
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

認定健康食品(JHFA)マーク 製品一覧 

2023 年 4 月 30 日現在  

じゃふぁってなぁに？ 

それは健康食品の品質をお約束するマークです。 

健康食品の品質を厳正に審査し、 

合格した製品だけにつけられるのが「JHFA（じゃふぁ）マーク」です。 

安全・安心に製品をお選びいただくための指針にしてください。 

品質規格合格品 

健康機能性品質合格品 

公益財団法人日本健康・栄養食品協会 
Japan Health and Nutrition Food Association 

〒162-0842東京都新宿区市谷砂土原町 2-7-27 

TEL：03-3268-3131 

https://www.jhnfa.org/ 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

＜規格基準のある食品群＞ 

 

 

 

 

 

JHFA マークには、規格基準に従って認定を行う 「規格基準型 JHFA 認定」 と、

製品毎に個別に審査を行う 「個別審査型 JHFA 認定」があります。 

健康機能性 

品質合格品 

「個別審査型 JHFA認定」 

この製品は、健康の維持・増進に関する科学的

情報と製品品質について、(公財)日本健康・栄

養食品協会が審査して合格した製品です。 

「規格基準型 JHFA認定」 

この製品は、品質について、品質規格、製造・

加工、表示等を、(公財）日本健康・栄養食

品協会が審査して合格した製品です。  

品質規格合格品 

製品一覧 ＜目次＞ 
 

Ⅰ．規格基準型 JHFA認定製品 

Ⅱ．個別審査型 JHFA認定製品 



　

Ⅰ．規格基準型JHFA認定製品

（会社名・五十音順）

商 品 名 会 社 名

１．たんぱく質類   

牡蠣抽出物食品 6商品

オイスタゲン ジャパン栄養㈱

藪内牡蠣エキスDX 常盤薬品工業㈱

トキワ牡蠣エキスZGα 常盤薬品工業㈱

トキワ牡蠣エキス 常盤薬品工業㈱

ディノ-バランス 常盤薬品工業㈱

スーパー牡蠣蒜ゴールドEX 備前化成㈱

しじみ抽出物食品 2商品

しじみエキス（粒） ㈱川ばた乃エキス

マグマしじみエキス 日本薬品開発㈱

スッポン粉末食品 1商品

スポリキＥ 岩谷産業㈱

２．脂質類

ＥＰＡ含有精製魚油食品 340商品

青魚博士 マルサンヘルスサービス㈱

EPA・DHAシームレスカプセル 興和㈱
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商 品 名 会 社 名

３．糖類

食物繊維食品 5商品

黒糖抹茶青汁寒天ジュレ 興和㈱

植物発酵ジュレ 興和㈱

レンチン プラス１０００ 大和薬品㈱

レンチンプラスＬ－５００ 大和薬品㈱

レンチン プラス１０００ＬＹ 大和薬品㈱

ムコ多糖・たん白食品 1商品

潤麗Ｅx．ウルーラエキストラ ㈱メディカライズ

キトサン食品 4商品

カニスターE　ゴールド かんだ物産㈱

カニスターE　ローヤル かんだ物産㈱

カニスターE　NA-35 かんだ物産㈱

コーヨーキトサン 甲陽ケミカル㈱

グルコサミン食品 4商品

グルコサミン 甲陽ケミカル㈱

グルコサミン＆新サメの軟骨 日英物産㈱

新・サメの軟骨エクセレント 日英物産㈱

コンドロメートＧ ㈱日本直販総本社

フコイダン食品 13商品

フコイダンブイ［カプセル］ ㈱ヴェントゥーノ

フコイダンブイ［ドリンク］ ㈱ヴェントゥーノ

海の詩（カプセルタイプ） ㈱ヴェントゥーノ

高分子もずくフコダンフコミンスティック8100 ㈱海産物のきむらや

高分子もずくフコダンフコミンスティックパック24000 ㈱海産物のきむらや

高分子もずくフコダンフコミンカプセル71000 ㈱海産物のきむらや

高分子もずくフコダン　フコミン　カプセル5200 ㈱海産物のきむらや

《海の雫》 カプセルタイプ ㈱海藻サイエンスの会

海の雫　ドリンク ㈱海藻サイエンスの会

海の雫　ドリンク（香港） ㈱海藻サイエンスの会

日々のフコイダン 金秀バイオ㈱

フコイダンカプセル シオノギヘルスケア㈱

フコイダンサプリ５０ シオノギヘルスケア㈱
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商 品 名 会 社 名

