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2019 年 5 月 30 日
日本新薬株式会社
各 位

製薬会社のスポーツサプリメント『WINZONE』に新製品登場
ホエイプロテイン マンゴーミルク風味を 5 月 30 日より先行販売スタート

日本新薬株式会社（本社：京都市南区、代表取締役社長：前川重信、以下 当社）は、
スポーツサプリメント「WINZONE」シリーズより、マンゴーの上品な甘さとコクを
持たせた『WINZONE PROTEIN WHEY（ウィンゾーン プロテイン ホエイ）マン
ゴーミルク風味』を新発売し、7 月 2 日（火）より当社の通販サイトにて販売を開始
いたします。
また、販売に先駆けて、RUNNET ショップにて 5 月 30 日（木）から先行発売キ
ャンペーンをスタートします。

WINZONE PROTEIN WHEY マンゴーミルク風味
日本新薬ヘルスケア公式ショップ：http://www.nippon-shinyaku-shop.com/

【WINZONE PROTEIN WHEY マンゴーミルク風味 について】
『WINZONE PROTEIN WHEY』は厳選したホエイを使用し、11 種のビタミンと
3 種のミネラルを配合したプロテインです。1 食あたり、約 20g のたんぱく質を含み、

そのうち約 5,000mg が BCAA（※1）
、そしてアミノ酸スコア（※2）も 100 となって
います。さらに、1 日あたりの栄養素等表示基準値（2015 年）の約 1/3 量のビタミン
11 種とカルシウムを補給することができ、アスリートのカラダづくりをサポートいた
します。
マンゴーミルク風味は運動後にも美味しく飲み続けられる、マンゴーの上品な甘み
とコクをもたせた風味に仕上げました。150ml の少ない水にもよく溶けます。
また、アンチ・ドーピング認証のグローバルスタンダードである INFORMEDCHOICE（※3）の取得もおこなっており、アスリートの皆様も安心して飲むことが
できます。
≪RUNNET ショップ先行販売キャンペーン≫
日本新薬ヘルスケア公式ショップでの販売に先駆けて、5 月 30 日（木）より
RUNNET ショップにて先行販売キャンペーンを実施いたします。WINZONE プロ
テインと WINZONE ENERGY TABLET、WINZONE ENERGY GEL をセットにし
た「レース後半で、とことん粘れるカラダづくりセット」を限定販売し、通常価格 7,580
円（税込）のところ、15%オフの 6,443 円（税込）で販売いたします。

RUNNET ショップ：https://runnet.jp/shop/

【製品概要】
■製 品 名 ： WINZONE PROTEIN WHEY（ウィンゾーンプロテイン ホエイ）
マンゴーミルク風味
■内 容 量 ： 1 袋（1kg）
■アンチ・ドーピング認証 ： INFORMED-CHOICE（※3）取得
■価

格 ： 2,980 円（税込）

■発 売 日 ： 2019 年 5 月 30 日（木）
■販売ルート ： 日本新薬ヘルスケア公式ショップ
（http://www.nippon-shinyaku-shop.com/）
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○ 参考情報
【WINZONE ブランド】
WINZONE は『本気で何かに挑戦する人を支えたい』というコンセプトのもと、す
べてのアスリートに支持されるスポーツサプリメントブランドとなるように活動を
行っております。これまで 10 製品を展開し、すべての製品でアンチ・ドーピング認
証のグローバルスタンダードである INFORMED-CHOICE（※3）を取得しています。

■WINZONE ブランドサイト ： https://winzone.jp/

※1 BCAA
3 種類の必須アミノ酸である、バリン、ロイシン、イソロイシンの総称。枝分か
れする構造のため、分岐鎖アミノ酸とも呼ばれます。筋肉を構成する必須アミノ
酸の 30%以上を占め、運動時のエネルギー源として利用されるとともに、筋肉の
代謝に深く関与しています。

※2 アミノ酸スコア
食品中の必須アミノ酸の含有比率を評価するための数値です。数値が 100 に近い
ほど、必須アミノ酸の含有量や含有率が理想的な食品と言えます。
※3 INFORMED-CHOICE（インフォームド・チョイス）
スポーツサプリメントのグローバルスタンダード
のアンチ・ドーピング認証プログラムで、WADA（世
界アンチ・ドーピング機構）によって使用が禁止され
ている物質がサプリメントに混入していないかを、
高度の分析技術と製造工場の監査によってチェック
するシステムです。
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【WINZONE製品ラインナップ】
WINZONE ENERGY×ENERGY
（ウィンゾーン エナジーエナジー）

