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株式会社プロラボ ホールディングス
株式会社インタートレードヘルスケア

エステプロ・ラボ × IT（アイティー）はなびらたけ

『IT はなびらたけ』配合 2 種類のインナービューティアイテム誕生
～5 月 13 日～１５日開催のビューティーワールドジャパンで展示会初登場～
『インナービューティ（内面美容）』をコンセプトに掲げ、エステティックサロンなどの施術効率サポートを目的としたプロフェッショナル専売品を展
開する株式会社プロラボ ホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役：佐々木広行、以下プロラボ ホールディングス）の自社ブラ
ンド「Esthe Pro Labo® GRAN PRO.シリーズ」から、株式会社インタートレードヘルスケア（本社：東京都中央区、代表取締役：内藤
敏裕、以下インタートレードヘルスケア）が独自栽培する日本初のジャパニーズスーパーフード『IT はなびらたけ』配合の２商品「WOMEN's
EST. GRAN PRO.」と「β-GLUCAN GRAN PRO.」をリリースいたします。

「WOMEN's EST. GRAN PRO.」は 30 代からの女性特有のリズムやバランスに着目した女性のためのサプリメントです。30 代からの変
化するリズムや、ゆらぎにアプローチし、心からの健康と美しさをサポートします。また、「β-GLUCAN GRAN PRO.」は健康レベルをアップさせ
る活性力に着目し、内側から負けない体へと導きます。
発売日：2019 年 4 月 18 日（木）

■展示会概要
2019 年 5 月 13 日～15 日 開催の日本最大級の国際総合ビューティ見本市「ビューティーワールド ジャパン」内
プロラボ ホールディングスのブース（コスメティックゾーン 小間 No.1-Q002）にて 2 つの新商品をご紹介します。
【展示会概要】ビューティーワールドジャパン 2019
【会期】2019 年 5 月 13 日～15 日 10：00～19：00（最終日のみ 17：00）
【会場】東京ビッグサイト 西 1・2・3・4 + アトリウム

※コスメティックゾーン 小間 No.1-Q002

■商品の開発背景
Esthe Pro Labo®は、生命の源である女性たちが、エステプロ・ラボ製品を通じて美しくなることはもちろん、「食」や「ライフスタイル」への意
識をより高め、環境や偏った情報に左右されない「健やかな美」を育まれることを願い商品開発をしております。そんな中、女性特有のリズム
やバランスにより多くの悩みをかかえている方が多いことが分かりました。さらに、現代社会において、女性の活躍の場が増える一方、環境やラ
イフスタイルが原因の悩みも増え、その悩みも多岐に広がってきています。そんな女性たちの悩みを解決すべく開発者がたどり着いた素材こそ
が『IT はなびらたけ』。産学官共同研究によって科学的根拠が証明された高い有用性をもつ IT はなびらたけをベースに「WOMEN's EST.
GRAN PRO.」、「β-GLUCAN GRAN PRO.」の２商品を開発しました。

■製品概要

「WOMEN's EST. GRAN PRO.」

「β-GLUCAN GRAN PRO.」

■内容量：180g（6g×30 包入）

■内容量：90g（3g×30 包入）

■生産地：日本

■生産地：日本

■賞味期限：製造より 2 年（未開封時）

■賞味期限：製造より 2 年（未開封時）

■価格：9,000 円（税別）

■価格：12,000 円（税別）

ご購入先
「エステプロ・ラボ」製品は、安全性ならびにブランド価値を追求するため、指定の講習を受講いただいた全国の認定サロン様で
ご購入いただくか、弊社が運営するインナービューティサロン（銀座・銀座Ⅱ・青山・天神・横浜）でご購入いただけます。
■『WOMEN's EST. GRAN PRO.』の特徴
「WOMEN's EST. GRAN PRO.」は、30 代からの女性のためのサプリメントです。
女性ならではの「はたらき」は 30 歳頃をピークに徐々に低下しはじめ、加齢とともに減少します。そして 45～55 歳には「ゆらぎ」の時期に入り、
外見の変化や健康不安など様々な悩みや心配が多くなります。「WOMEN's EST. GRAN PRO.」はそんな悩める女性を救護する 2 種類

のスーパーインナービューティフードを配合することで、30 代からの変化するリズムや、ゆらぎにアプローチし、心からの健康と美しさをサポートし
ます。

１．IT はなびらたけ粉末：「産学官」共同研究によって新発見されたサイレントエストロゲン作用をもつ IT はなびらたけを配合。女性がもつ
30 代からの変化するリズムや、ゆらぎにアプローチし心と体の健康をサポートします。
２．国産植物発酵液ペースト：日本国内の厳選された旬の野菜や果物、穀類、海藻など全 125 種類の素材を使用し、複数の有用菌
が棲む「ヒノキ樽」で発酵させた酵母・乳酸菌ペースト。さらに第三者機関により美容と健康に関する 7 項目のエビデンスを取得したインナ
ービューティフードです。
３．完全無添加製法：人工的な添加物はもちろん、白砂糖や香料も加えていない完全無添加製法です。

