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「この度はライフプラスをお選びいただきまして誠にありがとうございます。ライフプラスは、
人々がより豊かで健康的な生活を送る為のお手伝いをするうえで、大きな役割を担っています。
私たちは長年、高品質の原材料を独自に組み合わせる手法により、最上級の栄養補助製品を
提供してきました。 皆様のお力添えで伝えられることにより、より質の高い生活を多くの方に提供
できるものと確信しています。」

 敬具

 J.ロバート・レモン　薬剤師
代表取締役および共同創設者
ライフプラス・インターナショナル

ようこそライフプラスへ
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優れた配合をめざして
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ボブ･レモンJ. Robert (Bob) Lemon  

ライフプラス社長ボブ・レモンは、薬剤師と
して活躍し、アメリカの多数の薬局で何千
もの処方を手がけた経験の持ち主です。

顧客サービスの向上を目指しつつ、現代医
療において栄養面がますます重要になっ
ていくことを予見した彼は、高品質の栄養
補助食品を顧客に直接提供する仕事をラ
イフワークに選びました。彼はまず国内で
実績のある栄養補助食品メーカーを買い
取り、ここで基盤をつくってから、1992年に
ライフプラス社を設立しました。

やがて一人の医師との出会いが訪れます。
彼の名はドワイト・マッキー博士。健康管理
において栄養が担う役割は重要である、と
いう共通の認識から、パートナーシップを
組むに至りました。そうして、医師・薬剤師
の経験と知識、最先端の科学に裏付けられ
た、多彩な高品質サプリメントが、誰にでも
簡単に入手できるようになったのです。  

ドワイト･マッキー博士Dr. Dwight McKee

ドワイト・マッキー博士は、薬理学、研究調査、
臨床医学など、幅広い専門領域に精通する医
師です。アメリカ東海岸初の統合医療施設で
12年もの間、医長として栄養学と補完医療に
携わった経験もあります。

博士はがん患者の診療をきっかけに、より深
い探求に踏み込んでいきました。内科学、血液
学、腫瘍学の各分野で専門医に認定された博
士は、6年間にわたり、アメリカの各地の一流ク
リニックで診療にあたりながら、最先端の免疫
学研究にも従事しました。 

アメリカ栄養学会とアメリカホリスティック医
学会認定の栄養学専門医でもある博士は、特
殊内科学、栄養科学、補完医学でも深い見識
と幅広い経験を有しています。研究者としても
臨床医としても世界的に認められる、実に有
能な存在なのです。

2001年、ボブ・レモンと出会った博士は、栄養
補給のための高品質の製品を製造し、それを
必要とする人々に直接提供するというライフ
プラス社の将来性を確信しました。その後博
士は専属研究員となり今もなお責任ある立場
で製品開発に取り組んでいます。

ライフプラス製品の配合は、責任者
であるボブ・レモンとドワイト・マッ
キー博士の専門知識と情熱の結晶
です。 

最高品質の栄養補給製品をつくりた
い、そんな熱意を共有する二人は、
豊富な知識と経験をもとに、最先端
の技術を駆使して新たな配合の開
発に取り組んできました。その積み
重ねが、他社とは一線を画する極め
て優れた品質のサプリメントを生み
出しています。 彼の名はド

において栄養
いう共通の認
組むに至りま
の経験と知識
た、多彩な高
簡単に入手

出しています。
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品質へのこだわり

ライフプラスでは、すべての工程に最善の方法を
導入し、品質管理を徹底しています。

それは、数あるサプリメントの中からライフプラス
製品を手にして下さったお客様に、最高のものを
選んだと確信していただきたいからです。お客様
の信頼を支える、当社製品ならではの主な特長を
以下に紹介します。

自社生産 

ライフプラスは大半の製品を地元アーカンソー
州ベイツビルの自社工場で生産しています。実際
に目の届く範囲で全体を管理できるから、細部に
までこだわって確かな品質を約束できるのです。

適正価格で高品質

適正な価格で最高の品質を保証できるのも、数
十年にわたり、開発から配送まで一環して手がけ
てきた経験があるからです。

最先端の研究開発

社内の研究開発部門では、責任者であるマッキ
ー博士とボブ・レモンの長年にわたる経験と知
識、そして最先端の科学的研究の成果をもとに、
継続的に配合を見直すなど、積極的に取り組ん
でいます。

生産過程にも細やかな配慮

ライフプラスでは酵素やビタミンの活性を低温
で保つコールドプロセス製法を採用しています。
それは生産過程で加熱すると、酵素やビタミンが
破壊され、栄養価が落ちてしまうからです。

独自の基材、ファイトザイム（PhytoZyme®）

一般に、ビタミン剤には固形化するための充填
剤が必要です。大抵のメーカーでは栄養価の全
くない人工充填剤を使用していますが、ライフプ
ラスは独自のファイトザイム(PhytoZyme®)を基
剤としています。ファイトザイムには、各製品の活
性成分の消化吸収を助けるために、相乗効果を
考慮して厳選したハーブ類と植物性栄養素、補助
成分、植物性酵素、そして30種類以上の野菜と果
物が配合されています。 

相乗効果

ライフプラスでは、完成品が最大限の効果を発
揮できるよう、配合の検討段階から栄養素の組み
合わせにこだわっています。ライフプラスは自ら
先陣を切って、相乗効果を最適な配合の鍵とする
アプローチに取り組んできました。
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理念とラインナップ

バラエティに富んだ食生活は最高の健康状態を実
現するための重要な条件です。

1日に少なくとも5～9サービングの新鮮な野菜と
果物を食べるよう、世界各国の保健当局が推奨し
ていますが、あわただしい日々の暮らしの中では、
そんな大切なこともうっかり忘れたり見過ごしたり
しがちです。

栄養補給用サプリメント

サプリメントはあくまでも補給用であり、幅広い食
材を取り入れた食事の代用にはなりません。それ
でも、ライフプラスでは、天然素材を生かした高品
質サプリメントで栄養を補う価値はあると考えて
います。

体にとって大切な栄養素を意識している人はたく
さんいますが、効果的な栄養補給の方法となると
確信が持てないことも多いようです。

だからこそライフプラスは、健康増進の第一歩を
踏み出そうとしている方のために、シンプルなが
ら効果的な2ステップのラインナップを考案しま
した。

この組み合わせは、一般的に必要とされる栄養素を網羅しているので、手始めとして最適
です。さらに踏み込んでみたい方のために、次のステップもご紹介しましょう。

1
ステップ  必要な栄養分を摂り、体の

浄化を助けるために、あな
たのお気に入りの 飲み物に
デイリーバイオベーシックス
Daily BioBasics™ 2

ステップ  細胞を守るために
プロアンセノルズ 
Proanthenols® 

目的別に栄養補給

自分自身の栄養ニーズが分かってくると、特定の目的に合ったサプリメントを使ってみたく
なるかも知れません。ニーズは個性と同様、ひとりひとり違うものです。

ライフプラスは個々のニーズにお応えするために、様々な目的に合わせた幅広い製品をご
用意しています。ニーズに応じて選んだ製品を組み合わせれば、あなたにぴったりの栄養プ
ログラムができあがります。 

