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「プレミアム ナチュラル サプリメント」として、自然由来の原料を用いた特別で高品質な健

康・美容関連商品を提供している日本シャクリー株式会社（本社：東京都新宿区、社長：齋藤 

匡司、以下シャクリー）は、この 7 月、トライアル用の小容量商品「ヴァイタライザー トライア

ルサイズ」および「ヴィヴィエクス トライアルサイズ」を発売します。 

 

シャクリーでは、新規愛用者が気軽に商品を試してもらえるよう、今年 5 月に主力商品「イン

スタントプロテイン」のトライアル用商品「インスタントプロテイン アソートメントパック」を発売。

これに続いて、「ヴァイタライザー トライアルサイズ」を 7 月 22 日（火）、「ヴィヴィエクス トライ

アルサイズ」を 7 月 28 日（月）に発売します。 

シャクリーは今後も、プレミアムナチュラルサプリメントを提供する栄養補給食品のパイオニ

アとして、栄養補給の重要性を訴求してまいります。 

 

 

――――――――――  商品概要  ―――――――――― 

 

ヴァイタライザー トライアルサイズ                                              

  

「ヴァイタライザー」はビタミン・ミネラル 22 種類の他、オメ

ガ 3 系脂肪酸、リコピン・ルテイン等のカロテノイドさらにビ

フィズス菌や乳酸菌などの栄養素 1 日分を 1 パックにした

プレミアムナチュラルサプリメント。それぞれの素材特性を

加味し、4 種類の粒が体内の必要とされる部分で、適切な

タイミングで働くように設計した独自のデリバリーシステム

「シャクリー マイクロニュートリエント アドバンスド リリー

ステクノロジー」を採用し、効率よい栄養補給を可能にし

 

シャクリー主要 3 商品から「トライアルサイズ」新発売 
5 月発売の「インスタント プロテイン アソートメントパック」に続き、 

「ヴィヴィエクス トライアルサイズ」と 

「ヴァイタライザー トライアルサイズ」の 2 商品を追加 
 



ました。 

また、１パックで 1 日に必要な栄養素を手軽に補給でき、各種栄養素の機能が表示できる

「栄養機能食品」であることから、2010 年の発売以来、サプリメント初心者にもわかりやすく、

手軽さが好評。不規則な生活や、食事が偏りがちな方、これから栄養補給を始めたいと考

える方など、栄養補給のベースとして幅広い層におすすめの商品です。 

 

 

商品名 ヴァイタライザー トライアルサイズ 

内容量 75.3ｇ（1 袋 9 粒、5.02ｇ×15 袋） 

召し上がり方 1 日 1 袋を目安に、水またはお湯とともにお召し上がりください。 

主原料 【ｳﾞｧｲﾀﾗｲｽﾞﾄﾞﾐﾈﾗﾙｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ】酵母、貝ｶﾙｼｳﾑ(牡蠣)、酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ、ｸﾞﾙｺﾝ酸亜鉛、乳酸鉄、ﾋﾞﾀﾐﾝ

(A、B₁、B₂、B₆、B₁₂、C、D、K₂)ﾅｲｱｼﾝ、ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ、ﾋﾞｵﾁﾝ、酢酸ﾋﾞﾀﾐﾝ E、ｸﾞﾙｺﾝ酸銅、葉酸 

【ﾋﾞﾀﾐﾝ B ﾌﾟﾗｽ C ｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ】柑橘ﾌﾗﾎﾞﾉｲﾄﾞ、ｹﾙｾﾁﾝ､ﾋﾞﾀﾐﾝ(B₁､B₂､B₆､B₁₂､C)ﾅｲｱｼﾝ､ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 

【ｷｬﾛｯﾄ E ｵﾒｶﾞｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ】精製魚油､ｶﾛﾃﾉｲﾄﾞ(ﾄﾏﾄﾘｺﾋﾟﾝ､ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ)､ﾋﾞﾀﾐﾝ(D､E)､ﾐｯｸｽﾄｺﾌｪﾛｰﾙ､ﾄｺﾄﾘ

ｴﾉｰﾙ 

【ｵﾌﾟﾃｨﾌﾛｰﾗﾌﾟﾛﾊﾞｲｵﾃｨｯｸｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ】乳酸菌末､ﾋﾞﾌｨｽﾞｽ菌末 

