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１. 社長から皆様へ

大宇宙の悠久の営みが、太陽系の中でもひと際美しく蒼い星地球に母なる海や生命
を生み出す環境をもたらしてくれました。そして35億年前、スピルリナなどの藍
藻類にはじまり、様々な植物の営みが酸素というかけがえの無い分子をもたらし動
物が共存できる地球環境が誕生し、現在、私たち人間はこの素晴らしい地球上で命
を紡ぐことができるようになったのです。

株式会社スピルリナ研究所は1979年に日本で最初のスピルリナの専門メーカーと
してスタートしました。創業者故黄堂慶雲（工学博士）は最高の栄養バランス、多
様な機能性を持ち合わせたスピルリナの可能性を早くから見出し、未来タンパク、
未来食糧の開発を夢見て、世界で初めて工業的大規模培養を手がけました。現在で
はスピルリナという素材が多くの科学者、有識者から評価を得、また国連の機関と
してIIMSAM（飢餓対策としての微細藻類スピルリナの利用のための政府間機関）
というスピルリナの専門機関が存在するまでに認知されています。

当社は長年にわたり大学関係および公共の研究機関とも積極的に共同研究と連携を
保ち、その結果スピルリナの機能性解明に加えて、新食品素材の機能性研究、開発
ならびに製品化にも実績をもち、高度不飽和脂肪酸DPA（ドコサペンタエン酸）
含有油脂（ハープシールオイル、魚油）、食後の血糖値上昇を抑制する青花イミノ
糖（DNJ、DMDP）含有食品などを製品化してまいりました。

当社は今日に至るまでさまざまな形で多くの方々からご支援、ご愛顧、ご協力をい
ただき現在があります。その間に培われた有形無形の資産は、未来への成長の礎と
してさらに発展させ有効活用させていくべきものであると考えています。その為に
も、現状を認識するための絶好の機会としてここに知的資産経営報告書をまとめる
に至りました。

今後も科学的な実証を追究した食品の開発、市場性に優れた素材開発に取組み、厳
正な品質管理のもとお客様との信頼の和を広げ、協力者との共栄をはかることによ
り社会に貢献し、これを喜び、感謝する企業でありたいと願っています。
当社の事業意義、独自性、将来性などについてのご理解と今後のさらなるご支援を
賜りますようお願い申し上げます。

株式会社 スピルリナ研究所

代表取締役 黄堂泰昌 （理学博士/D.Phil）

はじめに
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幸せの基本である健康は食にあると考えます。私たちの体内の60兆個の細胞のひ
とつひとつを支えているのが、毎日の食事から得られる栄養素です。しかしながら
めまぐるしく変化する社会情勢、毎日の中での不規則な生活、簡便さを求めた食生
活、様々な社会環境が生み出すストレスといった健康を脅かす多くの因子が増えて
いるのが現在の私たちの生活環境です。そんな中で思うがままの食生活を続けてい
ると、気が付いた時には生活習慣が要因の体調不振や疾患に脅かされるということ
になってしまいます。少なくとも、毎日のちょっとした心がけが幸せの基本である
健康を支えてくれるのです。

私たちの体という家はバランスの取れた栄養素の摂取が基盤となり、付加的な運動
や心のケア、各自のニーズに応じたサプリメントが柱や壁、屋根となって様々な健
康を脅かす環境因子から守っています。しかしながら基礎がしっかりしていなけれ
ば、どんなに立派な柱や壁、屋根を持ってしても健康的な家は建っていられません。

誰もが望む元気で健康な毎日を支えていくことを私たちは使命として、スピルリナ
という最高の栄養バランスを基盤にした健康づくりを提案し、自然界から得られた
食品素材の特殊な機能性を究明して、健康の柱となる商品の開発を進めることを喜
びとして活動しています。安全、安心のものづくりは勿論のこと、食品機能の探求
と実証をもってオリジナリティーのある製品の地位を高め、品質への信頼を高める
ことが企業としての存在意義であると考えます。

企業活動のあらゆる場面において誠実な姿勢を絶やすことなく、多くの人々に支持
される優れた製品を世に送り出すことを理念とすることによって社会に貢献できる
ものと信じています。

誠実さをもって事にあたり、思いやりをもって人と協調する心は、いかなる優れた
製品をも生み出し、顧客の喜びをもって己の喜びとし、何事にも感謝の気持ちを持
ち続けることが社会奉仕に貢献する。