7



栄養補給
用サプリメント

ライフプラスでは高品質のサプリメントを幅広く取りそろえてい

ます。ニーズは人それぞれですが、ライフプラスならきっと適した

製品が見つかります。
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最強の
組み合わせ

MAINTAIN & PROTECT 100
メンテ&プロテクト 100
Daily BioBasics™
Proanthenols® 100 mg

Product 6328

MAINTAIN & PROTECT 100 GOLD
メンテ&プロテクト 100 ゴールド
Daily BioBasics™
Proanthenols® 100 mg
OmeGold®

Product 6378

ライフプラスの人気製品を

まとめたパック製品は、便利で

充実した内容が魅力です。

健康のサポートに欠かせない

高品質の栄養素を全般的に

確保できるよう、各製品の

組成を慎重に検討し、素材の

効果を最大限に引き出す

理想的な組み合わせに

なるよう厳選しました。
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MAINTAIN & PROTECT 50
メンテ&プロテクト 50
Daily BioBasics™
Proanthenols® 50 mg

Product 6316

EVERYDAY WELL-BEING
エブリデイ・ウェルビーイング
TVM-Plus™
Proanthenols® 100 mg

Product 6317

EVERYDAY WELL-BEING GOLD
エブリデイ・ウェルビーイング・ゴールド
TVM-Plus™
Proanthenols® 100 mg
OmeGold®

Product 6380

0 RYDAY WELL-BEINGEVERR
リデイ・ウェルビーイングエブリ
Plus™TVM-P

ProanthenolsProant ® 100 mg

VVERE YDAY WWEELL-BEING GOLD
ブリデイ・ウェルビーイング・ゴールド
M-Plus™

Proanthenols® 100 mg

G
グ

EV
エブ
TVM
Pro
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 デイリーバイオベーシックス™
 [栄養の宝庫]
デイリーバイオベーシックスは、健康を総合的に維持する為に必要な飲み物です。心身ともにベストな状態で1日を過ご
す為に必要な、ビタミン、ミネラル、及び繊維質がバランスよく配合されています。新しいデイリーバイオベーシックスは、
改良された繊維質の混合により、味及び製品に素晴らしい成果を生み出しました。このたび新たに開発した特別な製法
により、スムーズで、なめらか、クリーミーになったデイリーバイオベーシックスをお楽しみください。
デイリーバイオベーシックス１回分の栄養は:
 •  １日あたりの推奨摂取量の100%以上に相当する必須ビタミン、カルシウム、マグネシウム、その他のミネラル
• １日あたりの推奨摂取量の50%以上に相当する食物繊維で体内浄化をサポート
• 30種類の野菜と果物から抽出した植物性栄養素
• 特別な藻類、スピルリナとクロレラ
 •  50種類のハーブと野菜、果物のエキス、ビタミン、ミネラルなど、ストレスやフリーラジカルから体を守る抗酸化栄養素。
デイリーバイオベーシックスはエネルギーレベルの増加を助け、脳の働きを助ける健康な血流とカルシウム濃度を維
持します。バランスの取れたダイエットの一部として、食生活に適切なカルシウムとビタミンDを取り入れることで、骨粗
鬆症の危険を減少させることが考えられます。デイリーバイオベーシックスは1日を過ごす為に体に必要なビタミン及
びミネラルを提供します。
 使用法：  一日一回お好みの飲みもの（約２４０から３６０ｍｌ)に、付属のスプーン（２０ｃｃ）２杯（約２６．6ｇ）の

デイリーバイオベーシックスを入れ、シェイクした後はすぐにお召し上がり下さい。 また、より良い効果を得るた
めに１時間以内に２４０ｍｌから３６０ｍｌの飲みものをお取りください。

  製品番号 内容量 出荷重量
 6132 798 g 39オンス

 デイリーバイオベーシックス™
 ベジーキャップス
 便利で飲みやすいカプセル入り

使用法：  １日１回16カプセルお摂り下さい植物繊維 7g (水溶性繊維 6g, 不溶性繊維1g, 28%）

  製品番号 内容量 出荷重量
 6193 480粒 29オンス

12



1 回当たりの摂取量   1 日の推奨摂取量に対する割合 (%) 1 回当たりの摂取量   1 日の推奨摂取量に対する割合 (%) 1 回当たりの摂取量   1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
カロリー 66   
炭水化物総量 (食物繊維含む) 22 g 7%*
食物繊維 13 g 52%*
水溶性繊維 8 g **
不溶性繊維 5 g **
ビタミン A (プレフォームド) 33%  (2500 IU)、
カロチン 67%  (5000 IU) 7500 IU 150%
 ビタミンC
（アスコルビン酸、  アセロラ、ローズヒップ） 300 mg 500%
 ビタミン D-3 (コレカルシフェロール) 600 IU 150%
  ビタミン E (d- αコハク酸トコフェロール) 100 IU 333%
   ビタミン K-1 (フィトメナジオン) 80 mcg 100%
 チアミン (ビタミン B-1) 3 mg 200%
   リボフラビン (ビタミン B-2) 3.5 mg 206%
  ナイアシン (ニコチン酸および  ナイアシンアミド) 40 mg 200%
 ビタミン B-6 (塩酸ピリドキシン) 4 mg 200%
 葉酸 500 mcg 125%
 ビタミン B-12 (シアノコバラミン) 12 mcg 200%
 ビオチン 300 mcg 100%
 パントテン酸 (パントテン酸 d-カルシウム) 20 mg 200%
 カルシウム (総量) 1000 mg 100%
  Iodine (ヨウ化カリウム) 150 mcg 100%
 マグネシウム (総量) 400 mg 100%
 亜鉛 (グルコン酸亜鉛) 15 mg 100%
  セレン (アスパラギン酸セレン) 105 mcg 150%
  銅 (グルコン酸銅) 2 mg 100%
 マンガン (グルコン酸マンガン) 2 mg 100%
 クロム (ピコリン酸クロム) 180 mcg 150%
 モリブデン (モリブデン酸ナトリウム) 125 mcg 167%
 ナトリウム (総量) 15 mg 1%

マルトデキシトリン水溶性繊維 3.6 g **
 オオバコ (ブロンド サイリウム) 
 種子皮末 3.8 g **
 オオバコ (ブロンド サイリウム) 種子 12.3 g **
 グアールガム種子内胚乳 277 mg **
 亜麻子 (脱油) 277 mg **
ケルプ (Laminaria digitata L.) 全草 147 mg **
クログルミ葉 140 mg **
ベントナイト 140 mg **
 三ケイ酸マグネシウム 140 mg **
 ホウ素 (ホウ酸ナトリウム十水和物) 300 mcg **
 ケイ素 (ケイ酸) 1 mg **
  酒石酸水素コリン 5 mg **
 イノシトール 30 mg **
レチシン (大豆) 50 mg **
 ビオフラボノイド (レモン) 50 mg **
PABA 10 mg **
 アルファリポ酸 5 mg **
 ヘスペリジン 8 mg **
 ケルセチン 10 mg **
 ルチン 10 mg **
 ルテインエキス 2 mg **
リコピンエキス 2 mg **
 L-グルタチオン 2 mg **
 大豆イソフラボン エキス 13 mg **
アセロラ果実 エキス 10 mg **
 アルファルファ葉 191 mg **
 アシュワガンダ根茎部エキス 8 mg **
 レンゲ根茎部エキス 8 mg **
 ビートルート 46 mg **