４．ビタミン類

ビタミンE含有植物油 3商品

ネオ無量寿 岩井の胡麻油㈱

α・トコＥゴールド ㈱ジャード

ビタポールＥ 備前化成㈱

ビタミンC含有食品 3商品

メートコア ㈱ナチュラルメートの会

サプリションビタミンＣ ㈱フェロー

アルビン・Ｇ ㈱ミル総本社

５．ミネラル類

カルシウム食品 3商品

カルゲン ㈱ナチュラルメートの会

クロスタニン さわやか倶楽部 ㈱日健総本社

Calture-S クロスタニンカルチャー ㈱日健総本社

６．発酵微生物類

乳酸菌（生菌）利用食品 1商品

ニブロン 助川電気工業㈱

植物エキス発酵飲料 1商品

コーボンマーベル 第一酵母㈱

植物発酵食品 3商品

天生酵素 ㈱日本自然発酵

万田酵素 万田発酵㈱

スーパー万田酵素 万田発酵㈱

ナットウ菌培養エキス食品 2商品

シャンとヘッド 寿物産㈱

納豆博士 マルサンヘルスサービス㈱
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商 品 名 会 社 名

７．藻類

クロレラ食品 13商品

Ｌクロレラ ㈱エー･エヌ･シー

清浄培養クロレラ オリヒロプランデュ㈱

SDクロレラ オリヒロプランデュ㈱

クロレラ100 オリヒロプランデュ㈱

クロレラ  キング クロレラ工業㈱

クロスタニン  ゴールド ㈱日健総本社

マニトバクロレラ ㈱マニトバ

100%クロレラ粒 ㈱山田養蜂場

高鉄高亜鉛クロレラ 八幡物産㈱

緑王クロレラ 八幡物産㈱

クロレラナチュラル１００ ユウキ製薬㈱

クロレラゴールド１００ ユウキ製薬㈱

クロレラ  ロイヤル  ＤＸ ユウキ製薬㈱

スピルリナ食品 5商品

スピレン ㈱スピルリナ研究所

ダイオポリス ㈱スピルリナ研究所

Dr.スピルリナ ㈱スピルリナ研究所

リナスピナ 東洋酵素化学㈱

クロスタニンゴールド複合多糖類 ㈱日健総本社

８．きのこ類

シイタケ食品 3商品

椎菌細粒 野田食菌工業㈱

椎菌原末細粒 野田食菌工業㈱

Ｃ.Ｈ.Ｄ２０００ＧＯＬＤ ㈱まるごと健康舎

マンネンタケ(霊芝)食品 3商品

御恵赤霊芝 ㈲日惠

日産霊芝・粒状 日産化学㈱

日産霊芝・粒状 日産化学㈱
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商 品 名 会 社 名

９．ハーブ等植物成分等

オタネニンジン根食品 3商品

高麗人蔘液 ㈲日本庭園由志園

王冠紅蔘液 日本モクサー㈱

高麗参濃縮液・希（のぞみ） ㈱和光テクニカ

麦類若葉食品 9商品

グリーンヤングパワー（顆粒状） シャイン㈱

グリーンヤングパワー（スティック） シャイン㈱

グリーンライフパワー（粒） シャイン㈱

グリーンライフパワー（顆粒状） シャイン㈱

グリーンマグマ生 日本薬品開発㈱

グリーンマグマ生 日本薬品開発㈱

バーリィグリーン 日本薬品開発㈱

グリーンマグマエンチムパワー（抹茶入） 日本薬品開発㈱

バーリィグリーン（粒） 日本薬品開発㈱

キダチアロエ食品 2商品

有機栽培キダチアロエ粒 ㈱創健社

キダチアロエ  ユリカロン ユリカ㈱

イチョウ葉エキス食品 1商品

イチョウリーフ ㈱健康家族

ビルベリーエキス食品 4商品

コスモスーパーブルーベリー ㈱コスモプラス

〈ひとみの果実〉ゴールド120プラス ナチュラルウェイ㈱

〈ひとみの果実®〉プレミアム ナチュラルウェイ㈱

ブルーベリーアイ ㈱わかさ生活

レスベラトロール食品 1商品

レスベラトロールプラス ㈱山田養蜂場

青汁食品 1商品

極上宇治抹茶青汁 興和㈱
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商 品 名 会 社 名

10．蜂産品類

プロポリス食品 22商品

プラナモア100 ㈱エポックモア

コスモプロポリスEW８５ ㈱コスモプラス

ザ・プロポリス１０００ ㈱ザ マイラ

Ｒ＆Ｇプロポリスクイーン ㈱サンコー

熟成プロポリス液「蜂の恵みⅤ（ファイブ）」 ㈱サンフローラ

蜂の恵み＜濃縮＞熟成プロポリス（ソフトカプセル） ㈱サンフローラ

