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・抗酸化物質 –カカオは、世界のどんな食物よりも断然高濃度の抗酸化物質を含んでいます。 
                            生のカカオはアサイーベリーの4倍相当の抗酸化物質を持ち、  
          その保有量が高いことで知られています。 
 
1.  動脈硬化を防ぐ    
カカオ・ポリフェノールは、動脈の繊維にコレステロールがたまったり,LDL-コレステロールが
酸化を受けて動脈硬化が進むのを防ぐことが、 ラットや人によって確かめられています。 
 

2. がん予防に期待 
がんの発生メカニズムには,まだ不明なところが多々残されていますが、まず変異原物質が
細胞のDNAに突然変異を起こし,次いで促進物質が,がん化した細胞を活性化することによっ

てがんが発生すると考えられています。しかし、試験管内に変異原物質と同時にカカオ・ポリ
フェノール を加えたところ、細胞DNAの突然変異が抑制されることが確かめられました。 
 

3. ストレスに打ち勝つ      

身体的にストレス状態にあるラットにカカオ・ポリフェノールを与えたところ、ストレスにうまく適
応することがわかりました。 
 また心理的ストレスにたいしても抵抗力が強まることが確かめられました。 
 

4. アレルギーやリウマチにも効果     

アトピーや花粉症などのアレルギーは現代病のひとつとして大きな問題になっていますが、
マウスにカカオ・ポリフェノールを与えたところ、アレルギーの原因となる活性酸素の過剰な
働きが著しくおさえられました。さらにチョコレートを人に食べてもらったところ、おなじ効果が
みられました。 
 
 

                                                      
                                 （日本チョコレート・ココア協会HPより抜粋） 
 

 カカオの効果効能 
 

カカオの効果5つのA 
 
Anti-oxidants（抗酸化） 
Anti-depressant（抗うつ） 
Anti-stress（抗ストレス） 
Appetite suppressant（食欲抑制） 
Aphrodisiac（性欲促進） 



1.虫歯予防  
2.抗酸化作用  
3.抗うつ作用  
4.がん抑制  
5.集中力アップ  
6.血圧降下  
7.食欲抑制  
8.ピロリ菌の抑制  
9.O－１５７の抑制  

カカオの歴史をたどると、古代アステカ人はエネルギーとスタミナを得るための強壮剤と
してカカオ豆を使っていました。セロトニン、エンドルフィンとフェニルエチルアミンに影響
を及ぼすので、カカオには幸福感をもたらす効果もあります。これらのホルモンは体がロ
マンスに応じて放出するものと同じです。  
セロトニンは抗うつホルモンとして、精神を安定させて感情を落ち着かせます。エンドル
フィンは、私たちをより情熱的でパワフルに感じさせてくれます。  
チョコレート好きが多いのも不思議ではありません。  

10.抗ストレス  
11.リウマチ予防  
12.アレルギー予防  
13.痴呆予防  
14.動脈硬化予防  
15.性欲促進  
16.整腸作用  
17.ホルモン作用  
18.傷の治りが早い  

まだまだありますカカオの効果効能  

チョコレートとの新しく美味しい付き合い方 
1. 脳を活発に！－・朝のコーヒーと共に１～２squares 

          ・会議の前に１square 
          ・ジョブパフォーマンスが上がります。 

2. ダイエットに！－・お昼ご飯に５squares 
          ・おやつに１～２squares 

3. ホルモンバランスを整え女性らしさを引き立たせる－毎日少しずつ 

4. ストレスフルな毎日をサポートする－必要な女神のサポートを 

5. 金曜日の疲れたカラダに－エネルギーチャージ（特に100％は効果あり） 

6. 週末のご褒美に－お酒（日本酒・ワイン・焼酎・スピリッツなど） 

7. 夏バテ防止に－食欲がない時に１square 

 

体温で溶かしながら召し上がっていただくとカカオの香りが立ち滑らかさを感じることができま
す。噛むとトッピングとチョコレートが混ざり合い豊かな味わいが広がります。五感を使うことで
効果効能がよりカラダに響き渡ります。 

どんな人に？ 

• 忙しく働く女性/ダイエットに 
• 団塊世代とその子どもたちに 

（おしゃれで新しいもの好き） 
• お酒のお供に 

（ワイン、ウイスキー、スピリッツなど 
    幅広く合います） 
• こだわりをもった男性に 

• 自分用への贈り物に 
• 仕事にがんばる彼に 
• お世話になっている方に 
• 友だちに 
• 大切な家族に 

（お花や洋服、お酒とのコラボレーションも） 
• 健康志向の方に 

 