コケモモ葉 20 mg **
ブロッコリ頭状花部粉末 75 mg **
芽キャベツ  頭部 20 mg **
キャベツ  葉 25 mg **
人参  根部 180 mg **
カリフラワー 50  mg **
カモミール花部 20 mg **
クロレラ単細胞藻 10 mg **
ダルス葉 10 mg **
 イチョウ葉エキス 10 mg **
エゾウコギ(Eleutherococcus senticosus 
(Rupr. et Maxim.)  Maxim.) 根部 10 mg **
グリーンピース  種子 40 mg **
ピーマン  果実 30 mg **
緑茶葉 35 mg **
ケール  葉粉末 20 mg **
 レモングラス葉 20 mg **
オオアザミ種子 25 mg **
ノルウェイ産ケルプ(Ascophyllum nodosum L.) 
全草 10 mg **
 パセリ葉 35 mg **
 アカツメクサ花部 50 mg **
 ローズ ヒップ果実 10 mg **
 ローズマリー葉 25 mg **
ほうれん草  葉 10 mg **
スピルリナ  微小藻類植物性  プランクトン 10 mg **
 クルクミノイ ( ターメリック根部エキス) 19 mg **
 クレソン葉 25 mg **
 プロバイオティクス (ProBioTx™ ) 安定化
 プロバイオティクスブレンド 35 mg **

成分データ  
用量  大さじすりきり２杯 (26.6 g)
 内容量 30

 *推奨摂取量の割合は2,000カロリーの食事に基づいています。  **1 日の推奨摂取量は規定されていません。

 US.SF.MOD 13A ベジタリアンの方にも最適
グルテン　フリー

 ◊これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA（食品および薬品管理局）の評価を受けておりません。本品はいかなる病気に対しても、その診断、治療、予防を目的とした ものではありません。
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 プロアンセノルズ® 
 本物の抗酸化栄養素(活性酸素除去物質)でプロテクション REAL OPC™
 プロアンセノルズは南フランスのジャック・マスケリエ博士とベルケム研究所による50年の研究に基づく最高の抗酸化栄養素［活
性酸素除去］を含みます。

プロアンセノルズはよく小売店で見かけられる類似品の松の樹皮やブドウの種製品とは異なります。「リアルOPCs」は南フランスで
見つけられる特別なブドウの種子と松の樹皮エキスをマスケリエ方式で取り出した本物です。リアルOPCsはあなたの体の活性酸
素を除去し、老化を防ぐ、優れた抗酸化栄養素です。ビタミンEの50倍以上、ビタミンCの20倍以上のパワーで体細胞を守ります。

プロアンセノルズは、体全体の組織から減少する関節を囲む組織、血管、皮膚、靭帯、健、筋肉、心臓などの組織を従来どおりに引き
締め弾力ある働きに戻す効果があります。研究の結果、OPCには老化でおとろえる集中力などを健康に維持、助ける効果もあると言
われています。

さらにプロアンセノルズにはビタミンCやE等、他の全ての抗酸化栄養素が体内でより効果的に働くのを助ける働きがあります。
リアルOPCsはあなたの細胞をフリーラジカルから守り、コラーゲン生成を促進させ体内の器官、組織をサポートします。

証明された効果と人気でプロアンセノルズは当社の誇る最も重要な製品のひとつです。プロアンセノルズの力で体を守りましょう。

使用法：  1粒を1日2回またはそれ以上。

  製品番号 種類 内容量 出荷重量
 6191  50mgタイプ 60粒 4オンス 
 6190  50mgタイプ 240粒 8オンス 
 6192 100mgタイプ 60粒 4オンス

成分データ - 100mg
用量 1 粒
内容量 60 回分
1 回当たりの摂取量    1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
 ビタミン C (アスコルビン酸カルシウム) 20 mg 33%
 オリゴメリック プロアントシアニジン (OPC) 100 mg *
 ビオフラボノイド (レモン) 130 mg *
 ヘスペリジン 25 mg *
 ルチン 20 mg *
 ケルセチン 5 mg *
 *１日の推奨摂取量は規定されていません

 US.SF.MOD 4A ベジタリアンの方にも最適
グルテン　フリー

 ◊これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA（食品および薬品管理局）の評価を受けておりません。本品はいかなる病気に対しても、その診断、治療、予防を目的とした ものではありません。
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成分データ  
用量  1 カプセル
内容量 60 回分
1 回当たりの摂取量   1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
 カロリー 10  
脂質由来のカロリー 9  
 脂質総量 1 g 2%*
トランス脂肪 0 g 
コレステロール 4 mg 1%*
ビタミンD (コレカルシフェロール) 800 IU 200%
オメガ3系脂肪酸(最低総量） 600 mg **
EPA (エイコサペンタエン酸) 60 to 150 mg **
DHA (ドコサヘキサエン酸、最低量) 430 mg **
トコフェロール類 11 mg **
E-32 抽出油ブレンド 32 mg **
   *推奨摂取量の割合は 2,000カロリーの食事に基づいています。
 **1日の推奨摂取量は規定されていませんので算出できません。

 US.SF.MOD 1C グルテン　フリー

 オメゴールド®
 DHAとEPAをたっぷり配合した、オメガ3系脂肪の特別ブレンドオイル
 オメゴールドは脂溶性の抗酸化物質各種を豊富に含むオイルサプリメントです。植物
から抽出した特製オイルを独自の配合でブレンドし、DHAとEPA、オメガ3系脂肪酸のほ
か、ビタミンDと一緒にソフトカプセルに詰めました。オメゴールドは緻密な計算のもと
に独自に開発された製品です。安全で効果的に必須栄養素のオメガ3系脂肪酸を摂取す
ることができます。DHAが脳の重要な構成成分であることは科学的に明らかにされてい
ます。DHAはなんと、脳の脂質の4分の1を占めているのです。 

 私たちの体に欠かせないオメガ3系脂肪酸は、循環器系や認知能力に効果的な優れた栄
養です。オメゴールドでオメガ3系脂肪酸をたっぷり摂りましょう。 

使用法：  １ソフトカプセル１日２回

  製品番号 内容量 出荷重量
 4999 60粒 4 オンス

 ◊ これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA（食品および薬品管理局）の評価を受けておりま
せん。本品はいかなる病気に対しても、その診断、治療、予防を目的とした ものではありません。
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アロエベラキャップス
  手軽で飲みやすいカプセル
アロエベラキャップスは、アロエベラと アミノ酸 （L-グルタミン
と L-グリシン) の 配合による強力な相乗効果を、手軽なカプセ
ルに詰めました。

使用法：  １カプセルを１日２回、又は必要に応じてそれ以上。

  製品番号 内容量 出荷重量
 6003 60粒 5オンス

成分データ  
用量   1 カプセル
内容量  60 回分
1 回当たりの摂取量   1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
カルシウム (総量) 54 mg 5%
アミノエース™コンプレックス (当社商標登録済み） 605 mg *
アロエベラ（ゲル部フリーズドライ）   *
L-グルタミン   *
L-グリシン   *
*1日の推奨摂取量は規定されていませんので算出できません。