プロポリス液　「蜂の恵み　三年熟成」 ㈱サンフローラ

プロポリス液　「蜂の恵み　十年熟成」 ㈱サンフローラ

バイオフラボンプラス 日本自然療法㈱

エスタプロント 日本プロポリス㈱

エスタプロント　ファミリーパック 日本プロポリス㈱

ブラジル産グリーンプロポリス液30ml ハウザー食品㈱

プロポリス＋DHA&EPAソフトカプセル ハウザー食品㈱

プロポリス液 森川健康堂㈱

プロポリマイルド液 森川健康堂㈱

ネオプロポリス粒 森川健康堂㈱

プロポリス粒ソフトタイプ 森川健康堂㈱

プロポリス粒ソフトタイプ 森川健康堂㈱

プロポリス粒＋板藍根 森川健康堂㈱

プロポリス３００ ㈱山田養蜂場

山田養蜂場のプロポリス液３０ ㈱山田養蜂場

山田養蜂場のプロポリス液３０（水分散性） ㈱山田養蜂場

ローヤルゼリー食品 7商品

マダムローヤル８００ 八幡物産㈱

ムッシュローヤル８００ 八幡物産㈱

ローヤルゼリー粒ゴールド８００ 八幡物産㈱

マダムローヤル 八幡物産㈱

やわた高原ローヤルゼリー 八幡物産㈱

ムッシュローヤル 八幡物産㈱

ローヤルゼリー粒ゴールド６００ 八幡物産㈱
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商 品 名 会 社 名

11．その他

コエンザイムＱ10食品 1商品

発酵コエンザイムQ10EX キリンホールディングス㈱

プラセンタ食品 22商品

プラセンミヌゥ　プラチナエース ㈱旭健康研究所

リバイタル　プラセンタ ㈲アップターン

ＡＭ　ＰＬＡＣＥＮＴＡ　ＴＯＫＹＯ ㈱ＥＧＦ

AM Placenta TOKYO　Platinum ㈱ＥＧＦ

モンローブロンドプレミア100R ㈱エビス

モンローブロンドGT ㈱エビス

Lupple（ルップル） 大木産業㈱

プラセンタボンリッチ クラシエ薬品㈱

プラセン人参 クラシエ薬品㈱

プラセン　アルファ  プレミアム ㈱グランブルー

プラセンタＪ５００ ㈱ＣＯＤＥ　Ｊ

モビリア　プラセンタ ㈱コンフィアンス

ホスピレッグ ㈱シーオーメディカル

マルチプラセンタオールインワン ㈱シーオーメディカル

激 寿康美㈱

スノーヴァ　プレミアムプラセンタ ㈱スノーヴァ

H-プラセンタ30000 スノーデン㈱

βプラセンタ30000 スノーデン㈱

ナチュラルプラセンタ スノーデン㈱

プラセンタカプセルMD
+ ㈱ユニバーサルトランセンドプランニング

プラセンタカプセルOP ㈱ユニバーサルトランセンドプランニング

メルスモンプレミアムカプセル ㈱ユニバーサルトランセンドプランニング
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Ⅱ．個別審査型JHFA認定製品

（会社名・五十音順）

商 品 名 会 社 名

食用アマニ油加工食品 1商品

アマニ油（α－リノレン酸）シームレスカプセル 興和㈱

抽出茶粉末食品（茶テアニン） 1商品

茶テアニン 星野科学㈱

クロレラ食品 1商品

サン・クロレラＡ ㈱サン・クロレラ

メカブ加工食品（メカブフコイダン） 1商品

おしゃぶり芽かぶＰＲＥＭＩＵＭ ㈱昆布森
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ＪＨＦＡマーク取得企業 79 社

会社名 郵便番号 住所 電話番号

あ ㈱旭健康研究所 108-0074 東京都港区高輪１－２６－２０ 03-3443-9613

㈲アップターン 334-0005 埼玉県川口市里１８０３－２ 048-291-9957

㈱ＥＧＦ 810-0074 福岡県福岡市中央区大手門１－２－２３ 080-7734-5759

岩井の胡麻油㈱                          221-0053 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－２６        045-441-2033 

岩谷産業㈱                              105-0004 東京都港区西新橋３－２１－８            03-5405-5845 

