おまけ付いてます
2022/07/01～2022/08/31
但し在庫がなくなり次第終了

ALBEX30包入り
1箱（8,640円）購入ごとに
10㎖×７包（2,016円相当）
1パック付いてます

夏こそショウガで体を温めましょう
静岡で生育した種芋を、ベトナムのダラト高原で、有機肥料・化学肥料などを一切使わず 完全農法で
大事に育てたショウガです。
ベトナムの高原で育てる理由は、国内よりも3ヵ月長く、太陽と大地の恵みを享受できる環境がある
からです。
辛み成分（ジンゲロール）：通常のショウガの2～8倍
芳香成分（ガラノラクトン）：通常のショウガの3～10倍
【ご利用方法】お菓子作り、お料理、お飲み物、スープなどに混ぜてお召し上がりください

脂肪肝抑制特許取得

体温上昇作用特許取得 中性脂肪燃焼作用特許取得

ベトナム政府厚生省無農薬証明書

賞味期限2022年12月につき
特別価格にて販売いたします

1箱当たり
定価13,824円の商品が
3箱セット 税込9,000円

プラズマローゲンEX（国産鶏胸肉由来）
270㎎×60カプセル入り（30日分）
鶏胸肉由来のプラズマローゲンには、
健常な中高年の方が、加齢に伴い低下する
認知機能の一部である、言葉・位置情報・
状況などの情報の記憶力を維持する機能
があります。

認知機能改善

脳細胞の老化防止
鶏約1トンから数十グラムしか
抽出・精製できない貴重な成
【飲用量】
1日2～4カプセルお飲みください

リラクール（CBD）
10㎎×60粒入り

9,504円 ⇒ 税込4,200円

賞味期限
2023.06.22

CBDとは、麻に多く含まれる健康成分です。
2012年頃から注目され始め、2017年にWHOが事実
上の安全宣言をしました。今では多くの症例に対して
治験が行われており、世界で1000を超える論文が
発表されています。
【期待される効果】
① 科学的な有効性が人体で確認されている領域
てんかん・あがり症などの不安障害・パーキンソン病・禁煙治療・統合失調症
② 科学的な研究が進行中の領域
うつ病・睡眠障害・抗腫瘍効果・認知症・依存症治療・関節リウマチ・炎症性腸疾患
【飲用量】症状に応じて1日2～6粒

取消線が引かれた商品の価格等
詳細はお問合せください
TEL：０３－３２３７－１７８０

ビ タ ミ ン 類 ①
マルチビタミン・ミネラル
●内容量
1本
360粒

２３種類のビタミン・ミネラル+７種類のファイトケミカルを配合しています

●摂取目安量
病気の方：12粒/日
健康な方：6粒/日 ■標準小売価格
8,482円

【飲み方】
※チュアブルタイプですが、味が気になる場合は、
お水などでお召し上がりください。

6粒中の成分

ナイアシン5㎎
パントテン酸10㎎
ビタミンB2 25㎎
ビタミンB6 25㎎
ビミタンD 12.5㎍
ビミタンE 35㎎
カリウム2.8㎎
カルシウム100㎎
銅0.5㎎
マグネシウム50㎎
α-リポ酸12.5㎎
β-カロテン2.5㎎
ヘスぺリジン20㎎
イノシトール10㎎
ブロッコリー抽出物25㎎

ビオチン50㎍
ビタミンB1 25㎎
ビタミンB12 75㎍
ビミタンC200㎎
葉酸126㎍
亜鉛5㎎
クロム50㎍
セレン25㎍
マンガン1㎎
モリブデン10㎍
ルテイン25㎎
プロアントシアニジン15㎎
エピガロカテキンガレート15㎎

胃腸にやさしく、吸収率が高く、体内での維持時間が長い事が特徴です

パーフェクト C
●内容量
1本
270粒
●摂取目安量
病気の方：9粒/日
健康な方：6粒/日
■希望小売価格
12,705円

血清ﾋﾞﾀﾐﾝC（㎎/dl）
摂
取
後
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【主原料】
【特 徴】
Pure Way-C
3粒でビタミンC1000㎎を摂取できます。
抗酸化作用・免疫システムの保護・抗炎症作用・神経性機能の改善と
神経変性の防止・代謝促進・組織の修復と再生等の働きがあります。
【飲み方】
朝・昼・夕の食後に3粒ずつお飲み下さい。
酸
化
Ｌ
Ｄ
Ｌ
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酸化LDLの比較

ビ タ ミ ン 類 ②
Pure ビタミン C

1カプセルの中にビタミンCを１０００㎎含有し、大変お得です
アメリカの医療機関向け商品です

●内容量
1本
250ｶﾌﾟｾﾙ

【主原料】
大変信頼性の高いﾋﾞﾀﾐﾝCです。1ｶﾌﾟｾﾙ中のﾋﾞﾀﾐﾝC含有量は1000㎎です。
比較的大きなｶﾌﾟｾﾙですが、飲みにくい場合はｶﾌﾟｾﾙを外してお飲みいただいても構い
ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸
ません。
胃腸に不安のある方は、*ﾊﾞﾌｧｰﾄﾞﾀｲﾌﾟをご利用ください。
*ﾊﾞﾌｧｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ：1ｶﾌﾟｾﾙ中にﾋﾞﾀﾐﾝC500g含有
250ｶﾌﾟｾﾙ入り9,180円（希望小売価格11,900）
【飲み方】
朝・昼・夕の食後に1ｶﾌﾟｾﾙずつお飲み下さい。