US.SF.MOD 1 グルテン　フリー

アロエベラキ
  手軽で飲みやすいカ
アロエベラキャップスは、ア
と L-グリシン) の 配合によ
ルに詰めました。

使用法： １カプセルを１日

  製品番号 内容量 
 6003 60粒
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成分データ  
用量 4 粒
内容量 60 回分
1 回当たりの摂取量  1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
ビタミン C (アスコルビン酸) 300 mg 500%
ビタミン E(d-αコハク酸  トコフェロール) 90 IU 300%
ビタミン B-1 (塩酸チアミン) 6 mg 400%
ビタミン B-2 (リボフラビン) 6 mg 353%
ナイアシン (ニコチン酸および  ナイアシンアミド) 70 mg 350%
ビタミン B-6 (塩酸ピリドキシン) 6 mg 300%
葉酸 175 mcg 44%
ビタミン B-12(シアノコバラミン) 240 mcg 4000%
パントテン酸 (パントテン酸 d-カルシウム) 64 mg 640%
カルシウム (総量) 220 mg 22%
リン (総量) 138 mg 14%
マグネシウム (総量) 73 mg 18%
亜鉛 (グルコン酸亜鉛) 5 mg 33%
セレン (亜セレン酸ナトリウム) 10 mcg 14%
銅 (グルコン酸銅) 1 mg 50%

1 回当たりの摂取量  1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
マンガン (硫酸マンガン) 2 mg 100%
クロム (ピコリン酸クロム) 200 mcg 167%
カリウム (グルコン酸カリウム) 15 mg 0%
イチョウ葉エキス 6 mg *
ゴタコラ葉茎部 120 mg *
アメリカ人参 (Panax quinquefolius L.) 
根部エキス 30 mg *
エゾウコギ (Eleutherococcus senticosus
(Rupr. et Maxim.) Maxim.) 根部エキス 30 mg *
ケルプ (Ascophyllum nodosum L.) 全草 30 mg *
ビオフラボノイド (レモン) 175 mg *
L-グルタミン 130 mg *
L-フェニルアラニン 300 mg *
L-チロシン 100 mg *
パンクレアチン 6X (N.F.) 45 mg *

*1日の推奨摂取量は規定されていませんので算出できません。

US.SF.MOD 4 グルテン　フリー

 アンティストレス　フォーミュラ
  人生は考え様によっては素晴らしいもの！
 アンティストレスフォーミュラはストレスに対抗する為の幅広い栄養素を含む総括的な抗ストレスサプリメントです。LチロシンやLフェニルアラニ
ンといったアミノ酸は、脳内で気持ちを明るくする脳内伝達物質に変わる成分で、ストレスに対して重要なサポートをします。又、シベリア産・アメ
リカ産チョウセンニンジン、ゴタコラ、ギンコビロバ(銀杏葉)、ワイルドヤムといった植物エキスと一緒に必須のビタミンB群も合わせてあります。
バイオフラボノイドのような他の相乗効果の高い栄養素も含み、他の単なる抗ストレス栄養サプリメントより、はるかに優れたものです。

時々襲ってくるストレスにうまく対抗しましょう

使用法：  4粒を1日2回(妊婦や授乳中の方及びモノアミン酸化物抑制物質(MAO-I)を 服用中の方は医師の指示に従いご使用下さい）

  製品番号 内容量 出荷重量
 6121 240粒 13オンス 

 ◊これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA（食品および薬品管理局）の評価を受けておりません。本品はいかなる病気に対しても、その診断、治療、予防を目的とした ものではありません。
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 ボーン ビルダー
丈夫で健康な骨のために◊

 カルシウム製品はすべて同じ？体内でのカルシウム利用に影響す
る重要な要素がいくつかあります。ボーンビルダー (Bone Builder) 
には、効果を最大限に引き出すために、カルシウムが適切に吸収、
利用されるようにする相乗効果の高い成分が配合されています。◊

これは、最近利用できるようになったイプリフラボンという栄養素
です。イプリフラボンは、骨へのカルシウムの吸収を促進します。
また、骨を形成するバナジウム、超微量ミネラル、葉酸、ビタミン 
B-12、特殊代謝産物であるビタミン B-6 など、健康なカルシウムと
骨の代謝作用を維持する成分が配合されています。◊

ボーンビルダー (Bone Builder) には、吸収性の高いカルシウムが
クエン酸カルシウム/炭酸エステル複合体の形で配合されていま
す。どんな年齢層の方でも、健康な骨を維持するには、定期的な運
動と、カルシウムを十分に含んだ健康的な食事が不可欠です。ボー
ンビルダー (Bone Builder) で、骨の健康についての最新の研究成
果をお試しください。

使用法：  ２粒を１日２回

  製品番号 内容量 出荷重量
 6114 120 9 オンス

成分データ  
用量   2 粒
内容量  60 回分
1 回当たりの摂取量   1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
 葉酸 200 mcg 50%
 ビタミンB-12 (シアノコバラミン) 100 mcg 1667%
 カルシウム (総量) 205 mg 21%
 イプリフラボン 300 mg *
 ピリドキサル 5-リン酸 15 mg *
*1日の推奨摂取量は規定されていませんので算出できません。

US.SF.MOD 3A ベジタリアンの方にも最適
グルテン　フリー
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成分データ
用量 3 粒
内容量 60 回分
1 回当たりの摂取量  1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
 ビタミン E(d- αコハク酸トコフェロール) 45  IU 150%
 ビタミン K-1 (フィトメナジオン) 50  mcg 63%
 塩酸チアミン (ビタミン B-1) 25  mg 1667%
 リボフラビン (ビタミン B-2) 25  mg 1471%
 ナイアシン (ナイアシンアミド) 25  mg 125%
 ビタミン B-6(塩酸ピリドキシン) 6  mg 300%
 葉酸 100  mcg 25%
 ビタミンB-12 (シアノコバラミン) 106  mcg 1767%
 パントテン酸 (パントテン酸 d-カルシウム) 100  mcg 1667%
 セレン (亜セレン酸ナトリウム) 6  mcg 100%
パントテン酸(パントテン酸  d-カルシウム) 25 mg 250%
 クロム (塩化クロム) 30  mcg 43%
 パントテン酸 (パントテン酸d-カルシウム) 25  mg 21%
 L-カルニチン (L-カルニチンL-タルトラート)  100  mg *
N-アセチル L-カルニチン  55  mg *
N-アセチル L-システイン 150  mg *

1 回当たりの摂取量  1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
  ジメチルアミノエチル (DMAE) 60  mg *
 ホスファチジルセリン (リン脂質複合体 (大豆)) 11 mg *
トウゲシバ (Huperzia serrata (Thunb. ex Murray) Trevis) 
全草エキス 1.8 mg *
 イチョウ葉エキス (Ginkgo biloba L.) 30 mg *
 ゴトゥ コラ葉茎部 90 mg *
エゾウコギ(Eleutherococcus senticosus 
(Rupr. et Maxim.) Maxim.)  根部エキス 15 mg *
ケルプ (Ascophyllum nodosum L.) 全草 10 mg *
 ビオフラボノイド (レモン、果実) 10 mg *
 アルファリポ酸 45 mg *
 L-グルタミン 90 mg *
 L-フェニルアラニン 100 mg *
タウリン 150 mg *
 L-チロシン 45 mg *

