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整える。そして、プラスする。クレンズ＆チャージプロテイン

「RIZAP プロテインシリーズ」新発売
～ 炭で不要なものを出し、乳酸菌で必要な栄養素をまっすぐ届ける新発想 ～
RIZAP 株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：瀬戸健、以下「RIZAP」)は、自社開発の一般流通プロダクト
「ライザップ・ウェルネスシリーズ」から、炭と乳酸菌とプロテインによる”カラダ環境”に着目した「RIZAP プロテインシリーズ」を全国のドラ
ッグストアや GMS(総合スーパー)、EC モール、自社 EC サイトにて 2018 年 10 月 22 日(月)から順次発売することをお知らせい
たします。

スキのないカラダを目指す「ダイエットフォーミュラ」

3 種の炭配合による黒いプロテイン

理想的なカラダを目指す「ボディメイクフォーミュラ」の 2 種類のラインナップ

■開発の背景
近年の健康志向の高まりにより、日本のプロテイン市場は 5 年で 1.6 倍※1 と拡大しています。またジョギング等、スポーツを日常

的に行う方も増加しており、2020 年に向けて今後も継続的な伸長が期待されています。
これを背景に、RIZAP では、これまでプロテインに馴染みがなかった層やライトユーザをターゲットに、理想のカラダづくりをサポートす
ることを目的とした「RIZAP プロテインシリーズ」を開発しました。こだわりは、「炭×乳酸菌×プロテイン」です。カラダ環境に着目して、
安全安心な 3 種の炭と 3 種の乳酸菌を配合しました。不要なものを出し、必要な栄養素をまっすぐ届ける、この両方を一品で叶え
る「クレンズ＆チャージ」をコンセプトとした全く新しい黒いプロテインです。全国のドラッグストアや GMS(総合スーパー)、EC モールに加
えて、自社の EC サイト等を販路とするプロダクトシリーズです。
※1 出典：富士経済「アクティブ＆ウェルネスフーズ市場 2018」

≪ 本件に関するお問い合わせ ≫
RIZAP 株式会社 PR 事務局

担当：渡辺・荻野

TEL：03-6744-9754 FAX：03-5337-0636 Mail：press@rizapgroup.com

■商品特長
「クレンズ＆チャージ」をコンセプトに、不要なものを排出して、必
要な栄養素を摂取することで、効率的に理想のカラダづくりをサ
ポートするプロダクトシリーズです。スキのないカラダを目指す「ダ
イエットフォーミュラ」と、理想的なカラダを目指す「ボディメイクフォ
ーミュラ」の 2 種類のラインナップです。

活性炭への有機物の吸着
※イメージ図

(1)3 種の炭で不要なものを排出
「ヤシ殻活性炭」「竹炭」「赤松炭」の 3 種類を配合しています。炭粒の表面には細
かい孔があるため、体内の老廃物を吸着し、体外に排出させる働きが期待できます。

(2)3 種の乳酸菌で整える
「ナノ型乳酸菌」「植物性乳酸菌」「有胞子性乳酸菌」の 3 種の乳酸菌を配合し、
毎日のスッキリ習慣を応援します。

(3)「ダイエット」と「ボディメイク」、目的別に栄養チャージ
牛乳由来の上質なホエイプロテインをベースに、目的別に 2 つの風味をラインナップし

生きたまま腸に届く乳酸菌 ※イメージ図

ました。
スキのないカラダを目指す方向けの「ダイエットフォーミュラ」(ピーチ＆グレープフルーツ風味)には、引き締まった美ボディをテーマにソ
イプロテインや L-カルニチン、ガルシニア等、ダイエットに嬉しい成分を RIZAP 独自の比率で配合しています。
また理想的なカラダを目指す方向けの「ボディメイクフォーミュラ」(チョコバナナ風味)は、筋肉アップをテーマにクレアチンやアルギニン、
亜鉛等を配合し、ボディメイクサポートに効果的です。

■RIZAP メソッドを食卓にも
RIZAP は、昨年発表した「RIZAP 1,000 万人健康宣言」において、2020 年度まで
に 1,000 万人以上の方に RIZAP メソッドを体験していただき、健康で輝く人生をサポー
トすることを目標に掲げています。そこでパーソナルトレーニングジムで培った「1:1」のメソッド
をより多くの方に届けるために、「1:N(多数)」に向けての事業も積極的に推進しておりま
す。
この方針のもと、RIZAP ブランドの機能性食品等のリテール戦略を大幅に強化し「ライザップ・ウェルネスシリーズ」を立ち上げました。
タンパク質の量だけでなく、質や美味しさ、食べるスタイルにもこだわり抜いたものを展開し、ドラッグストアや GMS(総合スーパー)等の
小売店等を販路とし、身近なところで手軽に RIZAP メソッドを取り入れていただけるプロダクトシリーズです。
RIZAP は、ご家庭の食卓においても RIZAP メソッドを体験いただく機会を創出し、”人生 100 年時代”と言われる昨今の社会
的な課題「健康寿命の延伸」へのソリューションを提唱してまいります。
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■商品概要
DIET FORMULA
RIZAP プロテイントライア

