
■健康寿命を伸ばすために生まれた「プロティア ドクターズサプリ」とは？ 

 「プロティア ドクターズサプリ」は、いつまでも健康で美しく年齢を重ねていくことを意味する 

 “アクティブエイジング”の考え方に基づき、細胞の成長に必要なビタミンAを中心とした栄養素を 

  理想的なかたち、正しい栄養バランスで補給するサプリメントです。同社が販売するエンビロン・ 

 スキンケアシステム開発者で形成外科医でもあるDr.デス フェルナンデスが開発、監修した、 

 “医学薬学情報”を基本とした高機能サプリメントです。製品ラインナップは、「ビタミンA＋D 」、   

  「ビタミンA+C,E 」、「ビタミンA+ミネラル」、「＋ビオチン」、「 ＋オメガ３ 」の全5種です。 
 
 

■ 「プロティア ドクターズサプリ」４つの特徴とは？ 
 
 1.アクティブな人生を送るために必要なビタミンA 
  細胞の成長に必要不可欠なビタミンAを中心に配合しています。 
  ビタミンAは、皮ふや粘膜の健康維持も助けます。 

 
 
 2.理想的な量と理想的なバランス 
  日常の生活で摂取するのが難しいビタミンAを中心とした 
  栄養素を安定して補給するために、量、栄養バランス、 
  吸収力、クオリティを徹底的に追求しています。 

 
 
 3.からだに必要なものだけでつくる 
  「ふけい剤」などの添加物を極力使用せず、 
  重要な栄養を最大限に配合しています。 

 
 
 4.安心・安全のための徹底した品質管理 
  品質管理を徹底することで安全性を確保。 
  日本健康・栄養食品協定認定GMP工場だけでなく、 
  国際レベルの品質管理体制を持つNSF-GMP工場の 
  水準をクリアした国内の工場で生産しています。 
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健康で美しく、アクティブに年齢を重ねるために。 

アクティブエイジングに着目した栄養バランスの新習慣 

「プロティア ドクターズサプリ」 
2015年7月17日(金) 新発売！   

■報道関係各位 

 アクティブエイジングを提唱する株式会社プロティア・ジャパン (千代田区丸の内1-8-1、 

   代表取締役社長・戸澤明子 http://www.protea.co.jp/)は、アクティブエイジングに欠かせない 

   栄養素をバランスよく配合した「プロティア ドクターズサプリ」５種類(税込8,640～12,960円) を、 

   2015年7月17日(金)新発売いたします。 

（左から）ビタミンA＋D、ビタミンA＋C,E 、ビタミン 
  A＋ミネラル 

（左から）＋ビオチン、＋オメガ３   
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■開発背景－老化は栄養で止められる?! 

 アクティブ・エイジングカンパニー®であるプロティア・ジャパンは、その“アクティブエイジング“ 
を実現する方法として、スキンケアはエンビロン、ボディケアはパワープレート、そしてインナーケア
として、今回発売となった「プロティア ドクターズサプリ」を提案しています。健康でいられるため、 
理想的な栄養の量を摂るため、ビタミンAと栄養バランスに着目して開発されました。 
プロティア ドクターズサプリは「人類の健康寿命を伸ばす」という使命のもと誕生したのです。 
 

■食ケア－プロティア ドクターズサプリはなぜ必要なのか。 
 すでにサプリメントからビタミンを摂取している方も多いでしょう。 
しかし実際に効果を得た人は少ない。それは、ひとつの栄養素だけを偏って摂っていることが原因です。
また、ふだんの食事に含まれているビタミンは極めてわずかで、さらにからだに吸収されにくいのです。
ビタミンが含まれている野菜も100年前と比べて、食物自体の栄養が減っているので野菜をしっかりと
摂っているつもりでも、栄養不足なのです。 