●摂取目安量
病気の方：3ｶﾌﾟｾﾙ/日
健康な方：2ｶﾌﾟｾﾙ/日

■希望小売価格
9,500円

プロビタ C

安定持続吸収型のビタミンCで 熱・酸素・紫外線に強いことが特徴です
甘味もあり飲みやすい医療機関向けサプリメントです
ﾋﾞﾀﾐﾝC血中濃度

【主原料】
医療機関限定のﾋﾞﾀﾐﾝCｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄです。
多くの研究者が長年開発を競っていた「欠点のな
ﾋﾞﾀﾐﾝC誘導体AA-2G（ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸2ｸﾞﾙｺｼﾄﾞ）
い理想のﾋﾞﾀﾐﾝC」と言われるもので、世界に先駆
けて開発されました。ﾋﾞﾀﾐﾝCが壊れにくいため、
保存料・着色料は無添加です。
摂取後ゆっくり分解され、通常のﾋﾞﾀﾐﾝCよりも3～
4倍維持されるので1日1000㎎のAA2Gを摂取す
ると良いです。（有効率3～4倍）

●内容量
1箱
60包
●摂取目安量
病気の方：4～6包/日
健康な方：2～4包/日

■標準小売価格
6,171円

【飲み方】
数回に分けて食後にお飲み下さい。

リポカプセルビタミンC
●内容量
1箱
30包

ナノ（超微粒子）カプセルの中にビタミンCを含有しています
1包１０００ｍｇです
【原材料】
ﾘﾎﾟｿﾞｰﾑとはﾘﾝ脂質によってできている超微細な球状のｶﾌﾟｾﾙのことです。
ﾋﾞﾀﾐﾝC・大豆ﾚｼﾁﾝ・ｱﾙｺｰﾙ・ｸｴﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ・ｸｴﾝ酸
その中に栄養素を閉じ込めることで、消化液の影響や酸化からﾋﾞﾀﾐﾝCを保護し、
すばやく消化管に運ばれ、小腸から吸収されます。

●摂取目安量
病気の方：3包/日
健康な方：2包/日

■標準小売価格
7,776円

【特徴】
①均一な脂質膜が2層程度確認することができ、理想的なﾘﾎﾟｿｰﾑ形状を成しています
②約100nmの大きさに均一化されたﾘﾎﾟｿｰﾑは、吸収・浸透率が高まります
③水にも脂にも拡散する両親媒性の性質を持っているので、高い生体利用効率を持ちます
【飲み方】

1日2～3包を空腹時に野菜ｼﾞｭｰｽ等に混ぜてお飲み下さい。

免疫中枢機関である大腸に働きかける 乳酸菌

ＡＬＢＥＸ

有機栽培の大豆で育てた１６種類の乳酸菌を培養した、画期的自己乳酸菌生成エキスです
医療機関向け商品で市販されているラクティスはこの商品を希釈したものです

●内容量
1箱
30本

【原材料】
乳酸菌生成ｴｷｽ（大豆発酵抽出物）・ｸｴﾝ酸・乳酸

●摂取目安量
1～3本/日

【特 徴】
腸には生まれながらに「自分だけの乳酸菌」が住んでいます。
その乳酸菌を増やすのが、乳酸菌生成ｴｷｽです。

■標準小売価格
8,640円

すし乳酸菌
●内容量
1本
300粒
●摂取目安量
5～10粒/日
■標準小売価格
9,180円

【飲み方】
1日2～3包を空腹時に野菜ｼﾞｭｰｽ等に混ぜてお飲み下さい。

高タンパク、高ミネラル食品であると同時に乳酸菌による発酵食品です
【原材料】
SU-6菌培養FD粉末・還元麦芽糖水飴・ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ・ｼｮ糖脂肪酸ｴｽﾃﾙ
【特徴】
ﾗｸﾄﾊﾞﾁﾙｽ･ﾌﾞﾌﾈﾘという新種の乳酸菌を、発酵液の中で培養して作られたものです。
発酵飯から分離したすし乳酸菌を、無農薬栽培の古代米（ｱｻﾑﾗｻｷ）を用いて培養しています。
適応分野は、Ⅰ型ｱﾚﾙｷﾞｰ疾患・腸の自己免疫疾患・便通・口腔内疾患・癌などです。
【飲み方】
1日5～10粒を食事に関係なくお飲み下さい。