経営理念

行動指針
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３. 会社沿革

創業者 黄堂慶雲(１９２１－２００３)が未来食糧として藍藻

スピルリナの工業的大規模培養を手がけ、これを製品化したこ

とから食品素材開発を事業化するに至る

１９７９年 株式会社スピルリナ研究所設立（本社：大阪市淀川区）

スピルリナ製品発売

１９８１年 財団法人日本健康食品協会（現・日本健康・栄養食品協会）加入

１９８６年 「スピレン」を始めとするスピルリナ製品についてＪＨＦＡ

マーク認定

１９８７年 大阪府四條畷市に栄養補助食品製造工場設立

１９９８年 ハープシールオイル製品発売

ペポかぼちゃ製品発売

２０００年 大阪府寝屋川市に工場移転

アオバナ（オオボウシバナ）を新規事業として立ち上げるために株

式会社ヤマダ薬研と共同開発を行うことを合意

２００２年 黄堂泰昌代表取締役社長に就任

２００３年 アオバナ製品発売

２００４年 オオボウシバナの機能性食品に関しての特許取得

ツユクサの血糖上昇抑制食品に関しての特許取得

２００６年 グリセリドおよびその製造方法に関しての特許取得

２００７年 グリセロ糖脂質化合物を含有してなるリパーゼ活性阻害剤に関して

の特許取得

血管新生抑制剤に関しての特許取得

２００８年 株式会社ヤマダ薬研との共同出資により子会社「青花食研株式会

社」を設立

２００９年 血糖上昇抑制剤に関しての特許取得

沿革
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４. 事業概要

スピルリナ

アオバナ

パンプキンシードオイル

（⇒ｐ ７）

（⇒ｐ ９）

（⇒ｐ11）

（⇒ｐ10）

商品・付帯サービスの提供

企画 販売製造試作
アフター
フォロー

（Ⅰ）ＯＥＭ製品提案・新商品開発
※詳細は「④製品化力」へ（⇒ｐ１８）

（Ⅱ）各種講習会（研修・育成等）
※詳細は「⑤販売サポート力」へ（⇒ｐ２１）

DPA含有オイル
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オリジナル素材 ①スピルリナ

・35億年前、地球上に最初に誕生してから、現在まで生き続け

てきた藍藻(らんそう)の一種で、強い生命体です。

・良質のたんぱく質を60％以上含み、各種ビタミン・ミネラル

を多く含んでいます。機能的な色素も多く、これらがすべて

自然の形で、スピルリナに含まれています。

・アフリカはサハラ砂漠のなかのチャド共和国にあるチャド湖

では、周辺に住むカネム族が古くから、湖面に生育している

スピルリナを、重要なタンパク源として食しているという食

歴があります。

・NASA（アメリカ航空宇宙局）、ESA（ヨーロッパ宇宙機構）

などでは、宇宙食としての研究が進められています。

・IIMSAM（Intergovernmental Institution for the use of Micro-algae Spirulina

Against Malnutrition）は、国連の政府間機関として、世界中の飢餓・栄養失調対

策としてスピルリナの利用・普及に努めています。

特徴

チャド湖航空写真

スピルリナ顕微鏡写真
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・健康の基本である食生活の土台をつくる事で、健康食品として、リピート性をもた

せる定番商品にする事ができます。

・各種データが揃っており、有効性、安全性の面からも、エンドユーザーにアピール

できます。

・世界的に認められている事で、エンドユーザーの

信用を得る事ができます。

※ 安全性・有効性に関しては、「②科学的データ」へ（⇒ｐ１４）

・様々な国連機関（FAO・UNICEF等）が、スピルリナを認証、推奨しており、すで

に飢餓・栄養失調対策としても、使用されています。

・古くからの食歴があり、工業的に開発されたその他の緑色食品とは別物です。

・消化性が非常によい食品です。

・多くの栄養素が天然の状態でバランスよく含まれているので、基本的な食生活の向

上につながります。

・厳正に管理された培養工場で生産するため、品質の良いスピルリナを提供できます。

・圧力のみで粒にする事ができるので、余分な添加物を加える必要がありません。

利点

スピルリナ培養工場（技術提携先：南寶國際生物科技ｲ分有限公司）
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・一般によく知られている有効成分「EPA」「DHA」に加えて、非常に顕著な生理活

