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2020年 6月 30日  

シオノギヘルスケア株式会社 

ヘルスケア価値の提供を通じて社会に貢献するシオノギヘルスケア株式会社（本社：大阪府大阪市 代

表取締役社長：吉本 悟、以下シオノギヘルスケア）は、2020年 7月 15日、シオノギ健康通販にて、「健腸

計画 腸内環境改善プログラム」の提供を開始します。機能性表示食品「健腸計画 トトノエール」、腸内環

境を数値化する「健腸計画 腸内フローラ検査キット」、腸活応援コンテンツのセット販売により、生活習慣

の改善を通して腸内環境を整え、皆さまの健康維持をサポートします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お客様を取り巻く環境が大きく変化する中で、セルフケアの重要性は一層高まっています。シオノギヘル

スケアは、「メーカー」から「ヘルスケア領域のトータルソリューションカンパニー」へとシフトし、お客様の生

活のすべての瞬間におけるヘルスケア価値の提供を目指します。今回は、その第一弾として「健腸計画」

シリーズを発売。計画的に健康づくりを行いたいが、自分にとって最適な方法が分からないというニーズ

を踏まえ、健康食品、検査、情報提供を組み合わせた包括的なサポートを提供します。 

 

■「健腸計画 腸内環境改善プログラム」について 

「健腸計画 腸内環境改善プログラム」は、シオノギ健康通販にてお申込みいただけます。お届けは全 6

回。ベースサプリメント「健腸計画 トトノエール」は各回、検査キットは 1 回目と 4 回目、腸活応援コンテン

ツは随時のお届けです。 

 

▽プログラムに含まれるもの 

・健腸計画 トトノエール【機能性表示食品】（30 包/個×6 回） 

・健腸計画 腸内フローラ検査キット（1 個×2 回） 

・腸活応援コンテンツ（随時） 

 

▽販売情報 

特別価格  ： 38,260 円（税込） 

発売日  ： 2020 年 7月 15日 

販売場所  ： シオノギ健康通販 

https://www.shop.shionogi-hc.co.jp/shop/ 

※解約・返金不可、都度配送 

※おひとり様一回限りのプログラムとなっております。 

検査キットで腸内環境を数値化！自分の健康状態を知り、効果的に生活習慣を改善 

６ヶ月の集中サポート「健腸計画 腸内環境改善プログラム」提供開始 

～当社リピート率 No.1※の整腸サプリメント「トトノエール」も機能性表示食品に進化して同時発売～ 

＜健腸計画 腸内フローラ検査キット＞  

＜健腸計画 トトノエール＞ 

https://www.shop.shionogi-hc.co.jp/shop/
https://www.shop.shionogi-hc.co.jp/shop/
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■リニューアル商品「健腸計画 トトノエール」について 

「健腸計画 腸内環境改善プログラム」の提供開始に伴い、当社のリピート率 No.1*商品である整腸サプ

リメント「トトノエール」は、機能性表示食品「健腸計画 トトノエール」に生まれ変わります。「腸のベースサ

プリメント」としての従来の配合成分はそのままに、機能性表示食品シリーズ「健康計画」に仲間入り。単

品でのご購入も可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ シオノギ健康通販全商品 2019 年度新規顧客の継続率の中で（トトノエールの継続率は 83%） 

＊*  「アガロオリゴ糖」は、独自の技術で開発した寒天由来の成分。研究により、炎症を抑える効果が確認されており、大腸の炎症や小腸

潰瘍の抑制のほか、膝関節や皮膚など、全身の様々な炎症への効果が報告されている。 

 

■新商品「健腸計画 腸内フローラ検査キット」について 

独自の解析技術で腸内環境を可視化する、シオノギヘルスケアとして初

めての検査事業です。人の腸には 100兆個以上の腸内細菌がすみつい

ており、お花畑に模して腸内フローラと呼ばれています。これまで、理想

の腸内フローラは善玉菌：悪玉菌：日和見菌＝2:1:7の比率で生息してい

ると言われてきましたが、近年の研究では単純な比率ではなく、様々な菌

がバランスよく生息する多様性が重要だということがわかってきました。 

本検査は腸内細菌の DNAを網羅的に解析することで、個人によって異

なる腸内フローラの状態を可視化し、それぞれに合った対策をご提案しま

す。 

 単品でのご購入も可能です。 

 