免 疫 力 ア ッ プ

NKUP

●内容量
1箱
60包
●摂取目安量
2包/日

■標準小売価格
41,040円

ＮＫ活性を高める自然露地栽培のキングオブアガリクスです
ビタミン・ミネラルを豊富に含んでいます
【原材料】
ｷﾝｸﾞｱｶﾞﾘｸｽ21株・ﾔｺﾝ末
【特 徴】
β1-6ｸﾞﾙｶﾝとβ1-3ｸﾞﾙｶﾝの結合したNK活性が
高いﾀｲﾌﾟのｱｶﾞﾘｸｽです。
また同じｷﾝｸﾞ・ｱｶﾞﾘｸｽでも、自然露地栽培の方が
ﾊｳｽ栽培よりも50%以上もβｸﾞﾙｶﾝの量が多いと
の報告もあります。
【飲み方】
1回1包を昼食後と夕食後の2回お飲み下さい。

MDフラクション

日米特許を取得したMDフラクションを使用

●内容量
1本
30ml

【原材料】
ﾏｲﾀｹｴｷｽ粉末・ｸﾞﾘｾﾘﾝ
【特 徴】
神戸薬科大学の難波名誉教授によって発見されたMDフラクションを使用しています。
ﾏｲﾀｹに含まれる有効な多糖体（βﾂﾙｶﾝ）は、細胞性免疫を活性化する効果が期待されています。
この反応を正確に行わせるためには安定した株（菌種・ｷﾉｺ形成日・生育栄養状態等が一定）から
完全に生成されたものであることが重要です。

●摂取目安量
3スポイド/日

■標準小売価格
10,260円

【飲み方】
1回1ｽﾎﾟｲﾄﾞを1日3回、毎食後にお飲みください。

甦活霊芝ARGO

抗酸化力の高い長野県中野市産の霊芝です

●内容量
1本
180粒×2

【主原料】
霊芝ｴｷｽ末・難消化性ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ・
環状ｵﾘｺﾞ糖・酪酸菌・ｲﾁｮｳ葉ｴｷｽ末・
ﾋﾊﾂｴｷｽ末・ﾄｳﾓﾛｺｼ蛋白等

●摂取目安量

NK細胞活性の効果

病気の方：12粒/日 【特 徴】
健康な方：4～6粒/日 循環多段式加圧抽出法により、霊芝が持つ特異的な多糖類を
ﾋﾊﾂｴｷｽ末・ﾄｳﾓﾛｺｼ蛋白等

■標準小売価格
34,560円

がん細胞の増殖阻止効果

取り出すことに成功しました。
それによって、一般的な霊芝ｴｷｽよりも強力な物になっています。
血液浄化力（抗酸化力）は、ﾋﾞﾀﾐﾝCの25倍、βｶﾛﾁﾝの225倍です。
【飲み方】
1回4粒を1日3回、毎食後にお飲み下さい。

蜂の恵み３年

●内容量
1本 120ml
●摂取目安量
病気の方：4～5ｽﾎﾟｲﾄﾞ/日
健康な方：1～2ｽﾎﾟｲﾄﾞ/日

■濃度

42度以上

■標準小売価格
19,440円

蜂の恵み１０年

●内容量
1本 120ml
●摂取目安量
病気の方：4～5ｽﾎﾟｲﾄﾞ/日
健康な方：1～2ｽﾎﾟｲﾄﾞ/日

■濃度

50度以上

■標準小売価格
41,040円

免疫力を増強させ、殺菌力が強く、風邪等の感染症に対しても高い効果を発揮します
【主成分】
【特 徴】

ﾌﾗﾎﾞﾉｲﾄﾞ・ﾌｪﾉｰﾙ酸・ｴｽﾃﾙ・ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ・鉄
ﾌﾟﾛﾎﾟﾘｽとは、蜜蜂が集めた樹液と自分たちの唾液を混ぜ合わせて作りだした薬効成分を含んだ樹液です。
蜜蜂は巣の内側や出入り口にﾌﾟﾛﾎﾟﾘｽを塗りつけることにより、細菌やﾊﾞｸﾃﾘｱから巣を守ります。
ﾌﾟﾛﾎﾟﾘｽにはｱﾐﾉ酸・ﾐﾈﾗﾙ類・酵素・ﾋﾞﾀﾐﾝ群等300種類からなる有効組成の相乗作用の働きがあります。
この商品に表示されている年数は熟成年数で、木の樽での熟成期間が長いほど分子が小さくなり吸収がよくなります。
期待する効果としては、腫瘍の進行遅延や副作用軽減などがありますが、特に優れているのは感染症に対する効果です。
喉が痛いと感じた直後にこれを飲用すると、30～60分後には痛みが消え、風邪そのものが直っていることが殆どです。

