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謹んで新春のお慶びを申し上げます。

おかげさまで今年アイフローラ社は 18 年目を迎え、
年目を迎え、西武グループの新規事業部
西武グループの新規事業部から数えますと
の新規事業部から数えますと 31 年目と
年目となり
ます。皆様方のお力添えにより
ます。皆様方のお力添えにより、新たな年
皆様方のお力添えにより、新たな年を
、新たな年を迎えられましたことを心から感謝申し上げます。
迎えられましたことを心から感謝申し上げます。

さて、フローラ事業起業の
さて、フローラ事業起業の 30 年前にさかのぼりますが
年前にさかのぼりますが、
にさかのぼりますが、当時はまだ
当時はまだ腸内細菌
まだ腸内細菌、
腸内細菌、腸内フローラという概念
腸内フローラという概念が
概念が今
ほど一般化して
ほど一般化しておらず、
一般化しておらず、腸内細菌
おらず、腸内細菌関連
腸内細菌関連食品
関連食品は
食品はいわゆる健康食品の中の一つと考えられて
いわゆる健康食品の中の一つと考えられておりました。
の中の一つと考えられておりました。しかし
おりました。しかしここ
しかしここ
数年で健康長寿
数年で健康長寿のカギ
長寿のカギは
のカギは腸にあることが広く理解
あることが広く理解されるようになり
広く理解されるようになり、
されるようになり、『数多ある健康食品の中から何を選択すべ
きか』という時代から『腸内環境を健やかに保つために
きか』という時代から『腸内環境を健やかに保つために何を
腸内環境を健やかに保つために何を選択
何を選択す
選択すべきか』と
べきか』と世の中の
』と世の中の意識
世の中の意識が
意識が大きく変化
大きく変化してき
変化してき
ています。健康志向の高まりから
健康志向の高まりからプロバイオティクス
志向の高まりからプロバイオティクス（健康
（健康維持を促進させる
健康維持を促進させる微生物
維持を促進させる微生物）
微生物）やプレバイオティクス（プ
ロバイオティクスの働きを助ける物質）という
ロバイオティクスの働きを助ける物質）という言葉
という言葉が使われるよう
言葉が使われるようなり
が使われるようなり、
なり、アイフローラはその両翼を担い日々活
アイフローラはその両翼を担い日々活
動いたしております。ちなみに抗生物質
動いたしております。ちなみに抗生物質は
ちなみに抗生物質はアンチバイオティクスと言います。
アンチバイオティクスと言います。

昨今、
昨今、欧米では健康な人の腸内細菌叢をほぼまるごと移植するという
欧米では健康な人の腸内細菌叢をほぼまるごと移植するという便微生物移植が難治性消化器系疾患の
健康な人の腸内細菌叢をほぼまるごと移植するという便微生物移植が難治性消化器系疾患の標
便微生物移植が難治性消化器系疾患の標
準治療に
準治療になりつつあります。
なりつつあります。この治療にはいくつかの課題が残されていますが、
ます。この治療にはいくつかの課題が残されていますが、消化器系疾患の治癒率は飛躍的
この治療にはいくつかの課題が残されていますが、消化器系疾患の治癒率は飛躍的
に向上しています
に向上しています。
しています。国内で
国内では欧米ほど普及しており
欧米ほど普及しておりませんが
おりませんが、
ませんが、近い将来は
近い将来は治療方針
治療方針の中から
方針の中から積極的
の中から積極的に
積極的に選択され
選択される
される
ようになるで
ようになるでしょう。今ほど腸が注目されていなかった起業当時からすれば想像もできない革命的な出来事です。
何れにしましても腸内細菌叢に関心が向けられるようになったことはとても意義のある事です。
今年も国内外の研究機関から「生態系としての腸内フローラ」に関わる学会論文発表が予定されておりますので
皆様方には迅速に最先端の情報提供をさせていただけたらと思っております。

便微生物移植の残されている課題の中にまだまだ臨床の積重ねが必要ともいわれている感染症など安全性に
関する事柄があるようですが、いうまでもなく
関する事柄があるようですが、いうまでもなくアイフローラの主成分
なくアイフローラの主成分 AD 株は安全性のエビデンスのもと腸内細
菌叢に有効的に働きかけます。単純に比較はできませんが安全性に関しましては
単純に比較はできませんが安全性に関しましては 30 年経った今でも AD 株が一歩
二歩リードしているといえます。

