2017 年 8 月 23 日
ネスレ日本株式会社 ネスレ ヘルスサイエンス カンパニー

ネスレグローバルの科学的根拠に基づき開発した、ワンショットサプリメント飲料

「BOOST(ブースト)」
4種を9月25日(月)に全国発売し、一般向け栄養補助食品市場に本格参入
～ ミドルエイジ以降の世代の“アクティブ寿命”伸長をサポート ～
ネスレ日本株式会社 ネスレ ヘルスサイエンス カンパニー(本社：兵庫県神戸市、カンパニープレジデント：中島
昭広、以下「ネスレ ヘルスサイエンス」)は、ミドルエイジ以降の世代のより活動的な生活をサポートすることを目的
に、新たに栄養補助食品ブランド「BOOST(ブースト)」を展開します。そして、ネスレグローバルの科学的根拠に基づ
き開発したワンショットサプリメント飲料「BOOST」4 製品を、9 月 25 日(月)に全国発売します。これを機に、一般向
け栄養補助食品市場に本格参入します。

「BOOST 毎日腸活」

「BOOST 毎日ひらめき」

「BOOST 毎日テキパキ」

「BOOST 毎日アクティブ」

オレンジ味

ヨーグルト味

うめ味

ガラナ味

(機能性表示食品)

ネスレ ヘルスサイエンスは、総合的な健康を栄養の力でサポートする“栄養療法”を提案しており、全国約
10,000 軒の医療・介護施設で、集中的なケアが必要な高齢者をはじめとした方々に向けて科学的根拠に基づく
栄養補助食品・流動食を幅広く開発・提供しています。
これまでの医療・介護施設での実績を活かし、ミドルエイジ以降の世代のより生き生きした生活を推進するために
一般向け栄養補助食品市場に本格参入します。9 月 25 日(月)に、ネスレグローバルの科学的根拠に基づき開発
した、ワンショットサプリメント飲料「BOOST」を、全国のドラッグストアやネスレ通販にて発売します *。本商品は、
不足しがちな栄養素を補うことを目的とするこれまでのソフトカプセル・粒を中心としたサプリメントとは一線を画し、
“今健康でありながらも、これからもさらに健康でありつづけたい”と願うミドルエイジ以降の世代の方々をサポート
する栄養補助食品です。ワンショットなので飲みやすく、バランス良く多様な栄養を手軽に摂取することができます。

また、趣味や自己啓発などやりがいや充実感があることを実行していきたいと考える 50-60 代が 7 割以上いるの
に対して、実際に日々実行しているアクティブな方は 3 割程度しかいないといった自社調査結果(※補足資料①②)
を踏まえ、平均寿命や健康寿命から一歩進んだ“アクティブ寿命(※補足資料③)”という考え方を提唱します。そし
て、ミドルエイジ世代の健康でさらに活動的な生活のサポートにより、“アクティブ寿命”の伸長を目指していきます。
さらに、高齢化に伴う医療費の増大といった日本の医療課題に対して、“病気になってから治療する”のではなく、
“ 病 気に ならないよ うにケア ”す る 予防 医療 の重 要性 が 益々 高まっ ており ます 。こうした社会 背 景の中 で、
ネスレ ヘルスサイエンスは“アクティブ寿命 ”の提唱を通じて、その解決に貢献していくことを目指します。
■「BOOST」製品概要：
製品名

種類別名称

内容量

希望小売価格

販売場所

発売日

(税別)
BOOST 毎日腸活

機能性表示食品 (届出番号: C10)

ドラッグストア

BOOST 毎日ひらめき
BOOST 毎日テキパキ

栄養補助食品

63ml

270 円

ネスレ通販

9月25日(月)*

オンラインショップ

BOOST 毎日アクティブ

*8 月 23 日（水）より一部通販にて先行予約受付開始。ネスレ通販では 9 月 20 日（水）より発売。
製品名 / 味

BOOST 毎日腸活
オレンジ味

BOOST 毎日ひらめき
ヨーグルト味

BOOST 毎日テキパキ
うめ味

BOOST 毎日アクティブ
ガラナ味

ターゲット

特徴

お通じが
気になる方

※本製品のみ、機能性表示食品 (届出番号: C10)です。
腸活でいつまでもイキイキした毎日を、注目の食物繊維“グアーガム分解物”で便通
改善。
・
機能性関与成分としてグアーガム分解物(食物繊維) 5.2g 含有
・
ガラクトオリゴ糖 2.0g 含有
・
ビタミン 9 種類 1) 含有