▽検査でわかること 

腸内フローラ判定、大腸画像検査おすすめ度、多様性指標  

健康長寿菌判定、ダイエット・美容に関する項目、生活習慣改善ポイント など 

 

▽検査の流れ 

検査キットが届いたら、自宅で採便し、お近くのポストまたは郵便局で郵送いただきます。検査結果は約 6

週間前後で紙のレポートとして郵送いたします。また、腸活ご相談コール、腸活レシピなどの腸活応援サ

ービスもご利用いただけます。 

健腸計画 トトノエール【機能性表示食品】 

機能性関与成分「ビフィズス菌 BB536」を 20 億個含有で、腸内環境の

改善をサポート。また、20 年近く研究を続けているシオノギヘルスケア

の独自成分アガロオリゴ糖**や、健康サポート成分ミルクオリゴ糖も配

合。ほのかな甘みのミルク風味で、水なしでのめて口どけが良い顆粒タ

イプです。 

通常価格  ： 4,320 円（税込） 

容量  ： 30包 

発売日  ： 2020年 7月 15日 

販売場所  ： シオノギ健康通販 

             https://www.shop.shionogi-hc.co.jp/shop/ 

届出表示  ： 本品にはビフィズス菌 BB536 が含まれます。 

ビフィズス菌 BB536 には腸内環境を良好にし 

お腹の調子を整えることが報告されています。 

届出番号  ： E644 

＜検査結果レポートのイメージ図＞ 

https://www.shop.shionogi-hc.co.jp/shop/
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今後もシオノギヘルスケアは、「すべての人にやさしく、正しく、セルフケアを」をビジョンに掲げ、セルフケ

ア社会の実現に向けて適正な情報提供活動をしてまいります。 

 

■背景① 

腸内環境は私たちの健康と密接に関連しており、近年では免疫や肥満、性格との関係性なども研究が

進んでいます。意識調査においても、腸内環境対策を行いたい人は 98%と非常に多く、人々の「腸活」へ

の関心の高さがうかがえます。一方で、腸内環境対策を行う上で「善玉菌の種類」を意識している人は、

半数にも及びません。腸内の健康を保つ善玉菌の代表格である「ビフィズス菌」は、年齢とともに減少して

しまいます。生まれた時の状態を 100％近くと仮定した場合、成人する頃には 20％台に減少し、50歳以

降ではなんと一桁に。ビフィズス菌は人間の体内では新しく作ることができないため、外から補うことで腸

内環境改善の土台作りが可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■背景② 

 近年では、日本の国民医療費の増加などから、国民のセルフ 

メディケーションの重要性が高まっています。一方で、当社が行った 

健康方法に関する意識調査では、「自分自身にあった対処が実 

践できている」と答えた方はわずか 7％にとどまりました。今後は、 

お客様一人一人の健康状態を踏まえたうえで、それぞれに合う対 

策を提供することが重要になると考え、今回のサービス提供を 

開始いたします。 

 