価  格 参考小売価格： ￥8,380 

シャクリー H＆B クラブ（通販）価格： ￥5,980 

シャクリー会員価格： ￥5,980 

 

＜ヴァイタライザー（１袋 9 粒あたり）の栄養成分値と充足率*＞ 

エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム カルシウム 鉄 カリウム リン マグネシウム 

19.3kcal 0.66g 1.01g 1.91g 5.1mg 350mg 7.5mg 2.3mg 4.0mg 125mg 

－ － － － － 50％ 100％ － － 50％ 

亜鉛 銅 マンガン ヨウ素 セレン クロム モリブデン ビタミン A ビタミン B1 ビタミン B2 

7.0mg 0.6mg 3.5mg 20μg 23μg 30μg 17μg 450μg 6.0mg 6.6mg 

100％ 100％ 100％ － 100％ 100％ 100％ 100％ 600％ 600％ 

ビタミンB6 ビタミン B12 ナイアシン 葉酸 パントテン酸 ビオチン ビタミン C ビタミン D ビタミン E ビタミン K 

6.0mg 12μg 66mg 200μg 33mg 45μg 500mg 25μg 100mg 70μg  

600％ 600％ 600％ 100％ 600％ 100％ 625％ 500％ 1250％ 100％ 

EPA DHA 総オメガ 3脂肪

酸 

リコピン ルテイン ゼアキサンチ

ン 

ｶﾞﾝﾏ 

ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 

ﾍﾞｰﾀ､ 

ﾃﾞﾙﾀﾄｺﾌｪﾛｰﾙ 

ケルセチン ビフィズス菌 

（ビフィドバクテ

リウム ロンガム）、

乳酸菌 

（アシドフィルス

菌） 

280mg 180mg 500mg 2.5mg 2.0mg 80μg 25mg 10mg 50mg 

＊栄養補給が目的である栄養素について、栄養素等表示基準値に対する充足率を表示しました。 

※太字で表示されている栄養成分は、消費者庁により栄養機能食品として適用されている栄養素です。 



ヴィヴィエクス トライアルサイズ                                                

 

「ヴィヴィエクス」は、2012 年度レスベラトロール配合健康食品 

市場売上シェア№1＊を獲得している抗加齢研究から生まれた 

エイジングケア商品。赤ワインなどに含まれるポリフェノール 

の一種で話題の“レスベラトロール”と、主に米国東南部で 

栽培されるブドウの一種“マスカダイン”のエキスを組み合 

わせた植物混合物「Rejuvetrol™（レジュベトロール）」が主原 

料。マスカダインは通常のブドウよりも染色体が 1 本多いと 

いうユニークな特性を持ち、強力なポリフェノールパワーを 

有することでスーパｰグレープとも呼ばれ、シャクリー社は大規模農家との間で 20 年間にわ

たる独占契約を有しています。エキスの抽出もシャクリー独自の方法で行われ、米国にて特

許申請中。日本ではシャクリーが初めて採用した素材です。2009 年の発売以来多くの方に

愛用いただいています。 

＊主原料として、レスベラトロール配合の健康食品市場 2012 年度メーカー出荷金額ベース（株）矢野経済研究所調べ 

2014 年 3 月現在 

 

 

商品名 ヴィヴィエクス トライアルサイズ 

内容量 50mL 

召し上がり方 1 日、小さじ 1 杯（5mL）を目安にお召し上がりください。 

主原料 植物混合物〔マスカダイン葡萄エキス、赤ワインエキス末（レスベラトロール含有）〕 

※赤ワインエキス末（レスベラトロール含有）はノンアルコール 

価  格 参考小売価格： ￥5,570 

シャクリー H＆B クラブ（通販）価格： ￥3,980 

シャクリー会員価格： ￥3,980 

 

＜栄養成分表示＞ 

5ｍL あたりの栄養成分 

エネルギー 15.4kcal 

たんぱく質 0.05g 

脂質 0g 

炭水化物 3.8g 

ナトリウム 1.1mg 

 



インスタントプロテイン アソートメントパック                                         

 

