力を高める効果や、炎症を抑え
るなどの様々な効果が期待されている成分です。
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特有成分 ～リナマックスエキスメシマ～

スピルリナ抽出濃エキス42％
+

メシマコブ抽出エキス

食用藍藻スピルリナを原料に、独自の技術で抽出したスピル
リナエキスにメシマコブ・PL2、PL5株から抽出したエキスを
配合しました。
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メシマコブとは？

 幻のキノコと言われる「メシマコブ」は長崎
県の五島列島や男女群島にしか自生しないと
ても貴重なキノコです。

 多年生のキノコの一種で30ｃｍの大きさに成
長するまで20～30年かかるといわれています。

 多糖体が多くふくまれており、中でもβグル
カン類（β-1.3D、β-1.6D）を大量にふくん
でいます
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メシマコブへの期待

 「メシマコブ」の成分は「酸性ヘテロマンガンたんぱく複
合体」という多糖体です。

 生物の免疫機能に働きかけて、免疫機能を活性化させます。

 ２０歳を過ぎると減少傾向となるＮＫ細胞といわれるもの
はガン細胞を見分けるエキスパートです。これらの免疫機
能に「メシマコブ」の多糖体が働きかけて活性化させます。

 免疫機能を活性化させることでガンの進行を抑えて抗ガン
作用の効果が得られるわけです。

 「メシマコブ」はガンだけではなく、糖尿病にも効果が大
いに期待されています。副作用もないので安心して服用で
きます。

 その他いくつかの効能が謳われています。免疫力の強化、
生活習慣病の予防、アトピー性疾患、自己免疫疾患 など
があります。

研修用資料 31



ご清聴ありがとうございました。
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