１．Antidote 

”UK Great Taste 2014″ アワードにて、 
 ゴールドスターを獲得しました。  
 （“Great Taste”はフード界のオスカー賞と称され、 
   信頼あるベンチマークです。） 



Antidotechocolateは全く新しいコンセプトのチョコレートです。 
 

医者が認める健康食品はカカオとにんにく、この2つです。 
 

そのカカオを単なる嗜好品としてではなく、自分によろこびを与えるものとしてスーパーフー
ドとして提供しています。 
Barにはトッピングが施されており、そのトッピングはアーユルヴェーダとギリシャの女神か
ら受け取ったものです。アロマを選ぶように自分の状態に合ったBarを選んでいただくことが
できます。 
Antidotechocolateはファウンダーが探し求めた農家のカカオ豆のみを使っています。 
Bean to Bar、豆そのものから作ることにこだわっています。 

アリバナショナル種はカカオの原種で大変希少価値が高くエクアドルの一部の農家に守ら
れて大切に育てられています。Antidotechocolateを買うことは原種のカカオを守り育てるこ
とに役立っています。 

カカオとの新しい世界にようこそ 

なぜチョコレートなのか 

チョコレートはアステカ文明では薬でした。 
チョコレートはスーパーフードです。 
チョコレートの効果効能は忙しくストレスフルな現代人をサポートします。 
 
 
チョコレートにはまだ知られていない効果効能があると同時に、誤解されている部分もあります。 

アメリカでは嗜好品としてのチョコレートを超え健康食品としてのチョコレートの需要が高まって
います。 
弊社は2012年12月よりAntidoteチョコレートの輸入を開始しました。 



 Antidoteチョコレートの特長 
 

1. アリバナショナル種100％使用（Single bean) 
Antidotechocolateに使用しているアリバナショナル種はカカオ生産量の
0.5％で希少価値が高く、芳醇なアロマと苦みや酸味が少なく、すっきりし

た後味で最高級のカカオと呼ばれています。その中でも最高品質のカカ
オ豆を使用。契約農家は日本のEM農法でカカオの木を大事に育ててい
ます。 

 

2. 製法 
・エクアドルの工場でフレッシュな状態で製造 
・100%は100%RAWチョコレート 
・84%,77%は50%RAWと50%ローストの組み合わせ 

 

3. Bean to barチョコレート 

 

4. アーユルヴェーダに基づいた2種類のトッピング 

 

5. 乳製品、添加物なし（ビーガンでも食べられる） 

 

6. 砂糖は精製されていないきび糖を最小限に使用 
 

7. 環境（オーガニック）と野生生物を保護している農家とフェアトレード 

 

8. Antidote（解毒剤・特効薬）というユニークなネーミング 

 

9. 10種類のチョコはギリシャの女神、アステカの神の名前  

 

10.パッケージがおしゃれ（製造者は世界的なデザイナー） 

 

11.コーシャマークを取得 

 



オーストリアで生まれたレッド R タルハマーは商用デザイナーとして、10年の経験を

経て食品と飲料のためのパッケージデザインとブランディングの専門家として活躍し
ました。しかし彼女はいつしか自分が中心となって製品を生み出してみたいと考え
るようになります。消費者向け製品に対するレッドの熱い情熱と経験、健康に対する
深いこだわり、そして、デザートが大好きな彼女の故郷、オーストリアの食文化、そ
のすべてが彼女をチョコレートに導きました。150種類以上をテイスティングし、試行
錯誤の上、このチョコレートにたどり着きました。 

Antidotechocolate  
ファウンダーについて 

Antidotechocolateは「喜びを通して健康に」というコンセプトで作られました。この世

に存在するもっとも魅力的でパワフルなスーパーフード、カカオに敬意と情熱を持っ
て消費者に届けること、生産者と持続可能な社会を作ることも視野に入れています。
レッドは会社を運営している時もプライベートの時でも新しい味や新しい製品のアイ
デアに、常にインスパイアされ続けています。そして、会社をよりよく社会に貢献する
方向へと導いています。ANTIDOTEが自己資本で運営されているのはそのためです。 