性（効果）のある「DPA」を含んでいますので、血管内皮細胞遊走能促進や血管新

生抑制作用、抗動脈硬化作用や関節炎その他に対する効果が期待できます。

・ハープシールオイルは非常に臭いが少なく、クリーンなオイルです。

・分子蒸留により、有害物質・不純物を高度に除去しています。

特徴

利点

・健康に有益な「オメガ３系脂肪酸」を３種類含んでいます。中でも「DPA」（ドコ

サペンタエン酸）は、アザラシなど限られたものにしか含まれていない成分です。

・ハープシールは、北極圏で暮らすイヌイットたちの長い「食経験」があります。

・ハープシールオイルは、とても変わった構造を有

しており、有効成分の利用効率が他のオイルと比

べて優れていると考えられます。

・他社からはほとんど供給されていない「DPA含有素材」であるため、希少性・付加

価値の高い商品作りができます。

・高度に精製しているので、安全性の高い商品であることをアピールできます。

・有効性、安全性、その他科学的な裏付けデータを取得しており、有効性や安全性を

客観的にアピールできます。

※ 安全性・有効性に関しては、「②科学的データ」へ（⇒ｐ１４）

販売者様のメリット

ハープシール(タテゴトアザラシ)
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特徴

利点

・糖尿病用医薬品と違い、副作用がない事から、安心してご使用頂く事ができます。

・食後血糖値上昇抑制を利用したダイエット対策などの商品化設計ができます。

・アオバナとしての原料が、用途別にありますので、お茶を始めとして、青汁、乾麺、

ドリンク、健康食品等、様々なアオバナ食品をご提案できます。

※ 安全性・有効性に関しては、「②科学的データ」へ（⇒ｐ１４）

・アオバナは、ツユクサ科ツユクサ属の俗称です。ツユクサは中国で

オオセキソウと呼ばれており、民間薬として利用されていました。

・炭水化物消化酵素の一種「αグルコシダーゼ」を阻害する物質、ア

オバナイミノ糖(DNJ・DMDP)が含まれており、食後血糖値の上昇

抑制効果が期待できます。

・DNJ、DMDPの分解点は、200℃以上ですので、お茶などの熱湯

でも分解されない化合物です。

・約10種類のフラボノイド配糖体により、抗酸化作用

や利尿作用を期待できます。

・DNJには、インフルエンザウイルスの増殖阻害効果

が確認されています。

・食後血糖値上昇抑制素材としての「桑の葉」は、DNJのみですが、「アオバナ」

には、DNJ、DMDPと2種類の化合物が含まれており、相乗効果が期待できます。

・アオバナ緑色粉末、アオバナエキス末など、様々な用途に応じた素材を提供する事

ができます。

・様々な有効性、安全性データを各研究機関で分析しており、安心した商品設計がで

きます。

・医療用医薬品のベイスン、グルコバイでは鼓腸や放屁が副作用としてありますが、

アオバナには、この様な症状が認められません。

DNJ，DMDPの構造

販売者様のメリット

アオバナ写真
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特徴

利点

・ヨーロッパでは、「薬用カボチャ」と呼ばれており、その種から得られるオイル

を排尿障害や前立腺肥大症の予防・治療として用いてきた歴史があります。

・1978年、ドイツ保健省内に専門委員会Ｅ（CommissionＥ）が設けられ、薬用

ハーブの安全性と効果について評価を行っており、ペポカボチャを前立腺肥大症

や切迫性尿失禁、頻尿、残尿感などに有効な治療薬として認可しています。

・ペポカボチャの種には、タンパク質、不飽和脂肪酸、β－カロテン、ビタミンＥ

(トコフェノール)、ミネラル類、植物ステロール類がふんだんに含まれています。

・ペポカボチャ種子油はヨーロッパでは医薬品としても利用されて

いるため、同様の効果を訴求する他素材（ノコギリヤシ等）と比

較して、より強いアピールができます。

・ヨーロッパでは医薬品である事から、個人差はありますが、

早い体感を得る事ができます。

・高齢化社会の到来にあたり、対象となる顧客がますます増加する

と考えられます。

※ 安全性・有効性に関しては、「②科学的データ」へ（⇒ｐ１４）

販売者様のメリット

ペポカボチャ

ペポカボチャの種子
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商品・付帯サービスの提供

・オリジナルブランドの商品企画・商品開発を企画から製造まで、完全サポート

致します。

・商品製造における各種包材を取り揃えておりますので、

お客様の在庫負担を軽減できます。

Ⅰ）企画
商品コンセプト（効果、形状、味、価格

など）をお伝え下さい。

Ⅱ）具体的な商品案
処方、形状、容量、包装仕様など、商品化に必要

な全ての項目についてご提案、アドバイス致します。

(⇒p.18『製品化力』)

Ⅲ）試作による最終仕様確認
最終商品と同等の試作品を製造します。処方など、納得して頂けるまで試作を行います。

内容物の仕様、包装の仕様など、最終の仕様を確認します。

(⇒p.18『製品化力』)