にんじん 1950年 2010年 

ビタミンA（ベータ
カロテン） 
レチノール活性当量 

4,050μg 760μg 

ビタミンC 
 

10.0mg 4mg 

鉄分 
 

2.1mg 0.8mg 

約60年前と現在のにんじん、同じ100gを食べても得られ
る栄養はこんなにも違います！ベータカロテンは81％減、
ビタミンCや鉄分も60％減少しています。 

食物から十分な量を摂取できなくなっています！ 
サプリメントで補おうとしても… 
理想的な量を満たすためには、カプセル一粒には
入りきりません。 

あなたはビタミンA欠乏かも!? 新着目 

✔ 肌が乾燥する 

✔ 肌が荒れる 

✔ シワが気になる 

✔ 風邪を引きやすい 

✔ 婦人科のトラブルがある（子宮内膜症・子宮筋腫） 

✔ アトピー性皮膚炎が気になる 

✔ 鼻の中が乾燥する 

✔ 眼が乾燥する（ドライアイ） ✔ ニキビや吹き出物ができやすい 

ビタミンAは細胞の成長のため、皮膚や粘膜の健康維持に必要です。 
細胞を健康に保つためには、高用量のビタミンAが必要だと言われています。 
またビタミンAや抗酸化物質によって、細胞の中にある“テロメア”が守られ、 
細胞の寿命が延びたとの報告があります。 
※テロメア：細胞核のなかの染色体の末端部。DNAとたんぱく質からなり、加齢と共に短くなる。 
      テロメア短縮＝細胞老化とも言われている。 

だから、成分ごとにセットで摂ることが必要！ 
理想的な量、絶妙な栄養バランス、吸収されやすいカタチ、高品質な 
ドクターズサプリメントをセットで摂ることで栄養不足を解決します。 

理想量を全て一粒に入れることは不可能 

ビタミ

ンC 

ビタミ

ンD 

ビタミ

ンA 

ビタミンA欠乏をチェック！ 

～プロティア ドクターズサプリがビタミンA革命を起こします～ 
ビタミンAは、アクティブな人生を送るために必要な栄養素です。 

からだの中の栄養の働きを助けるために、重要な役割を果たします。 

実際の野菜の栄養価を見て見ると… 
（資料）文部科学省 日本食品標準成分表より 

染色体 

テロメア 
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（可食部100gあたり） 



ビタミンA＋D／￥8,640（税抜￥8,000） 
 
 全ての基本となるビタミンＡと、骨・気分をサポートするビタミンＤを 
 理想のバランスで配合。 
 主要原材料（配合量/粒）：ビタミンA（5000IU/1500μg）、ビタミンD
（400IU/10μg）、ウコンエキス（100mg）、ピペリン（20mg）、 

ビタミンA＋C,E／￥8,640（税抜￥8,000） 
 
 全ての基本となるビタミンＡと、ビタミンＣ・Ｅ・ベータカロチンなどの 
 ベーシックな抗酸化ビタミンを中心に配合。 
 主要原材料（配合量/粒）：ビタミンA（5000IU/1500μg）、ベータカロチン
（30μg）、ビタミンC（125mg）、ビタミンE（15IU/15mg ）、 亜鉛（7.5mg）他 

ビタミンA＋ミネラル／￥8,640（税抜￥8,000） 
 
 ビタミンA・B群・C・Eなど幅広いビタミンと、ミネラルを中心に配合。 
 主要原材料（配合量/粒）：ビタミンA（1500IU/450μg）、ビタミンB1

（11mg）、ビタミンB2（7.5mg）、ビタミンB6（11mg）、ビタミンC（100mg）、
ビタミンE（14IU/14mg）、 カルシウム（10mg）、マグネシウム（4～5mg）他 

＋ビオチン（プラスビオチン）／￥10,800（税抜￥10,000） 
 
 ビオチンをはじめ、シスチン、フラバンジェノール®などを配合。 
 健やかな髪・肌・爪のためのサプリメント。 
 主要原材料（配合量/粒）：ビオチン（200μg ）、フラバンジェノール®（40mg）、 
             メチルスルフォニルメタン（125mg）、シスチン（100mg） 
             ケイ素（163 μg ） 
 
＋オメガ3／￥12,960（税抜￥12,000） 
 
 良質なクリルオイルを一粒に凝縮。EPA・DHAなどのオメガ３系脂肪酸が  
 健康をサポート。 
 主要原材料（配合量/粒）：EPA（60mg ）、DHA（27mg）、 
              アスタキサンチン（0.45mg ） 

ビタミン類は時間が経過するごとに失われていく成分です。 
プロティア ドクターズサプリは、失われていくビタミンの量を考慮し、配合量を設定しているため、
賞味期限の最後の日まで、成分の量を担保します。 