㈱ヴェントゥーノ 810-0013 福岡県福岡市中央区大宮２－１－１ 092-521-2290

㈱エー･エヌ･シー                        444-3514 愛知県岡崎市羽栗町字平松２８－８ 0564-48-6446 

㈱エビス 161-0033 東京都新宿区下落合３－１２－１８            03-5983-3342

㈱エポックモア                          730-0012 広島県広島市中区八丁堀４－１　アーバンビューグランドタワー９Ｆ 082-227-0192 

大木産業㈱ 678-0175 兵庫県赤穂市北野中１１ 0791-48-1000

オリヒロプランデュ㈱ 370-0886 群馬県高崎市下大島町６１３ 027-360-4711

か ㈱海産物のきむらや 684-0072 鳥取県境港市渡町３３０７ 0859-45-6555

㈱海藻サイエンスの会 104-0061 東京都中央区銀座４－１２－１９　日章興産ビル６Ｆ 03-6278-5577

金秀バイオ㈱ 901-0306 沖縄県糸満市西崎町５－２－２ 098-994-1048

㈱川ばた乃エキス 455-0863 愛知県名古屋市港区新茶屋３－３１８ 052-303-4147

かんだ物産㈱                            416-0952 静岡県富士市青葉町２２６       0545-63-3213 

キリンホールディングス㈱ 100-0004 東京都千代田区大手町１－９－２　大手町フィナンシャルシティグランキューブ 090-3132-8145

クラシエ薬品㈱ 108-8080 東京都港区海岸３－２０－２０　ヨコソーレインボータワー６Ｆ 03-5446-3334

㈱グランブルー 261-7133 千葉県千葉市美浜区中瀬２－６　WBGマリブウエストビル３３Ｆ 043-213-8155

クロレラ工業㈱                          105-0013 東京都港区浜松町１－１８－１６　住友浜松町ビル７Ｆ  03-3437-0901 

㈱健康家族                              892-0848 鹿児島県鹿児島市平之町１０－２          099-223-5211 

㈱CODE J 103-0023 東京都中央区日本橋本町３－７－２　ＭＦＰＲ日本橋本町ビル８Ｆ 03-3666-8950

甲陽ケミカル㈱                          101-0052 東京都千代田区神田小川町１－１０－３　保坂ビル 03-5244-4235

興和㈱ 460-8625 愛知県名古屋市中区錦３－６－２９ 052-963-3033

㈱コスモプラス                          812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前３－１８－２７－１              092-451-0625 

寿物産㈱                                370-0046 群馬県高崎市江木町１８５                027-324-1147 

㈱コンフィアンス 160-0005 東京都新宿区愛住町２３－１４　ベルックス新宿ビル７Ｆ 03-6457-7739

㈱昆布森 791-3132 愛媛県伊予郡松前町西高柳２５１ 089-960-3355

さ ㈱ザ マイラ                             135-0031 東京都江東区佐賀１－１－１４            03-5621-1118 

㈱サン・クロレラ                        600-8177 京都府京都市下京区烏丸通五条下る大坂町３６９ 075-288-3000 

㈱サンフローラ 176-0011 東京都練馬区豊玉１－８－１４　加藤ビル５Ｆ 03-5912-3880

㈱シーオーメディカル 163-1342 東京都新宿区西新宿６－５－１　新宿アイランド４２Ｆ 03-6302-0137

シオノギヘルスケア㈱ 541-0041 大阪府大阪市中央区北浜２－６－１８　淀屋橋スクエア７Ｆ 06-6202-2728

シャイン㈱                              664-0831 兵庫県伊丹市北伊丹７－９８        072-789-2888

㈱ジャード                              161-0031 東京都新宿区西落合４－２－７            03-3953-2100 

ジャパン栄養㈱                          542-0081 大阪府大阪市中央区南船場１－６－１２　ブルーク長堀橋ビル５Ｆ    06-6264-6118 

寿康美㈱ 101-0032 東京都千代田区岩本町３－９－３ 03-3864-6636

助川電気工業㈱                          317-0051 茨城県日立市滑川本町３－１９－５        0294-21-5181 

㈱スノーヴァ 104-0061 東京都中央区銀座１－８－１７ 03-5159-2232

スノーデン㈱ 101-0032 東京都千代田区岩本町３－７－１６ 03-3866-2828

㈱スピルリナ研究所                      532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島１－１３－６    新大阪オーパスビル３Ｆ 06-6304-5505 

㈱創健社 221-8741 神奈川県横浜市神奈川区片倉２－３７－１１ 045-491-1441
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会社名 郵便番号 住所 電話番号

