
 

PRESS RELEASE 

2017年9月20日 

 

カラダバランスはマネジメントする時代へ！ 

ヘルスケアブランド『Dou-ドウ-』デビュー 
Douブランドサイト（http://www.dou-angfa.jp） 

2017年9月20日（水） 

 

アンファー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：三山 熊裕 以下「アンファー」）は、カラダバランスマ

ネジメントに着目したヘルスケアブランド『Dou』全 12商品を 2017年 9月 20日（水）より発売します。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

現代人のヘルスケアを手助けするブランド「Dou」は、カラダバランスマネジメントを提案していきます。カラダバラン

スマネジメントとは、カラダの状態をきちんと理解し、適切な時期に正しい対処を行うセルフケア行為を意味します。

自分や相手を気遣うきっかけになれたら、という願いのもとに、ブランド名を「調子はどう？」などと状態を確認する

日本語表現から「Dou-ドウ-」と名付けました。 

 

男性には男性の、女性には女性の、それぞれ異なった科学的アプローチがあります。これは近年、その有効性で

注目を集める性差科学の基本的な考え方で、その根底には私たちのボディバランスコントロールがあります。加齢、

ストレス、生活習慣など、現代人にはボディバランスを乱す因子が数多く存在し、特にその変化は、身体機能・心

理状態・性機能にダイレクトに影響を及ぼします。 

 

実際にアンファーが独自で行った調査※1では、30～40代男女の約 60%以上もの人が何らかの不調を感じている

ことが分かりました。しかし一方で、その不調に対し、改善していきたいができていない、と答えた方が約 60％もい

ました。そこで予防医学をタグラインに掲げるアンファーが提案するのは「セルフケア」。「小さな不調」に対応する

ためには、正しい知識に基づいた日々の生活改善が不可欠です。そうした日々の積み重ねで個々人の心身が健

全化されたとき、より健康な生活になっていきます。 

 

 

『カラダバランスマネジメントにより、現代人の「今日」を変え、その先にある「ミライ」を変える』。予防医学のアンファ

ーは挑戦していきます。 

【報道関係者お問合せ先】                     【クレジット】                                 【お客様からのお問合わせ先】 

アンファー株式会社 広報課 北島・坂村            アンファーストア（http://www.angfa-store.jp/）           アンファー株式会社 

TEL：03-3213-8882 FAX：03-3215-6155         その他ショッピングサイト                          〒100-7026 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー26F 

Email：takashi.kitajima@angfa.jp                    ファミリーマート・サークルKサンクス                   TEL：0120-722-002 [営業時間：午前9時～午後9時（年中無休）] 

※1：アンファー調べ n=400（2017年8月24日～2017年8月30日実施） 

 



 

 

  

■商品概要 

【AS 10】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

【ダンホル】                            【ジョホリッチ】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

商品名：Dou AS 10 (30日分)＜サプリメント＞ 

      Dou AS 10 (1日分)＜サプリメント＞ 

内容量 ：30日分/1日分 

価格  ：10,000円（税抜）/500円（税抜） 

       10,800円（税込）/540円（税込） 

 

特長①バランスマネジメント 

AS10設計 

処方 品質管理システム「Pharma-IQTM」は、 
サプリメントの安全性を確保するため、
研究結果から得た配合を実現するた
めの基準を設けた独自のシステムで
す。 
 

特長③高い品質確保 

Pharma-IQTM 

特長②高い溶解性効率 

Bio ReleaseTM 

NASA開発技術 Bio ReleaseTMを

用いて、配合成分の平均 95%以

上の溶出性を実現しています。 

ビタミン Eを始め、レスベラトロール、
アスタキサンチン、リコピン、ルテイン
など 10種類の成分を究極の理想型
で配合しています。 
 

『AS 10』は、NASAとの開発技術を採用

したサプリメントです。宇宙飛行士は宇

宙という過酷な環境下地球上の約10倍

もの様々な負荷を受けており、その対策

のためにつくられ、抗酸化作用をもつビ

タミンEを始めとする10種の成分を配

合。約12年前に研究がスタートし、約70

の論文をもとにして、開発しました。 

商品名： 

Dou ダンホル (10本) ＜清涼飲料水＞ 

Dou ダンホル (1本) ＜清涼飲料水＞ 

内容量 ：10本分/1本（100ml） 

価格  ：4,630円（税抜）/500円（税抜） 

       5,000円（税込）/540円（税込） 

商品名： 

Dou ジョホリッチ (10本) ＜清涼飲料水＞ 

Dou ジョホリッチ (1本) ＜清涼飲料水＞ 

内容量 ：10本分/1本（100ml） 

価格  ：4,630円（税抜）/500円（税抜） 

       5,000円（税込）/540円（税込） 

      

特長①男が冴える 

テストフェン®配合 

特長②全 24種の成分で 

活力チャージ 

特長①女が冴えわたる 

プラセンタ配合 

特長②全 24種の成分で 

活力チャージ 

「テストフェン®」とは、コロハ
種子から高濃度にサポニン
配糖体を抽出した原料で、
男性の様々なパフォーマン
スをサポートすると期待され
ています。 

レスベラトロール、アスタキサ
ンチン、リコピン、ルテインな
どの成分に加え、ビタミン E、
亜鉛、ケルセチンなど全 24
種を配合しています。 

アミノ酸、ペプチド、たんぱく質
などを含むプラセンタを独自
の製造方法で精製。 
女性の様々なバランスをサポ
ートすると期待されています。 

（30日分）     （1日分） 

 

