
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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）では、男性妊活*1 のパフォーマンスサ

プリ「CHARTY MEN [チャーティ メン]」(30 包 単品 7,500 円(税別))

を開発。5 月から発売中の女性用妊活バランスサプリ「CHARTY 

WOMEN」と並んで、「妊活*1 サプリメントシリーズ」としてラインナップ。

2017 年 9 月 1 日(金)より自社通販サイトにて発売いたします。 

自社通販サイト： http://www.kenkoucorp.com 

*1 妊活のための栄養補給 

3 組中 1 組が「不妊を心配したことがある」その原因の半分は男性にある現状 

不妊を心配したことがある夫婦 

3 組中 1 組 

2016 年の年間出生数が初めて 100 万人を下回り*2、日本の少子化は激化傾向にあります。

厚生労働省の調べによると不妊を心配したことのある夫婦は 3 組中 1 組*3。原因の半分が男

性にあると言われています。しかし、男性妊活*1 についての情報量が少なく、不妊治療に取り組

む男性がなかなか少ない状況。そこで健康コーポレーションでは、男性妊活*1 の専門医である小

堀善友医師監修のもと、男性妊活*1 のパフォーマンスサプリ「CHARTY MEN」を開発しました。 
*2 厚生労働省「平成 28 年人口動態統計月報年計（概数）」（平成 29 年 6 月 2 日発表）/ *3 平成 28 年 10 月 3 日 国立社会保障・人口問題研究所「第 15 回出生動向基本調査」より 

男性妊活の専門医 獨協医科大学 小堀善友医師が監修 

 
獨協医科大学 越谷病院泌尿器科医。男性不妊症、勃起・射精障害、性感染症を主な専門分野と

し、無精子症や貧精子症、精索静脈瘤などの治療や手術を豊富に経験。 

「スマートフォン精液検査と e ラーニングを用いた不妊症啓発システムの開発」という題目で、文部科学省の

科学研究費が採択されている。また、厚生労働省の依頼により、日本家族計画協会の「不妊・不育相

談支援研修」を開催するなど、活動は多岐に渡る。 

 

商品名 内容量 単品価格 MEN 単品の定期コース*4 MEN & WOMEN ペア定期コース*4 

CHARTY MEN 
30 包 

(1 日 1 包目安) 
7,500 円(税別) 

6 回定期コース 5,625 円(税別) 6 回定期コース 9,750 円(税別) 

フリー定期コース 6,375 円(税別) フリー定期コース 10,500 円(税別) 

*4 定期コースは初回注文と同数を毎月お送りする販売方法です。次回発送 10 日前までのご連絡で、発送日の変更が可能です。6 回定期コースは 6 回以上の継続が条件です。フリー定期コースには回数制限はございません。 

 

 

男性妊活の専門医 獨協医科大学 小堀善友医師 監修 

実感力にこだわった男性妊活*1 のパフォーマンスサプリ 「CHARTY
チ ャ ー テ ィ

 MEN
メ ン

」 

2017 年 9 月 1 日(金)新発売 

35% 

小堀善友 医師 

「泌尿器科医が教え

る - オトコの「性」活

習慣病」中央公論新

社 (2015/9/10) 

「泌尿器科医が教

える『正しいマスター

ベーション』」インプレ

ス (2013/6/21) 

「妊活カップルの

ためのオトコ学」メ

ディカルトリビューン 

(2014/8/20) 

 

≪ 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 

 

RIZAP グループ株式会社 

2017 年 8 月 21 日 

PRESS RELEASE 

≪各位≫ 

http://www.kenkoucorp.com/goods/charty_women/


 

 

CHARTY MEN [チャーティ メン] 商品特長 

■処方、配合成分の特長 

男活・動活・気活に着目。めぐりを促すポカポカ成分、元気で軽やかな活動を目指す成分を厳選しバランスよく 1 包に凝縮。 

スタミナと男性妊活*1 にこだわり、特許を取得した成分などを採用。気軽に続けやすく、男性パフォーマンスを応援します。 

 

