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『モンドセレクション 2015』
ニッセンの健康・美容食品など 11 品が金賞・銀賞受賞！

株式会社ニッセン（本社：京都市南区、代表取締役社長：市場信行）は、消費者生活製品の品質評価国際機関
『モンドセレクション』 の 2015 年度優秀品質賞（クオリティ・アワード）において、当社で販売する健康食品、美容
食品など全 11 品が金賞・受賞を受賞いたしました。
『モンドセレクション』は、世界各国から出品される食品・飲料などの消費生活製品を審査し、優良品質の国際
的評価機関としてベルギーの首都ブリュッセルに 1961 年に設立されました。現在では食料品全般やお酒のほか、
化粧品にまで対象が広げられ、独立専門家審査員グループによって公平な立場から審査し、その高品質を評
価・表彰した商品であることを認定しています。
2015 年度の審査において、ニッセンが販売する健康食品やダイエット食品、化粧品より、4 商品が金賞、7 商品
が銀賞を受賞、合計 11 商品が優秀品質賞を受賞いたしました。
受賞商品の中でも、累計 107 万本を超える販売実績をもち、ニッセンの美容液の中でも圧倒的なリピート率を
誇るロングセラー美容液「スーパーモイスト・コラーゲン プレミアムエッセンス」は、2014 年より 2 年連続で金賞を
受賞し、その品質の高さが国際的に評価されました。
ニッセンではお客様に安心して商品をご提供するために徹底した品質検査を行ない、確かな品質の商品を納
得の価格でお客様にお届けできるよう、今後とも努めてまいります。

＜ニッセンオンライン モンドセレクション受賞商品紹介ページ＞
http://www.nissen.co.jp/cate008/event/BH13MI102/sho_index/BH13MI102_000_000_000-01.htm
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【モンドセレクション2015 受賞商品一覧】
■ 金賞受賞 （4商品）
スーパーモイスト・コラーゲン プレミアムエッセンス
＜商品番号 0170-10022（単品）＞

モンドセレクション 2014 年、2015 年の 2 年連続金賞受賞！累計 107 万本
の販売実績を誇り、圧倒的なリピート率の大人気コラーゲン美容液。上
質で濃厚なエッセンスが大人肌に徹底的にアプローチ。不足しがちな「ハ
リ」と「うるおい」をもたらし、乾燥による小じわの目立たない美しい肌へ導
きます。※効能評価試験済み
【価格】 9,429 円（＋税） ほか定期便コース割引価格あり

銘選青汁
＜商品番号 9992-10677（単品）＞
毎日飲むものだから 素材選びにこだわりました。契約農家で丁寧に栽培さ
れた 100％国産の「大麦若葉」「ケール」「明日葉」「ゴーヤ」「桑の葉」の 5 種
類の青汁素材を使用。これらの青汁素材を美味しく飲みやすくブレンドした栄
養補助食品です。お子様からご年配の方まで、皆様の元気を応援します。
ビタミン C や食物繊維、葉酸など日常的に取りたい栄養素を緑茶風味の青
汁でお手軽に！
【価格】 3,334 円（＋税） ほか定期便コース割引価格あり

宮崎産 ブルーベリーリーフ
＜商品番号 9992-10684（単品）＞
太陽と大地のチカラをたくわえたブルーベリーの「葉」から、新しいサプリが誕
生。総ポリフェノール量は、ビルベリーの 48 倍！宮崎大学と宮崎県が共同研
究開発した宮崎県産の希少種「ブルーベリー葉」を使用。
ポリフェノールの王様といわれるプロアントシアニジンをはじめ、クロロゲン酸
やキナ酸などたっぷりの栄養分が詰まっています。さらにサポート成分として
毎日の健康をサポートしてくれる厳選した 27 種類の栄養素を取り入れていま
す。
【価格】 1,580 円（＋税） ほか定期便コース割引価格あり

あらかるＤｉｅｔ ｐｌｕｓ （30 食）
＜商品番号 9100-90087（単品）＞
nissen, ダイエット食品売上 No.1！累計販売包数 70 万個突破！果汁感 UP
してリニューアル！おいしさに磨きをかけ食べる楽しさを追求しました！
1 食たったの 133 円（＋税）！ボリュームたっぷり酵素（野草発酵エキス末）入
りダイエットスイーツ。ご飯たっぷり約 2 膳分のボリュームながら、1 食たった
の約 210kcal（※1）。1 日 1 食を置き換えれば、大幅カロリーダウンが可能に。
※1：ごはんは 1 膳分 140ｇで換算。牛乳 250ml を加えたカロリー。「日本食品標準成分
表 2010」を参照。

【価格】 30 食 3,990 円（＋税） ／シェイカー（容量 450ml） 300 円（＋税）

■ 銀賞受賞 （7商品）
Ｂ－プログラム ３０ｄａｙｓ 夜用カプセル美容液ＥＸ
＜商品番号 0170-10017（単品）＞
1 日 1 粒の簡単お手入れで夜塗って眠るだけ！30 日間のビューティプログラ
ムケア。ハリ・ツヤ・うるおいに導く凝縮美容液です。
ハリとうるおいを与えるレチノールを安定させたビタミン A 誘導体、ビタミン
B・E、うるおいによる透明感を与える α ーアルブチン、ハリ・弾力を高めるベ
ビーコラーゲンとカプセル CoQ10、浸透型ビタミン C、肌を守り、うるおいを肌
の角質層まで届けるカプセルセラミド、若々しいツヤのある肌へ 2 種類の植
物オイル（フレッシュクランベリーオイル、オーガニックアルガンオイル）
【価格】 2,381 円（＋税） ほか定期便コース割引価格あり