     （1本分） 

 

（1本分） 

 

レスベラトロール、アスタキサ
ンチン、リコピン、ルテインな
どの成分に加え、ビタミン E、
亜鉛、ケルセチンなど全 24
種を配合しています。 

※テストフェンはゲンコア社の登録商標です。 

※画像はイメージ 

（10本分） 

 

（10本分） 

 



 

 

  

【V-ボディ メイク】                                【X-スタイル メイク】 

 

 

 

 

 

 

【コウノトリ for パパ】                               【コウノトリ for ママ】 

 

 

 

 

 

 

【スタンド アップ】                                   【スタンド アップ エキサイト】 

 

 

 

 

 

 

【アルコレスキュー】                 【グッドスリーパー】                 【タベスギストッパー】 

 

 

 

 

 

 

 

アンファー株式会社について 

アンファー株式会社は、1987年に会社設立。2017年10月に30周年を迎えます。「予防医学」をタグラインに掲げ、“「いつまでも  美しく、健やかに

生きる」というエイジングケア・ライフスタイルの実現を支援すること。”という企業理念のもと、すべての人々に本当の「美」と「健康」の提供を目指すトー

タルエイジングケア・カンパニーです。多くの医師や臨床機関・研究機関との密接なリレーションを 構築しながら、「スカルプＤ」シリーズをはじめ、化粧

品、医薬品や宅配冷凍ジュース等、様々なエイジングケア商品・サービスの企画・研究開発および販売を行っております。 

商品名： 

Dou V-ボディ メイク (15食) ＜シェイク＞ 

内容量 ：15回分 

価格  ：7,222円（税抜） 

       7,800円（税込） 

男性らしい筋肉質で引き締まった身体を目指し、テス
トフェン®や HMBなどの成分を配合した男性用の置き
換えシェイクです。 

商品名： 

X-スタイル メイク(15食) ＜シェイク＞ 

内容量 ：15回分 

価格  ：7,222円（税抜） 

      7,800円（税込） 

女性らしく、くびれのあるメリハリボディを目指し、独自
の製造方法で精製したプラセンタを配合した女性用
の置き換えシェイクです。 

商品名： 

Dou コウノトリ for パパ (30日分) ＜サプリメント＞ 

内容量 ：30日分 

価格  ：15,000円（税抜） 

       16,200円（税込） 

“コウノトリ for パパ”は、特許取得成分「ソイポリア」な
どを配合し、独自の設計を実現。男性の妊活をサポートし
ます。 

商品名： 

Dou コウノトリ for ママ (30日分) ＜サプリメント＞ 

内容量 ： 30日分 

価格  ：15,000円（税抜） 

       16,200円（税込） 

 “コウノトリ for ママ”は、大豆イソフラボンである
AglyMax®などを配合した独自の設計を実現。女性の
妊活をサポートします。 

商品名： 

Dou スタンド アップ （30日分） ＜サプリメント＞ 

Dou スタンド アップ （1日分） ＜サプリメント＞ 

内容量 ：30日分/1日分 

価格  ：13,704円（税抜）/600円（税抜） 

       14,800円（税込）/648円（税込） 

商品名： 

Dou スタンド アップ エキサイト  

（1本） ＜清涼飲料水＞ 

内容量 ：1本（50ml） 

価格  ：1,600円（税抜） 

       1,728円（税込） 

男性力に着目し、テストフェン®とランペップを配合した独
自設計。毎日のイキイキした男らしさをサポートします。 
 

スタンドアップエキサイトは独自成分を高配合したドリ
ンクタイプ。持続力に着目したイミダゾールジペプチド
を配合しました。 

商品名： 

Dou アルコレスキュー （30日分） ＜サプリメント＞ 

Dou アルコレスキュー （1日分） ＜サプリメント＞ 

内容量 ：30日分/1日分 

価格  ：1,806円（税抜）/300円（税抜） 

       1,950円（税込）/324円（税込） 

ナノ化したウコンやオルニチン、肝臓エ
キスを配合したサプリメント。 
飲みたい時におすすめです。 

商品名： 

Dou グッドスリーパー （30日分） ＜サプリメント＞ 

Dou グッドスリーパー （1日分） ＜サプリメント＞ 

内容量 ：30日分/1日分 

価格  ：1,481円（税抜）/300円（税抜） 

       1,600円（税込）/324円（税込） 

商品名： 

Dou タベスギストッパー （30日分） ＜サプリメント＞ 

Dou タベスギストッパー （1日分） ＜サプリメント＞ 

内容量 ：30日分/1日分 

価格  ：3,000円（税抜）/400円（税抜） 

       3,240円（税込）/432円（税抜） 

テアニン、GABA、グリシンを配合したサ
プリメント。心地よい夜と、すがすがしい
朝をサポートしてくれます。 

アフリカマンゴノキ、グルコマンナン、 
カロリースルー成分を配合したサプリ
メント。ついつい食べ過ぎてしまう方に
おすすめです。 

（30日分）  （1日分） 

 

（30日分）（1日分） 

 

（30日分）（1日分） 

 

（30日分）（1日分） 

 

※テストフェンはゲンコア社の登録商標です。 

※テストフェンはゲンコア社の登録商標です。 

※AglyMax®はニチモウ株式会社の登録商標です。 


