2017 年 5 月 16 日
日本水産株式会社
日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社
ニッスイ「SPORTS EPA(スポーツEPA)」、
自転車レースイベント「第5回 榛名山ヒルクライム in 高崎」で展示販売

日本水産株式会社（代表取締役 社長執行役員 細見 典男、東京都港区、以下「ニッスイ」）と
日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社（代表取締役社長 下條 治、東京都品川区、以下「NCD」）
は、2017 年 5 月 20 日(土)、21 日（日）に開催される自転車レース「第 5 回 榛名山ヒルクライム
in 高崎」に共同出展し、ニッスイ「SPORTS EPA」製品の展示・販売ならびにサンプル商品の無
料配布、NCD の自転車関連 EC サイト「B's supply」で取扱う商品の展示即売を行います。
ニッスイ「SPORTS EPA」は、魚油に含まれる成分のひとつである EPA（エイコサペンタエン酸）の
機能をスポーツの分野に特化させた商品であり、アスリートやスポーツを楽しむ方々に持久力の向
上や疲労の軽減を実感していただいています。
この「SPORTS EPA」を、自転車愛好家の皆さまにも広く知っていただくため、今回自転車レー
スイベント「第 5 回 榛名山ヒルクライム in 高崎」の会場で、展示・販売ならびにサンプル商品
の無料配布などを行います。
NCD は、駐輪場事業の一環として、WEB セレクトショップの運営を行っており、このイベント
を通じて、自転車ライフがより楽しくなるようなユーモアに富んだ便利で新しい商品のご紹介を兼
ねて、展示・販売を行います。
両社は 2017 年 2 月 11 日(土)、12 日（日）にお台場で開催された自転車レース「シクロクロス
東京 2017」への共同出展を行っており、再び共同出展を行う運びとなりました。

第 5 回 榛名山ヒルクライム in 高崎 概要
開催日時

5 月 20 日・土曜日 ～ 5 月 21 日・日曜日

開催場所

群馬県高崎市

主催

榛名山ヒルクライム in 高崎実行委員会
榛名地域の特性を生かした自転車競技を通じ、高崎市を広く全国にアピールすると

開催趣旨

ともに、地域住民のボランティア等への積極的な参加、協力による地域の一体感の
醸成の下、活力あるまちづくりをめざすことを目的とする。

詳細情報

http://haruna-hc.jp/
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ニッスイ出展商品
以下のニッスイ「SPORTS EPA」の展示即売を行います。

商品名
SPORTS

EPA

商品画像
ACTIVE

CONDITION(スポーツ EPA
アクティブコンディショ
ン)ボトルタイプ

SPORTS

EPA

ULTRA

PURE(スポーツ EPA ウル

商品説明
・EPA・DHA のほか、還元型コエンザイム Q10、ビタ
ミン B1・B2・ナイアシンを配合しています。
・
「スポーツで結果を出したい」
「いつまでも続けたい」
「もっと続けられるカラダがほしい」といった方にお
すすめします。
・摂取目安量は 1 日 5 粒です。
・1 ヶ月分 150 粒入りのボトルタイプです。
・1 本 3,600 円(税別)
・従来品より高濃度の EPA 精製魚油と、三大栄養素の
代謝に不可欠なビタミン B1・B2・ナイアシンを配合

トラ・ピュア)

した、より高機能なスポーツサプリメントです。
・トップアスリートや「アクティブコンディション」
をご使用でさらに効果を実感したい方におすすめし
ます。
・1 日 6 粒で 1,050mg の EPA が摂取できます。
・ソフトカプセル 180 粒入りのボトルタイプ
・1 本 8000 円(税別)

SPORTS EPA FUN LIFE(ス

・EPA・DHA のほか、クエン酸約 250mg、ビタミン C

ポーツ EPA ファンライフ)

