
会社概要

事業内容

会社名

本社所在地

電話番号

FAX番号

創業

設立

資本金

代表

株式会社ユニマットリケン
UNIMAT RIKEN CORPORATION

〒107-0062
東京都港区南青山２-7 - 28 

03-3408-1461（代表）

03-3408-1462

1969年7月

2007年7月30日

1,000万円

代表取締役社長　髙橋　洋平

健康食品、自然食品の製造販売及び輸出入
化粧品の製造販売及び輸出入
医薬部外品の製造販売及び輸出入
医療器具の販売及び輸出入
食料品(菓子類・麺類及び味噌・醤油などの調味料)の販売
直営店舗運営

商 品 案 内

CORPORATION

こども ももの葉洗濯洗剤　800ml
デリケートな赤ちゃんの衣類や、きなり・淡色の
衣料にも安心してお使いいただけるももの葉エキ
ス配合の洗濯洗剤です。

こども ももの葉ボディソープ
つめかえ用　450ml
桃の葉エキス配合の弱酸性・植物性洗浄成分
使用の泡タイプの全身シャンプーのつめかえ用で
す。

こども ももの葉クリーム　120g
保湿成分桃の葉エキス、セラミドがお子様の肌を
守り、保湿成分ヒアルロン酸がお肌に潤いを与え、
すこやかに保ちます。

こども ももの葉ボディソープ　500ml
桃の葉エキス配合の弱酸性・植物性洗浄成分
使用の泡タイプの全身シャンプーです。
無香料・無着色・無防腐剤・弱酸性

ママベビーバーユ　30g
馬油（保湿成分）と植物成分のオーガニックパルマ
ローザオイル（香り）がバランスよく含まれたお肌
にやさしいクリームです。

馬油１００%　７０ml
香料は使用せず、馬油独特の臭いを取り除いた
優しい使いごこちの馬油です。
馬油石鹸　100g
保湿成分(馬油、スクワラン)の配合でお肌をしっ
とりと保ちます。

楽楽足裏シート　30枚入
よもぎ•ミント•ラベンダー•さくら
お好みの香りでリラックス、トルマリンのマイナスイオンとゲルマニウムのパワーでスッキリ、リフレッシュ。
忙しい毎日を癒します。

フェイスマスク　5枚入
酒粕とハトムギのフェイスマスク•豆腐とおこめのフェイスマスク•宇和島産真珠とプラチナのフェイス
マスク•沖縄県宮古島産アロエとビタミンCのフェイスマスク。
美容液たっぷり25ml。しっとりなめらか、ビューティーケアにお勧めします。
アルコール（エタノール）、パラベン、合成着色料、香料等不使用。

MANUKA　HONEY　250g
MGO100＋ Multifloral　MGO263＋　MGO400＋
マヌカハニーはニュージーランドの豊かな自然で育まれたマヌカの花から採れるはちみつです。
本品は、ニュージーランド産はちみつ100％の商品です。
MGO（メチルグリオキサール）含有別にラインナップ。

おいしい国産青汁＋乳酸菌　30袋
国産大麦若葉に食物繊維、オリゴ糖、乳酸菌
3億個 (1 袋中 )を配合した、スッキリとした
口当たりの青汁です。

九州産大麦若葉青汁100%　55袋
九州産大麦の茎が出る前の「若葉のみ」を使用
した微粉末でのどごしがまろやかな大麦若葉の
青汁です。

ハンドジェル アルコール配合　20g
（みかんの香り）
爽やかなみかんの香りのアルコール（※エタノール
（溶剤））配合のハンドジェルです。携帯に便利な
コンパクトサイズです。

リップ美容液 Lip Essence　６ml
肌の角質層内で水分をしっかりと保持する「保湿
成分」と、皮膚の表面で水分の蒸散を防ぐ「エモリ
エント成分」を配合し、内側と外側からしっかりと
潤いを保つ唇用美容液です。
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こどもカルシウム＋乳酸菌キャンディ
10本
カルシウム、乳酸菌を配合した棒付きキャンディ
です。ヨーグルト味といちごヨーグルト味のアソー
トキャンディで見た目も楽しく、２つの味がお楽し
み頂けます。