Ⅳ）納品後のフォロー
販売スタッフの皆様への勉強会、商品チラシ原案の作成といった基本的な販売促進活動のお手伝い

を致します。

一般顧客への商品説明にも精通したスタッフを、商品販売の現場まで派遣することも可能です。

・食品保健指導士、ヘルスケアプランナー（DRP）の有資格者が在籍

・北海道から沖縄まで、日本国内全域に派遣が可能です

(⇒p.21『販売サポート力』)

ＯＥＭ商品提案・新商品開発

各種講習会（研修・育成）

・素材説明、商品説明等の研修・説明会を提供する事ができます。

・市場動向、商品の希少価値、各種データをご理解頂く為の、販売者育成ができます。

企画から製品化までのフロー

お客様のニーズに応じた
商品作りをサポート
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５.当社の知的資産 ①品質へのこだわり

特徴

第三者評価

・技術提携先スピルリナ培養工場(台湾)で生産される、高品質

スピルリナを供給しています。(日本独占販売)

・培養に関する指導も行っており、より高品質なスピルリナの生産に日夜取り組ん

でいます。

・台湾培養工場では２００２年に食品ＧＭＰ認定を取得しています。

・すべての素材において、毒性試験、残留農薬一斉分析試験などを実施し、安全性

の確認を行っています。

・原料から製品まで、一貫した脱酸素包装を実施しており、

品質劣化の少ない高品質製品を供給しています。

・食品の安全性が重要視される近年、商品の安全性は最も基本的であり、最も重要

な項目になっています。

・昔から使われているから、といったあやふやな理由では

なく、科学的根拠に基づいた安全性をアピールできるこ

とは大きなメリットになります。

※ 安全性・有効性に関しては、「科学的データ」へ（⇒ｐ１４）

食品ＧＭＰ認定証

・これら品質へのこだわりにより、ＯＥＭ３製品（Ｎ社、Ｄ社、Ｐ社）など、創業

間もなく販売を開始した製品が現在でも販売が継続しており、エンドユーザーか

らのリピート率の高さを評価頂いております。

知的資産を高めるための取組み

スピルリナ培養工場(台湾)

・所属する業界団体（(財)日本健康･栄養食品協会、CRNJAPAN）

主催の各種勉強会に参加して、常に最新の業界、市場動向を把

握し、商品作りに活かしています。

・社内での品質管理への啓蒙を適宜実施しています。

スピルリナ粒の製造

工場内での研修
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５.当社の知的資産 ②科学的データ(安全性試験)

・当社取扱い素材は、大学・研究機関などに依頼し、各種安全性

データや有効性データを取得しています。
特徴

安全性データ

スピルリナ

DPA含有オイル

◇台湾工場の食品GMP認証取得・・・・・・・・・・

◇急性毒性試験・・・・・・・・・・・・・・・・・

◇残留農薬一斉分析試験・・・・・・・・・・・・・

◇「ミクロシスチンフリー」データ取得・・・・・・

◇変異原性試験・・・・・・・・・・・・・・・・・

◇急性毒性試験 精製ハープシールオイル・・・・・・

DPA7％オイル・・・・・・・・・・・

◇変異原性試験 DPA7％オイル・・・・・・・・・・

精製ハープシールオイル・・・・・・

◇残留農薬一斉分析試験 精製ハープシールオイル・・

DPA7％オイル・・・・・・

ハープシールオイル原料・・

◇急性毒性試験・・・・・・・・・・・・・・・・・

◇単回投与毒性試験・・・・・・・・・・・・・・・

◇残留農薬一斉分析試験・・・・・・・・・・・・・

◇栽培地土壌試験(※)・・・・・・・・・・・・・・

◇農薬試験(※) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◇長期投与試験(10カ月)(※)・・・・・・・・・・・・

◇変異原性試験(Ames試験)(※)・・・・・・・・・・

(小核試験) (※)・・・・・・・・・・・

(染色体異常試験) (※)・・・・・・・・

◇反復投与毒性試験(※)・・・・・・・・・・・・・・

・残留農薬、GMO、アレルゲンに関する証明取得 ・・

急性毒性試験
(スピルリナ)

変異原性試験
(DPA7％オイル)

※：草津市所有のデータ
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５.当社の知的資産 ②科学的データ(有効性試験)

・各種有効性データ、特許の取得により、

付加価値の高い商品作りが可能です。
特徴

有効性データ

スピルリナ

DPA含有オイル

◇澱粉の腸管吸収に及ぼすスピルリナの作用
黄堂泰昌、奥田拓道(熊本県立大)他 日本体質医学会雑誌 vol64,1,2(2002)

◇スピルリナに含まれる膵リパーゼ活性阻害物質の単離及び

食後の血中中性脂肪上昇抑制作用
黄堂泰昌、奥田拓道(熊本県立大)他 薬学雑誌 126、43-49(2006)