た 第一酵母㈱                              410-2132 静岡県伊豆の国市奈古谷７１８－２        055-978-3050 

大和薬品㈱                              154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋１－１６－１９    03-5430-4050 

東洋酵素化学㈱                          279-0041 千葉県浦安市堀江４－４－２７            047-355-7111 

常盤薬品工業㈱                          650-8521 兵庫県神戸市中央区港島中町６－１３－１　ノエビア神戸ビル 078-303-8030

な ナチュラルウェイ㈱                      150-0022 東京都渋谷区恵比寿南２－２１－２    恵比寿サウスヒル３Ｆ   03-5720-1913 

㈱ナチュラルメートの会                  330-0801 埼玉県さいたま市大宮区土手町１－２　ＪＡ共済ビ埼玉ビル 048-647-1221 

日英物産㈱                              564-0062 大阪府吹田市垂水町３－３４－１５　伸栄第１ビル３Ｆ  06-6338-0101 

㈲日惠                                  379-2222 群馬県伊勢崎市田部井町１－１１５５－２      0270-62-6584 

㈱日健総本社                            501-6255 岐阜県羽島市福寿町浅平１－３２          058-393-0500 

日産化学㈱                          101-0054 東京都中央区日本橋２－５－１ 03-4463-8111

㈱日本自然醗酵                   501-5401 岐阜県高山市荘川六厩７９６－３ 0576-92-5100

日本自然療法㈱ 160-0023 東京都新宿区西新宿６－２６－１２　ＩＴＯビル２Ｆ 03-3346-3441

㈱日本直販総本社                        151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－３４－７　ＮＥＸ新宿ビル２Ｆ 03-3356-0621 

㈲日本庭園由志園 690-1492 島根県松江市八束町波入１２６０－２  0852-76-2281 

日本プロポリス㈱                        325-0025 栃木県那須塩原市下厚崎５－４５２      0287-62-8001 

日本モクサー㈱                          160-0022 東京都新宿区新宿２－１－１１  　 御苑スカイビル４Ｆ         03-3341-7761 

日本薬品開発㈱                          664-0831 兵庫県伊丹市北伊丹７－９８        072-773-5230 

野田食菌工業㈱                          278-0051 千葉県野田市七光台２９５                04-7127-3811 

は ㈱ハーツファミリー 550-0013 大阪府大阪市西区新町１－３－１６　ＹＯＳＡビル７Ｆ 06-6599-9721

ハウザー食品㈱                          611-0041 京都府宇治市槇島町本屋敷２５－５        0774-24-0771 

備前化成㈱                              709-0716 岡山県赤磐市徳富３６３              086-995-3311

㈱フェロー                              899-0206 鹿児島県出水市向江町８－３  0996-63-3450 

星野科学㈱ 611-0041 京都府宇治市槇島町石橋１０－７ 0774-22-6699

ま ㈱マニトバ                              161-0033 東京都新宿区下落合１－５－１０ 03-3360-6880 

㈱まるごと健康舎                        816-0912 福岡県大野城市御笠川６－５－２４        092-503-0700 

マルサンヘルスサービス㈱                116-0013 東京都荒川区西日暮里２－２６－８        03-3891-0301 

万田発酵㈱                              722-2192 広島県尾道市因島重井町５８００－９５    0845-24-3555

㈱ミル総本社                            612-8435 京都府京都市伏見区深草泓ノ壷町２９－８  075-645-2440 

㈱メディカライズ                        102-0083 東京都千代田区麹町２－７　半蔵門ビル３Ｆ 03-6272-5618

森川健康堂㈱                            151-0053 東京都渋谷区代々木１－３６－１ 03-3370-8835 

や ㈱山田養蜂場 708-0393 岡山県苫田郡鏡野町市場１９４            0868-54-1971

八幡物産㈱                              689-3541 鳥取県米子市二本木４９８－２            0859-37-1122

ユウキ製薬㈱                            336-0926 埼玉県さいたま市緑区東浦和４－６－１０  048-810-4441 

㈱ユニバーサルトランセンドプランニング 103-0023 東京都中央区日本橋本町３－７－２　ＭＦＰＲ日本橋本町ビル８Ｆ 03-3666-8950

ユリカ㈱                                514-1297 三重県津市大鳥町４３５－１２ 059-252-1112 

わ ㈱わかさ生活                            600-8008 京都府京都市下京区四条烏丸長刀鉾町２２  075-213-7727 

和光テクニカ㈱ 101-0021 東京都千代田区外神田５－３－１２　清和ビル２Ｆ 03-3834-6522
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