【飲み方】

最初に蜂蜜でよく混ぜ合わせた後に、水や野菜ｼﾞｭｰｽを混ぜてお飲み下さい。胃にもたれる場合は量を加減して下さい。

オーガニックエクストラグリーンプロポリス

【原材料】
ｵｰｶﾞﾆｯｸﾌﾟﾛﾎﾟﾘｽ（ﾌﾞﾗｼﾞﾙ産）・ﾌﾟﾙﾗﾝ（ｷｬｯｻﾊﾞ芋由来）
【特 徴】
ﾌﾞﾗｼﾞﾙのﾐﾅｽ･ｼﾞｪﾗｲｽ州にあるｵｰｶﾞﾆｯｸ養蜂場から採ることができるﾌﾟﾛﾎﾟﾘｽです。
ｶﾌﾟｾﾙへの充填技術向上により、従来品3粒当たりのﾌﾟﾛﾎﾟﾘｽ300㎎を、2粒で摂取できるように
なりました。紫外線や空気から品質を守るためにｱﾙﾐﾊﾟｯｸ内袋に入っています。
超高圧抽出により、ﾐｸﾛ単位に粉砕したﾌﾘｰｽﾞﾄﾞﾗｲ粉末を充填。ｱﾙｺｰﾙも使用していません。

●内容量
1ﾊﾟｯｸ 60粒
●摂取目安量
病気の方：2粒/日
健康な方：1粒/日

■標準小売価格
8,470

こちらのQRコード
より商品をご確認
いただけます

パナケア
●内容量
1箱
120ｶﾌﾟｾﾙ
●摂取目安量
病気の方：4ｶﾌﾟｾﾙ/日
健康な方：2ｶﾌﾟｾﾙ/日

■標準小売価格
9,250円

１００％オーガニックプロポリスを原料とし
１カプセル１５０㎎の超高濃度含有です

【飲み方】
昼・夕に分けて食後にお飲み下さい。胃にもたれるように感じる時は、量を加減してください。

抗がん作用があると言われる紫イペの樹皮からできているサプリメントです
発酵エキス抽出を行っているので、主要なアミノ酸を含有しています
【原材料】
ﾑｲﾗﾌﾟｱﾏ発酵抽出物・紫ｲﾍﾟ発酵抽出物・木天蓼発酵抽出物・山芋・ﾌﾟﾙﾗﾝ
【特 徴】
ﾑｲﾗﾌﾟｱﾏ・紫ｲﾍﾟ・木天蓼の3種ともその樹皮を発酵抽出しています。
含まれる必須ｱﾐﾉ酸は、ﾛｲｼﾝ・ｲｿﾛｲｼﾝ・ﾊﾞﾘﾝ・ｽﾚｵﾆﾝ・ﾄﾘﾌﾟﾄﾌｧﾝ・ﾌｧﾆﾙｱﾗﾆﾝ・ﾒﾁｵﾆﾝ・ﾘｼﾞﾝ・
ﾋｽﾁｼﾞﾝの9種類、非必須ｱﾐﾉ酸は、ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸・ｱﾗﾆﾝ・ｱﾙｷﾞﾆﾝ・ｸﾞﾘｼﾝ・ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸・ｾﾘﾝ・ﾁﾛｼﾝ・
ﾌﾟﾛﾘﾝ・ｼｽﾁﾝの9種類です。
【飲み方】
昼食後2ｶﾌﾟｾﾙ、夕食後2ｶﾌﾟｾﾙをお飲み下さい。

限定特別価格
賞味期限２０２２年１０月
７，４００円（２割引）

イヌトウキ100％の優れた作用が報告されています

アピカ斎田

●内容量
１瓶 180錠 45ｇ

●内容量
1袋 40ｇ入り

●摂取目安量
2～6錠/日

●摂取目安量

■標準小売価格
43,200円

■標準小売価格
64,800円

1.5Lの水に対し1.3ｇ

【原材料】 ｲﾇﾄｳｷ
【特 徴】
ﾄｳｷは、日本にのみ生息する「ｾﾘ科」のﾊｰﾌﾞで、多くの漢方薬に入っています。
このｲﾇﾄｳｷは5年根100％のみを使用しており、特に優れた作用を備え、
大学との研究で、抗ウイルス活性・活性酸素消去作用を確認しています。
生の根1,000ｋｇから、商品としてとれる量は6ｇと大変希少なものです。
錠剤にも賦形剤などを一切使用していません。純国産・農薬不使用
【飲み方】
錠剤： 朝夕食前に1～3錠ずつお飲み下さい。
お茶： 1.5Lのお水に1.3ｇの根を入れ、沸騰してから15～20分煮込みます。
煎じずにお湯出しでお飲みいただいても結構です。
煎じた後の根は料理に入れることをお薦めします。
【注意】

ｾﾛﾘｱﾚﾙｷﾞｰの方は不整脈などの症状が出ることがあります
ﾜｰﾌｧﾘﾝ飲用中の方は念のため少量からｽﾀｰﾄして下さい

※ 少々高額になりますが、種入りタイプ60g（粉末）という商品もあります 特注品

スーパーオリマックス

無農薬栽培の発酵古代米である紫黒米を原料とし、免疫増強に優れています

●内容量
1箱
30袋

【原材料】
発酵紫黒米・加熱紫黒米玄米微粉末・ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ分解物・ﾏﾙﾁﾄｰﾙ・米胚芽発酵ｴｷｽ末・
殺菌乳酸菌粉末・黒米ｴｷｽ加工粉末・ﾃｱﾆﾝ・VE・VB1
【特 徴】
紫黒米から抽出されるﾍﾐｾﾙﾛｰｽを低分子化、水溶化し、更に活性糖鎖を濃縮すること
で、免疫活性を高めています。
このｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄに期待される作用としては、抗酸化作用・脳機能改善作用・血圧調整作用・
腸内細菌の増殖・血清ｺﾚｽﾃﾛｰﾙや血糖の改善作用・免疫機能増強作用などがあります。