うっかりが
気になる方

いつまでもひらめく毎日を、あたまの重要な成分”DHA“に注目。
・
DHA 250mg 含有
・
中鎖脂肪酸油（MCT オイル）3.8g 含有
・
ビタミン 9 種類 1) 含有

スムーズで
いたい方

いつまでもテキパキ活動的な毎日に、グルコサミン・低分子コラーゲン・カルシウムで
まるごとサポート。
・
グルコサミン 1,500mg 含有
・
低分子コラーゲン 3,000mg 含有
・
カルシウム 180mg 含有
・
ビタミン D 17μg 含有

栄養バランスが
気になる方

いつまでもアクティブな毎日を、ビタミン、ミネラル、コエンザイム Q10 で若々しさをサ
ポート。
・
ビタミン 9 種類 1) 含有
・
ミネラル 5 種類 2) 含有
・
コエンザイム Q10 15mg 含有
・
カフェイン 75mg 含有

1)

ビタミン 9 種類：

ビタミン A、ビタミン D、ビタミン E、ビタミン B1、ビタミン B2、ナイアシン、ビタミン B6、パントテン酸、ビタミン C

2)

ミネラル 5 種類：

カルシウム、マグネシウム、亜鉛、銅、セレン

4 製品共通の特徴


ワンショットのドリンクタイプなので飲みやすく、それぞれのライフスタイルに気軽に取り入れることができる。



単一ではなく、総合的な栄養成分が含まれるので、毎日の習慣におすすめである。



ネスレ ヘルスサイエンスが培ってきた医療・介護施設向け栄養補助食品のノウハウを活かし、科学的根拠に基づき開発している。



アメリカでは、年間 3 億 5 千万本以上愛飲されるなど、医療・介護従事者含め多くの方から信頼されているブランドである。

補足資料
資料① 趣味や自己啓発などやりがいや充実感が
あることを日々実行したいと考える人の割合

28%

実行したい

72%

資料② 趣味や自己啓発などやりがいや充実感が
あることを日々実行している人の割合

実行している

26%

実行したいと
思わない

ネスレ調べ (n=1,000 / 50-60 代男女)

35%
39%

実行したいが、
できていない
実行していない

ネスレ調べ (n=1,000 / 50-60 代男女)

資料③ アクティブ寿命
健康上の問題がない状態で日常生活に制限のない期間「健康寿命」に対して、自分のやりたいことを実現できてい
る、アクティブでいられる期間をさす。ネスレ ヘルスサイエンスが提唱。

参考資料
■ネスレ ヘルスサイエンス
世界の「栄養・健康・ウェルネス」のリーダー企業であり続けることを目指しているネスレグループにおいて、先端的かつ
中核の事業である。科学的根拠に基づく製品やサービスの提供により、「栄養の力」で医療・介護現場の未来に貢献する
ことを目指している。 http://www.nestlehealthscience.jp/

■「BOOST (ブースト)」
1995 年 アメリカで医療機関向け栄養補助食品として生まれたブランド。アメリカでは年間 3 億
5 千万本以上(2015 年: ネスレ調べ）が飲用されている。一般消費者だけでなく医療・介護従事者
からも高い信頼を得ている栄養のリーディングブランドの内の一つ。近年では、主力マーケットで
あるアメリカ、カナダ、メキシコのほか、アジア地域(中国、韓国、フィリピンなど)へ販売エリアを
拡大している。

■機能性表示食品 「BOOST 毎日腸活」
機能性表示食品 届出番号
機能性関与成分
届出表示
一日当たりの摂取目安量当たり
の機能性関与成分の含有量
一日当たりの摂取目安量
摂取の方法

C10
グアーガム分解物(食物繊維) 5.2g
本品にはグアーガム分解物（食物繊維）が含まれます。グアーガム分解物（食物繊維）
は腸に届き、排便回数・排便量を増やし便通を改善することが報告されています。
5.2g
1本(63ml)
お食事中に1日1本を目安にお召し上がりください。