こどもフルーツ青汁＋DHA　20包
1包3gで、九州産大麦若葉、DHA1㎎、殺菌乳酸
菌3億個を摂取できるミックスフルーツ風味のフ
ルーツ青汁です。

こどもビフィズス菌カルシウム＋V.D
パウダー　１６包
1包2gで、殺菌ビフィズス菌100億個、カルシウム
100㎎、ビタミンD2.5㎍を摂取できます。

こども乳酸菌カルシウムチュアブル
90粒
おいしいヨーグルト風味の味付けの乳酸菌カル
シウムチュアブルです。噛んでそのまま食べられる
チュアブルタイプのタブレットに仕上げました。

天才グミDHA　12粒
1袋当たりDHA60㎎、EPA12㎎を配合した、
かわいい魚型のオレンジ風味のグミです。

こどもプロテイン＆カルシウム＋V.D
90粒
おいしいココア味のプロテイン＆カルシウム＋
V.Dチュアブルです。噛んでそのまま食べられる
チュアブルタイプのタブレットに仕上げました。

こどもIQキャンディ　10本
DHAを配合した棒付きキャンディです。
いちご味とオレンジ味のアソートキャンディで
見た目も楽しく、２つの味がお楽しみ頂けます。

こども肝油＆乳酸菌 ドロップグミ
100粒
おいしいぶどう味の乳酸菌配合の肝油ドロップグミ
です。お子様をはじめ、大人も安心して召し上がっ
ていただける食べやすいサイズのグミに仕上げま
した。

こども肝油 ドロップグミ　100粒
おいしいバナナ風味の味付けの肝油ドロップグミ
です。お子様をはじめ、大人も安心して召し上がっ
ていただける食べやすいサイズのグミに仕上げま
した。

こども肝油ドロップグミ（缶）　120粒
おいしいバナナ風味の味付けの肝油ドロップグミ
です。ビタミンA、ビタミンＣ、ビタミンＤ、ビタミンＢ2、
ビタミンＢ6が、おやつ感覚で摂ることができるの
で、不足しがちな栄養素の補給に適しています。

こども肝油 ドロップグミ(イチゴ風味)
90粒
おいしいイチゴ風味の味付けの肝油ドロップグミ
です。お子様をはじめ、大人も安心して召し上がっ
ていただける食べやすいサイズのグミに仕上げま
した。

こどもビタミンD＆ビタミンC
KT-11乳酸菌 チュアブル　30粒
そのままかんで食べられる、ぶどう風味のビタミ
ンD、ビタミンC、KT-11乳酸菌チュアブルタブ
レットです。お子様をはじめ大人の方もお召し上
がりいただけます。15日分。

天才グミ乳酸菌+カルシウム　12粒
1袋当たり乳酸菌120億個、カルシウム378㎎を
配合した、かわいいペンギン型のヨーグルト風味
のグミです。

こどもDHAドロップグミ　90粒
おいしいみかん風味の味付けのDHAドロップグミ
です。お子様をはじめ、大人も安心して召し上がっ
ていただける食べやすいサイズのグミに仕上げま
した。

こどもDHA+ビタミンD
ドロップグミ　90粒
おいしいピーチ風味の味付けのDHA+ビタミンD
ドロップグミです。お子様をはじめ、大人も安心し
て召し上がっていただける食べやすいサイズのグ
ミに仕上げました。

こどもオッキクナーレ
いちごミルク風味　200g
いつもの牛乳に本品を混ぜるだけで、カルシウム
やビタミンD、鉄、オメガ3(n-3系)脂肪酸のDHA、
乳酸菌、α-GPC、アルギニンが摂取できる成長サ
ポート飲料です。

こどもカルシウム+ビタミンD
チュアブル チョコレート風味　45粒
そのままかんで食べられる、チョコレート風味の
カルシウム、ビタミンD、α-GPC、アルギニンが摂
取できるチュアブルタブレットです。15日分。

おやつにサプリZOO
コラーゲン＋ヒアルロン
酸＋プラセンタ 150粒
2粒でコラーゲン200㎎、
ヒアルロン酸1㎎、プラセンタエ
キス5㎎が摂取出来るピーチ風
味のタブレットです。

おやつにサプリZOO
マカ 150粒
2粒でマカエキス末20㎎、亜鉛
4㎎、1日に必要なビタミンB1、
ビタミンB6が摂取出来る、オレ
ンジ風味のタブレットです。