 *1日の推奨摂取量は規定されていませんので算出できません。

US.SF.MOD 4B ベジタリアンの方にも最適
グルテン　フリー

 ブレイン　フォーミュラ
 精神力をサポート
 20世紀最後の10年は神経科学の研究が飛躍的に進みました。ブレインフォーミュラに含まれる特別な栄養素や独特の植物エキスがニューロン
［脳細胞］の健康を維持し、細胞のエネルギー作成の為の健康なミトコンドリアの機能を向上させるということも証明されたのです。特別なニューロ
トランスミッター［脳神経伝達］への栄養素と多種類の濃縮ハーブを含むブレインフォーミュラは、フリーラジカル、活性酸素を取り除き、健康な脳
細胞の伝達、特にネットワークを広げる多量な極めて小さな脳の血管をサポートします。カフェインのような刺激物を利用しなくても、ブレインフ
ォーミュラによって栄養的にサポートされた神経伝達の活動は、冷静な感情や良好な記憶力、精神的機敏さ、集中力に結びつけてくれます。

ブレインフォーミュラで頭と心に元気を。

 使用法：  3粒を1日2回(妊婦や授乳中の方、又モノアミン酸化物抑制物質(MAO-I)を 服用中の方は医師の指示に従いご使用下さい）

  製品番号 内容量 出荷重量
 6104 180粒 11オンス

 ◊これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA（食品および薬品管理局）の評価を受けておりません。本品はいかなる病気に対しても、その診断、治療、予防を目的とした ものではありません。
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 カルマグ プラス™
 カルシウムとマグネシウムで、全身をもっと健康に！
 体は骨や歯以外の為にもカルシウムを必要として います。筋肉・心臓・
神経系にも大変重要なものです。 カルマグプラスはカルシウムの吸収
を最高にする 為ペーハーバランスを整えています。ビタミンD、ビタミン
K、微量ミネラル、ホウ素は健康的なカルシウムの 代謝作用に特定の役
割をはたします。カルシウムと マグネシウムはお互いに共同で健康的な
骨の形成を 促進したり、筋肉の調子を整えリラックスさせ歯を丈夫に し
ます。体内の組織、健康な骨を支える300以上の 異なる酵素の組織や各
細胞にエネルギーを与える ＡＴＰ生産において、マグネシウムは大変
重要です。

 ペーハーバランスの取れたカルマグプラスで、健康な骨と筋肉の形成、
体全体の細胞をサポート

使用法：  5粒を1日2回

  製品番号 内容量 出荷重量
 6105 300粒 13オンス

キャッツクロープラス™
 濃縮キャッツクローと免疫組織を維持する熱帯雨林産ハー
ブの相乗効果 
熱帯雨林の不思議な世界へようこそ！(キャッツクローは免疫力を高める
作用で有名になったペルー原産のハーブです。)ライフプラスのキャッツ
クローは、環境にやさしい方法で収穫されています。キャッツクローは、
原住民から[熱帯雨林の神聖なハーブ]と呼ばれ元気の源として愛用され
てきました。キャッツクローの内皮にある６種類のオキシンドルアルカノ
イドを含んでおり、それらは免疫力を強化する成分として証明されていま
す。又､免疫力の向上に働くパウダルコとマカといった２種類のハーブも
配合されています。免疫力とエネルギー向上の為にぜひお試しください。

 免疫組織を健康な状態に保ちます

使用法：  １日３粒。必要に応じて１日９粒まで。

  製品番号 内容量 出荷重量
 4040 90粒 5オンス

US.SF.MOD 4

US.SF.MOD 4A

成分データ  
用量 5 粒 
内容量 60 回分
1 回当たりの摂取量  1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
 ビタミン C (アスコルビン酸カルシウム) 120  mg 200%
 ビタミン D-3 (コレカルシフェロール) 200  IU 50%
 ビタミン K-1 (フィトメナジオン) 32  mcg 40%
 カルシウム (総量) 500  mg 50%
 リン (総量) 135  mg 14%
 マグネシウム (総量) 250  mg 63%
 亜鉛 (グルコン酸亜鉛) 7.5  mg 50%
 銅 (グルコン酸銅) 0.5  mg 25%
 マンガン (グルコン酸マンガン) 3  mg 150%
 ホウ素 (ホウ酸ナトリウム十水和物) 3  mg *
 塩酸ベタイン 50  mg *
 L-グルタミン酸 50  mg *
 アルファルファ葉 20  mg *
 ダルス葉 10  mg *
 ケイ素 (ケイ酸) 3  mg *
ノルウェイ産ケルプ (Ascophyllum nodosum L.) 全草 10  mg *
 *推奨摂取量の割合は2,000カロリーの食事に基づいています。

ベジタリアンの方にも最適
グルテン　フリー

成分データ  
用量 3粒
内容量 30 回分
1 回当たりの摂取量  1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
 キャッツクロー内部樹皮エキス 1000 mg *
 マカ根 100 mg *
 パウダルコ樹皮エキス 100 mg *
 チュチュワシ 樹皮 50 mg *
 ムイラプアマ(Potency Wood) 樹皮、根 50 mg *
 チャンカピエドラ全草 50 mg *
 イエルバマテ葉 50 mg *
 *1日の推奨摂取量は規定されていません。

ベジタリアンの方にも最適
グルテン　フリー
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1 回当たりの摂取量 1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
 カロリー 15  
チアミン（ビタミンB-1） 1 mg 67%
リボフラビン（ビタミンB-2） 1 mg 59%
ナイアシン (ニコチン酸) 1.2 mg 6%
ビタミン B-6 (塩酸ピリドキシン) 1 mg 50%
葉酸 180 mcg 45%
ビタミン B-12 (シアノコバラミン) 6 mcg 100%
L-アルギニン (L-アルギニン一塩酸塩) 3000 mg *
L-リジンHC1 100 mg *
ナギイカダ根茎部エキス 36 mg *
セイヨウトチノキ果実エキス 36 mg *
イチョウ(Ginkgo biloba L.) 葉エキス 132 mg *
ムイラプアマ (Potency Wood) 樹皮エキス 90 mg *
*1日の推奨摂取量は規定されていませんので算出できません。

 US.SF.MOD 6 ベジタリアンの方にも最適
グルテン　フリー

 サーキュレーション　フォーミュラ
  血液循環をやさしく効果的に刺激します。
研究者はサーキュレーションフォーミュラの主成分でもあるL-アル
ギニンが “NO”を生成する事を 証明しノーベル賞を受けました。Ｎ
Ｏは、一酸化窒素物のことです。血液がより容易に効果的に流れる
ように、血管を広げるのに有効な成分です。サーキュレーションフ
ォーミュラは、良質な上に、健康的な動脈、静脈、循環をサポートす
る相乗効果の高い、ビタミンB群、ギンコビロバ(イチョウ葉)を含む
高品質の各種ハーブエキスやウマグリの種、ナギイカダエキスも
含み、さらに健康的な生殖機能をサポートするアマゾンからのハー
ブ、ムイラプアマを含みます。あなたの心臓、脳、生殖器は最善の血
の流れを最も必要としています。

