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2008年 3月19日 

報 道 各 位               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ハーブに最適な土壌で育つ 

アンジュー地方のレモンバーム 

ハーブに最適な土壌で育つアンジュー地方のレモンバーム 

 
□ 商品上市の背景： 

 国民の睡眠不足による年間経済損失は約3兆5000億円にのぼるとの報告（2006年6月日本大学医学部 

内山真教授）がなされています。また、矢野経済研究所によれば、睡眠関連ビジネスの市場規模は 

2007年で1,947 億円となり、2010年には2,710 億円に達する見込みです。 

 兼松株式会社（本社：東京都港区 社長：三輪 徳泰）は、NATUREX社 （フランス  アビニヨン市   

http://www.naturex.com/）からレモンバームより抽出した素材Cyracos(シラコス)を輸入し、日本市場で 

初めて同素材を紹介していくことになりました。 

 今回、新素材Cyracos(シラコス)を使用した日本初の商品を弊社が開発・発売することになりました。  

 

□ ヨーロッパのレモンバームブランドCyracos(シラコス)とは： 

 天然の薬草植物の生産地として有名なフランス ロワール川流域のアンジュー地方で 

栽培された芳香植物であるハーブ、レモンバームが原料です。 

 一般名称レモンバーム（学名：Melissa officinalis L 種）の葉から水・アルコール抽出した 

素材です。 

 日本でもレモンバームはハーブティーとしてリラックスや癒しの目的で飲用されています。 

この度、フランス産ハーブ、レモンバーム抽出物を使った錠剤タイプのサプリメントを 

発売致します。 

 レモンバームは地中海沿岸が起源で、歴史的には2000年以上も前からギリシャにて使用さていたと 

言われています。修道士により中央ヨーロッパに持ち込まれ、料理、お茶等の飲料、デザート等に利用 

されてきました。 

 レモンバームは、アメリカ合衆国FDA （Food and Drug Administration：食品医薬品局）よりGRAS 

（Generally Recognized As Safe： 一般的に安全と認められる食品）に認定されており、安全性は確認 

されています。  

日本初！ フランス産ハーブ レモンバーム(抽出物)
から作ったサプリメント    新 発 売 

～ 睡眠関連ビジネスは成長市場です ～ 
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□ Cyracos(シラコス)の商品群： 
 フランスでは一般の食品やサプリメントの素材としてCyracos(シラコス)は幅広く使用されています。 

   推奨摂取量は一日あたり300～600mg です。 

ü 安眠＋リラクゼーション （カプセル・錠剤） 

ü 禁煙補助 （カプセル） 

ü ダイエットの為の抗ストレス （ガム） 

 

□ 各種試験 （別紙資料①②をご参照下さい）： 
Cyracos(シラコス)を使った各種試験がフランスで実施されております。 

① 臨床試験（18～70歳までの男女30名） 

② 動物試験（養鶏場で飼育された鶏 13,200羽） 

 

□ 商品情報： 

【発売日】 2008 年3 月25日(火) 

【商品名】 ウェルネスレモンバーム 

【内容量】 1 箱 18g （300mg ｘ 60 粒） 

【飲用量】 一日2粒から4 粒 （Cyracos(シラコス)一日あたり300～600mgです） 

【特色】   1 粒はレモンバーム約30 枚に相当 ＊ 

【価格】   5,040円/箱 

【販路】   弊社通信販売等 

       ＊ フレッシュレモンバーム約15g からCyracos(シラコス) 300mgを抽出できます。 

             「ウェルネスレモンバーム」2 粒は、300mg のCyracos(シラコス)を含有しており、 

フレッシュレモンバーム換算では約 60枚相当になります。  
 
□ 添付資料 ①②③： 
① Cyracos(シラコス)による臨床試験の詳細 

② Cyracos(シラコス)による動物試験の詳細 

③ 弊社概要 

 

 

 

 

【商品についてのお問合せ先】         【原料についてのお問合せ先】 

会社名：   兼松ウェルネス株式会社                兼松株式会社 

部署：     健康食品事業部                     ライフサイエンス部 

担当者：   佐々木・相原                        中河原・服部 

住所：     〒104-0045 東京都中央区築地2-3-4        〒105-8005 東京都港区芝浦1-2-1 

                  築地第一長岡ビル                     シーバンス N館  

電話：     03-5148-1125                        03-5440-9731  

ファックス： 03-3547-2060                        03-5440-6564 

ﾒｰﾙｱﾄ゙ﾚｽ：    takemasa_sasaki@kwn.kanematsu.co.jp       yuji_nakagawara@kanematsu.co.jp 

会社ﾎｰﾑﾍﾟー ｼﾞ： http://kwn.kanematsu.co.jp/               http://www.kanematsu.co.jp/ 



 

資料 ①  

 

□ 臨床試験： 「不安兆候」「随伴症状」「不眠症」の３つの兆候に関連する19 の症状に対する評価 

・二重盲検ヒト試験 

・18～70 歳までの男女 30 名 不安症状のある患者と睡眠障害の患者 

・投与期間 15 日間 

・コントロール群： Cyracos(シラコス) 600mg／日 (朝夕各 300mg を投与) 

・対照群： ホップ 600mg／日 (朝夕各 300mg を投与) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 試験結果： 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

資料提供： NATUREX 社（フランス） 

結論： 

Cyracos(シラコス)は、不安・睡眠障害に対し効果性があると判断できる。 
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資料 ② 

□ 動物試験： 養鶏場から鶏肉処理場までの輸送中の鶏の死亡率比較 

・養鶏場にて飼育された鶏 13,200 羽                   

・投与期間 10 日間   

・コントロール群： 希釈した Cyracos(シラコス)                  

・プラゼボ群： 水のみ 
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資料提供： NATUREX 社（フランス） 

結論： 

Cyracos(シラコス)は、輸送中の鶏のストレスを低減していると判断できる。 

 

資料 ③  
兼松ウェルネス株式会社 
l 本社所在地： 〒104-0045 東京都中央区築地 2 丁目 3 番 4 号 
l 電話：      03-5148-1120 
l ファックス：   03-3547-2060 
l 設立：      1995 年 6 月 
l 資本金：     5000 万円 
l 株主：      兼松株式会社 
l 代表取締役社長： 伊藤 道代 
l 会社ホームページ： http://kwn.kanematsu.co.jp/  
□ 主な事業内容 

○ 健康食品事業部 
1. 免疫ミルク（｢スターリミルク｣関連商品）の製造・販売 

http://www.s-milk.com/  http://kwn.kanematsu.co.jp/shop 
2. 免疫ミルク原料を使用した相手先ブランドによる「OEM 供給」 
3. その他健康食品の製造・販売（ブルーベリー、レモンバーム） 
○ 医療情報事業部 
1. 健康関連総合情報ポータルサイト“HEALTH SCRAMBLE”の企画・運営 

 http://www.health.co.jp/ 
  2. 精紳科ポータルサイト “首都圏精神科ネット” の企画・運営 

http://www.psyhp.net/ 
3. 医療従事者限定サイト “m3.com”“CARE NET”“MED WAVE” の企画・販売 
4. 医療従事者向 Web サイトの制作と企画・運営 
5. 一般向健康関連 Web サイトの制作と企画・運営 
6. “Reuters Medical News” の企画・販売 
7. 海外医学会速報サービスの企画・販売 
8. 生命保険会社向国産初の「喫煙検査」の販売 