●摂取目安量
1～3袋/日

■標準小売価格
19,440円

【飲み方】

イミュトール
●内容量
1本
60ｶﾌﾟｾﾙ
●摂取目安量
2ｶﾌﾟｾﾙ/日

■直輸入価格
10,800円

海藻糖鎖濃縮エキス
●内容量
1本
540ml
●摂取目安量
35～100ml/日

■標準小売価格
19,440円

昼1袋・夜1～2袋を、食後にお飲み下さい。

２カプセル中に免疫力を強化する１,３/１,６ベータグルカンを７５０㎎含有します
【原材料】 ﾊﾟﾝ酵母
【特 徴】
ﾏｸﾛﾌｧｰｼﾞ・顆粒球・NK細胞の表面上の「受容体分子」と特異的に結合します。これらの細胞は、
動物が微生物の攻撃を受ける時の防衛ラインの最前線に存在しています。
NBGは免疫ｼｽﾃﾑを訓練する働きがあるので、無害なｱﾚﾙｹﾞﾝ（埃・食物・花粉等）と危険な微生物
（ｳｲﾙｽ・ﾊﾞｸﾃﾘｱ・寄生虫及び真菌）とを識別できる事が実証されています。
つまり、免疫力を強化し、同時にｱﾚﾙｷﾞｰ傾向を軽減します。
【飲み方】

昼食後1ｶﾌﾟｾﾙ、夕食後1ｶﾌﾟｾﾙをお飲み下さい。

超低分子高濃度フコイダンにより、がんを自殺に追い込む作用が期待されています
【原材料】
ﾒｶﾌﾞ・きだちｱﾛｴ・ｸｴﾝ酸・ﾘﾝ酸・ﾋﾉｷﾁｵｰﾙ・安息香酸
【特 徴】
ﾒｶﾌﾞは他の海藻に比べ、糖鎖成分がﾊﾞﾗﾝｽ良く存在し、さらに天然のβ‐D‐ｸﾞﾙｶﾝも含まれてい
ます。またﾌｺｰｽという超低分子ﾚﾍﾞﾙに分解されているので、口の中から即座に吸収が始まります。
糖鎖成分にﾘﾝ酸を結合させたことにより、ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱを活性化します。
【飲み方】
1日35～100mlを就寝前あるいは空腹時にゆっくりお飲み下さい。

当社特別セット
2本買うと1本無料

抗 酸 化 作 用
アスタリール
●内容量
1本
60粒
●摂取目安量
最初の1ヶ月：4粒/日
2ヶ月目以降：2粒/日

■標準小売価格
6,990円

1粒中にアスタキサンチンを8㎎含有、更にビタミンDとEを配合しています
【主原料】
ｵﾘｰﾌﾞ油・ﾍﾏﾄｺｯｶｽ藻色素（ｱｽﾀｷｻﾝﾁﾝ含有）・加工ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ・ｸﾞﾘｾﾘﾝ・
ﾄｺﾄﾘｴﾉｰﾙ（ﾋﾞﾀﾐﾝE類）・ｹﾞﾙ化剤・ｸﾞﾘｾﾘﾝｴｽﾃﾙ・L-ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸2ｸﾞﾙｺｼﾄﾞ・ﾐﾂﾛｳ
【特 徴】
抗酸化力はﾋﾞﾀﾐﾝEの500～1000倍と言われています。期待される効果としては
悪玉ｺﾚｽﾃﾛｰﾙの酸化を抑え、血液をさらさらにします。また脳内の毛細血管
及び網膜に到達して活性酸素を消去し、眼精疲労や白内障などの改善を促し、
脳梗塞の予防などにも有効です。抗癌剤・放射線治療時にお召し上がり頂くと
副作用を軽減する事が期待されます。
活性酸素消去能力