 

 

 

■生活に溶け込んで馴染みやすい無地の個包装 

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。

男性向けの特有のパッケージではなく、生活に溶け込みやすいデザインにこだわり

ました。 

■夫婦で取り組めるシリーズラインナップ 

男女それぞれの妊活メカニズムに着目した処方のため、男性用と女性用、それ

ぞれをご用意しました。パッケージを並べるとカップルがお互いの手を取り合うよう

なデザイン。夫婦で安心して摂取いただけます。 

■安心安全の国内 GMP 認定工場で製造 

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。 

*5 卵白加水分解物：特許第 5383549 号 名称「ＮＯ産生促進組成物及びそれを含有する男性機能改善剤」 / *6 RG92
○R

：特許第 5676702 号 名称「藻類体から抽出したエキスを含有する組成

物、及び化粧用組成物、 炎症性疾患の治療・予防薬、並びに新規微生物」 / *7 2013 年 第 7 回世界毛髪研究会議で最優秀賞を受賞。日本の民間企業では前例のない単独受賞。 / *8 蟻粉末 

 

「CHARTY [チャーティ]」の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たらどん

なに幸せなことでしょうか。妊活*1中の方はもちろん、これから妊活*1を

始めようと考えているプレ妊活の方に、心身ともに健やかな毎日を送っ

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パパ・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。 

 

 

CHERISH 

HEART 

BODY 

ランペップ TM*5 

卵白タンパクを分解し

たアミノ酸供給素材。

男性パフォーマンスを 

ケアします。 

RG92○R  

大分の温泉から発

見した温泉藻類。

元気で軽やかな 

毎日をサポート。 

 

モリンガ 

生命力が強い植

物。ポリフェノールな

どの栄養素を豊富に

含むスーパーフード。 

亜鉛 PLUS 

精液中に多く含まれ

るミネラル成分。授か

れるチカラをサポート 

します。 

食用蟻*8 

亜鉛、アルギニン、必

須アミノ酸を含む。バ

ランスの良いアルカリ

食品。滋養強壮に。 

ヒハツエキス 

コショウ科のヒハツ

から抽出。コンデイ

ションを整え、体の

リズムアップに。 

≪ 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 

 

チャーティシリーズを並べると、カップルがお互いの手を取り合うようなデザインです。 

特許*5 

受賞*7 
特許*6 

 



 

 

 

CHARTY MEN 商品スペック 

商品名：CHARTY MEN [チャーティメン] 

内容量：1 袋 30 包入 

販売価格：単品 7,500 円(税別)  

名称 ヒハツ・蟻含有加工食品 卵白加水分解物含有加工食品 
温泉藻類 RG92 配合 

モリンガ末含有加工食品 

原材料名 

蟻粉末、ヒハツ／結晶セルロー

ス、ステアリン酸カルシウム、微

粒二酸化ケイ素、ビタミン B6 

卵白加水分解物、亜鉛含有酵

母、還元麦芽糖水飴／結晶セルロ

ース、糊料(プルラン)、微粒二酸化ケ

イ素、ステアリン酸カルシウム 

モリンガ粉末、緑藻／セルロース、

ショ糖脂肪酸エステル、微粒二酸

化ケイ素、セラック 

内容量 7.5g(250mg×30 粒) 27g(300mg×90 粒) 7.5g(250mg×30 粒) 

 

●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：健康コーポレーション通販サイト

http://www.kenkoucorp.com/goods/charty_men/ 

※続けやすい定期コースもご用意しております。詳細は通販サイトをご覧ください。 

 

●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 

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 担当：平山寛子 

TEL：03-6744-0318 FAX：03-6744-0319 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 

栄養成分表示 

5 粒(1 包：1.4g)当たり 

エネルギー 5.11 kcal 

たんぱく質 0.426 g 

脂質 0.029 g 

炭水化物 0.784 g 

食塩相当量 0.046 g 

http://www.kenkoucorp.com/goods/charty_men/
mailto:kenkoucorp_pr@rizapgroup.com