おやつにサプリZOO
ビタミンC 150粒
2粒でビタミンC400㎎、カムカ
ム果汁粉末20㎎が摂取出来る
レモン風味のタブレットです。

おやつにサプリZOO
鉄＋葉酸 150粒
2粒で鉄12㎎、葉酸200㎍が
摂取出来るブドウ風味のタブ
レットです。

おやつにサプリZOO
ブルーベリー+ルテイン
150粒
2粒でブルーベリー果汁パウ
ダー44㎎、ルテイン0.44㎎、
ビタミンＡ250㎍が摂取出来る
ブルーベリー風味のタブレット
です。

おやつにサプリZOO
マルチビタミン 150粒
2粒で10種類のビタミンと14
種類の野菜等の成分が摂取出
来るパイナップル風味のタブ
レットです。

おやつにサプリZOO
持続型ビタミンC  150粒
2粒でビタミンC400㎎、糖転移
ヘスペリジン2㎎が摂取出来る
さわやかな、いちご風味のタブ
レットです。

おやつにサプリZOO
はとむぎコラーゲン150粒
2粒でコラーゲン200㎎、ビタミ
ンC 80㎎、ハトムギエキス10㎎
が摂取出来る桃風味のタブレッ
トです。

おやつにサプリZOO
乳酸菌+カルシウム+D 
150粒
2粒で乳酸菌20億個、カルシウ
ム230㎎、ビタミンD5㎍が摂取
出来るミックスフルーツヨーグ
ルト風味のタブレットです。



公司概要

事业内容

公司名称

公司所在地

电话号码
传真号码
创业时间
设立时间
注册资金
董事长

株式会社 UNIMAT RIKEN
UNIMAT RIKEN Co.,Ltd.
〒107-0062
東京都港区南青山2-7- 28
TE L ＋81-3-3408-0933
FAX ＋81-3-3408-1462
1969年7月
2007年7月30日
1,000万日元
 高桥 洋平

健康食品，自然食品制造销售及进出口
化妆品制造销售及进出口
医药部外品的制造销售及进出口
医疗器具的销售及进出口
食品（点心类·面食和味噌、酱油等调味料）的销售
直营店铺经营

佑玛道理研

CORPORATION

儿童 桃子叶护肤霜　120ｇ
含有保湿成分的桃叶提取物和神经酰胺可保护
儿童的皮肤，并含有透明质酸保湿成分滋润皮
肤，保持皮肤健康。

儿童 桃子叶沐浴露　500mL
含有桃叶提取物的弱酸性和使用蔬菜清洁成分的全身
泡沫型沐浴露。
无香味・无着色・无防腐剂・弱酸性

儿童 桃子叶洗衣液　800ml
含有桃叶提取物的洗衣液，可以放心使用于精致
易损的婴儿服装和浅色衣服。

儿童 桃子叶沐浴露   替换装　450mL
含有桃叶提取物的弱酸性和使用蔬菜清洁成分的全身
泡沫型沐浴露的替换装。

护手霜 酒精配方 　20ｇ（橘子香味）
橘子的清香配上酒精的混合护手凝胶。体积小巧，便于
携带。

唇部美容液　Ｌip Essence　6ml
本产品配合了将水分牢固保留在皮肤的角质层中的

「保湿成分」与防止皮肤表面水分蒸发的「润肤成分」，
可以从内部和外部牢固的保湿的唇部美容精华。

乐乐足贴　30 枚装
艾草，薄荷，薰衣草，樱花
按照喜好的香味放松，电气石负离子和锗的力量清爽，舒适。治愈忙碌的一天。

面膜系列　5 枚装
酒糟薏仁面膜，豆腐大米面膜，宇和岛产珍珠＋铂金面膜，冲绳宫古岛产芦荟＋维他命 C 面膜
美容液充分 25ml。润滑肌肤，推荐给美容护理人士。
不含酒精，对羟基苯甲酸酯，合成色素，香料。