レッド R  タルハマー 



１００％TONACATECUHTLI： 
カカオ豆*、カカオニブ、カカオバター 
トナカテクトリ:アステカの創造と豊作の神 
 
トナカテクトリは地球を暖めて、豊作をもたらし崇拝されました。 

アステカ人によって「金の種」と名付けられた素晴らしい生カカオは
悪循環への特効薬（ANTIDOTE）です。新しい冒険の原動力となって、
あなたの心を元気づけるでしょう。 
 
カカオの効果効能をたっぷりとカラダに取り入れたいときに！ 
抗酸化作用、整腸作用、ホルモンバランス 

100%RAWカカオ（税抜価格1500円）  

１００％XOCHIPILLI： 
カカオ豆*、デーツ、カカオバター 
 
ショチピルリ：アステカの愛と美の神 

ショチピルリはエロチックな愛のパトロンとして崇拝されました。
冷めた心への特効薬（ANTIDOTE）として、RAWカカオと自然な

甘さのデーツが熱のこもった心を再起動させ、愛をよみがえら
せます。 
ダイエットにオススメ！ 
 

貧血、アレルギー、整腸作用、大腸ガン、肝臓病、肥満予防、
アンチエイジング 
 ワイン、日本酒に合う 

ワイン、に合う 



84% カカオ（税抜価格1300円） 

８４％GAIA：カカオ豆*、未精製サトウキビ糖、カカオバ

ター、バニラ、カカオニブ、大豆レシチン（遺伝子組み換
え大豆不使用） 
 
 ガイア:母なる地球の女神 

重要でピュアな我々の周りに広がる実りをもたらす霧。
ガイアが育む精神と自然の調和は、ストレスと不安へ
の特効薬（ANTIDOTE）として、活力とバランスを取り戻
します。 

ストレスフルなとき、不安なことがあったときに活力を与
えます。 
 

催眠作用、鎮痛作用、鎮静作用 
 

８４％PANAKEIA：原材料名：カカオ豆*、未精製サトウキ

ビ糖、カカオバター、ラベンダー、レッドアラエアシーソ
ルト、大豆レシチン（遺伝子組み換え大豆不使用）） 
 
パナケイア:癒しと健康の女神 

優しくスムーズ、パナケイアの癒しの水は身体と心の病
気など全ての問題への特効薬（ANTIDOTE)です。希望

を与えるラベンダーとスタミナと興奮をもたらす海塩で、
私たちを生き返らせます。 
 
鎮静、抗菌、殺菌、防腐、抗炎症、抗うつ、鎮痛 

ワイン、日本酒に合う 

”UK Great Taste 2014″ アワードにて、 
 ゴールドスターを獲得しました。  
 （“Great Taste”はフード界のオスカー賞と称され、 
   信頼あるベンチマークです。） 



  

77%カカオ（税抜価格1300円） 

７７％HESTIA：カカオ豆*、未精製サトウキビ糖、バ
ナナ、カカオバター、 カイエンペッパー(唐辛子)、 
大豆レシチン（遺伝子組み換え大豆不使用） 
 
ヘスティア:火と炉の女神 

心をなだめて落ち着ける。ヘスティアの熱は、不必
要に熱くなった心への解毒剤（ANTIDOTE）です。体

と心を浄化するバナナとカイエンペッパーによって
彼女の火はよみがえります。 

 
循環刺激、発汗促進、殺菌、抗菌 

７７％HEBE：カカオ豆*、未精製サトウキビ糖、カカ

オバター、レモン、ローズソルト、大豆レシチン（遺
伝子組み換え大豆不使用） 
 
ヘーベー:若さの女神 

若々しくて、忘れがたい。ヘーベーの神酒は、過ぎ
ていく時間への特効薬（ANTIDOTE）です。レモンと

塩を通して復活する彼女の若々しい精霊は、あな
たを若返らせて笑いと楽しみで満たすでしょう。 
 
疲労回復、美肌、血圧降下、利尿、 
 

７７％ALETHEIA：カカオ豆*、未精製サトウキビ糖、生姜、

カカオバター、大豆レシチン（遺伝子組み換え大豆不
使用） 
 
アレテイア:真実と知恵の女神 

アレテイアの真実は迷いや否定への解毒剤
（ANTIDOTE）です。彼女の明快な精神は、ジンジャー
があなたにリフレッシュとパワーを与えます。 
 
疲労回復、美肌、血圧降下、利尿 
 

ワイン、日本酒に合う  

ワイン、日本酒・シャンパンに合う 



73%カカオ（税抜価格1300円） 

７３％ARTEMIS：カカオ豆*、未精製サトウキビ糖、アーモン

ド、カカオバター、フェンネルシード、大豆レシチン（遺伝子
組み換え大豆不使用） 
 
アルテミス:月と狩猟の女神 

力を与えて強くなる。アルテミスは弱気になったあなたのた
めの特効薬（ANTIDOTE）です。アーモンドとスイートフェン
ネルシードがあなたの口に活力と元気を与えます！ 
フェンネルは消化を助けます。弱気になったときに！ 
 