熟撰酵素
＜商品番号 9992-10670（単品）＞

モンドセレクション 2014 年、2015 年の 2 年連続銀賞受賞！
9 割以上の方が続けている「酵素」のチカラで、あなたのダイエットをサポ
ートします。１０９種類もの厳選素材を使用し、伝統の甕壷製法を採用し、
３つの善玉菌で発酵・熟成させた新発想の熟撰酵素。さらに、ぜいたくに
ワイン１本分のレスベラトロールを配合。話題の酵素の発酵パワーが「ス
ッキリ・キレイ」な毎日をサポートします。
【価格】 3,791 円（＋税） ほか定期便コース割引価格あり

すっぽんしじみ粒
＜商品番号 9992-10624（単品）＞
モンドセレクション 2013 年、2014 年、2015 年の 3 年連続銀賞受賞！スッポン
としじみのいいところをソフトカプセルにギュッと凝縮！！「毎日の健康が気
になる」「若々しく美しくありたい」「毎日忙しい」「お酒をおいしく飲みたい」とい
う方に。コラーゲンたっぷり！国産原料の高品質「すっぽん粉末 200mg」に
「大和しじみエキス末 20mg」も使用。また、サポート成分も充実！たった 2 粒
になんと、しじみ 100 個分の「オルニチン」を配合。アミノ酸含有量にも注目！
活力エキスのかたまりでいつまでも麗しく健康に！
【価格】 3,334 円（＋税） ほか定期便コース割引価格あり

快朝美麗茶 めぐり
＜商品番号 0096-79001（30 包）（単品）＞
クチコミでも高評価のダイエットサポート茶がリニューアル！食物繊維やビタ
ミン、ミネラルが豊富なキャンドルブッシュなど従来の成分はそのままに「高
麗人参」「ごぼう」「桑の葉」といった女性に嬉しい成分を追加しました。美容・
健康にこだわった 18 種類の植物素材＋食物繊維をバランスよく配合したこ
だわりのブレンド茶で朝のさわやかさを手に入れよう！自分に合ったお好み
の濃さや量で飲み味スッキリにお飲みいただけます。ノンカフェイン、ノンカロ
リーです。
【価格】 3,600 円（＋税） ほか定期便コース割引価格あり

ローカロぞうすい＆リゾット満足セット（5 種 15 食）／ボリュームタイプ
＜商品番号 9100-02705＞
ローカロ×ニッセンで実現した、約 1．5 倍ボリュームの美味しい雑炊＆リゾッ
ト。ニッセンでしか買えない特別バージョンです。
「1 食置き換えするには少し寂しい」の声にお答えして、レギュラータイプの約
1．5 倍のボリュームを実現！1 食当たり約 190g（※お湯 180ml を含む）と、ご
飯 1 膳約 150g と比べても満足度◎です。
また、不足しがちな食物繊維を 1 食当たり約 1,500mg に加え、女性に嬉しい
コラーゲンも配合！味は、ローカロシリーズ愛用者に人気の味５味を厳選。
毎日楽しく続けていただけるように、和風雑炊 3 味と、洋食 2 味の組み合わ
せにしました。
【価格】 2,990 円（＋税） ※2015 年 6 月末までの特別価格

白髪用 ナチュラルヘアカラートリートメント （ブラック）
＜商品番号 1000-65001＞
利尻ヘアカラーでおなじみの株式会社ピュールとニッセンの共同開発。
素手でも使える！浴室でカンタン！臭わない！酸化染料を使用しない！濡
れた髪・乾いた髪にも使える白髪用ヘアカラートリートメントの誕生。
簡単 3 ステップお手入れでトリートメントしながら 10 分程度で仕上がり自宅で
簡単キレイが実現出来る優れもの！天然由来の植物エキスが髪をいたわり
ながら自然と髪に馴染みご満足いただけます。週に 1～2 回のカラートリート
メント習慣でパサつく髪をしっとり、ツヤ・ハリのある髪へと導く新感覚の白髪
染め※1 です。
※1：染毛剤の化学的な反応を利用していない商品で髪表面を着色する白髪用ヘア
マニキュアです。

【価格】 3,000 円（＋税）

白髪用 ナチュラルヘアカラートリートメント （ダークブラウン）
＜商品番号 1000-65001＞
利尻ヘアカラーでおなじみの株式会社ピュールとニッセンの共同開発。
素手でも使える！浴室でカンタン！臭わない！酸化染料を使用しない！濡
れた髪・乾いた髪にも使える白髪用ヘアカラートリートメントの誕生。
簡単 3 ステップお手入れでトリートメントしながら 10 分程度で仕上がり自宅で
簡単キレイが実現出来る優れもの！天然由来の植物エキスが髪をいたわり
ながら自然と髪に馴染みご満足いただけます。週に 1～2 回のカラートリート
メント習慣でパサつく髪をしっとり、ツヤ・ハリのある髪へと導く新感覚の白髪
染め※1 です。
※1：染毛剤の化学的な反応を利用していない商品で髪表面を着色する白髪用ヘア
マニキュアです。

【価格】 3,000 円（＋税）