【飲み方】

1回1～2粒を1日2回お飲み下さい。

細 胞 修 復

ステム‐C‐ニュートリション

●内容量
1本
120粒
●摂取目安量
4ｶﾌﾟｾﾙ/日
■標準小売価格
13,650円

骨髄から造血幹細胞の放出を促進させ各細胞の再生が期待できます
【原材料】
乳酸菌（Ｌﾌｧｰﾒﾝﾀﾑ）・ｻﾞｸﾛ果実抽出物・酵母（β1.3-1.6ｸﾞﾙｶﾝ）・ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾒﾁﾙｾﾙﾛｰｽ・
ｽﾃｱﾘﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ・着色料（二酸化ﾁﾀﾝ）・ﾋﾞﾀﾐﾝＤ3
【特 徴】
経口摂取によって骨髄に固定されている造血幹細胞の放出を促進して、流血中に造血幹細胞を
動員します。造血幹細胞は現在分かっているだけで、神経細胞・膠細胞・星状細胞・骨格筋細胞・
心筋細胞・肝臓細胞などに変化し、様々な機能修復に適していると考えられます。
適する症状：脳卒中後の回復促進・ﾘｳﾏﾁ性関節炎・多発性硬化症・脊髄損傷・乾癬性関節炎・
筋ｼﾞｽﾄﾛﾌｨｰ・ﾘｳﾏﾁ性多発性筋痛症・ｽﾎﾟｰﾂ外傷
【飲み方】
最初の2週間は朝晩各4ｶﾌﾟｾﾙを摂取し、その後は朝晩各2ｶﾌﾟｾﾙをお飲み下さい。

アミノピュア
●内容量
1本
500g
●摂取目安量
10～30g/日
■標準小売価格
10,152円

化学療法による副作用の改善、細胞修復作用があります
筋肉の代謝と維持・創傷の治癒・細胞の成長促進・消化管細胞の栄養源に
【主原料】
【特 徴】
L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ
化学療法時に起こりがちな、下痢や口内炎を改善します。肝臓や膵臓では、莫大な免疫細胞の
再生や消化管細胞の再生に寄与します。
骨髄のｴﾈﾙｷﾞｰ源となるためﾏｸﾛﾌｧｰｼﾞを助け、免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝのうちのIgAを増加させます。
小腸における水分吸収を助けるので、慢性的な下痢を改善し、栄養素の吸収を改善します。
その他、皮膚外傷・術後・火傷に対する傷の回復を助けます。
【飲み方】 付属のｽﾌﾟｰﾝ1杯が5gですので、健康維持の場合は、ｽﾌﾟｰﾝ1杯を1日2回お飲みください。
抗がん剤の副作用軽減や傷の回復が目的の場合、その他体調不良・筋肉疲労時は、
ｽﾌﾟｰﾝ2杯を1日2～3回お飲みください。

そ の 他
まぐろのチカラ粒

100％天然まぐろ油原料の中性脂肪を減らす機能性食品（DHA86.2㎎・EPA21.2㎎）

●内容量
1袋
180粒

【原材料】
DHA・EPA含有精製まぐろ魚油・ｾﾞﾗﾁﾝ（魚由来）・ｸﾞﾘｾﾘﾝ

●摂取目安量
8粒/日

【特 徴】
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ抽出（真空・加圧・低温沸騰）製法による抽出のため、ﾄﾗﾝｽ脂肪酸を含まず、有害物質
等は除去され、天然のﾋﾞﾀﾐﾝEやDを豊富に含んだ、非常に酸化しにくい製品です。
DHA・EPAの機能としては、心血管疾患ﾘｽｸの低減、血中中性脂肪低下作用、血圧改善作用
関節ﾘｳﾏﾁ症状緩和、乳児の生育・行動・視覚発達補助・うつ症状の緩和と発生率低下等です。
1日8粒摂取することで、中性脂肪を減らすことが期待できます。
吸収量が2～3倍多いことが確認されています。

■標準小売価格
5,122円

【飲み方】
朝・晩4粒ずつを食後にお飲みください。

ココキパワー

ＣＢＰ（カルシウムの吸収をよくする）配合カルシウムです
CBPとｶﾙｳﾑ、ﾋﾞﾀﾐﾝD併用の効果

●内容量
1本
270粒
●摂取目安量
2～3粒/日
■標準小売価格
4,834円

【主原料】
ﾐﾙｸｶﾙｼｳﾑ・酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ・濃縮乳清ﾀﾝﾊﾟｸ（CBP）・
亜鉛含有酵母・ﾋﾞﾀﾐﾝD3
【特 徴】
分子が非常に小さく、体内で吸収されやすい事が特
徴です。骨芽細胞とｶﾙｼｳﾑの両方に働きかけ、優先
的にｶﾙｼｳﾑが骨に吸収されるようにしてくれます。
【飲み方】
1日2～3粒を食後にお飲みください。

抗 老 化
ＮМＮ（βニコチンアミド・モノヌクレオシド）
●内容量
1本
30g

１００％国内産
ＮМＮ純度９９％

【原 料】
ＮМＮ

（30000㎎）

●摂取目安量
1～2ｽﾌﾟｰﾝ/日
■当社販売価格
16,200円

メチル化レスベラトロール
（プテロスチルベン）

【特 徴】
長寿遺伝子（ｻｰﾁｭｲﾝ遺伝子）を活性化する物質（NAD）の前駆体です。
年齢とともに減少するNADを効率よく増加させ、健康長寿を目指します。
【飲み方】
毎朝1～2ｽﾌﾟｰﾝを水に溶いてお飲みください。