◇グリセロ糖脂質化合物及びこれを含有してなるリパーゼ活性阻害剤
黄堂泰昌、奥田拓道(熊本県立大)他 特許第3914519号 (2007年2月9日)

◇非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)モデルラットに対するスピルリナ投与の効果について
黄堂泰昌、高山房子(岡山大)他 第61回日本酸化ストレス学会学術集会(2008年6月19日)

アメリカ・インディアナポリス Society for Free Radical Biology and Medicine

15th Annual Meeting(2008年11月)

◇食の機能と生活習慣病予防-DPA(22:5,n-3)高含有油脂が脂質代謝に及ぼす影響
小川博(近畿大)他 日衛誌(Jpn.J.Hyg)第54巻第１号(1994)

◇DPAの血管内皮細胞遊走促進効果
森田育男(東京医科歯科大)他

Prostaglandins,Leukotrienes and Essential Fatty Acids(2006)54(5),319-325

◇食の機能と生活習慣病予防ｰハープシール油、

植物油が脂質代謝に及ぼす影響
小川博(近畿大)他 日衛誌(Jpn.J.Hyg)第55巻第１号(1994)

◇DPAのリポキシゲナーゼ代謝系への影響を介した血小板凝集阻害効果
佐藤隆司(京都薬科大)他 Biol.Pharm.Bull23(11) (2000)

◇血管新生抑制剤
森田育男 特許第3917825号(2007年2月16日)

◇オオボウシバナに含まれるDNJ、DMDPの測定と血糖上昇抑制活性
芝野真喜男、草野源次郎(大阪薬科大) Natural Medicines 55(5) (2001)

◇機能性食品
草野源次郎(大阪薬科大) 特許第3575766号(2004年7月16日)

◇血糖上昇抑制食品
草野源次郎(大阪薬科大) 特許第3581670号(2004年7月30日)

◇血糖上昇抑制剤及び抗酸化剤
芝野真喜男(大阪薬科大) 特許第4344309号(2009年7月17日)

NASHに対するスピルリナの効果

DPAの血管内皮細胞
遊走促進効果

アオバナの血糖上昇
抑制作用

15

アオバナ



５.当社の知的資産 ③開発力

特徴

・スピルリナ、DPA含有オイル、アオバナの開発を行うなど、新素材の開発に精通した
社員がいます。

・新規性、市場性のある素材の「発見」「食品適応のための調査」

「製品化」「有効性・安全性の研究」「権利保護(特許取得)」

など、新規素材の開発に必要なノウハウを有しています。

・１９７８年にスピルリナ、１９９７年に精製ハープシールオイル、

２００１年にDPA濃縮オイル、２００３年に精製サーモンオイル、

アオバナと、常に新しい素材を開発し、市場に投入してきました。

・市場のニーズに合わせて、様々なスペックの原料を開発することも

可能です。

・他社製品にはない特徴を有する商品(高付加価値）作りが可能です。

これにより、単に価格の比較に陥らない、オリジナリティーのある

商品作りが行えます。

・有効成分の高濃度化をはじめ、お客様のニーズに対応できるノウハ

ウがありますので、様々な形状の食品に対応することができます。

第三者評価

・DPA濃縮オイル開発に対するカナダ ニューファンドランド州政府

からの感謝状や、各種メディアに紹介されるなどの事例があります。

知的資産を高めるための取組み

・新しい素材を常に探し、「試作・分析」「市場性の検討」

など、食品素材としての可能性を調査しています。

・市場性の検討を正確に行うため、各種勉強会への参加など、

素材の知識を蓄積するよう努めています。

ニューファンドランド州
政府からの感謝状

成分分析表

シールオイル研究会に参加 16
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５.当社の知的資産 ③開発力

開発の歴史(実績)