麦卢卡蜂蜜　250ｇ
麦卢卡蜂蜜是一种源自新西兰丰富自然环境中生长的麦卢卡花的蜂蜜。
该产品使用的是 100％新西兰产的蜂蜜。
按 MGO 含量有不同的产品。

九州产大麦若叶青汁 100%　55 包
只使用九州产大麦茎在长出之前的“ 若叶 ”。将
其微粉末化，醇厚易饮用的大麦若叶青汁。

马油100%　70ml
不使用香料，但去除了马油的独特气味，是一款
温和且易于使用的马油。

美味国产青汁 + 乳酸菌　30 包
国产大麦若叶加上食物纤维，寡糖，乳酸菌的清
爽美味青汁。1 袋 3g 相当于 3 亿个的乳酸菌。

妈妈婴儿马油　30g
配合马油（保湿成分）和植物成分的有机玫瑰草
油（香味）的天然护肤霜。 马油香皂　100g

本品配合保湿成分（马油，角鲨烷）可帮助保持
有弹力的肌肤。

商 品 介 绍

2020 年 7月修订



熊本熊 儿童肝油软糖 草莓味　90 粒
使用熊本县产的草莓的草莓味软糖肝油丸。
小孩开始到大人都可以轻松食用大小的营养机
能食品。

儿童 DHA 软糖　90 粒
美味橘子风味的 DHA 软糖。不仅是小孩，大人也
可以安心食用的软糖。1 日 3 粒可摄取 DHA 47.8 
mg,EPA 12.3mg。

儿童 DHA＋维他命 D 软糖　90 粒
美味桃子风味的 DHA 加上维他命 D 的软糖。不
仅是儿童，大人也可以安心服用的尺寸大小。

天才软糖 DHA　12 粒
1 袋配方 DHA60mg、EPA12mg 的可爱鱼形状
的美味橙子味软糖。

儿童维生素 D＆维生素 C

KT-11 乳酸菌咀嚼片　30 粒
可直接食用的葡萄味维生素 D+ 维生素 C 和
KT-11 乳酸菌咀嚼片。成人和儿童均可 享用。15
天分。

儿童 钙 + 维生素 D 咀嚼片

巧克力风味　45 粒
可直接食用的巧克力味的含有钙、维生素 D、
α-GPC、精氨酸的咀嚼片。

儿童成长钙粉草莓牛奶味　200ｇ
只需将本产品与普通牛奶混合即可摄取钙和帮
助钙吸收的维生素Ｄ、另外还混合了铁、欧米加 3

（ｎ-3 系）脂肪酸 DHA、乳酸菌、α-GPC、精氨酸
的草莓牛奶风味的成长帮助型饮品。

天才软糖乳酸菌 + 钙　12 粒
1 袋配方乳酸菌 120 亿个，钙 378mg 的可爱企
鹅形状的美味酸奶味软糖。

儿童软糖肝油丸　120 粒（罐）
美味香蕉风味的软糖肝油丸。维他命 A，维他命
C，维他命 D，维他命 B2，维他命 B6 可以当做零
食摄取，非常适合补充身体所不足的营养素。

