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香りを、新たなスポーツウェアに。 

フィッツコーポレーションから、 

新ブランド「FITS SPORTS」が登場。 
 

株式会社フィッツコーポレーション(東京都港区、代表取締役：富樫康博)は、今まで市場にはなかったスポーツ

フレグランスの新ブランド「FITS SPORTS(フィッツスポーツ)」を立ち上げます。『香りを、新たなスポーツウェアに』

をコンセプトとし、弊社独自の香りへの知見に加え、様々な分野で活躍するスポーツアスリート、香りと脳科学を専

門分野とする 古賀良彦名誉教授（杏林大学）監修の元で、香りの新たな可能性を求めた商品開発を行いました。

製品テストでは、脳科学・スポーツ科学の側面から香りによるあらゆる効果が確認されています。 

この FITS SPORTS 独自の開発から生まれた「集中の香り」と「リラックスの香り」を活用したスポーツ用の香り付

き鼻腔拡張テープ、「セントテーピング エクストラフォーカス」と「セントテーピング エクストラリラックス」※を 2018

年 3 月 3 日より発売致します。 ※エクストラフォーカス：集中の香り、エクストラリラックス：リラックスの香り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セントテーピング エクストラフォーカス 

セントテーピング エクストラリラックス 
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商品詳細 

 

■セントテーピング 

[セントブレスシート] 

フィッツスポーツ独自の香りを生地にしっかり吸着させます。 
 

[エクスペンションバー] 

プラスチックバーが鼻を優しく持ち上げ鼻腔を拡げます。 
 

[スムースフィットテープ] 

肌なじみの良い付け心地を実現します。 

 

■セントプロテクトケース…セントテーピング 10 枚を収納できる専用ケース 

   [ウォータープルーフ] 

汗や雨から中身を守る防水機能。 
 

[ワンタッチオープン] 

片手で開閉できるワンタッチ形状。 

 

[セントプロテクト] 

密閉性の高いケースがセントブレスシートのフレッシュな香りをしっかりと閉じ込めます。 

 

■香りのシリーズ 

感覚を研ぎ澄ませ “EXTRA FOCUS”(集中の香り)      感覚を落ち着かせろ “EXTRA RELAX”(リラックスの香り) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■使用シーン 

 

 

 

 

■使い方 

・セントテーピングを貼る正しい位置の探し方 

 

 

 

 

 
  

・セントテーピングの貼り方 

① 鼻（装着部分）の汗や皮脂などを必ず拭き取ってからご使用ください。 

② 裏面の紙をはがします。 

③ 鏡を見ながら装着部分を確認し、中心から両側に均等にまたがるように装着します。 

④ セントテーピングを鼻に沿って軽く折り曲げ、指でさすってしっかり接着させます。 

悪い例 正しい例 

勉強 フィットネス 試合や練習中 おやすみ中 

グレー 

 

ピンク 

 

ベージュ 

鼻を上部から指でつまみ、下におろしていきます。 
呼吸ができなくなるところが装着に最適な位置です。 

<カラーバリエーション> <カラーバリエーション> 

ベージュ 

ネイビー 

 

レッド 

※香りのイメージです。 

ライトブルー イエロー 
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 ●“EXTRA FOCUS” 

   前頭葉の血液量が増加する傾向 

 

 

 

 

 

   持久力が向上する傾向 

 

 

 

 

 

   香りに関するアンケート 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ●“EXTRA RELAX” 

   前頭葉の血液量が増加する傾向 

 

 

 

 

 

   柔軟性が向上する傾向 

 

 

 

 

 

香りに関するアンケート 

 

 

 

 

 

 

 

監修者：古賀良彦名誉教授 
1946 年東京生まれ。1971 年慶應義塾大学医学部卒業。 

1976 年杏林大学医学部に転じ現職。精神保健指定医、 

日本ブレインヘルス協会理事長なども務める。 

杏林大学医学部 精神神経科学教室教授・医学博士 

 

 

 

セントテーピングを装着し、3 分間の血液増加量を算出。 

前頭葉における血液増加量が約 7 倍となった。 

(男女 8 名、無香と比較、前頭葉 16 部位の平均値) 

セントテーピングを装着し、10 分間のエアロバイク走行距離を測定。 

測定距離が平均で約 330m アップした。 

(男女 28 名、無香と比較) 

約 71.4 %の人が心地よさを実感 
セントテーピングを装着し、約 1 時間体力測定を実施。 

測定後のアンケート結果で約 71.4％の人が心地よさを実感。 

(男女 28 名、無香と比較) 

セントテーピングを装着し、3 分間の血液増加量を算出。 

前頭葉における血液増加量が約 6 倍となった。 

(男女 8 名、無香と比較、前頭葉 16 部位の平均値) 