 サーキュレーションフォーミュラで血液循環を安定させよう！

使用法：  6粒を1日1回、口の中で放置せず、すぐに水などでお飲み
下さい。 (タブレットはカットせず、　そのままお召し上が
りください）

  製品番号 内容量 出荷重量
 6133 180粒 13オンス

成分データ  
用量 6 粒
 内容量 30 回分

 サーキ
  血液循環を
研究者はサー
ギニンが “NO
Ｏは、一酸化窒
ように、血管を
ォーミュラは、
る相乗効果の
高品質の各種
含み、含 さらに健
ブ、ブ、ムブブ イラプア
ののの流の流れを最も

 サーキュレー

使用法：  6粒を
下さ
りくだ

 製品番号 
6133

 ◊ これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA（食品および薬品管理局）の評価を受けておりま
せん。本品はいかなる病気に対しても、その診断、治療、予防を目的とした ものではありません。
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成分データ
用量  大さじすりきり１杯
内容量 60 回分
1 回当たりの摂取量  1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
   カ ロリー 50  
 炭水化物総量 11.8 g 4%*
   食物繊維 8 g 32%*
水溶性繊維 5 g 
 不溶性繊維 3 g 
 オオバコ (ブロンド サイリウム) 種子 7.4 g **
 オオバコ (ブロンド サイリウム) 種子皮末 1.8 g **
 マルトデキシトリン水溶性繊維 2.7 g **
 亜麻子 (脱油) 177 mg **
 グアールガム種子内胚乳 177 mg **
 クログルミ葉 118 mg **
 ベントナイト 118 mg **
 三ケイ酸マグネシウム 118 mg **
 海産物アルギン酸塩 
(ラミナリア: (Laminaria digitata) 全草) 94 mg **
 ビートルート (Beta vulgaris rubra L.) 59 mg **
 プロバイオトクス (ProBioTx™)  
プロバイオティクスブレンド 11.8 mg **
  *推奨摂取量の割合は 2,000カロリーの食事に基づいています。  
**1日の推奨摂取量は規定されていませんので算出できません。

 US.SF.MOD 7 ベジタリアンの方にも最適
グルテン　フリー

コロン フォーミュラ
 6種類の繊維で腸のクレンズ
 毎日、腸をきれいにする事によって気持ちも明るくなります。腸内環境
を整える事は体全体の健康にとってとても大切です。コロンフォーミュ
ラにはユニークな善玉腸内細菌(プロバイオティクス)に相乗効果の高
い、可溶性、不溶性両方の異なるタイプの高品質繊維がブレンドして
あります。これらが、腸内の環境を整えるのを助け、小腸内の酸とアル
カリのバランスを維持する事を助けます。コロンフォーミュラは消化さ
れた食べ物の腸での適切な通過時間を整え、定期的で健康な排泄を
促します。果物や野菜、他のバランスの取れた食事にコロンフォーミュ
ラを加える事で、自然な洗浄と腸の健康をサポートし、適度なコレス
テロールレベルを保ちます。コロンフォーミュラはデイリーバイオベー
シックスと併用することでさらにクレンズ(浄化)が進みますので、時々
ご使用になることで腸への集中クレンズにもなります。

 腸の健康と自然なクレンジングをサポート

使用法：  付属のスプーン1杯のコロンフォーミュラをコップ1杯くらい
のお好きなジュースでしっかりシェイクし、すぐに一気にお飲
み下さい。その後コップ1杯のきれいな水を飲んで下さい。1
日1、2回御利用下さい。(過去1年以内に腸の手術などをされ
ている方は専門医の指示に従って御利用下さい）

  製品番号 内容量 出荷重量
 6109 762 g 39オンス

成分データ  
用量 1 粒
内容量 60 回分
1 回当たりの摂取量  1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
 カルシウム（第２リン酸カルシウムより） 114  mg 11%
 リン（第２リン酸カルシウムより） 88  mg 9%
 補酵素 Q-10 50  mg *
レチシン (大豆) 50  mg *
ビオフラボノイド (レモン、果実) 25  mg *
ケルセチン 5  mg *
*1日の推奨摂取量は規定されていませんので算出できません。

 US.SF.MOD 4A ベジタリアンの方にも最適
グルテン　フリー

Co-Q-10 プラス™
抗酸化物質で循環系を保護
私たちの体内では、食べたものをエネルギーとして代謝するために 
Co-Q-10 その他の補酵素が使われています。Co-Q-10 プラスには、
補酵素Q10だけでなく、カルシウムやリンなどエネルギーをサポート
する主要ミネラル類も配合してあります。

使用法：  １粒を１日２回

 製品番号 内容量 出荷重量
 1012 60粒 6オンス
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 ダイジェスティブ　フォーミュラ
 消化管用のユニークなサプリメント
 ダイジェスティブ・フォーミュラと他の消化補助剤との違いダイジ
ェスティブ・フォーミュラは、酸性化と消化酵素の分泌を助けるユ
ニークな消化管用のサプリメントです。通常、体内に送り込まれた
食物が酸性化することにより、消化を促す環境が整います。炭水化
物やたんぱく質、脂質を加水分解する補助的な酵素により、消化
プロセスがさらに促進されます。中でも、膵臓から分泌される多機
能な酵素は、たんぱく質や脂質、複合糖質など、あらゆる食物を分
解するため、特に重要です。このダイジェスティブ・フォーミュラは、
消化不良や胸焼けを起こしたときなどにもお使いいただけます。

 私たちの体は、食べ物を消化し、吸収したものから成り立ってい
ます

使用法：  1、2粒を食前又は食間

  製品番号 内容量 出荷重量
 6122 90粒 7オンス

成分データ  
用量 1 粒
内容量 90 回分
1 回当たりの摂取量    1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
アミラーゼ 50 mg *
胆汁 45 mg *
ブロメライン 30 mg *
リパーゼ 25 mg *
パンクレアチン  100 mg *
パンクレリパーゼ 110 mg *
パパイン 30 mg *
ペプシン 70 mg *
塩酸ベタイン 150 mg *
L-グルタミン酸 20 mg *
グリシン 5 mg *
アロエベラ葉 5 mg *
ビートルート (Beta vulgaris rubra L.)  5 mg *
グリセリン 12 mg *
レシチン (大豆) 5 mg *
ペパーミント葉 5 mg *
プロバイオティクスブレンド 20 mg *
   *1日の推奨摂取量は規定されていませんので算出できません。

 US.SF.MOD 5 グルテン　フリー

 ◊ これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA（食品および薬品管理局）の評価を受けておりま
せん。本品はいかなる病気に対しても、その診断、治療、予防を目的とした ものではありません。

24



D-マンノース プラス
マンノースは、エネルギーに代謝される量がごくわずかで、インスリン分泌
を刺激しない天然糖質です。栄養補助食品として有用であり、特にD-マンノ
ースの天然源であるクランベリーエキスや、その他多くの植物性栄養素と
組み合わせて摂取すると、その有効性を期待できます。これらの成分は相乗
効果により、膀胱および尿路の正常な機能維持のサポートに役立ちます。◊

