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会社名 合同会社ADIMA CROWN（ADIMA CROWN LLC）
代表者 鎌倉庸臣
所在地 〒733-0003 広島市西区三篠町1-12-12-3F
電話番号 082-509-1775
FAX番号 082-509-1776
設立 2020年1月20日

事業内容
1．健康補助食品の販売
2．取扱商品サービスの提供事業
3．CM（広告）受託事業

資本金 890万円
法人番号 3470003001706

《仲間》新たな出会いを喜び、絆を深め
互いの成長を認め合える仲間を作ろう

《経済》周囲の成功に貢献をすることで
本当の豊かさを築き上げよう

《健康》健康は全ての源
豊かな人生を支える身体を作ろう

仲間
Community

経済
Economics

健康
Health Care

わたしたちは“本物”を追求し続けあなたと共に豊かな未来を創ります
これらを企業哲学とし、日本人の遺伝子に刻み込まれた道徳の輪を会員と紡いでゆきます。

ADIMA CROWNは育んだ文化のアウトバウンドで、世界に貢献し続けます。

会社概要

【サポートセンター】
TEL：050-5371-8273



近い未来

日本は世界一の長寿国

男性

厚生労働省・簡易生命表2020より

女性

平均寿命健康寿命
『平均寿命』1921年 男性 ：42.06歳

女性 ：43.2歳

・免疫力の低下
・肌のトラブルや老化

・生活習慣病の増加
（死因の約６０％） がん

脳血管
疾患

糖尿病

高血圧

痛風

動脈
硬化

高血圧

100歳81.64歳72.68歳

100歳87.74歳75.38歳

現代食の問題点
食品添加物など農薬や化学肥料ジャンクフードなど

食のインスタント化



あなたの健康は？



健康維持のために必要な７大栄養素

７大栄養素

６大栄養素

５大栄養素

３大栄養素
体を作る,エネルギー源

体の調子を整える

体内をきれいにする

食物繊維

ミネラル ビタミン

炭水化物 脂質 タンパク質

健康な状態を保つ

ファイトケミカル



植物が紫外線、有害物質、害虫、外敵などから自身を守るために作り出す化学物質のことです。
欠乏症の心配はない栄養素ですが、『還元力』『免疫力の強化』などの理由から
第７の栄養素として近年世界中で注目を浴びています。

野菜から摂れる注目の栄養素ファイトケミカル

主な種類 主な成分 主な働き
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ー
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フラ
ボノ
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フラボン類 アピゲニン、ルテオリン 抗酸化作用

フラバノン類 ヘスペリジン 抗アレルギー作用、発ガン抑制作用

フラボノール類 ルチン、ケンフェロール、 血管強化、血圧降下

イソフラボン類 ダイゼイン 女性ホルモン類似作用

ボノ
ノン
イフ
ドラ

カテキン類 カテキン、エピカテキン 殺菌作用

アントシアニジン類 シアニジン、デルフィニジン 視力回復、皮膚やコラーゲンの生成促進

カロテ
ノイド

カロテン類 Α-カロテン、β-カロテン、リコペン 老化による視力低下を防ぐ

キサントフィル類 ルイティン、クリプトキサンチン 肺、肝臓、皮膚癌などの予防

イオウ化合物 イソチオシアナート、アリイン 血液循環を促す、食中毒を予防する

Β-グルカン Β-グルカン 免疫力の向上

テルペン類 リモネンなど がん細胞の抑制

その他 サボニン、ナットウキナーゼ 抗血栓作用、代謝を活性する

*USDA栄養データベースより抜粋



野菜の摂取量
350g以上必要/日 280g/平均

厚生労働省『平成23年国民健康・栄養調査』
20代 30代で245g！

242.8g 244.8g 257.2g
288.4g

320g 320.1g
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20代から70代まで、野菜不足調査

１日の目標摂取量 緑黄色野菜

その他の野菜

*健康・体力づくり事業財団「健康日本21」及び、国民健康・栄養調査を元に作成

現代人は圧倒的な野菜不足

腸内環境が悪化する疲れやすくなる

肌が荒れやすくなる免疫の低下

生活習慣病の要因となる

体臭が出やすくなる

野菜不足が招く
体の不調や症状は？

簡単に毎日のケアがしたい



そんなあなたに健康革命
いつまでも健康で若々しく、年齢を忘れて元気で贅沢な時間を過ごしたい。
そんな健康に欲張りなあなたの心が躍るような商品を提供させていただきます。

生活習慣の改善や野菜不足を補うために、
成分にも味にもこだわり抜いた青汁をお楽しみください。



私達は”本物”を追求し
他に類を見ない成分量をもった

「紅花若菜」にたどりつきました
〜どこにでもある青汁を、まだどこにもない青汁へ〜



こだわりの原材料
〜紅花若菜〜
紅花は、古くから染物や口紅の原料として栽培されていまし
たが、現在は最大産地の山形県でも１ha程の生産量に過ぎま
せん。本品は特殊な土壌改良を施した良質な土で、丁寧に栽
培した在来種の紅花の若菜を主原料としています。

〜生甘酒〜
生甘酒は、ビタミンミネラルが豊富で、私たちの体を動かす
のに必要な９種類の必須アミノ酸が含まれていることから”飲
む点滴”とも言われ、近年その栄養価が美容や健康の分野でも
熱い注目を浴びています。

〜藍〜
藍は、藍染めをはじめとした染料の原材料としての認知が強
いですが、元々は多くの機能を持つ薬草として、漢方、生薬
として世界中で重宝されていました。日本国内でも肌に塗っ
たり煎じて飲んだりしたことが伝わっています。