■製品へのこだわり 
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例：粉末のビタミンB1 

経時変化による 
栄養成分の減衰を 
考慮して配合を設定 

表示値 

■プロティア ドクターズサプリ 製品ラインナップと主要原材料 
 正しい栄養バランスで摂るために、5種セットで摂ることをおすすめします。 
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“アクティブ エイジング”を実現するために誕生した「プロティア ドクターズサプリ」とともに、 

プロティア・ジャパンは今後も“アクティブエイジング”をテーマに事業を展開してまいります。  

どうぞご期待下さい。 



■製品名称 ：プロティア ドクターズサプリ 

 

■発売日 : 2015年7月17日（金）発売 

 

■製品ラインナップ ： 全5種 

    ビタミンA＋D、ビタミンA＋C,E、ビタミンA＋ミネラル 

         ＋ビオチン、＋オメガ３ 

 

■製品価格  ： ビタミンA＋D  ／8,640円（本体価格8,000円、消費税640円） 

   ビタミンA＋C,E／ 8,640円（本体価格8,000円、消費税640円） 

        ビタミンA＋ミネラル／ 8,640円（本体価格8,000円、消費税640円） 

                    ＋ビオチン／10,800円 （本体価格10,000円、消費税800円） 

        ＋オメガ３／12,960円 （本体価格12,000円、消費税960円） 
 

■製品容量      ：  60粒 
 

■摂取目安量   ： 各１日１粒 

             

■お召し上がり方 ：・栄養補助食品として、水などと一緒に噛まずにお召し上がりください。 
     ・食事と一緒に摂取することで、栄養バランスをととのえます。サプリメン
      トのみを摂るのではなく、食事をベースに、 サプリメントで栄養を補強す
      ることで栄養リッチな食事になります。 
     ・ビタミンAやDなどの脂溶性ビタミンは、油と一緒に摂取したほうが 
             効果的です。 
     ・胃酸が出ているときのほうが吸収がよいため、食事中や食後すぐに摂る 
               のが効果的です。               

■販売方法     

     店舗販売： 全国の取り扱い医療機関   

           ※取り扱い医療機関についてはお問い合わせ下さい    

     直営店 ： エンビロンズ銀座 （東京都中央区銀座6-5-13-9F／0120-255-264） 

     お電話 ： エンビロン・コールセンター(0120-085-048） 

 

■ＨＰ： http://www.protea-supplement.jp ※7月17日公開 

 
 

  

■製品概要■  
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 社 名： 日本名：株式会社プロティア・ジャパン 

        英語名：PROTEA JAPAN CO.,LTD. 

 

 所在地 ：  本社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-1丸の内トラストタワーN館12F 

                       TEL:03-6361-1500（代） FAX:03-5220-3808 

 設  立   ： 1991年10月 

 資本金   ： 5000万円 

 決算月   ：  3月 

 代表者   ：  代表取締役 社長 戸澤明子 

 社員数   ：  87名 

 

 取引銀行  ：  三井住友銀行 池袋支店 

 東京三菱ＵＦＪ銀行 八重洲通支店 

                    りそな銀行 東京中央支店 

 

 主要取引先： ENVIRON SKIN CARE （PTY) LTD.（南アフリカ共和国） 

        Performance Health System（米国） 

        Klass Vaki International（南アフリカ共和国） 

         帝人フロンティア株式会社 

         東洋ビューティー株式会社 

         日本コルマー株式会社 

  株式会社東洋新薬 

  

   事業内容：  1. 化粧品・医療機器の輸入及び販売 

        2. 美容機器、スポーツ機器の販売 登録・認可： 13C0X00123 

 3. サプリメント・健康食品の輸入及び販売 

株式会社プロティア・ジャパン 

マーケティング部 PR担当：新井・山﨑 
 

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-1丸の内トラストタワーN館12F 

TEL:03-6361-1504（直通） FAX:03-5220-3808 
 

《 ご掲載時の読者様お問合せ先 》 

エンビロン・コールセンター（プロティア・ジャパン）：0120-085-048 

受付： 平日  10:00～19:00  土曜日 10:00～17:00  日・祝休み 

ＵＲＬ： http://www.protea-supplement.jp 

《製品に関するお問い合わせ先》 

《 株式会社 プロティア・ジャパン  会社概要  》 
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