セントテーピングを装着し、座位体前屈にて柔軟性を測定。 

測定距離が平均で約 2cm アップした。 

(男女 27 名、無香と比較) 

約 74.1 %の人がリラックスすると実感 
セントテーピングを装着し、約 1 時間体力測定を実施。 

測定後のアンケート結果で約 74.1％の人がリラックスすると実感。 

(男女 27 名、無香と比較) 

セントテーピング(Focus)装着時 

25.53mMol・mm* 

香りなし鼻空拡張テープ装着時 

3.77mMol・mm* 

*みかけのヘモグロビン濃度変化光路長積を示す単位 

セントテーピング(Relax)装着時 

22.28mMol・mm* 

香りなし鼻空拡張テープ装着時 

3.77mMol・mm* 

*みかけのヘモグロビン濃度変化光路長積を示す単位 

※テスト結果が全ての人に該当するものではありません。 

＜その他のアンケート結果＞ 

＜その他のアンケート結果＞ 

※香りの感じ方には個人差があります。 

※香りの感じ方には個人差があります。 

※テスト結果が全ての人に該当するものではありません。 

※テスト結果が全ての人に該当するものではありません。 

※テスト結果が全ての人に該当するものではありません。 

製品テスト結果 

http://www.fits-japan.com/
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契約アスリート 

 

横浜ＤｅＮＡベイスターズ 宮﨑 敏郎（みやざき としろう）選手 
1988 年佐賀県出身。厳木（きゅうらぎ）高－日本文理大－セガサミー－横浜 DeNA 

ベイスターズ(12 年ドラフト 6 位)。プロ 1 年目より一軍出場を果たし、5 年目の 2017 年に 

打率.323 で首位打者のタイトルを獲得すると、レギュラーシーズン 3 位で臨んだ 

クライマックスシリーズでも大活躍。広島とのファイナルステージ全 5 試合では 

打率.368、2 本塁打、ソフトバンクとの日本シリーズでも全 6 試合で打率.400、2 本塁打を 

記録した。セ・リーグ三塁手のベストナインにも選出された宮﨑 敏郎選手が、 

FITS SPORTS のサポートを経て念願の日本一へ挑みます。 

 

石井 忍（いしい しのぶ） ゴルフプロ 
1974 年千葉県出身。ゴルフの名門・日本大学ゴルフ部を経て 1998 年プロ入り。 

1999 年からツアーに参戦。2010 年よりプレイヤーからコーチに転身。 

プレイヤー時代の経験を活かし、テクニカルとメンタルを両立したレッスンにより、プロを 

中心とした多くのゴルファーをサポート。2011 年、2015 年には、全米オープン大会に 

コーチとして帯同。現在はプロやトッププレイヤーへのコーチ活動のほか、ゴルフ雑誌や 

インターネットなどのメディア活動、ジュニアゴルフトーナメントのアドバイザーなど、 

その活動は多岐にわたる。FITS SPORTS の魅力をゴルファーたちに伝えます。 

 

サンロッカーズ渋谷  

サンロッカーズ渋谷は本拠地を東京都渋谷区とし、青山学院大学 青山学院記念館を 

ホームアリーナとして活動する男子プロバスケットボールチームです。B リーグのトップ 

リーグ B1 に所属し、バスケットボールを通じて全ての人々に夢や希望を与え、地域や 

コミュニティへ新たな価値を創出する、日本を代表するクラブをめざします。昨シーズン 

電撃入団した前所属 NBA「ロサンゼルス レイカーズ」のロバート・サクレ選手を始め、 

B リーグ初代新人賞に選ばれたベンドラメ礼生、スティール王を獲得した広瀬健太、 

さらに若い新戦力が加わり、激戦区といわれる B1 東地区を戦い抜きチャンピオンを 

めざします。 

 

 
商品概要 

 

＜エクストラフォーカス＞                          ＜エクストラリラックス＞ 

 

 

 

 

 

 

 

■ブランド名：フィッツスポーツ ※特許申請中 

■商品名：セントテーピング エクストラフォーカス(ライトブルー/ベージュ/ネイビー/レッド) 

エクストラリラックス(イエロー/ベージュ/グレー/ピンク) 

■内容量：各 10 枚 

■価格：各 1,850 円（税抜） 

■販売店舗：全国のスポーツ量販店・東急ハンズ・ムラサキスポーツ・LOFT（各小売店一部店舗除く） 

■【メーカー公式サイト】フィッツオンラインストア：https://effe.fits-japan.com/user_data/fsports.php 

■ロフトネットストア：https://loft.omni7.jp/top 

■発売日：2018 年 3 月 3 日(土) 
※セントプロテクトケースにセントテーピングが入った状態で発売。 
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