超少子高齢化社会を迎え、
超少子高齢化社会を迎え、医療技術
迎え、医療技術が
医療技術が進歩し
進歩し国民の平均寿命は男女平均 84 歳になりました。日本は世界一の
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ありますが平均寿命と健康寿命の差が約
平均寿命と健康寿命の差が約

10 年あり、平均寿命を迎える
年あり、平均寿命を迎えるまで
平均寿命を迎えるまでの
までの約 10 年間を人に助けてもらい生活することになります。今はまだ実現
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しておりませんが、
「平均寿命＝
平均寿命＝健康寿命」
健康寿命」を理想とし、それを叶えられるだけの商品力がアイフローラに
を理想とし、それを叶えられるだけの商品力がアイフローラに
はあると確信しております。私たちはこれからも腸内細菌文化
私たちはこれからも腸内細菌文化を
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社会貢献を実現できる
社会貢献を実現できる企業を目指し
を実現できる企業を目指して
企業を目指して邁進してまいりますので、
邁進してまいりますので、今年一年どうぞよろしくお願い申し上げ
ので、今年一年どうぞよろしくお願い申し上げ
ます。

株式会社アイフローラ
代表取締役 森 幸 久

1 月から配送料金及び配送方法が変わりました!!
月から配送料金及び配送方法が変わりました!!
●配送料金変更について
ご注文商品合計金額(会員定価税込)が 50,000 円未満の場合、送料 500 円(税込)を頂いて
おりましたが、平成 30 年 1 月より 650 円＋消費税を頂戴いたします。
平成 29 年１２月まで
500 円(税込)
税込)

平成 30 年 1 月より
702 円(650 円＋消費税)
円＋消費税)

※ご注文商品合計金額(会員定価税込)が 50,000 円以上送料無料の条件は今までどおりで変更ありません。

●配送方法の変更点
今月より
ご入金日(17
ご入金日(17：
(17：00 まで)
まで)
翌営業日配送センターより発送
・アイフローラ
・1 粒 100 食
・イブフローラ商品
・髪美

昨年まで
ご入金日(15
ご入金日(15：
(15：00 まで)
まで)
弊社及び倉庫より当日発送
・アイフローラ
・コッカスドリンクゴールド
・1 粒 100 食
・イブフローラ商品
・髪美

ご入金日(15
ご入金日(15：
(15：00 まで)
まで)
翌営業日メーカーより直送
・コッカスドリンクゴールド
・コッカスドリンクロイヤル

ご入金日(15
ご入金日(15：
(15：00 まで)
まで)
翌営業日メーカーより直送
・コッカスドリンクロイヤル

※コッカスドリンクゴールドにつきましては
配送センターより発送することもございます。

●ご注文から商品発送までの流れ
① ご注文
・FAX 専用ご注文用紙をお使い頂くかホームページ、お電話でご注文下さい。
※ご入金だけ頂きましても、ご希望商品及び数量が分からない、同姓同名でどちらの方か分からない、ご登録住所と違うなど確認が
出来るまで商品の発送が出来ない事がございます。大変お手数ではございますが、ご注文のご連絡を宜しくお願い致します。

② ご入金をお願いいたします。
・弊社では、下記 3 金融機関をお振込先としてご利用いただけます。

●誠に恐縮ではございますが、お振込手数料につきましては、お客様のご負担とさせて頂いております。

③ 配送センターより商品を発送いたします。
・配送センターより佐川急便にて発送いたします。
○ご注文商品によりましてはメーカー直送となるものもございます。
※ご注文､ご入金が整っていても、ご注文商品や配送先などの確認が取れていない場合には発送が遅れることがあります。
※アイフローラ商品とイブフローラ商品及び髪美と同梱することは出来ませんのでご了承ください。
※ご入金が 15 時、17 時以降や土日祝日の前日になる場合などは商品出荷日にお気を付け下さい。

佐川急便配達所要日数目安表
■１日（翌日）
北海道エリア
東北エリア
北陸エリア
関東エリア
東海エリア
関西エリア
四国エリア
中国エリア
九州・沖縄エリア

北海道
青森県
新潟県
栃木県
愛知県
滋賀県
徳島県
鳥取県
福岡県

秋田県
長野県
茨城県
静岡県
京都府
愛媛県
広島県
大分県

岩手県
富山県
群馬県
三重県
奈良県
香川県
島根県
佐賀県

宮城県
福井県
埼玉県
岐阜県
大阪府
高知県
山口県
長崎県

■2 日（翌々日）

■３日以上

福島県 山形県
石川県
千葉県 神奈川県 東京都 山梨県
兵庫県 和歌山県
岡山県
宮崎県 熊本県 鹿児島県 沖縄県