■『β-GLUCAN GRAN PRO.』の特徴
「β-GLUCAN GRAN PRO.」は、健康リスクにアプローチ。健康維持において重要な成分βグルカン高含有の IT はなびらたけを 1 包あたり
1,125 ㎎配合。その他にも「シイタケ菌糸体エキス」や「ツバメの巣エキス」、「植物性ナノ型乳酸菌」といった自然由来の健康サポート成分を
厳選配合し、内側から負けないカラダへと導きます。
１． IT はなびらたけ粉末：健康維持おいて重要な役割を果たす成分βグルカンを 35％以上含有している IT はなびらたけ。その含有量は
アガリクスの約 2.8 倍と圧倒的に多いことが特徴です。健康維持が期待できます。
２． シイタケ菌糸体エキス：栄養価が高くシイタケの母とも呼ばれる成分。特許技術により発酵・培養・抽出したエキス。いきいきした毎日
をサポートします。
３． ツバメの巣エキス：ツバメの巣に含まれる「シアル酸」は健康維持に欠かせない成分。独自製法によりヒトがもつシアル酸と同じシアル酸
を抽出し配合しました。
４． 植物性ナノ型乳酸菌：特許技術により 1 ミクロン未満のサイズに収める技術を確立。バイオジェニックスに着目し、健康レベルの活性
化をサポートします。

株式会社プロラボ ホールディングス 代表取締役 佐々木 広行は以下のように述べています。
「Esthe Pro Labo® ブランドは、エステティックサロン・スパ・ネイル・ヘアサロン・スポーツ施設・治療院などでの施術効率サポートを目的とし

自然界に存在する生命力を活用して開発した「インナービューティ・プロダクツ」です。一般市場の製品とは一線を画した「プロフェッショナル・ユ
ース」の誇りに恥じない高品質の製品開発を極限まで追求。原材料選定の段階から、処方、クリエイティブ、最終製品化に至るまで、そのす
べてのプロセスにおいて一切の妥協を排除し「プロユース品質」「学術エビデンス」「安全性」「クリエイティビティ」を最重視した「サロン専売品」を
プロデュース。結果にこだわる「本物」だけをお届けして参りました。この度は産学官共同研究素材である IT はなびらたけを美容業界で独占
配合した 2 商品をリリースします。仕事や家事などで忙しい女性へ「WOMEN's EST. GRAN PRO.」で心からの健康と美しさをサポートし、
健康リスクを軽減したい方へ「β-GLUCAN GRAN PRO.」で負けないカラダへと期待できる商品が完成しました。」

株式会社インタートレードヘルスケア 代表取締役 内藤敏裕は以下のように述べています。
「私たちは独自の菌種を独自の育成方法でハナビラタケを生産し、自社で生産したハナビラタケの研究を行って参りました。特に研究にはこだ
わりを持って取り組み、医師団体との臨床研究や産学官共同研究を行い、召し上がっていただける方に安心していただけるようなエビデンス
の取得に努めて参りました。この度は「プロフェッショナル・ユース」の誇りに恥じない高品質の製品開発を極限まで追求している Esthe Pro
Labo®ブランドから「IT はなびらたけ」を用いた商品をプロデュースしていただけることとなり、大変光栄です。「IT はなびらたけ」を配合した
Esthe Pro Labo®ブランドの 2 商品を通して、少しでも多くの女性や健康を気遣う方のお役に立てられれば幸いです。

「IT はなびらたけ」について
山梨県南部、身延山の麓、目の前には富士川が流れる緑豊かな自然環境の中で自社グループの近代的な生産工場で栽培したハナビラ
タケの総称です。日本スーパーフード協会からジャパニーズスーパーフード第一号に認定されました。また美と健康の専門誌「月刊 H&B リテイ
ル」が企画した「食と健康アワード 2019」で素材・成分部門の特別賞「ウィメンズヘルス賞」を受賞しました。

株式会社プロラボ ホールディングスについて
「エステプロ・ラボ」ブランドを展開する株式会社プロラボ ホールディングスは、2002 年の設立以来、一般市場の製品とは一線を画したプロフ
ェッショナル・ユースのインナービューティ・プロダクツを開発。「クオリティ」と「安全性」を最重視したサロン専売の内面美容製品として、全国のエ
ステティックサロンやスパを中心に約 12,000 店舗以上のサロンで取り扱いいただいています。

株式会社インタートレードヘルスケア
1999 年設立、東証 2 部上場、金融システムの開発・保守を事業の軸とする株式会社インタートレードの 100％子会社。「人を健康で笑
顔にする」をコーポレートスローガンとして 2012 年より独自品種「IT はなびらたけ」を中心としたヘルスケア事業を開始。2014 年 10 月に開
始した東京女子医科大学、産業技術総合研究所との共同研究で「IT はなびらたけ」からエストロゲンの利点を残しつつ欠点がない独自の
有効成分「サイレントエストロゲン」を発見しました。スキンケアや健康食品など幅広い商品を展開しています。

【会社概要】
社名：株式会社プロラボ ホールティングス
本社所在地：東京都港区三田 3-7-18 7F
代表：代表取締役 佐々木広行
事業内容：エステティックサロン・スパ・ヘアサロン・フィットネスクラブ向け健康食品・化粧品の企画開発・卸販売

社名：株式会社インタートレードヘルスケア
本社所在地：東京都中央区新川 1-17-21 茅場町ファーストビル 3F
代表取締役：内藤敏裕
事業内容：はなびらたけの生産・加工、はなびらたけを原材料とする商品の企画・開発・販売、健康食品、化粧品、医薬品等の健康関
連商品の開発・販売など

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社プロラボ ホールディングス
一般のお客様：0120-911-854
法人のお客様：0120-954-604
https://www.esthepro-labo.com/contact/
株式会社インタートレードヘルスケア 担当：山田、西本
Tel：03-4540-3140 e-mail：info@IT-healthcare.co.jp

