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健康⾷品製造メーカー ファイン、ノンアルコール飲料など 7 製品が
2018 年度のモンドセレクション優秀品質賞を受賞
「ファインレスベラ®ワイン」は最高金賞を 6 年連続で受賞

株式会社ファイン（本社：大阪市東淀川区。代表取締役：佐々木信綱）は、国際的な食の品評会
「2018年度モンドセレクション」において、7製品のうち、1製品が優秀品質最⾼⾦賞、6製品が⾦賞を受賞し、
その品質が⾼く評価されました。
『ファインレスベラ®ワイン』は最高金賞を6年連続で受賞し、3年連続で金賞以上を受賞した製品に付与され
る国際優秀品質賞（インターナショナル・ハイクオリティ・トロフィー）も2度目の受賞となりました。
また、金賞を受賞した6製品は、『グリシン・プレミアム』、『グリシン3000ハッピーモーニング®』、『きれいでナイトコ
ラーゲン®』、『コンドロイチン&グルコサミン(ふしぶしの恵®)』、『納豆キナーゼ』、『L-シトルリン』です。これらの製品
は、国内外のお客様に広くご愛用いただいております。

弊社製品取扱ウェブサイト http://www.fine-fine-fine.net/
弊社は、大阪大学内に、ファインバイオサイエンス研究所(FBRC)を保有しており、産学連携にて、製品を自
社で研究・開発、また、自社工場にて製造しております。今後もお客様によりよい製品をお届けできるよう、製品
の研究・開発に積極的に取り組んでまいります。
貴媒体にて、ご取材、ご紹介をご検討いただけますと幸いです。読者プレゼントや写真などのご用意もございま
す。お気軽にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
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モンドセレクション受賞製品一覧
■ ファインレスベラ®ワイン
◆2018 年度優秀品質最高金賞受賞（6 年連続：2013～2018 年）
◆国際優秀品質賞（2015、2018 年）
◆2016 年度 ダイエット&ヘルス部門 審査員賞受賞
ファインレスベラ(R)ワインはワインの⾵味に⼤切な⽢み・渋み・酸味・苦味があり、⾷
事にあう本格的なワインテイスト飲料です。また、エイジングケアをサポートするレスベラト
ロールなどのポリフェノールを含んだ、ノンアルコール飲料です。ワインの雰囲気を味わいな
がら美しく健康に。
【製品の特長】
●

フランス産⾚ワインの約 30 倍のレスベラトロール、約 2 倍のポリフェノールを含有。
(ファインバイオサイエンス研究所(FBRC)調べ)

●

ワインの産地で有名なアメリカオレゴン州のブドウ果汁を使用。

●

お料理やスイーツにアレンジするとブドウの風味豊かに仕上がります。

【製品概要】
内容量：500ml
価格：オープン価格 (参考価格 1,296 円・税込)
JAN コード：4976652007185
ウェブサイト製品紹介ページ：http://www.fine-kagaku.co.jp/item/nature/3099.html
■ グリシン・プレミアム
◆2018 年度優秀品質金賞受賞（5 年連続：2014～2018 年）
厚⽣労働省の労働安全衛⽣調査によると、働く⼈の約 6 割が、ストレスを感じながら
仕事をしていると⾔われています。不規則で毎日忙しい日々を過ごしておられる方、夜
落ち着かない方、朝からスッキリと過ごしたい方へお勧めします。

【製品の特長】
● リラックスに関与する成分として、1⽇1 包あたり、グリシン 450mg、GABA 400mg を配合。さ
らに、L-テアニン、L-トリプトファンをバランス良く配合しました。
● お休み前でもお召し上がりいただきやすいよう、レモン⾵味で、シュガーレスに仕上げました。
【製品概要】
内容量：93ｇ（3.1ｇ×30 包）
価格：オープン価格 (参考価格 1,620 円・税込)
JAN コード：4976652007635
ウェブサイト製品紹介ページ：http://www.fine-kagaku.co.jp/item/supplement/3877.html
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■ グリシン 3000 ハッピーモーニング®
◆2018 年度優秀品質金賞受賞
本製品はグリシンをメインに、イノシトールとビタミン B 群を配合しています。厚生労働
省の労働安全衛生調査によると、働く人の約 6 割が、ストレスを感じながら仕事をして
いると言われています。夜落ち着かない方、さわやかな毎日をスタートしたい方にお勧め
します。

【製品の特長】
● Amazon のレビューでも⾼評価。
● 1⽇1 包あたり、グリシン 3000mg、イノシトール 500mg が摂取できます。
【製品概要】
内容量：108ｇ(3.6ｇ×30 包)
価格：オープン価格
JAN コード：4976652008793
ウェブサイト製品紹介ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B00NM4JZRU

■ きれいでナイトコラーゲン®
◆2018 年度優秀品質金賞受賞
本製品は、「グリシン」に、フィッシュコラーゲン、酵⺟エキス、GABA、ビタミン類などの美
容サポート成分を配合しています。休息中に美容成分を補い、働く⼥性、忙しい⼥性を
応援したいという想いからできあがりました。