WINZONE ENERGY×ENERGY TABLET
（ウィンゾーン エナジーエナジー タブレット）

長時間における運動時のエネルギー効率を考え、運動時に脂肪
という巨大なエネルギー源の活用を促し、さらにグリコーゲン
の補給を速やかにサポートする「ヒドロキシクエン酸 」を配合
しています。トレーニングやレース・試合前に手軽に補給でき
る粉末タイプのサプリメントです。

「ヒドロキシクエン酸」を配合したタブレットタイプのサプリ
メントです。毎日手軽に摂ることができます。続けて摂ってい
ただくことで、運動時のエネルギー効率を高め、脂肪という巨
大なエネルギー源の活用をサポートします。

■内容量 ： 1箱（15本入り）

■内容量 ： 1袋（186粒入り）

■価格 ： 2,980円（税込）

■価格 ： 2,980円（税込）

WINZONE ENERGY GEL
（ウインゾーン エナジー ジェル）

JOINT GUARDIAN
（ジョイントガーディアン）

1袋でバナナ約1.5本分のエネルギーと機能性成分「ヒドロキシ
クエン酸」、「マグネシウム」を配合したエナジージェルで
す。マラソンなどの持久系スポーツから日々のトレーニングま
で、様々なスポーツシーンでご活用いただけます。パイナップ
ル風味とマスカット風味に加え、カフェインを配合したオレン
ジ風味をラインナップに加えました。

軟骨の主要成分である非変性Ⅱ型コラーゲン、プロテオグリカ
ン、ヒアルロン酸を配合したサプリメント です。1日1粒で、毎
日手軽に摂ることができます。軟骨の主要成分である非変性Ⅱ
型コラーゲン、プロテオグリカンおよびヒアルロン酸がカラダ
を酷使するアスリートをサポートします。

■内容量 ： 1箱（12袋入り）

■内容量 ： 1袋（31粒入り）

■価格 ： 3,240円（税込）

■価格 ： 4,980円（税込）

WINZONE PROTEIN WHEY
（ウィンゾーン プロテイン ホエイ）

厳選したホエイを使用し、11種のビタミンと3種のミネラルを配
合したプロテインです。1食あたり、約20gのたんぱく質に加
え、1日あたりの栄養素等表示基準値（2015年）の約1/3量のビ
タミン11種とカルシウムを補給することができ、アスリートの
カラダづくりをサポートします。風味は3種類で、毎日ごくごく
飲んでも飽きのこない「マイルドチョコ風味」、「サワースト
ロベリー風味」、「リッチバナナ風味」および「ミルクバニラ
風味」をご用意しています。
■内容量 ： 1袋（1kg）
■価格 ：

2,980円（税込）
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【日本新薬株式会社について】
日本新薬は、1919 年の創立以来研究開発型の新薬メーカーとして特長あるくすり
創りに取り組んでいます。泌尿器科、血液内科、難病・希少疾患などの注力領域を中
心に、未だ治療ニーズが満たされていない疾患を主なターゲットとして、病気でお困
りの患者さんにとって福音となる、高品質で特長のある医薬品を研究・開発し、社会
に提供しています。
また、当社は「医食同源」の考えのもと、1961 年より医薬品事業で培った技術と
ノウハウを駆使した機能食品事業を展開しています。
「健康長寿」
「アクティブライフ」
「食の安全・安心」「食品ロスの削減」に関わる高付加価値のある素材を研究・開発
し、さまざまなメーカー様に販売することで社会に貢献してまいりました。そして
2016 年 10 月より、
「人々の健康と豊かな生活創り」に貢献したいという、私たちの
「食」に対する想いを消費者の皆様にダイレクトに伝えるために、新たに「健康食品
の通信販売事業」への取り組みを開始いたしました。

【

本件に関するお問い合わせ先 】

日本新薬株式会社
◆担

機能食品カンパニー

当 ： 角村（つのむら）、吉田

◆電 話 番 号

：

075-321-9211

◆Ｅメール ： support@mb.nippon-shinyaku.co.jp
＊商品の写真データが必要な方も、お気軽にお問い合わせください。
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