クランベリーは北米原産で、ヨーロッパのコケモモやハックルベリーと縁
戚関係にあり、アメリカ先住民の食生活には欠かせないものとして認識さ
れていました。現在、クランベリーをベースとした製品は全世界で広く利用
されています。

D-マンノース プラスは、当社のD-マンノースおよびクランベリー複合体を
ベースとした高品質の栄養補助食品で、高い品質基準に基づいて製造さ
れ、飲みやすいカプセル式になっています。

使用法：  ４粒を１日に(一度に飲むことも可能）

  製品番号 内容量 出荷重量
 6355 120粒 6オンス

1 回当たりの摂取量    1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
 カロリー 9 0%*
炭水化物総量 2 g 1%*
 糖 2 g 
独占配合　D-Cコンプレックス™ 2050 mg **
D-マンノース  **
クランベリーエキス  **
 *推奨摂取量の割合は2,000カロリーの食事に基づいています。 
**1日の推奨摂取量は規定されていません。

 US.SF.MOD 2 ベジタリアンの方にも最適
グルテン　フリー

成分データ  
用量 4 カプセル
内容量 30 回分

成分データ  
用量 1 カプセル
内容量 30 回分

ライフプラス・ディスカバリー 
オウギ根茎部エキス入りカプセル
中国伝統のハーブエキスと最先端の科学が生んだ、アンチエイジングのため
のサプリメント◊

ライフプラスでもかつてないほどエキサイティングな新製品が誕生しました。
ライフプラス･ディスカバリーは、加齢は外見だけでなく内面でも進むという
事実に着目して、高品質のオウギエキスを配合したサプリメントです。オウギ
は何千年も前から中国で生薬として使われてきた伝統ある植物です。全身で
新しい細胞を盛んにつくれるよう、幹細胞の機能と修復を助け、幹細胞を長持
ちさせる働きがあるので、細胞レベルで加齢と闘うあなたの味方になります。◊

実年齢に関係なく、ライフプラス・ディスカバリーで新しい可能性を見出しま
しょう。◊

使用法：  １カプセルを１日１回

 製品番号 内容量 出荷重量
 6063 30粒 ２オンス 

1 回当たりの摂取量   1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
独占配合ブレンド 9 mg *
オウギ根茎部エキス  *
桂皮  *
ザクロ全果実エキス  *
ショウガ根茎部エキス  *
クェルセチン2水和物  *
 *1日の推奨摂取量は規定されていませんので算出できません。

US.SF.MOD 1B ベジタリアンの方にも最適
グルテン　フリー
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成分データ  
用量 2 粒
内容量 60 回分
1 回当たりの摂取量  1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
 葉酸 40 mcg 10%
 ビタミン B-12 (シアノコバラミン) 50 mcg 833%
 菌類混合物 250 mg *
 ベータ 1,3 グルカン  (ベータグルカン複合体) 40 mg *
 塩酸ベタイン 100 mg *
 ブロメライン 33 mg *
 補酵素 Q-10 4 mg *
 イノシトール 90 mg *
 イノシトールヘキサスリン酸 70 mg *
 L-カルチニン 20 mg *
 ケルセチン 40 mg *
 イタドリエキス 20 mg *
 アロエベラ葉ゲル 10 mg *
アメリカ人参 (Panax quinquefolius L.) 
根部エキス 20 mg *

1 回当たりの摂取量  1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
 アシュワガンダ根茎部エキス 70 mg *
 オウギ根茎部エキス 70 mg *
 チョウセンゴミシ根エキス 40 mg *
 エキナセア混合物 100 mg *
 ゴトゥ コラ葉茎部エキス 40 mg *
 緑茶エキス（40％ポリフェノール） 80 mg *
 ミルクアザミの種のエキス 30 mg *
 ノニ 葉エキス 15 mg *
 オリーブ 葉エキス 20 mg *
 ザクロ全果実エキス 18 mg *
 イボタノキ果実 (液果) 70 mg *
 チョウセンゴミシ果実エキス 40 mg *
エゾウコギ (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) 
Maxim.) 根部エキス 30 mg *
 クルクミノイド  （ターメリック根部エキス) 38 mg *

 *1日の推奨摂取量は規定されていませんので算出できません。

US.SF.MOD 4 ベジタリアンの方にも最適
グルテン　フリー

ＤＮＡイミューン
   DNAと免疫組織のサポート
 ＤＮＡイミューンは最もユニークな製品のひとつです。最新科学テクノロジーを取り入れて健康的な免疫機能をサポートし、あなたの体の兆単位
の細胞に含まれる価値あるＤＮＡ(細胞の核)を保護します。化学物質、不快な環境要素、食事の植物栄養素劣化にさらされている現代人にとって
体内のＤＮＡ機能をサポートする事はとても重要です。当社が特許を持つ強力で、幅の広い効力のあるマイコシューティカルズ(真菌類)、エラジッ
ク酸、日本のミチヤナギエキス、ベータグルカン、IP-6、L-カルニチン、そして免疫を集中的にサポートする各種ハーブエキスのブレンドが、特にあ
なたのＤＮＡ と免疫組織をサポートします。

   最高の健康と長寿の為に健康なＤＮＡと免疫機能をサポートしましょう

使用法：  2粒を1日2回

  製品番号 内容量 出荷重量
 6110 120粒 9オンス

成分デ
用量 
内容量
1 回当たり

ＤＮＡ
   DNAと免
 ＤＮＡイミ
の細胞に含
体内のＤＮ
ク酸、日本の
なたのＤＮ

   最高の健康

使用法使用使 ：  2粒

製製製製品品番号品
6616110 

 ◊これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA（食品および薬品管理局）の評価を受けておりません。本品はいかなる病気に対しても、その診断、治療、予防を目的とした ものではありません。
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 エンドクリンDHEA™ タブレット
 時計を戻すお手伝い
 誰もが知っていることですが、私たちの身体は生涯、変化し続けます。
デヒドロエピアンドロステロン (DHEA) は、副腎がコレステロールから
生成する天然 ステロイドホルモンですが、 加齢とともに身体に起こる
1つの変化は、このホルモンの量が減少していくことです。したがって、
若い頃のレベルを維持するには、外部からこのホルモンを摂取する必
要があります。

エンドクリン DHEA (Endocryn DHEA) 粒では、この DHEAを補給する
ことで、 簡単に代謝を高めることができます。

使用法：  18才未満の方は使用できません。１日１粒、必要に応じて３
粒まで。

  製品番号 内容量 出荷重量
 0210 90粒 6オンス

1 回当たりの摂取量  1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
 パントテン酸 10  mg 100%
DHEA（デヒドロエピアンドロステロン） 30 mg *
β-シトステロール複合体 （大豆植物ステロール) 10  mg *
 自然生（Dioscorea Villosa L.） 根茎抽出物 80  mg *
Dioscorea Opposita Thunb. （長芋) 
根茎抽出物 20  mg *
 ゴトゥコラ葉茎部 40  mg *
 イチョウ (Ginkgo biloba L.) 葉エキス 4  mg  *
エゾウコギ (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et 
Maxim.) Maxim.)  根部 20  mg *
 ケルプ (Ascophyllum nodosum  L.)  全部 30  mg *
 ノコギリヤシ果実エキス 10  mg *
 L-チロシン 20  mg  *
 L-グルタミン 20  mg  *
 L-アルギニン塩酸塩 10  mg  *
 L-オルニチン塩酸塩 10  mg  *
 L-リジン塩酸塩 10  mg  *
 *1日の推奨摂取量は規定されていませんので算出できません。

