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獨協医科大学 小堀善友医師 監修！
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妊活*1 したい方のバランスサプリ「CHARTY WOMEN」
2017 年 5 月 29 日(月) 定期販売スタート

吉日

当社子会社である健康コーポレーション株式会社（本社:東京
都新宿区、代表取締役社長:瀬戸 健）より、妊活*1 を目指す
方のバランスサプリメント「CHARTY
WOMEN [チャーティ ウーマン]」(30 包 単品 7,500 円(税別))を
開発。2017 年 5 月 29 日(月)より自社通販サイト「けんこうタウ
ン」(http://www.kenkoucorp.com/goods/charty_women/ )にて
定期販売(6 回定期販売の場合 30 包 25%OFF 5,625 円(税
別))をスタートいたします。
*1 妊娠中の栄養補給

3 人に 1 人が子どもが欲しいと回答。その 75%が 3 年以内。一方で、年齢への心配が高割合の現状
1 年以内
35.6%
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欲しい」「そのうち欲しい」と回答し、さらにその 75.9%が「3 年以内」と具体的な期限を回
答していることが判明しました。しかし一方で、母親の平均出生時年齢の年次推移は高

いつ頃
までに欲
しい？

年齢化*3 しており、理想の子どもの数を持たない理由として「子育てや教育にお金がかか
る」が 60.4%、「高年齢で生むのはいやだから」が 35.1%と、年齢への懸念が高割合の
結果となっています*4。子どもが欲しい年代・状況にあっても実際にできるタイミングにはギャ

3 年以内
18.8%

調査*2 によると、20～40 代女性の３人に 1 人以上の割合(37.5%)で、「すぐに子どもが

2 年以内

ップがあることが分かります。
*2 調査期間 2017 年 4 月 21 日(金)～4 月 24 日(月)自社調べ・調査機関 ネオマーケティング / *3 厚生労働省

21.5%

n=2174

*4 内閣府ホームページ

平成 27 年版 少子化社会対策白書 「4

人口動態統計 /

結婚、出産、子育てをめぐる状況」より

いざ「子どもが欲しい」その時のために！妊活＆プレ妊活者の栄養補給サプリ「CHARTY WOMEN」
妊活*1 には、リラックスした気持ちと健康的な体が必要です。そのためには規則正しい生活や、体が喜ぶ栄
養成分の摂取が重要となりますが、現代のストレス社会において、普段の生活で十分に補うことは難しくな
っています。
そこで、「妊活*1 を目指す方の健康的な体作り」をコンセプトとした妊活*1 サプリが「CHARTY WOMEN」で
す。妊活*1 に必要な栄養成分をしっかり補う 5 つの栄養成分を配合。女性のバランスに有用な山芋に含ま
れる成分「ジオスゲニン」や、巡りに欠かせない「ビタミン E」、女性の健康パワーを補う「α-リポ酸」、「ALA」(ア
小堀善友 医師

ミノ酸の一種)、厚生労働省からも積極的な摂取を推奨されている「葉酸」などを凝縮。
獨協医科大学の小堀善友 医師より「妊娠を計画中の女性、妊娠の可能性がある女性向けサプリ」として
監修いただいています。
≪

本件に関するお問い合わせ ≫

健康コーポレーション株式会社

通販事業部 平山寛子

TEL：03-6744-0318 FAX：03-6744-0319 Mail：kenkoucorp_pr@rizapgroup.com

商品特長


妊活*1 に必要な栄養成分をしっかり補う 5 つを配合
女性バランスを整える山芋由来の天然成分「ジオスゲニン」
山芋には大豆にも含まれるサポニンを構成する成分の 1 つ「ジオスゲニン」が含まれます。
大地で育まれた圧倒的なパワーをたくわえ、デリケートな女性バランスを整えます。

厚生労働省も推奨*5！女性の美容や元気に欠かせない「葉酸」
葉酸はビタミン B 群の一種。厚生労働省は妊娠を計画している女性や妊娠の可能性がある女性に対して、
サプリメントなどで 400μg/1 日の付加的な摂取が望まれると発表しています。

巡りに欠かせない「ビタミン E」
女性特有の巡りや健康をケアしてくれるビタミン E。
美容や健康にも好影響を与えることで知られています。
アルファ

イキイキとした毎日に「α - リポ酸」
体内に存在する健康成分の一種。
ビタミンにもよく似た性質を持ち、エイジングケア*6 や生き生きとした毎日をサポート。

自らの美容・健康を生み出す「ALA」(5-アミノレブリン酸リン酸塩)
ALA は体内に存在するアミノ酸の一種で、美容や健康に欠かすことのできない大切な成分。体の根本にアプローチ
し、内側からの元気に働きかけます。
「ALAPLUS+マーク」は ALA（5-アミノレブリン酸）を健全に普及させることを目的として、SBI の独自処方により
ALA に一定割合のミネラルを配合した成分を含んだ商品であることを示すものです。