零食中的补充食品 ZOO 

维他命 C　150 粒
2 粒中可摄取维他命
C400mg，卡姆果果汁粉末
20mg 的柠檬风味的片剂。
150 粒 75 日份。

零食中的补充食品 ZOO 

综合维他命　150 粒
2 粒中可摄取 10 种维他命和
14 种蔬菜等成分的菠萝风味的
片剂。150 粒 75 日份。

零食中的补充食品 ZOO 

蓝莓 + 叶黄素　150 粒
2粒可摄取蓝莓果汁粉末
44mg，叶黄素0.44mg，维他
命A250mg的蓝莓味咀嚼片。
150粒75日份

零食中的补充食品 ZOO 

铁 + 叶酸　150 粒
2粒中可摄取铁12mg，叶酸
200ug的葡萄风味的片剂。
150粒75日份

零食中的补充食品 ZOO 

乳酸菌 + 钙 +D　150 粒
2粒中可摄取乳酸菌20亿个，钙
230mg，维他命D5ug的混合
水果酸奶风味的片剂。
150粒75日份。

零食中的补充食品 ZOO 

薏仁胶原蛋白　150 粒
2 粒可摄取胶原蛋白 200mg，
维生素 C 80mg, 薏仁精华 
10mg 的桃子风味咀嚼片。
150 粒 75 日份。

零食中的补充食品 ZOO 

持续型维生素 C 　150粒
2 粒中含维生素 C400mg，糖
转移的橙皮苷 2mg 的清爽草
莓味咀嚼片。150 粒 75 日份。

零食中的补充食品 ZOO 

玛卡　150 粒
2 粒可摄取玛卡提取物粉末
20mg，锌 4mg，1 日所需的维
他命 B1，维他命 B6 的橙味片剂。
150 粒 75 日份。

零食中的补充食品 ZOO 

胶原蛋白 + 透明质酸 + 胎盘素

150 粒
2 粒中可摄取 10 种维他命和
14 种蔬菜等成分的桃子风味的
片剂。150 粒 75 日份。

儿童钙＋乳酸菌糖果　10 根
儿童钙 + 乳酸菌棒棒糖，配合了容易缺乏的钙和
乳酸菌，可供儿童及其家人享用。可以享受酸奶，
草莓酸奶两种口味的棒棒糖。

儿童 IQ 糖果　10 根
儿童 IQ 糖果为含有 DHA 的棒棒糖。使用鱼味
少的 DHA，对鱼由来 DHA 气味敏感的儿童也可
以方便食用。外观漂亮，可同时享受草莓和橘子
2 种味道的什錦糖果。

儿童蛋白质＆钙片 +V.D 咀嚼片　90 粒
美味可可味道的儿童蛋白质＆钙片 +V.D 咀嚼
片小孩，大人均可食用。

儿童乳酸菌钙片 90 粒
乳酸菌，钙配方的直接咀嚼服用的酸奶风味咀嚼
片。不仅是小孩，大人也可以服用。
1 日 3 粒可摄取钙 300mg，维他命 C80mg，维
他命 D5.0ug，乳酸菌 30 亿个。

儿童肝油水果软糖　100 粒
可以补给美味营养素的香蕉口味的肝油水果软
糖。不仅是小孩，大人也可容易食用大小的营养
机能食品。

儿童肝油＆乳酸菌软糖　100 粒
美味的葡萄口味，并配合乳酸菌的肝油软糖，不
仅是儿童，大人也可以食用的大小适中的软糖。

儿童双歧杆菌钙＋维他命 D 粉末　16 包
易融的颗粒状双歧杆菌粉末。2g 相当于双歧杆菌 100
亿个，奶粉钙 100mg， 维他命 D2.5μg 的美味苹果口
味。直接或者配合牛奶，饮料都可以饮用。

儿童水果青汁 +DHA 粉末　20 包
国产大麦若叶青汁为了让小孩容易饮用，加入了
几种水果混合。小孩希望摄取的乳酸菌 1 条配合
3 亿个，DHA 的配方，加入甜菜糖，果糖等自然甜
味，小孩也可以开心美味饮用。



Mom And Baby Bayu　30g
Natural cream blended with Horse oil and Organic 
Palmarosa. Since it's made from natural ingredients, it 
can be used for the face area and the body of babies, 
and also for breast care for mothers. 

Kids Peach Leaf Body Soap  500ml
Full body shampoo (foamimg type) with Peach leaf 
extract. No fragrance, no coloring, no preservatives, 
and weakly acidic, are safe for children. Contains 
Amino acids to wash hair and body gently. Low 
stimulus for children to adults.

Kids Peach Leaf Cream 120g
Moisturizing cream with Peach leaf extract. No 
fragrance, no coloring, no mineral oil, and weakly 
acidic. Recommended for kids and people have 
sensitive skin. Peach leaf extract, Ceramide and 
Hyaluronic acid moisturize and protect skins.

Made In Japan Tasty Barley Leaf Powder + 
Lactic Acid Bacterium　30 Sachets
This green juice powder is made from Barley young 
leaves, combined with Dietary �ber, Oligosaccharide 
and Lactic acid bacterium. 300 million Lactic acid 
bacteria can be taken per sachet.

Made in KYUSHU Barley Grass powder
55 Sachets
This �ne powder made from 100% of young Barley 
grass that has been grown in KYUSHU area in Japan, 
and �nely pulverized before stems appear. It gives 
you an excellent mouthfeeling over throught with 
freshness.

Kids Peach Leaf Laundry Detergent 
800ml
A laundry detergent with peach leaf extract. Safe to 
use for delicate baby clothes, and on light-colored 
clothing. Environmentally friendly.

Kids Peach Leaf Body Soap Re�ll 
Pouch 450ml
Flu�y bubbles whole body shampoo. Moisturizing 
ingredient Peach leaf extract protects children's skin 
and hair. Weakly acidic.

Lip Essence 6ml
Contains moisturizing ingredients to retain moisture 
in the stratum corneum of the skin and Emollient 
ingredients to prevent moisture from evaporating on 
the surface of the skin, keeping it well hydrated from 
the inside and out.