紅花は、花弁から染料や口紅の元となる色素がとれるだけでなく、
乾燥させた花は紅花（こうか）と呼ばれ、漢方薬などに用いられる生薬として古くから
親しまれてきました。
しかし、特殊な方法で土壌改良を行った土で最高級の紅花を栽培すると、その若菜には
一般的に流通している「青汁」製品の数10倍〜100倍の桁違いの有効成分が含
有されていることがわかりました。

紅のしずく〜至極の藍汁〜はその紅花若菜を主原料とし、藍、生甘酒などを加えた
自然原料のみを使用した青汁です。

紅花若菜等の栽培に関しては、契約農家の方々に依頼しており、若菜一本一本を丁寧に収穫
しております。
原材料収穫時には品質担当者が産地に赴き、徹底したチェックを行い、製造工程においても
何重にも検査を行い、お客様に毎日安心して飲んでいただける製品を出荷しております。



最高級紅花の若菜を主原料とし、
藍、甘酒などの自然原料のみを使用

原材料は栽培から加工まで、
全てが安心・安全の純国内生産

独自の栽培・生産方法により一般的に流通している
青汁原料の約１００倍もの有効成分を含有

こだわりのポイント

＊ポリフェノール（ルテオリン、ケルセチン）
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　 明日葉青汁 大麦若葉青汁 ケール粉末 桑の葉粉末 紅花若菜粉末
ルテオリン 319 52.2 18 18.7 41,583
ケルセチン 387 19.9 10.9 64.3 21,925

※各値は内部標準物質のカンフル‒10‒スルホン酸を 1とした相対値（×10,000）を示す。
※測定はメタボローム分析（LE-TOFMOS の positive モード）により行った。 
※成分分析 / 東北分益文化大学平松緑研究室

他の野菜と比べて栄養成分が豊富なことが一目瞭然です。

◆ポリフェノール含有量の比較

◇ビタミン等栄養素の比較
 栄養素 単位 紅花若菜 春菊 小松菜 ほうれん草
ビタミンA μg/100g 304 380 260 350

ビタミンB1 mg/100g 0.08 0.1 0.09 0.11
ビタミンB2 mg/100g 0.22 0.16 0.13 0.2
ビタミンC mg/100g 74 19 39 35
ナイアシン mg/100g 1.25 0.8 1 0.6

Ca mg/100g 190 120 170 49
エネルギー kcal/100g 38 22 14 20

脂質 % 0.6 0.3 0.2 0.4
タンパク質 % 2.8 2.3 1.5 2.2
食物繊維 % 3.8 3.2 1.9 2.8

成分分析／東北公益文科大学平松緑研究室
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		◇ビタミン等栄養素の比較 ナド エイヨウソ ヒカク

		 栄養素 エイヨウソ		単位		紅花若菜		春菊		小松菜		ほうれん草

		ビタミンA		μg/100g		304		380		260		350
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		ビタミンB2		mg/100g		0.22		0.16		0.13		0.2
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												成分分析／東北公益文科大学平松緑研究室
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一般的な青汁原料の数10倍〜100倍の『有効成分』

※各値は内部標準物質のカンフル-10-スルホン酸を 1とした相対値（×10,000）を示す。
※測定はメタボローム分析（LE-TOFMOS の positive モード）により行った。
※成分分析 / 東北分益文化大学平松緑研究室
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実際の農地の写真ビタミン分析
紅花若菜粉末の

試験報告書
2021年6月29日に「紅花若菜粉末」を食品分析センター
にて含有量の試験を依頼しました。
結果は以下です。
紅花若菜は、
乾燥させることでビタミンなどの栄養価が高まります。



原料・製造へのこだわり

私たちは、無農薬農法やできるだけ農薬を使わない低農薬農法により

「安心かつ安全な」紅花若菜や藍の生産に励む生産者の皆様と提携し

厳選した100％国産を提供し、ご愛飲者様の健康な生活の応援をさせて頂きます。

収穫 湯せん
蒸気洗浄

洗浄 スライス 脱水

乾燥 殺菌処理 スティック 箱詰め 出荷充填



美味しさへのこだわり

私たちはご愛飲者様の毎日の健康習慣に取り入れていただくために、
飲みやすい青汁をご提供いたします。
飲み心地は爽やかで、苦味もなく、甘酒のほんのりとした甘味を感じられる様な商品
となっております。



野菜から摂れる注目の栄養素

弊社は、第７の栄養素と言われる『ファイトケミカル』に注目しました。
ファイトケミカルとは、植物に含まれる化学物質のことです。
「還元力」「免疫力の強化」などの理由から、近年世界中で注目を浴びています。

ポリフェノールもこのファイトケミカルの一種で、
人の体内で作り出すことができないため、食品から補うことが必要です。

気軽に美味しく「紅のしずく〜至極の藍汁〜」で野菜不足を補い、ご家族皆
様の健康のためにお役立てください。

生活習慣や食生活を見直し、健康を維持し、体の中から美しく。



本商品は疾病の治療、予防を目的としたものではありません。
また、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進する
ものではありません。

様々なサービスを用意



ADIMA STYLE

誰でも簡単にホームページが持てます。

ADIMA MALL

・利用も出店も会員様限定の
インターネットネットモール

・様々なジャンルが掲載可能。
・利用時には特典も。



ADIMA CROWNが、
厳選した特別な商品を

特典価格で購入
することができます。

商品は続々とラインナップ予定

ADIMA SELECT

『紅のしずく〜至極の藍汁〜』他、

電気は志向で選ぶ時代へ。

ADIMA ENERGY

電気代を下げるだけでなく、

下がった電気代が暗号資産でもらえる『仮想通貨付与プラン』や、
自然エネルギーを１００％使用した『ecoエネプラン』など、
会員様それぞれの生活に合ったプランをお選びいただけます。



ACP2007
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