一般的なレスベラトロールよりも腸からの吸収率が高いことが特徴です

●内容量
1本
60ｶﾌﾟｾﾙ

【主原料】
ﾌﾟﾃﾛｶﾙﾌﾟｽﾏﾙｽﾋﾟｳﾑ抽出物・結晶ｾﾙﾛｰｽ・HPMC・ｽﾃｱﾘﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ

●摂取目安量
2～4ｶﾌﾟｾﾙ/日

【特 徴】
長寿遺伝子（ｻｰﾁｭｲﾝ遺伝子）を活性化します。
ﾚｽﾍﾞﾗﾄﾛｰﾙを与えられた動物は、癌や生活習慣病、脳神経障害等が少ない傾向がありました。

■標準小売価格
10,260円

【飲み方】
1日2～4ｶﾌﾟｾﾙをお飲みください。

化粧品
プラセンタ化粧品

セネシス薬用
ホワイトクレンジング

●内容量 120ml
■価 格 2,970円

シリーズ全品にプラセンタエキスを配合
無着色、無鉱物油、合成香料フリー、表示指定成分フリー、石油系界面活性剤フリー
セネシス薬用
ホワイトローション

セネシス薬用
ホワイトエッセンス

●内容量 120ml
■価 格 3,630円

●内容量 30ml
■価 格 4,620円

セネシス薬用
ホワイトクリーム

●内容量
■価 格

40g
3,960円

W洗顔不要。
ﾌﾟﾗｾﾝﾀｴｷｽ、ｺﾗｰｹﾞﾝ、酵母
ｴｷｽには保湿効果があり、
ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸Kには、強力な
消炎効果があります。

美白有効成分としてﾌﾟﾗｾﾝﾀ
ｴｷｽ、ｱﾙﾌﾞﾁﾝを配合。保湿
にはｺﾗｰｹﾞﾝ、ﾋｱﾙﾛﾝ酸、酵
母ｴｷｽを配合。

美白有効成分としてﾌﾟﾗｾﾝﾀ
ｴｷｽ、ｱﾙﾌﾞﾁﾝを配合。保湿
にはｺﾗｰｹﾞﾝ、ﾋｱﾙﾛﾝ酸、酵
母ｴｷｽを配合。美白・潤い
に抗酸化力をﾌﾟﾗｽ。

美白有効成分としてﾌﾟﾗｾﾝﾀｴ
ｷｽ、ｱﾙﾌﾞﾁﾝを配合。保湿には
ｺﾗｰｹﾞﾝ、ﾋｱﾙﾛﾝ酸、酵母ｴｷｽ
を配合。肌になじみやすいﾘﾎﾟ
ｿｰﾑ構造。

【成分】
ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸2K、ﾌﾟﾗｾﾝﾀ
ｴｷｽ、ｸﾜｴｷｽ、人参ｴｷｽ、
酵母ｴｷｽ、ﾛｰﾔﾙｾﾞﾘｰｴｷｽ、
ﾌﾟﾙｰﾝ酵素分解物、ﾉﾊﾞﾗ油、
加水分解ｺﾗｰｹﾞﾝ末、ﾗｳﾘﾝ
酸ｼﾞｴﾀﾉｰﾙｱﾐﾄﾞ、親油型ｽﾃ
ｱﾘﾝ酸ｸﾞﾘｾﾘﾙ、ﾊﾟﾙﾐﾁﾝ酸、
ﾐﾘｽﾁﾝ酸、ｽﾃｱﾘﾝ酸、ﾔｼ油
脂肪酸ｱｼﾙｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸TEA液、
ｱﾙｷﾞﾆﾝ、ﾍﾟﾝﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ、
ﾌｪﾉｷｼｴﾀﾉｰﾙ、水酸化K、
BG、濃ｸﾞﾘｾﾘﾝ、ｱｸﾘﾙ酸ｱﾙ
ｷﾙ共重合体ｴﾏﾙｼｮﾝ-1、
無水ｴﾀﾉｰﾙ

【成分】
ﾌﾟﾗｾﾝﾀｴｷｽ、ｱﾙﾌﾞﾁﾝ、ｸﾜ
ｴｷｽ、人参ｴｷｽ、酵母ｴｷｽ、
ﾛｰﾔﾙｾﾞﾘｰｴｷｽ、ﾌﾟﾙｰﾝ酵
素分解物、ﾉﾊﾞﾗ油、加水分
解ｺﾗｰｹﾞﾝ末、ﾋｱﾙﾛﾝ酸Na、
ｸﾞﾙｺｼﾙﾄﾚﾊﾛｰｽ、水添ﾃﾞﾝ
ﾌﾟﾝ分解物混合溶液、ﾍﾞﾀｲﾝ、
BG、濃ｸﾞﾘｾﾘﾝ、ﾍﾟﾝﾁﾚﾝｸﾞﾘ
ｺｰﾙ、ﾌｪﾉｷｼｴﾀﾉｰﾙ、ﾋﾟﾛ亜
硫酸Na、無水ｴﾀﾉｰﾙ、