Alcohol Hand Gel (Mandarin Orange 
Scent) 20g
Hand gel with a refreshing mandarin orange scent. 
Contains Alcohol (Ethanol solvent) and the 
moisturizing ingredient. It is a compact size that is 
convenient to carry around.

100% Horse Oil 70ml
Horse oil cream without fragrance. The distinct smell 
of horse is removed by partialy hydrogenation.

Horse Oil Solid Soap 100g
Formulated with moisturizer (Horse oil and Squalane) 
to keep your skin �rm and moisturized.

RAKURAKU Relaxing Sheet For Sole 30 Sheets
Mugwort / Mint / Lavender / Cherry Blossom
Relax with your favorite �avor. Formulated with Negative ion of Tourmaline and Germanium to make you feel 
refreshed. It supports for who lead busy days.

Manuka Honey 250g
MGO100+ Multi�oral   MGO263+   MGO400+
Manuka Honey is made from Manuka �ower, grown in the lush environment of New Zealand. This line is 100% 
New Zealand Honey. Available in a range of three di�erent MGO (Methylglyoxal) contents.

Face Mask 5 Sheets
Sake Lees & Adlay Face Mask / Tofu & Rice Face Mask / Pearl From Uwajima, Aichi & Platinum Face Mask / Aloe 
Vera From Miyakojima, Okinawa & Vtamin C Face Mask
A face mask comes with 25 ml of beauty essence.  Good for beauty care helping your skin moisturized and soft. 
No alcohol (ethanol), no paraben, no arti�cial coloring, no fragrance.
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DHA Drop Gummy For Kids　90P 
This is a Mikan (Japanese Orange) �avor gummy 
which contains DHA. Good for everyone from 
children to adults. Even children dislike �sh can 
enjoy to consume with a Mikan �avor. 

KANYU & Lactic Acid Bacterium Drop 
Gummy For Kids　100P
This tasty grape-�avored gummy contains Vitamin A, 
Vitamin B6 and Vitamin D, plus Lactic acid bacterium. The 
gummy is a good size for everyone from children to adults.

Kanyu Drop Gummy For Kids　100P
This Banana �avor gummy is a food with nutrient 
function claims and good for everyone from children 
to adults to take Vitamins easily.

Protein&Calcium+V.D Chewable 
Tablet For Kids　90P
Cocoa-�avored chewable tablets containing Protein, 
Calcium and Vitamin D. Recommended for growing 
children and the youth who have a love for sports.

Lactic Acid Bacterium Calcium 
Chewable Tablet For Kids　90P
Yogurt-�avored chewable tablets containing Lactic acid 
bacteria and Calcium. Since Calcium, Vitamin C, Vitamin 
D and Lactic acid bacteria can be taken, it's 
recommended for growing children.

Fruit Aojiru + DHA For Kids　20 Sticks
Barley grass powder with mixed fruit is easy to drink for 
kids. Lactic acid bacteria 300 million and DHA are contained 
per stick. Using natural sweeteners, Beet sugar and Fruit 
sugar, for kids.

Supplement Zoo Series For 
Snacks Lactic Acid Bacteria + 
Calcium + Vitamin D　150P
2 billion of Lactic acid bacteria, 
Calcium 230mg and Vitamin D 5μg 
are contained in 2 tablets. Mixfruit 
yogurt �avor chewable tablets like 
snacks.150 tablets for 75 days.

Supplement Zoo Series 
For Snacks 
Multivitamins　150P
10 kinds of Vitamins and 14 kinds 
of Vegetable components are 
contained in 2 tablets.Pineapple 
�avor chewable tablets like 
snacks.150 tablets for 75 days.

Supplement Zoo Series 
For Snacks Blueberry + 
Lutein　150P
Blueberry juice powder 44mg, 
Lutein 0.44mg and Vitamin A 
250µg are contained in 2 tablets. 
Blueberry �avored chewable 
tablets like snacks.
150 tablets for 75 days.

Kanyu Drop Gummy For Kids 
(Strawberry)　90P
This tasty strawberry-�avored gummy is a food with 
nutrient function claims. The popular mascot 
character “Kumamon” is on the package. 