【製品の特長】
● ポリフェノール、レスベラトロールも配合。
● 1 包あたり 10kcal。
● お休み前でもお召し上がりいただきやすいよう、パイナップル⾵味で、シュガーレスに仕上げました。
【製品概要】
内容量：75.6ｇ（2.7ｇ×28 包）
価格：オープン価格 (参考価格 2,160 円・税込)
JAN コード：4976652005723
ウェブサイト製品紹介ページ：http://www.fine-kagaku.co.jp/item/beauty/551.html
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■ コンドロイチン&グルコサミン(ふしぶしの恵®)
◆2018 年度優秀品質金賞受賞(2 年連続：2017～2018 年)
鮫コンドロイチンに、鶏由来の II 型コラーゲン、カニから抽出したグルコサミン、ミ
ネラルを含む焼成コンブ末、⼤⾖イソフラボン、ビタミン C、ビタミン B 群などをバラ
ンスよく配合しました。毎⽇をアクティブに過ごしたい⽅にお勧めしたいサプリメン
トです。

【製品の特長】
● 加齢と共に減少していくコンドロイチンやグルコサミンをサポート。
● 毎日の食事からは摂取することが難しい軟骨成分をふんだんに配合。
● 鮫コンドロイチン含有物 1100mg、グルコサミン 1000mg 配合（15 粒中）。
【製品概要】
内容量：82ｇ（150ｍｇ×約 545 粒）
価格：オープン価格 (参考価格 3,780 円・税込)
JAN コード：4976652001879
ウェブサイト製品紹介ページ：http://www.fine-kagaku.co.jp/item/supplement/589.html

■ 納豆キナーゼ
◆2018 年度優秀品質⾦賞受賞(2 年連続：2017〜2018 年)
納⾖のネバネバ部分は納⾖キナーゼという酵素を含み、健康に役立つ成分と言われ
ています。納⾖抽出物を主原料に、タマネギ⽪エキス、紅麹エキス、ニンニクエキスなどを
加えた栄養補助⾷品です。めぐりや食事の塩分が気になる方にお勧めです。

【製品の特長】
● 10 粒当たり 100mg の納豆キナーゼ（納豆キナーゼ活性 52,000IU）、モナコリン 0.7～
1.0mg、タマネギ皮エキス 250mg を含有
● 納豆独自の臭いや味、ネバネバがないため、納豆が苦手な人でも手軽に摂取いただけます。
【製品概要】
内容量：60ｇ(250mg×240 粒)
価格：オープン価格 (参考価格 3,240 円・税込)
JAN コード：4976652002784
ウェブサイト製品紹介ページ：http://www.fine-kagaku.co.jp/item/supplement/709.html
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■ L-シトルリン
◆2018 年度優秀品質金賞受賞
国産の L-シトルリンに、アルギニン、ビタミン C、ビタミン E、葉酸などを配合した栄養機能⾷
品です。L-シトルリンはアミノ酸の⼀種で、スイカから抽出されたことからスイカのラテン名
citrullus にちなんで名づけられました。活力やめぐりに関⼼のある⽅にお勧めしたいサプリメン
トです。

【製品の特長】
● Amazon でベストセラーを誇る人気製品。(L-シトルリンカテゴリ)
● 1 日の目安摂取量(8 粒)あたり、L-シトルリン 800mg に、L-アルギニン 500mg を配合。
● 活力をサポートするビタミン C、ビタミン E、葉酸などを配合。
【製品概要】
内容量：60ｇ(250mg×240 粒)
価格：オープン価格 (参考価格 3,780 円・税込)
JAN コード：4976652004955
ウェブサイト製品紹介ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B000XYPV2A

モンドセレクションとは
ベルギーのブリュッセルに本部を置く、「食品」、「酒類」など消費製品の国際的な品評機関です。世界各地の優
れた市販製品の評価、品質向上を目的として、1961年にベルギー王国経済省とEC（当時は欧州共同体）
が共同で創設しました。その歴史や知名度などから、「食のオリンピック」、「食のノーベル賞」に例えられることもあり
ます。
製品に関するお客様からのお問い合わせ先
株式会社ファイン お客様相談室
TEL：0120-056-356（通話料無料） 受付時間 ／ 9:00～18:00（土・日・祝日は除く）

ニュースリリースに関するお問い合わせ先
株式会社ファイン 広報 IT 事業部
E-mail： media@fine-kagaku.co.jp
ホームページ： http://www.fine-kagaku.co.jp/
大阪 〒533-0021 大阪市東淀川区下新庄 5 丁目 7 番 8 号
TEL 06-6379-0357（代） FAX 06-6379-0359
東京 〒104-0033 東京都中央区新川 1-3-2 ナックスビル 4 階
TEL 03-3551-3871（代） FAX 03-3551-3872
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