胃腸機能の調整、利尿、発汗 

７３％KAKIA：カカオ豆*、未精製サトウキビ糖、カカオバ

ター、コーヒー豆、カルダモン、大豆レシチン（遺伝子組
み換え大豆不使用） 
 
カキア:いたずら好きな女神 

強さと情熱。カキアの人生への情熱は、受け身がちな
自分への特効薬（ANTIDOTE）です。カルダモンの魅力と

食欲を刺激するコーヒーの力は彼女を呼び寄せるで
しょう。 
パワフルさを引き出したいときに 
 

健胃、胃腸刺激、発汗、口臭予防 

７３％HYBRIS：カカオ豆*、未精製サトウキビ糖、マンゴー、

カカオバター、ジュニパーベリー、大豆レシチン（遺伝子組
み換え大豆不使用） 
 
ヒュブリス:誇り高き大胆な女神 

ヒュブリスの大胆なふるまいは恐れと不安への特効薬
（Antidote）です。彼女の力強い精神は、ジュニパーベリー
と果物の王様マンゴーを通してあなたに届きます。 
集中力を高めたいときにチャレンジ精神を強くしてくれます。 
 

利尿、抗菌、消化促進、食欲増進、健胃 

ワイン、日本酒に合う 



56％ミルクチョコレート（税抜価格1300円）  

56％EXPLORER：カカオ豆、ミルクパウダー、未精製

サトウキビ糖、カカオバター、大豆レシチン（遺伝子
組み換え大豆不使用）、バニラビーンズ、塩 
 

カカオの味はしっかりと、濃厚なミルクがどこか懐
かしいような、何かに夢中になっていた子どもの頃
を思い出させます。 
あなたの中にある子ども心をくすぐる1枚 

 

56％ＭＡＧＩＣＩＡＮ：カカオ豆、ミルクパウダー、未精

製サトウキビ糖、ストロベリー、カカオバター、大豆
レシチン（遺伝子組み換え大豆不使用）、バニラ
ビーンズ 
 

ミルクチョコレートにイチゴの酸味がずっと舌の上で
味わっていたくなるような気分にさせます。 
キビ糖は最小限に抑えています。 
見た目にもかわいい1枚 



2014年の傾向（バレンタイン・ホワイトデーフェアは2014年初出店） 
 
• 昨年に比べて、RAWチョコレートBean to Barの認知度は上昇 
• 昨年までは反応がなかった人がリピーターに（時代の変化か？） 
• 購買層は３０代～４０代OL、６０代以降の主婦、３０代以降のお酒を召し上がる男性 
• 売れ筋から 

77％HEBE－女子バレンタイン自分買い＝ホワイトデーでも売れ筋 
77％ALETHEIA－女子バレンタイン自分買い＝ホワイトデーでも売れ筋 
73％ARTEMIS－食通の方に人気 
100％DATES－NIBに同じ、更に美容と健康に気を遣う方に人気 
84％GAIA－バレンタインフェアで贈り物として人気、ベーシックさが人気 
73％KAKIA－はまる人はマストアイテム 
84％HYBRIS－人気上昇中！ 
100%NIB－RAWフーダー、カカオ効果を知っているマニアックな方、甘いのが苦手な方、     
Antidoteのヘビーユーザーはもう1枚とこれ 
84％PANAKEIA－好き嫌いがはっきり分かれるが好きな方はリピート！ 
77％HESTIA－辛いものが好きな方、年配女性に人気 

• バレンタインフェアでご購入のお客様がホワイトデーに再来店 
 
2015年の傾向 
• Bean to barの認知度が更に上昇、タブレットの種類も増え、産地にこだわったチョコレー

トが増える 
• RAWチョコレートを買い求める人の数が増え、100％NIB,Datesが100枚が10日間で品切

れに 
• 1番人気は塩レモン、次に100%、アーモンド、ジンジャー、マンゴーと続く。 

 
2016年 
•  新たにミルクチョコレートが2種類展開、客層が増える。 
•  RAWチョコレートへの認知度も上がり、新宿伊勢丹店の顧客が増える。 
 

 
 