・創業時からの「スピルリナ」に加え、1997年に「ハープシールオイル」、2001

年に「DPA濃縮オイル」、2003年に「精製サーモンオイル」「アオバナ」を開発

してきました。

・新素材の開発も進んでおり、近年中の市場投入を予定しています。

17



５.当社の知的資産 ④製品化力

特徴

・原料の選定、処方組みから、商品企画、製造まで、一貫したサポートが可能です。

・商品の製造、企画に精通した社員がいます。

・自社工場を有していますので、迅速な製品製造、供給が可能です。

・処方、コストなど細かなニーズにも対応できる知識と、様々な形状への加工、小

ロット、短納期に対応できる協力会社とのネットワークがあります。

・共用バルクとして、常に錠剤を在庫していますので、ごく少量からオリジナル製

品の製造(供給)が可能です。

・商品の容器、箱やフィルムなどの印刷物を含めて、製品化

に関する一切のご提案が可能なノウハウがあります。

・小ロット短納期で商品の調達が可能なため、必要なときに必要な数量を手配するこ

とができ、余剰在庫の軽減に繋がります。

・商品作りに必要な全てのサポート、ご提案を行いますので、

異業種からの参入など、健康食品の製造、販売が初めてでも

安心して製品を作ることができます。

第三者評価

・OEM製品を供給している取引先（関東圏でエステサロンを展開する）に、既存商品

のリニューアルを提案しました。

新たに美容・美白効果をアピールできる商品コンセプトを企画、提案、製造したと

ころ、以下のような評価をいただきました。

◇パッケージデザインもよく、顧客の反応が良い。

◇粒が小さくなり、若い女性でも食べやすい。

◇女性を意識した商品となっているので、販売しやすくなり、売れ行きも上々。

製品の製造現場

寝屋川工場外観

18
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５.当社の知的資産 ④製品化力

製品化事例

サプリメントでよく採用される「粒」「カプセル」「顆粒」という形状はもちろん、

様々な形状の製品化実績があります。

◇製品化事例

・スピルリナエキス配合 「ドリンク」

・ 〃 「スピルリナゼリー」

・スピルリナパウダー配合 「スピルリナふりかけ」

・ 〃 「スピルリナそば(乾麺)」

・ハープシールオイル配合 「パン」

・アオバナエキス配合 「おいしい粒」

・ 〃 「チョコレート菓子」

・アオバナ粉末配合 「アオバナそば(乾麺)」

知的資産を高めるための取組み

・入社後の一定期間、寝屋川工場にて製品製造の研修を実施しています。

・粒の製造工場、パッケージの印刷現場など、製品化に関するあらゆる工程について

立会い、視察を行っています。

・「水にサッと溶ける顆粒がいい」「美味しく噛んで食べられる粒がいい」など、現

場で寄せられる意見を大切にし、商品提案に反映させています。

工場での
新入社員研修

スピルリナそば
商品名：藍藻麺

(らんそうめん)