【成分】
ｱﾙﾌﾞﾁﾝ、ﾌﾟﾗｾﾝﾀｴｷｽ、ｸﾜ
ｴｷｽ、人参ｴｷｽ、酵母ｴｷｽ、
ﾛｰﾔﾙｾﾞﾘｰｴｷｽ、ｲｴﾛｰﾋﾏﾗ
ﾔﾝﾗｽﾞﾍﾞﾘｰ根ｴｷｽ、ｽﾀｰﾌ
ﾙｰﾂ葉ｴｷｽ、ｶﾝｿﾞｳ葉ｴｷｽ、
ﾌﾟﾙｰﾝ酵素分解物、ﾉﾊﾞﾗ油、
加水分解ｺﾗｰｹﾞﾝ末、ﾋｱﾙﾛ
ﾝ酸Na、ｶﾙﾎﾞｷｼﾋﾞﾆﾙﾎﾟﾘﾏｰ、
ｸﾞﾘｼﾝ、ﾌﾟﾙﾗﾝ、ｷｻﾝﾀﾝｶﾞﾑ、
BG、濃ｸﾞﾘｾﾘﾝ、ﾍﾟﾝﾁﾚﾝｸﾞﾘ
ｺｰﾙ、ﾌｪﾉｷｼｴﾀﾉｰﾙ、ﾋﾟﾛ亜
硫酸Na、水酸化K、無水ｴﾀ
ﾉｰﾙ、pH調整剤

【成分】
ﾌﾟﾗｾﾝﾀｴｷｽ、ｱﾙﾌﾞﾁﾝ、ｸﾜ
ｴｷｽ、人参ｴｷｽ、酵母ｴｷｽ、
ﾛｰﾔﾙｾﾞﾘｰｴｷｽ、ﾌﾟﾙｰﾝ酵素
分解物、ﾉﾊﾞﾗ油、加水分解
ｺﾗｰｹﾞﾝ末、ｽｸﾜﾗﾝ、ﾒﾄﾞｳﾌｫｰﾑ
油、天然ﾋﾞﾀﾐﾝE、ｄ‐δ‐ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ、
ﾍﾞﾀｲﾝ、BG、濃ｸﾞﾘｾﾘﾝ、水添大
豆ﾘﾝ脂質、硬化油、
ﾄﾘ2ｴﾁﾙﾍｷｻﾝ酸ｸﾞﾘｾﾘﾙ、
ﾄﾘ(ｶﾌﾟﾘﾙ･ｶﾌﾟﾘﾝ酸)ｸﾞﾘｾﾘﾙ、
ﾓﾉﾐﾘｽﾁﾝ酸ﾃﾞｶｸﾞﾘｾﾘﾙ、
親油型ﾓﾉｽﾃｱﾘﾝ酸ｸﾞﾘｾﾘﾙ、
ｶﾙﾎﾞｷｼﾋﾞﾆ-ﾙﾌﾟﾘﾏｰ、ｷｻﾝﾀﾝｶﾞ
ﾑ、ﾃﾞｶﾒﾁﾙｼｸﾛﾍﾟﾝﾀｼﾛｷｻﾝ、
ﾒﾁﾙﾎﾟﾘｼﾛｷｻﾝ、ﾌｨﾄｽﾃﾛｰﾙ、
ｽﾃｱﾘﾙｱﾙｺｰﾙ、ｾﾄｽﾃｱﾘﾙｱﾙ
ｺｰﾙ、ﾍﾞﾍﾆｰﾙｱﾙｺｰﾙ、

プリマディア オールインワンクリーム

再生医療研究から生まれた『ヒト歯髄幹細胞培養上清液』を配合
プラセンタエキス・サイタイエキス配合

水、スクワラン、グリセリン、BG、トリエチルヘキサノイン、ペンチレングリコール、トリステアリンポリグリセリル-10、
ヒト歯髄細胞順化培養液、プラセンタエキス、サイタイエキス、α-グルカンオリゴサッカリド、乳酸桿菌／入発酵液、
水溶プロテオグリカン、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、サトザクラ花エキス、セラミドNP、セラミドAP、
セラミドEOP、フェトスフィンゴシン、コレステロール、ラウロイルラクチレートNa、エチルヘキシルグリセリン、カルボマー、
キサンタンガム、トコフェロール、ヘマトコッカスプルビアリス油、コメ胚芽油、アラントイン、カニナバラ果実油、
ミリスチン酸ポリグリセリル-10、水添レシチン、フェノキシエタノール、水酸化K、

●内容量
60g
■定 価 23,980円

※ 当社販売価格はﾒｰﾙまたはお電話でお問合せください
【ご使用方法】
2プッシュを手に取り顔や首、気になる部分に塗ってください。
朝晩2プッシュずつお使いいただいた場合、約2ヶ月ご使用いただけます。

【お問合先】
有限会社ヘルスプロモーション
TEL:03-3237-1780

／

FAX：03-3237-1778

Email：info@kenkou-zoushin.com
コレクト便（代金引換）で発送いたします
商品到着時のお支払いの際に
各種クレジットカードもご利用いただけます