RIZAP プロテイン/ダイエ
名称

BODY MAKE FORMULA

ルパック/ダイエットフォーミ

ットフォーミュラ＜ピーチ＆

ュラ＜ピーチ＆グレープフル

グレープフルーツ＞ 750g

RIZAP プロテイン/ボディ

RIZAP プロテイントライア

メイクフォーミュラ＜チョコバ

ルパック/ボディメイクフォー

ナナ＞ 900g

ミュラ＜チョコバナナ＞10g

ーツ＞10g

内容量

750g(30 回分)

10g

900g (30 回分)

10g

希望小売価格

6,800 円(税別)

140 円(税別)

6,800 円(税別)

140 円(税別)

フレーバー

特長

ピーチ＆グレープフルーツ

チョコバナナ

・効率的にたんぱく質を補給できるホエイプロテインと、美しい

・効率的にたんぱく質を補給できるホエイプロテイン 100%使

カラダづくりをサポートするソイプロテイン(大豆たんぱく質)を W

用

で配合

・アミノ酸スコア 100※2

・アミノ酸スコア 100※2

・たんぱく質 15.0g／1 食(30g)当たり(無水物換算値)

・たんぱく質 15.0g／1 食(25g)当たり(無水物換算値)

・糖質 11.9g／1 食(30g)当たり

・糖質 7.3g／1 食(25g)当たり

・カラダのコンディションを整える「ヤシ殻活性炭」×「竹炭」×

・カラダのコンディションを整える「ヤシ殻活性炭」×「竹炭」×

「赤松炭」の 3 種の炭が老廃物を吸着

「赤松炭」の 3 種の炭が老廃物を吸着

・イキイキとしたカラダに導く「ナノ型乳酸菌」×「植物性乳酸

・イキイキとしたカラダに導く「ナノ型乳酸菌」×「植物性乳酸

菌」×「有胞子性乳酸菌」の 3 種の乳酸菌が毎日のスッキリ

菌」×「有胞子性乳酸菌」の 3 種の乳酸菌が毎日のスッキリ

習慣を応援

習慣を応援

・クレアチン、アルギニン、亜鉛を RIZAP 独自比率で配合

・L-カルニチン、コエンザイム Q10、ガルシニアでダイエットに嬉

し、ボディメイクに嬉しい栄養をプラス

しい栄養をプラス
推奨シーン

朝の一杯や運動”前”に

朝の一杯や運動”後”に

※2 アミノ酸スコア：食品中の必須アミノ酸含有比率の指標。体内で生成できない必須アミノ酸がどれくらい満たされているかを算出したもの。100 に近い数値であるほど理想的とされています。

会社概要

RIZAP 株式会社
https://www.rizap.jp

「結果にコミットする。」をコンセプトに、パーソナルトレーニングジム「RIZAP(ライザップ)」を運営しています。2012 年 2 月の 1 号店オ
ープン以来、店舗拡大とともに急成長を続ける RIZAP は、一般のスポーツジムとは異なり、ゲストの夢、理想、真のニーズと本気で
向き合う資質を持ったトレーナーを厳選しています。「人生最高の体と自信、そして期待を上回る感動を提供する」ため、パーソナルト
レーナーの品質にこだわり、ゲストの理想の体型の実現に全力でコミットします。
「RIZAP」の名称は、「RISE」と「UP」からできています。また、黒色背景と金色のロゴには、“どん底で暗闇の状態からでも、その人が
望む限り、高く飛躍でき、必ず光り輝く未来は訪れる”をいう想いを込めています。
現在、合計 131 店舗(国内 124、海外 7)を運営。会員数は累計 12 万人を超えています。(2018 年 9 月末現在)
所 在 地 ： 〒169-0074 東京都新宿区北新宿 2-21-1 新宿フロントタワー31F
設 立 日 ： 2010 年 5 月 7 日
資 本 金 ： 8 億 8500 万円(2018 年 3 月 31 日現在)
代 表 者 ： 代表取締役社長 瀬戸 健
事 業 内 容 ： 健康に関する研究、ボディメイク事業等
フリーコール ： 0120-990-149
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