青花そば

19



５.当社の知的資産 ④製品化力

商品化フローチャート

20

商品コンセプト・ご意見のヒアリング
または当社からのご提案を行います。

処方を決定し、試作品の手配を行
います。

容器・キャップの選定や、包装
仕様のご提案・確認を行います。

試作品をお渡しし、最終的なロット・
価格などをご提示致します。

商品の最終仕様を決定し、本生産の
手配を行います。

商品が完成！ 当社工場よりお客様
のもとに商品をお届け致します。

コンセプトに応じた処方案を提
出致します。

商品コンセプト、イメージに合った商品をご提案致します。

専門的な知識がなくとも、経験豊富なスタッフが商品化を全てサポート致します。

こんな商品がいいな、
というイメージだけ
でも結構です。

パッケージのデザ
インや印刷の手配に
ついてもお手伝い

致します。

商品の仕様や処方、
その他細かなこと
全てご満足頂ける
まで打合せをさ
せて頂きます。

販売スタッフの
勉強会・研修会や、
お客様向け説明会
の開催などもご相

談下さい。
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５.当社の知的資産 ⑤販売サポート力

特徴

商品

販売者

ｴﾝﾄﾞﾕｰｻﾞｰ
（末端顧客）

それぞれにおいて、

① 商品・知識豊富な人材

② 市場・競合・データ

を活用し、販売員様向け説明会から

末端ユーザー様向け講演などの販売

サポートを実現する事ができます。

・製品の納品でサポートが終わりではありません。その商品についての説明会、販売

講師など、お客様が納得してご購入頂くためのサポートも行います。

・自社素材の開発、商品企画、製造を一貫して行っていますので、原料の知識から包

装資材の知識まで、全てに精通した社員がいます。

・素材、商品の説明も専任のスタッフがいますので、用途に応じた説明会や販売講師

を提供することができます。

・商品について、素材の各種データを掘り下げて深く理解して頂くことが可能です。

・末端のお客様に商品説明をするにあたり、時代背景、市場動向、商品の希少価値、

各種データを説明することで、納得してご購入頂くことができる

ため、商品リピート率を高めることができます。

第三者評価

・理学博士号、食品保健指導士(JHNFA)、ヘルスケアプランナー

(DRP)の有資格者、商品説明のエキスパートによる講演会、販売

現場での説明会にて高い評価を頂いております。

知的資産を高めるための取組み

・業界紙(食品と開発、健康産業新聞その他)の購読、業界団体の

イベント、勉強会などに参加し、最新情報を収集しています。

・その他関係各社、大学・研究機関との密な情報交換・収集を行

っています。

・社員を対象に、随時勉強会を開催し、知識の共有、スキルアップを図っています。

スタッフと社内
勉強会風景

代表的な業界誌
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５.当社の知的資産 ⑥ネットワーク

特徴

① スピルリナの培養、生産に関して技術提携相互支援体制をとり、創業以来安定した

原材料の供給を受けています。このため、在庫切れなどの心配がなく、納期対応力

も高いです。

② 大学との共同研究による科学的エビデンスの蓄積により、素材の効果・効能、安全

性の確認ができ、信頼性の高い商品作りが可能となります。

③ 業界団体の公演や研修による最新情報・知識のいち早い取得を開発や販売に活かす

ことができます。また、認定マークの取得により知名度の向上と信頼感を得ること

ができます。

④ 様々な販売形態から得た情報を製品に活用できます。

⑤ 中国、東南アジア、米国、ニュージーランド等海外の販路への

アプローチ、日本のユニークな商品を海外向けに発信できます。

・下記企業、機関などとのネットワークがあります。

① 南寶國際生物科技ｲ分有限公司

② 大学【岡山大学、東京医科歯科大学、大阪薬科大学、徳島大学 ほか】

③ 財団法人日本健康・栄養食品協会、CRN-JAPAN等の業界団体

④ 多岐にわたる販売形態へのOEM供給

⑤ 社長の人脈による海外の企業間ネットワーク

第三者評価

スピルリナ培養工場

岡山大学

海外での講演会

㈶日本健康・栄養食品
協会の認定マーク

大学との共同研究により
取得した特許

医院での断食体験と
そのレポート
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６. 将来展望 －今後のビジョンと方向性

今後のビジョン(3年後の目指すべき姿)

◇定性的な目標
・スピルリナの認知度を国民的レベルにアップ、オリジナル素材の拡充、高機能

サプリメントの企画システム確立、社内情報管理（共有）システムの構築と効
率化（特に営業、企画開発関連情報）

◇定量的な目標
・売上高８億円、経常利益6,000万円

今後の事業の方向性

◇商品、素材の信頼性情報（安全性、機能性）の蓄積
◇既存取引先における既存取引商品の売り上げ増加、新規商品の導入
◇新規販売チャンネルへのOEM供給（企画提案型取引の充実）

過去から現在の事業活動で蓄積した知的資産

人的資産

素材開発力、製品化力、販売
サポート力のエキスパートが
います。

関係資産

様々な協力企業のほか、大学
等との強力なネットワークが
あります。

組織資産

商 品

素材開発、商品開発、商品の
販売に関するノウハウがあり
ます。

スピルリナ、DPA含有オイル、
アオバナの原料から最終商品
までを供給可能です。

人的資産

関係資産

組織資産

商 品

今後のビジョンを達成するために必要な知的資産

2010年9月現在

2013年9月目標

新規顧客、業態にアプローチ
できる人材の確保・育成が必
要です。

ノウハウを共有するための情
報整理、研修プログラムの充
実、大ロット低コストに対応
できる製造設備が必要です。

他業種・海外・医療機関との
ネットワークを充実させるこ
とが必要です。

新規素材の開発、高機能サプ
リメント企画システムの構築
などが必要です。
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今後の課題(強化すべき知的資産)

◇安全性に関する第三者認証制度への取り組み強化
◇さらなる安全性、有効性データの蓄積
◇蓄積した科学的データの有効利用

◇食品GMP認証、ISO認証など、各種認証制度の取得
◇入庫時の受け入れ検査強化など、さらなる品質管理体制

の拡充
◇パート従業員を含む、社員教育の強化
◇製造仕様書等作業標準書の制定と運用

◇新しい素材発掘のための人的ネットワークの強化
◇市場、業界の動向をいち早く察知すること
◇様々な原料開発のための協力会社ネットワークの強化

◇大ロット、小コストに対応可能な工場設備の整備
◇素材情報のさらなる蓄積と共用化
◇一般消費者のニーズを的確に掴むこと

◇各種素材の知識をより深く蓄積すること

①品質へのこだわり

②科学的データ

③開発力

④製品化力

⑤販売サポート力

⑥ネットワーク
◇既存のネットワークをより強固なものにする
◇新しいネットワークを構築する
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６. 将来展望 －今後の課題



課題の解決策

◆外部環境の変化に速やかに対応できるよう、業界誌からの情
報収集を強化し、各種勉強会へも積極的に参加する(㋒)

◇各大学、研究機関とのネットワークを強化する
◆科学的データの整理と共用化を行い、情報発信を意識して行

動する(㋓)