 

 



小売販売価格 
 
100％2種・・・・・・・・・1500円（税抜き）1620円（税込み） 
84％・77％・73％・・・1300円（税抜き）1404円（税込み） 
 
 
 
◇催事販売実績◇ 
2014年2月 三越日本橋本店バレンタインフェア出店 
        丸ビルマルキューブバレンタインフェア出店 
2014年3月 丸ビルマルキューブホワイトデーフェア出店 
2014年4月 Ｂｅａｕｔｙ Ｗｏｒｋｏｕｔ Ｊｍａ出店 
2014年8月 チョコ会開催 
2014年11月～   表参道 ファーマーズマーケット 
2014年11月   表参道バンブー 
2015年1月   サロン・デュ・ショコラ出店 
          阪急うめだ店 タブレットミュージアム出店 
2015年2～3月 伊勢丹新宿店Ｂ２ビューティアポセカリー出店 
2015年3月   FOODEX2015出展 
2016年9月～  ファーマーズマーケット、太陽のマルシェ出店 
2016年１月   サロン・デュ・ショコラ出店 
          阪急うめだ店 タブレットミュージアム出店 
          東急ハンズ名古屋店出店 
2016年2月   伊勢丹新宿店Ｂ２ビューティアポセカリー出店 
           
 
◇お取り扱い店◇ 
恵比寿ワインマート 
伊勢丹新宿店 
マガジーノ 
サロンドゥシャルメ 
ギャルリアンジュパッセ 
カフェ＆ダイニング玲 
スタディオ・パラディソ 
ル プアン 
はち 
E-to 
ORGANIC WORKS GROCERY STORE 
RHトラベラーズ 
東急ハンズ名古屋店 
Dairy nature 
BUNNY’S HEAVEN 
Natshell 
ORIGAMI 
Sooooos 
弊社HP  

 



２．BIOLCOM 

スイス人Peter Bachmannが代表を務め 
エクアドルの首都キトに本社工場を持つ企業 
エクアドルのジャングルで育ったスーパーブレインフードを 
国外に紹介するとともに、エクアドルの農家の持続も 
大事にしており、ダイレクトトレードを行っている。 



 
◆商品展開◆ 
 
 
カカオ豆チョコレート 
サチャゴールドカカオをローストし、 
殻ごと80％チョコレートでコーティングしました。 
カリカリとした食感と香りを楽しめます。 
内容量：50g 上代1,080円 
 
 
 
 
ローストカカオニブス 
サチャゴールドカカオをローストして 
砕いたカカオニブス、 
そのままナッツ感覚で！ 
グラノーラに混ぜたりサラダ、ヨーグルト 
アイスクリームなどのトッピングとして、 
クッキーやケーキなどのお菓子にも使えます。 
内容量：50g 上代756円 
 
 
 
カカオパルプ酢 
カカオパルプで作ったお酢です。 
和洋中何にでも使えます。 
ビタミンが豊富なカカオパルプは 
生のカカオの実を包む白い果肉です。 
内容量：３００ｍｌ 上代1,404円 
 
 
 
サチャゴルードは、アマゾンで育ったカカオ豆で、 
日本ではここでしか味わえません。 
 
 
 
 

 
2016年より 
阪急うめだタブレットミュージアムにてデビュー 
カカオパルプ酢はTVにも取り上げられる。 



３．Hoja Verde 

Hoja Verdeのカカオは396の農家を取りまとめている協会の
香り豊かなカカオ豆を使用しています。 
エクアドルのカカオを守り育てるために自社農園を作成中 
 



80％チョコレート 50g 
カカオマス、蔗糖、カカオバター 
上代：972円(税込) 
・ACADEMY2016BRONZE受賞 
 

58％キヌア 50g 
カカオマス、蔗糖、カカオバター、キヌア、大豆レシチン 
特定原材料等：大豆 
上代：1,080円(税込) 
・International Chocolate Awards2016 BRONZE受賞 
 

58％チアシード 50g 
カカオマス、蔗糖、カカオバター、チアシード、 
大豆レシチン 
特定原材料等：大豆 
上代：1,080円(税込) 

66％チョコレート 50g 
カカオマス、蔗糖、カカオバター、大豆レシチン 
特定原材料等：大豆 
上代：972円(税込) 
・Great Golden Bar Award: 

 Best Chocolate in E cuador 2015 

・ACADEMY2016BRONZE受賞 