*1 妊娠中の栄養補給 / *5 厚生労働省「日本人の摂取基準(2015 年版)」より / *6 年齢に応じたケア



生活に溶け込んで馴染みやすい個包装の透明デザイン
オフィスや旅行先でも毎日しっかり飲めるよう、1 日分を 1 包に入れた個包装。
また妊活*1 サプリ特有のパッケージではなく、お部屋のどこにおいても違和感のない、
生活に溶け込んで馴染みやすいデザインにこだわりました。



安心安全の国内生産工場で製造
豊かな自然や水を有する国内の工場にて、徹底した衛生管理のもとで製造しています。
未来の赤ちゃんのために、毎日安心して飲んでいただけるよう、安心・安全の品質にこだわり
ました。

商品名に込めた私たちの想い
いつか赤ちゃんが欲しいと思っていても不安やストレスが多い現代。
いざ「子どもを授かりたい！」そう思った時にスムーズに授かれる体で
あればどんなに幸せなことでしょうか。
妊活中の方はもちろん、これから妊活を始めようと考えているプレ妊活

CHERISH
HEART
BODY

の方に、健やかでキレイな毎日を送ってほしい・・・そんな想いを込め
て「CHERISH(大事に)」
「HEART(ココロ)」と「BODY(カラダ)」を。この
大切なキーワードから「CHARTY[チャーティ]」という名前をつけまし
た。1 人でも多くの未来のママたちへ。私たちが寄り添い、支えとなっ
ていけることを心より願っています。

商品スペック
商品名：CHARTY WOMEN
内容量：1 袋 30 包入
販売価格：単品 7,500 円(税別) ／ 6 回定期販売
ヤマノイモ抽出物

名称

原材料名

25%OFF▶5,625 円(税別)
ビタミン E・葉酸・α-リポ酸

アミノ酸含有加工食品

含有加工食品

含有加工食品

ヤマノイモ抽出物（やまいもを含

デキストリン、アミノ酸粉末（5-アミノ

サフラワー油、チオクト酸（α-リポ

む）、澱粉、デキストリン／HPMC、

レブリン酸リン酸塩含有）／結晶セ

酸）／ゼラチン、グリセリン、グリセリ

ステアリン酸カルシウム、微粒二酸化

ルロース、ステアリン酸カルシウム、クエ

ン脂肪酸エステル、ミツロウ、ビタミン

ケイ素

ン酸第一鉄ナトリウム、微粒二酸化

E、葉酸

ケイ素、セラック、カルナウバロウ

内容量

26.7g(445mg×60 カプセル)

栄養成分

ヤマノイモ抽出物

表示

含有加工食品

18.1g(301mg×60 粒)

13.5g(450mg×30 粒)

アミノ酸含有加工食品

ビタミン E・葉酸・α-リポ酸
含有加工食品

2 カプセル(890mg)当たり

2 粒(602mg)当たり

1 粒(450mg)当たり

エネルギー

3.961 kcal

2.354 kcal

3.191 kcal

たんぱく質

0.002 g

0.004 g

0.111g

脂質

0.120 g

0.020 g

0.290 g

炭水化物

0.717 g

0.540 g

0.035 g

食塩相当量

0.001 g

0.005 g

0.000 g



お召し上がり方：1 日に 1 包を目安に、水やぬるま湯などでお召し上がりください。



販売チャネル：自社 EC サイト：けんこうタウン http://www.kenkoucorp.com/goods/charty_women/



保存方法：直射日光、高温多湿を避け、涼しいところに保存してください。

会社概要
健康コーポレーション株式会社 http://www.kenkoucorp.com/
2016 年 7 月 1 日に RIZAP グループ株式会社（旧健康コーポレーション株式会社）の美容・健康食品の通信販売事業を新設分割によ
り設立。これまで「豆乳クッキーダイエット」、家庭用超音波美顔器 「エステナードソニック」、「どろ豆乳石鹸 どろあわわ」などのヒット商品に恵
まれ、美容健康関連商品で事業を拡大。
≪

本件に関するお問い合わせ ≫

画像素材や、撮影用商品の貸し出し、プレゼントパブリシティ等もお気軽にお問い合わせください。
健康コーポレーション株式会社

通販事業部

TEL：03-6744-0318 FAX：03-6744-0319
≪

担当：平山寛子

Mail：kenkoucorp_pr@rizapgroup.com

掲載時のクレジット表記について

≫

会社名：健康コーポレーション株式会社
URL：http://www.kenkoucorp.com/
TEL：0120-311-193 8:00～21:00 受付(年末年始除く)
本社：〒169-0074 東京都新宿区北新宿 2-21-1 新宿フロントタワー31F
資本金：1,000 万円

代表取締役社長

瀬戸 健