◇各種認定制度の内容を把握し、対応できる体制を順次整える
◆入荷品のマスターサンプルとの照合などを順次実践する(㋐)
◆定期的な勉強会開催スケジュールを策定する(㋑)
◇品質管理担当者を選任し、速やかに運用を実施する

◇異業種も含め、様々な会合や面談の機会を積極的に活用する
◇業界誌、各種勉強会へ参加すること、あるいは参加者から

情報を得ることを心がける

◇中堅企業への提案、タイアップを積極的に実施する
◇専任の担当者を作り、情報の共有化を進める
◇販売現場へ入る頻度アップを心がける、取引先様へのリサー

チとその情報の社内発信を実践する

◆業界誌などからの情報収集、各種会合への積極的な参加を心
がける(㋔)

①品質へのこだわり

②科学的データ

③開発力

④製品化力

⑤販売サポート力

⑥ネットワーク
◇異業種交流会などに積極的に参加する
◆展示会などで接触のあった企業へのフォローを徹底する(㋕)
◇OEM先のニーズの把握、提供できることを明確にする
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１年以内の実施を目指す項目とそのスケジュール

2010年9月 2011年9月

㋐

㋑

㋒

㋓

㋔

㋕

2011年3月2010年12月 2011年6月

責任者：櫛引

責任者：櫛引
責任者：馬場

責任者：斉藤
責任者：馬場

責任者：坂本

６. 将来展望 －課題の解決策



７.会社概要

会 社 名 株式会社 スピルリナ研究所

従 業 員 23名(パート従業員含む)

事業内容 健康食品の研究開発ならびに製造販売

資 本 金 1,000万円

H.P. URL http://www.spirulina.co.jp

E-mail sp-info@spirulina.co.jp

本 社 〒532-0011大阪市淀川区西中島1-13-6
TEL 06-6304-5505
FAX 06-6308-8137

〒572-0072大阪府寝屋川市太間東町4-6
TEL 072-801-1026
FAX 072-801-1027

工 場

代 表 者 代表取締役 黄堂 泰昌

寝屋川工場外観本社外観

新大阪
オーパスビル３階

阪急京都線 南方駅

ホテルオークス

ホテル
コンソルト

ロー
ソン

地下鉄御堂筋線
西中島南方駅

中
津
・梅
田

⇒ 淀川

２番出口

⇒

新
大
阪

⇒

十三
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８.連絡先

「知的資産」とは、従来のバランスシートに記載されている資産以外の無形の資産で
あり、企業における競争力の源泉である人材、技術、技能、知的財産（特許・ブラン
ドなど）、組織力、経営理念、顧客とのネットワークなど、財務諸表には表れてこな
い、目に見えにくい経営資源の総称を意味します。

「知的資産経営報告書」とは、目に見えにくい経営資源、すなわち非財務情報を、債
権者、株主、顧客、従業員といったステークホルダー（利害関係者）に対し、「知的
資産」を活用した企業価値向上に向けた活動（価値創造戦略）として目に見える形で
分かりやすく伝え、企業の将来性に関する認識の共有化を図ることを目的に作成する
書類です。経済産業省から平成17年10月に「知的資産経営の開示ガイドライン」が
公表されており、本報告書は原則としてこれに準拠して作成しております。

本知的資産経営報告書に掲載しました将来の経営戦略及び事業計画並びに附帯する事
業見込みなどは、すべて現在入手可能な情報をもとに、当社の判断にて記載しており
ます。そのため、将来に亘り当社を取り巻く経営環境（内部環境及び外部環境）の変
化によって、これらの記載内容などを変更すべき必要が生じることもあり、その際に
は、本報告書の内容が将来実施又は実現する内容と異なる可能性もあります。よって、
本報告書に掲載した内容や数値などを、当社が将来に亘って保証するモノではないこ
とを、ご了承願います。

本知的資産経営報告書の作成にあたっては、本書記載内容につき、その客観性を維持
・向上させる趣旨から、次に掲げる専門家のご支援・ご監修を賜りました。

株式会社 スピルリナ研究所
〒532-0011

大阪市淀川区西中島1丁目13-6

TEL 06-6304-5505
FAX 06-6308-8137

ホームページ http://www.spirulina.co.jp
お問い合わせ sp-info@spirulina.co.jp
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①知的資産とは

②知的資産経営報告書とは

③本書ご利用上の注意

④作成支援・監修専門家

滋賀県中小企業団体中央会 中小企業応援センター事業 登録専門家
中小企業診断士 青木宏人

http://www.spirulina.co.jp/�
mailto:sp-info@spirulina.co.jp�


株式会社 スピルリナ研究所
http://www.spirulina.co.jp/
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