健康方法に関する意識調査 

シオノギヘルスケア調べ（n=40,000） 

期間：2020 年 6月 22 日～24 日 

方法：インターネット調査 

健腸計画 腸内フローラ検査キット 

サイキンソー社の独自技術「腸内 Dysbiosisスコア算出アルゴリズム」

を採用した検査キット。自宅で簡単に腸内環境を検査し、腸内環境を

可視化できます。検査を定期的（目安：3 か月ごと）に行うことで、腸活

への取り組みの効果も確認可能。 

希望小売価格 ： 25,300 円（税込） 

容量  ： 1式 

発売日  ： 2020年 7月 15日 

販売場所  ： シオノギ健康通販 

https://www.shop.shionogi-hc.co.jp/shop/ 

腸内に存在するビフィズス菌の量 腸内環境対策への関心度（n=634） 

重視している やや重視している

どちらともいえない あまり重視していない

重視していない

対策したい どちらかといえば対策したい

どちらかといえば対策したくない 対策したくない

98% 

47% 

善玉菌の種類（ビフィズス菌、乳酸菌など）への 

関心度（n=572） 

7% 

「自分自身にあった対処が 

実践できている」と回答 

約

95%
以上

22%

5%
0%

50%

100%

赤ちゃん 20代 50代以上

加齢とともに減少！ 

TPC マーケティングリサーチ 2020 年発刊「腸内環境改善と商品ニーズ」 

https://www.shop.shionogi-hc.co.jp/shop/
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■「メーカー」から「ヘルスケア領域のトータルソリューションカンパニー」へ 

 人々のセルフケアを取り巻く環境は、大きく変わりつつあります。治療だけ

でなく予防・未病も含め、お客様自身が選択するセルフケア社会が予見さ

れる中、企業理念である「人々の健康を守るために必要なもっともよいヘル

スケア価値」を提供するため、次なるステップとして「メーカー」から「トータル

ソリューションカンパニー」へと進化し、ヘルスケアに関する包括的な製品・

サービスの提供を目指します。 

 

■健康食品事業について 

予防・未病も含めたトータルヘルスケアをサポートするため、当社は 2019年 1月、従来の OTC医薬

品・管理医療機器に加えて、健康食品事業をスタートしました。素材からこだわった健康食品を各種とりそ

ろえています。たとえば、独自開発成分「アガロオリゴ糖」は、江戸時代から健康食材として重宝されてき

た寒天由来の成分ですが、寒天を食しても摂取できないため、寒天成分（アガロース）を低分子化する独

自の開発技術により生成しました。そのほかにも、「ご自身の健康を毎日計画的に維持していただきた

い」という考えから誕生した機能性表示食品の「健康計画」シリーズや、ガゴメ昆布由来の「フコイダン」、

明日葉に含まれる「カルコン」などの健康成分を配合した健康食品をシオノギ健康通販にてご提供してい

ます。 

 

■シオノギヘルスケア株式会社について 

シオノギグループは創業以来 140年以上にわたって、人々の健康に奉仕してまいりました。その中で、

シオノギヘルスケアは、“常に人々の健康を守るために必要な、最もよいヘルスケア価値を提供する”とい

う経営理念のもと、2016年 1月に設立されました。多層的な事業/アライアンスなどによる付加価値でヘ

ルスケア事業の競争力を高め、優れた製品・情報・サービスを通じて健康寿命延伸に貢献いたします。 

 

商号  ： シオノギヘルスケア株式会社（SHIONOGI HEALTHCARE CO., LTD.） 

会社設立  ： 2016 年 1月 15日 

会社開業  ： 2016 年 4月 1日 

資本金  ： 1,000 万円 

従業員数   ： 約 110名（2020年 4月現在） 

代表者  ： 代表取締役社長 吉本 悟 

本社所在地  ： 大阪府大阪市中央区北浜 2丁目 6番 18号 淀屋橋スクエア 7階 

事業内容  ： 一般用医薬品、医薬部外品、管理医療機器、健康食品などのヘルスケア商品の開発・製造販売 

URL  ： https://www.shionogi-hc.co.jp/ 

【本リリースに関する報道関係者様からのお問合せ先】 

シオノギヘルスケア株式会社 PR事務局（ビルコム株式会社内）担当：齊藤・吉武 

TEL：03-5413-2411／E-mail：shionogi@bil.jp 

【製品に関するお問合せ先】 

シオノギヘルスケア株式会社 シオノギ健康通販 お問い合わせ窓口 

電話：0120-810-771 営業時間：9:00〜18:00（土日・祝日 承ります） 

＊新型ウイルス感染症への対応として、営業時間が変更となる場合がございます。 

ファックス：0120-810-130 

インターネット：https://www.shop.shionogi-hc.co.jp/shop/ 

https://www.shionogi-hc.co.jp/
https://www.shionogi-hc.co.jp/
mailto:shionogi@bil.jp
https://www.shop.shionogi-hc.co.jp/shop/

