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株式会社 協和

幸年期世代の女性の揺らぎがちなココロ・からだ・キレイをサポート！

『和漢プラセンタ イソフラボン』
2019 年 11 月 25 日（月）新発売！
高純度・高実感ブランド「fracora（フラコラ）
」を展開し、化粧品・美容健康食品の製造販売を行う、株式会社協和

（東京都新宿区、代表取締役：堀内泰司）は、特に40 代後半〜50代前半の女性特有の心身の揺らぎとキレイをケア
するサプリメント『和漢プラセンタ イソフラボン』を 2019 年11 月 25 日（月）に通信販売より発売いたします。

〈開発の背景〉

※1

■ プラセンタNo.1ブランドから幸年期世代を晴れやかに導くサプリが登場！
ミドルエイジの女性のお客様が多いフラコラには、40 代後半〜50 代前半の女性

特有の心身の揺らぎや変化についてのお悩みが多数寄せられておりました。そんな

お悩みに、当社がかねてより注目してきた美容・健康成分「プラセンタ」で応え
られないかという想いから開発をスタートしました。

※1

フラコラは高実感にこだわった商品づくりでプラセンタ売上 5 年連続 No.1 を

記 録 し て い ま す。「プ ラ セ ン タ つ ぶ」「プ ラ セ ン タ つ ぶ ブ ラ イ ト」は 売 上 累計
※2

1411 万袋を突破。今回はその実績と長年に渡るプラセンタ研究の成果を活かし、
大人の女性の心身の揺らぎとキレイをサポートして、晴れやかに導くプラセンタ
のサプリメントを商品化しました。

『和漢プラセンタ イソフラボン』
めがみ

■ 揺らぎがちな大人の女性を応援する「MEgaMI」シリーズから発売！

フラコラは 40 代後半〜50 代前半の女性を応援するシリーズを「MEgaMI」と名づけ、凛と美しく輝く

女性を象徴するロゴマークを目印に、今後も様々な商品やサービスを展開予定。その第 1 弾として日常の

メンテナンスができるサプリ『和漢プラセンタ イソフラボン』
を発売します。
〈製品特長〉

■ ①プラセンタ

②イソフラボン

③5 種の和漢素材 で複合ケアするハイブリッド処方！

心身のバランスが揺らぎがちな 40 代後半〜50 代前半の女性をサポートする成分を複数ブレンドした新発想のサプ

リ。幸年期世代の不調に複合的にアプローチし、体調を自然に整えて、身体が持つ本来の健康力をバックアップします。

① 女性力をサポートする「プラセンタ」を低分子化して 10,000mg 配合！
生命の源「プラセンタ」は豊富な栄養を持ち、古くから美容と健康のために用いられてきた成分です。エイジング

対策や美容の他、40 代後半〜50 代前半にかけて急激に低下する女性力をバランス良く整え、月々のリズムによっ

て身体や心が揺らぎがちな女性をサポートする救世主として、古くから高い支持を集めてきました。そんなプラセン

タの良さを心身ともに特に不調を感じがちな 40 代後半〜50 代前半の方にもっと活用していただこうと開発したの

が、手軽に揺らぎ対策ができるプラセンタのサプリメントです。今回はフラコラの人気美容サプリ「プラセンタつ

ぶブライト」と同じ 10,000mg 配合。独自開発した吸収率の高い低分子プラセンタを使用した高実感処方です。

② 女性らしさを後押しする「大豆イソフラボン」20mg（アグリコン換算 12.5mg）配合！
40 代後半〜50 代前半にかけての女性の揺らぎの原因は女性ホルモン（エストロゲン）の急激な減少。そんな

女性の身体の変化を見据え、女性力を力強く後押しする働きがある「大豆イソフラボン」を配合しました。

③ 古くから女性に良いとされる「5 種の和漢成分」を配合！

天然の和漢伝承成分で心身をバランス良く整え、不調をケアして健やかでハツラツとした毎日へ導きます。
高麗人参エキス

シナモン末

古来より身体に良い和漢と
月々のリズムに揺らぎ
して用いられている成分。 がちな女性を巡りの良い
元気、体力など健康な
毎日に！和漢では桂皮
毎日をマルチにサポート。 （けいひ）と呼ばれる成分。