5 月新発売の「インスタントプロテイン アソートメントパッ

ク」は、たんぱく質を手軽に補給できる、創業時からのロ

ングセラー商品「インスタントプロテイン」のトライアルセッ

ト。 

シャクリーでは、創業当時より、健康におけるたんぱく質の 

必要性を認識し、その普及に努め、プロテインをサプリメント 

として日本市場に根付かせてきました。「インスタントプロテ 

イン」は、アミノ酸バランスに優れ、植物性たんぱく質の中 

でも良質といわれる大豆たんぱくを主原料にした栄養補給 

食品。厳選した素材を用い、体内での利用効率を考慮して、 

たんぱく質の配合比率を 57％とし、糖質やビタミンＢ群含 

有酵母、カルシウムも配合。コレステロールや動物性脂質 

を気にすることなく、体に大切なたんぱく質を手軽においしく、効率よく補給できます。また、

アミノ酸スコアも最高値の 100。 

味は、料理にも使いやすいレギュラーの他、ココア、バニラ、ピーカンナッツ、ピーチの 5 種類。

特に、高齢者の低栄養が問題となる現代の栄養サポートに、子供から大人まで、全ての方

に利用していただきたい栄養補給の基本中の基本といえる商品です。 

 

商品名 インスタントプロテイン アソートメントパック  

内容量 175g（35g×5 袋*） *レギュラー、バニラ、ココア、ピーカンナッツ、ピーチ・各１袋入り 

召し上がり方 牛乳、ジュース、水などに溶いてお召し上がりください。約 200ｍＬに 1 袋が目安です。 

シチュー、カレーなどの料理、お菓子づくりにもご利用いただけます。 

主原料 大豆たんぱく（遺伝子組換えでない） 

価  格 参考小売価格：  ￥1,370 

シャクリー H＆B クラブ（通販）価格： ￥980 

シャクリー会員価格： ￥980 

 

＜栄養成分表示＞ 

100ｇあたりの栄養成分 

エネルギー 400kcal 

たんぱく質 57g 

脂質 1～5g 

炭水化物 25g 

ナトリウム 400mg 

カルシウム 690mg 

 

※価格はすべて 8％消費税込み、H&B クラブは「ヘルス＆ビューティ クラブ」の略。 

 



＜シャクリー社概要＞ 

 

1956 年に米国で、フォレストＣ.シャクリーによって設立されたシャクリー社は、「自然との調

和」、「ゴールデンルール」、「ソートマンシップ」という３つを理念に掲げ、半世紀以上に渡っ

て、自然由来にこだわった高品質なサプリメントを提供してきました。その独創的な製品開

発力と技術力により、米国トップクラスの地位を確立し、栄養補給食品のパイオニアとして知

られています。1975 年に日本市場に参入してからも、自然由来の原料を用いると共に製品

の品質と安全性を常に追求し続け、日本のサプリメント業界をリードしてきました。日本では、

静岡県富士宮市に自社工場であるシャクリー工業を設立し、安定した製品供給を行ってい

ます。日本の生産拠点として大きな役割を担うシャクリーの工場は、製造から機械の洗浄に

至るまで富士山の清冽
せいれつ

な湧き水を使用しており、健康補助食品ＧＭＰ＊を取得した厳しい管

理体制での徹底した品質管理により、高品質の製品提供を実現しています。 

*健康補助食品 GMP 基準：医薬品の製造および品質管理に関する基準（Good Manufacturing Practice）を食品製造において

も導入し、より厳格な品質管理を行う基準。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【報道関係のお問い合わせ先】 
株式会社 VA インターナショナル 田中・納富 TEL:03-3499-0016 / FAX:03-3499-0017 
 
【一般のお問い合わせ先】 
日本シャクリー株式会社 広報部 森繁・羽川 

TEL:03-3340-3658 / FAX:03-3340-3664 
住所：東京都新宿区西新宿 2‐6-1 新宿住友ビル 21 階 
http://www.shaklee.co.jp 

  
【お客様のお問い合わせ先】 
日本シャクリー株式会社 お客様相談室 フリーコール TEL:0120-992-170 

 
シャクリーラウンジ（東京都新宿区） 

 
シャクリー工業（静岡県富士宮市） 

 

.フォレスト C.シャクリー 