Supplement Zoo Series For 
Snacks Vitamin C　150P
Vitamin C 400mg and CamuCamu 
fruit juice powder 20mg are 
contained in 2 tablets.Lemon 
�avor chewable tablets like 
snacks.150 tablets for 75 days.

Supplement Zoo Series For 
Snacks Collagen + Hyaluronic 
Acid + Placenta　150P
Collagen 200mg, Hyaluronic Acid 
1mg, Placenta extract 5mg and 
Vitamin C 80mg are contained in 2 
tablets.Peach �avor chewable 
tablets like snacks.150 tablets for 
75 days.

Supplement ZOO Series For 
Snacks Maca　150P
Maca extract powder 20mg, Zinc 
4mg, plus the daily requirement 
of Vitamin B1 and Vitamin B6, are 
contained in 2 tablets.Orange 
�avor chewable tablets like 
snacks.150 tablets for 75 days.

Bi�dobacterium Calcium + V.D Powder 
For Kids　16 Sticks
Apple �avored Bi�dobacterium powder in a single-serve 
packaging. Bi�dobacterium 10 billion, Milk calcium 100mg 
and Vitamin D 2.5μg are contained per stick. Can be taken 
with water/milk or without water.

Supplement Zoo Series 
For Snacks Iron + Folic 
Acid　150P
Iron 12mg and Folic Acid 200μg 
are contained in 2 tablets.Grape 
�avor chewable tablets like 
snacks.150 tablets for 75 days.

Supplement ZOO Series 
For Snacks Sustained 
Release Vitamin C　150P
Vitamin C 400mg and Glucosyl 
hesperidin 2mg are contained in 2 
tablets. Mixed with slow-dissolving 
Vitamin C.  Strawberry-�avored 
chewable tablets like snacks. 150 
tablets for 75 days.

Supplement ZOO Series 
For Snacks Adlay 
Collagen　150P
Collagen 200mg, Vitamin C 80mg 
and Adlay extract 10mg are 
contained in 2 tablets. 
Peach-�avored chewable tablets 
like snacks. 150 tablets for 75 days.

Lactic Acid Bacterium + Calcium 
Genius Gummy　12P
A cute penguin shaped yogurt-�avored gummy. 12 
billion lactic acid bacteria and 378 mg of calcium are 
contained per bag. 12 pieces per bag.

KANYU Drop Gummy For Kids 
120P (Can)
Banana �avor gummy that children and adults can 
enjoy to take nutrition. Vitamin A, Vitamin C, Vitamin 
D, Vitamin B2 and Vitamin B6 can be taken like 
snacks. Suitable for supplementing nutrients that are 
often de�cient.

Calcium + Lactic Acid Bacteria Candy 
For Kids　10 Sticks
Stick candies containing Calcium and Lactic acid 
bacteria that kids tend to lack. Can be taken by kids to 
adults. Two �avors of plain yogurt and strawberry 
yogurt in one bag.

IQ Candy For Kids　10 Sticks
Stick candies containing DHA. Since using smell-less 
DHA, it's recommended for children who don't like 
smell of �sh. An assortment of a strawberry �avor and 
an orange �avor.

DHA Genius Gummy　12P
A cute �sh shaped orange-�avored gummy. 60 mg 
DHA and 12 mg EPA are contained per bag. 12 pieces 
per bag.

DHA + Vitamin D Drop Gummy 
For Kids　90P
This is a Peach �avor gummy which contains DHA 
and Vitamin D. Good for everyone from children to 
adults. Even children dislike �sh can
enjoy to consume with a Peach �avor.

Vitamin D & Vitamin C Lactic Acid 
Bacterium (KT-11) Chewable Tablet For 
Kids　30P
Grape �avored chewable tablet that contains Vitamin 
D, vitamin C and lactic acid bacteria KT-11. Both 
children and adults can eat. 15 days supply.

Calcium + Vitamin D Chewable Tablet 
For Kids Chocolate Flavor　45P
Chocolate �avored chewable tablet that contains 
Calcium, Vitamin C, Alpha-GPC, and Arginine. 15 days 
supply.

OKKIKUNA-RE For Kids(Strawberry 
Milk Flavor)　200g
Strawberry milk �avored growth support drink. Easy 
to mix with milk. Contains Calcium, Vitamin D, Iron, 
Omega-3 (n-3) fatty acid DHA, Lacticacid bacteria, 
Alpha-GPC, and Arginine.