甘草エキス

クローブエキス

アンゼリカエキス

年齢とともに感じる
違和感をケアし、
食べる！飲む！の元気な
毎日をサポート。

気分が落ち込みがちな
毎日をやわらげる。和漢
では丁字（ちょうじ）と
呼ばれる成分。

揺らぎがちな毎日を
巡りの良い毎日に！
和漢では当帰（とうき）
と呼ばれる成分。
＊写真はイメージです

■ さらに、「3 種の美容・健康サポート成分」を配合！
「βカロテン」

加齢で変化する体をしっかりケア

「ビタミン E」

元気ビタミンで健康維持をサポート

「乳糖発酵物（ラクトビオン酸）」
快調リズムを整え芯のある毎日に！

■ 高品質かつ安全性にこだわった製品だけを自信を持ってお届けいたします！
※3

「プラセンタ」は十分な健康管理、衛生管理体制の整った契約農場から届いたピュアで新鮮なものだけを使用。
※4

サプリメントは医薬品の製造管理基準に準じた健康食品 GMP 認定工場で製造したものを提供しています。
〈こんな方へおすすめ〉

� 40 代後半〜50 代前半の女性特有の心身の揺らぎや変化を感じる方。（朝からシャキッとしない、

仕事や家事に以前より時間がかかる、すぐにアツくなってペースを乱しがち、年齢を以前より感じる、
毎日のリズムが乱れがち、鏡を見て落ち込むなど）

� 幸年期世代やその前後の不調を自然に整え、体が本来持つ健康力を根本からケアしたい方。

� 揺らぎに負けず、自分で出来るメンテナンスを取り入れながら、毎日をポジティブに楽しみたいという方。
〈製品概要〉
製品名：和漢プラセンタ イソフラボン

内容成分表示：プラセンタエキス濃縮粉末 336mg（プラセンタ原料換算 10000mg）、

（3 粒〈1.41g〉当たり）

大豆イソフラボン 20mg（アグリコン換算 12.5mg）
、β- カロテン 3mg

栄養成分表示：エネルギー 7.6kcal、たんぱく質 0.56g、
脂質 0.51g、
炭水化物 0.20g、食塩相当量 0.02g、ビタミン E 6.3mg

（3 粒〈1.41g〉当たり）

アレルギー：ゼラチン、乳、大豆

内容量：42.3g（1 粒総重量 470mg 90 粒、1 粒内容物重量 300mg）90 粒：1 日 3 粒 ~6 粒目安
価格：3,600 円（税込） 3,334 円（税抜）

お試しサイズ・内容量：21.15g（1 粒総重量 470mg 45 粒、
1 粒内容物重量 300mg）45 粒：1日 3 粒 ~6 粒目安

お試しサイズ・価格：980 円（税込） 908 円（税抜） ※初回限定
発売日：2019 年 11 月 25 日（月）

一世帯様 1 回限り 3 袋まで

販売：通信販売

■フラコラ 『和漢プラセンタ イソフラボン』ウェブサイト（発売日当日より閲覧可能）

https://www.fracora.com/products/supplement/placenta/detail.html?prod̲id=03009201
※1 H・B フーズマーケティング便覧 2014〜2018 No.2 2012〜2016 年商品実績（株）富士経済 ※2 シリーズ累計販売袋数（90 粒換算）2019 年 9 月末実績（株）協和調べ ※3 プラセンタエキスは
豚由来です ※4 Good Manufacturing Practice の略。原料の入庫から製造、出荷にいたる全ての過程において、製品が安全に作られ、
一定の品質が保たれるように定められた規則とシステムのこと

会社概要
●会社名 ： 株式会社 協和
●設立 ： 1960 年

●住所 ： 〒160-0023

東京都新宿区西新宿 1-22-2 新宿サンエービル 9F

●代表取締役 ： 堀内 泰司

●事業内容 ： 化粧品・美容健康食品の製造販売（通信販売・店舗販売）
ブランド名『フラコラ』 http://www.fracora.com/