約 50mg 入りのスティックゼリーですので、どこでも
手軽に摂取できます。
・さわやかなグレープフルーツ味です。
・クエン酸約 250mg、ビタミン C 約 50mg 入りです。
・個包装 1 本に EPA・DHA を 700mg 配合しました。
・日常生活で健康のためにスポーツに取り組む方で、
「スポーツの疲れを翌日に残したくない」「最近スポ
ーツが続けられなくなってきた」といった悩みをお持
ちの方におすすめします。
・1 日 1～3 本を目安にそのままお召しあがりくださ

スティックゼリーグレー
プフルーツ味

い。運動する前日や当日、翌日などがおすすめです。
・21.4g×8 本、箱入り
・1 箱 1,760 円(税別)
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ニッスイの EPA の取り組み
ニッスイでは、創業期の 1920（大正 9）年に日本初となった民間の水産研究機関「早鞆（はや
とも）水産研究会」を設立、1934（昭和 9）年に魚油の加工利用のための研究が開始されました。
これが今日の EPA の研究につながっています。
ニッスイは、千葉大学と 1980 年に着手した EPA の疫学調査によりその有用性を把握し、持田製薬
との医薬品の共同開発を経て、1990 年に医療用医薬品（心血管系疾患の治療薬）の承認を得るに
至りました。また高度精製技術を開発して、高純度 EPA の生産に世界で初めて成功しました。
以来、医薬品原料から生活者向けの健康食品まで、幅広い用途の EPA の生産・販売と商品開発に
取り組んでいます。
「SPORTS EPA」は、EPA の機能をスポーツの分野に特化して活用していただくために 2013 年
12 月に発売し、以来、アスリートの方々に持久力の向上や疲労の軽減などを実感していただいて
います。

NCD

出展商品

駐輪場を運営する「NCD」が "自転車でもっと快適に走りたい"人のために、最適なアイテムを
提供するセレクトショップ「B's supply（http://www.bs-supply.jp/）」で取扱う、商品の展示即
売を行います。

商品名
スマートポンプ M1

商品画像

商品説明
USB 充電式の電動空気入れです。
空気圧は小数点第二位まで設定可能で、設定した空気
圧まで達すると自動で停止します。動作は正確で再現
性も高い為、特に空気圧管理を重視するシクロクロス
愛好家におすすめします。
1 個 11,500 円（税別）

コデオ（CODEO）

骨伝導ワイヤレスヘッドフォンです。
Bluetooth でスマートフォンと接続を行う事で、耳を塞
がず通話、会話、音楽鑑賞などがお楽しみいただけま
す。周囲の音が確認できず不安を感じている方におす
すめします。
1 個 12,000 円（税別）

バーレイ トラボイ
（BURLEY TRAVOY）

取り外しが簡単にできる自転車用トレーラーです。
キャンプや釣りなどのアウトドア用品やゴルフバッ
グなどのスポーツ用品、楽器など、バックパックでは
背負うのが難しい重量物や長尺物を安全で楽に運ぶ
事ができます。
1 個 37,000 円（税別）
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NCD の取り組み
企業のシステム開発・コンサルティングを推進するシステムインテグレータとして 1967 年に
創業。1999 年より駐輪場管理事業に進出し、駐輪場管理システム「EcoStation21(R)」、コミ
ュニティサイクル事業「ecoport(R)」、月極駐輪場管理・運営サービス「ECOPOOL(R)」、高額
自転車用ロッカー「B-box」を展開。全国で約 1,500 箇所 40 万台以上の駐輪場を運営し国内
シェア No.1(電磁ロック式駐輪場)を誇る。駐輪問題の解決や街の活性化など、駐輪場に関する
総合的なコンサルティングも提供しています
・コーポレートサイト http://www.ncd.co.jp /
・Ecostation21／ecoport／ECOPOOL／B-box Web サイト http://www.ecostation21.com
以上

メディア各位のお問い合わせ先
日本水産株式会社/ CSR 部 広報課 03-6206-7043
NCD / パーキングシステム事業部 新サービス部 03-5437-1031 佐々・堀江
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