US.SF.MOD 4B ベジタリアンの方にも最適
グルテン　フリー

成分データ  
用量 1 粒
内容量 90 回分
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EPAプラス
 エスキモーは、脂肪分が多い食生活を送っていますが、彼らの血管は
健やかに保たれています。科学者は、この謎について何年も研究を続
けてきました。何年もの研究の結果、多くの科学者は、エスキモーが
健康である原因は、食生活の大部分を占める魚やその他のシーフー
ドに含まれる大量のオメガ3系脂肪酸であると結論づけました。おそ
らく、オメガ3の優れた効能についてはよく耳にすることでしょう。細
胞の内側と外側の間で栄養素をやり取りし、エネルギーを生産するに
は、細胞の外壁となる細胞膜が必要です。細胞は、この薄い脂質でで
きた外膜を維持するためにオメガ3系の脂肪酸を必要とします。オメ
ガ3系脂肪酸は、心臓と循環器系、脳、中枢神経系、目、視力をサポー
トし、安定した感情や前向きな気分を促します。またコレステロール
を健康的なレベルに保つ効果があります。オメガ3系は、ナッツ類、種
子類、全粒穀物、および緑黄色野菜から取れますが、最も優れた供給
源は、マグロ、エビ、サケ、タラ、貝類、カニ、カレイ、ヒラメ、オヒョウ、イ
ソギンポなどのシーフードです。残念ながら、私たちの多くは、オメガ
3系脂質を多く含んでいる食材を十分に取っていません。 EPAプラス
(EPAPlus™)は、簡単、確実にこの貴重な栄養素を摂取できるサプリメ
ント製品です。

 使用法：１カプセルを１日３回食事と共に。

  製品番号 内容量 出荷重量
 4033 90粒 6 オンス

1 回当たりの摂取量  1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
カロリー 10  
うち脂質によるもの 9  
脂質総量 1  g 2%*
トランス脂肪 0  g 
コレステロール 7  mg 2%*
ビタミンE 2  IU 7%*
EPA (エイコサペンタエン酸) 140  mg **
DHA (ドコサヘキサエン酸) 100  mg **
 *推奨摂取量に占める割合は2000カロリーの食事に基づいています。
**1日の推奨摂取量は定められていないため算出できません。

US.SF.MOD 3A グルテン　フリー

成分データ  
用量  1 カプセル
内容量 90 回分
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 イブニング プリム ローズ オイル
 (月見草 オイル）
 必須脂肪酸をたっぷりと含んだイブニングプリムローズオイル(EPO)は
自然に手に入る油の中で特に貴重で価値のあるサプリメントです。体
内で作る事ができない為、食事から摂取しなければならない必要脂肪
酸(EFAs)を含んでいます。肌を美しくし、血行を良くし、その他にも関節
をサポートする働きがあります。更に月経前症候群と更年期にみられる
不快感を和らげる働きもあります。

イブニングプリムローズオイルは食事から摂取されるべき必須脂肪酸
を供給します。必須脂肪酸は細胞膜の構造を指示する働きがありホル
モンの主な成分です。イブニングプリムローズオイルに含まれている必
須脂肪酸の効力は様々ですが、主な役目は次の通りです。

•  女性の健康の為に重要な役割を果たしている事でよく知られています。

•  月経前症候群と更年期の際感じる不快で憂鬱な気分を和らげます。

•  ホルモンのバランスをとる為に主に必要な成分を含んでいます。

•  生物学的活性型のオメガ６脂肪酸、ガンマリノレン酸(GLA)を含んで
います。

サプリメントは多角的な飲食物の代用にはなりません

 使用法：２粒を１日１回。

 製品番号 内容量 出荷重量
 6237 60粒 5オンス

1 回当たりの摂取量  1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
 カロリー 9  
 脂質からのカロリー 9  
 脂質総量 1  g 
 飽和脂肪 0  g 
 トランス脂肪 0  g 
 ビタミンE  (DL-アルファトコフェロールアセテート） 30  IU 100%
 イブニングプリムローズ(月見草)オイル 1000  mg *
 ガンマ・リノレン酸 80  mg *
 *1日の推奨摂取量は規定されていませんので算出できません。

US.SF.MOD 3 ベジタリアンの方にも最適
グルテン　フリー

成分データ  
用量 2 カプセル
内容量 30 回分

 ◊ これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA（食品および薬品管理局）の評価を受けておりま
せん。本品はいかなる病気に対しても、その診断、治療、予防を目的とした ものではありません。
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US.SF.MOD 3B ベジタリアンの方にも最適
グルテン　フリー

1 回当たりの摂取量   1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
ビタミン A (100% (1250 IU) ベータ カロチン) 1250 IU 25%
ビタミン C (アスコルビン酸) 70 mg 117%
ナイアシン （ナイアシンアミド） 10 mg 50%
亜鉛 (グルコン酸亜鉛) 15 mg 33%
マグネシウム (アスコルビン酸マグネシウム) 7 mg 2%
セレン (亜セレン酸ナトリウム) 50 mcg 71%
コゴメグサ葉茎部 170 mg *
コケモモ果実エキス 40 mg *
ルチン 40 mg *
ヘスペリジン 20 mg *
ケルセチン 20 mg *
L-グルタチオン 1000 mcg *
ルテイン (キサントフィル) 2 mg *
ゼアキサンチン（マリゴールド (Tagetes erecta L.) 
花部エキス) 2 mg *
*1日の推奨摂取量は規定されていませんので算出できません。

 アイ　フォーミュラ
 かけがえのない健康なハッキリ見える目
 目の健康に注意することは良い視力を維持する為に重要です。アイフ
ォーミュラは、あなたの最も大切な目の健康を守る為に、古くから受け
継がれている知識と現代科学の知識を集大成して選び抜かれた目の
為の微量栄養素、各種ハーブを含みます。アイフォーミュラはあなたの
デリケートな目の細胞組織に栄養を与え、自然に守る事で知られる独
特なフラボノイド、カロチノイド、抗酸化物質を配合しています。これは
健康な目や視力を守るのに劇的な価値がある事を証明する最新の研
究を基礎としています。アイフォーミュラを食生活に加える事で、年を重
ねるあなたの目を、健康に維持します。

 アイフォーミュラでの違いをお試し下さい。

使用法：  1粒を1日2回

  製品番号 内容量 出荷重量
 6111 60粒 4オンス

成分データ  
用量 1 粒
内容量 60 回分
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 フェミニン バランス™
更年期前、更年期中、更年期後の体の
自然な変化をサポート◊

新発売のフェミニンバランスは、3 つの成分(ホップ、アスパラガス、ボス
ウェリア)を新たに組み合わせ、主要成分の量を増加することで、更年期前、
更年期中、更年期後の女性をサポートします。◊

•  多くの女性が経験するホットフラッシュ (体熱感)の深刻な症状を和らげ、
その頻度を軽減 ◊

• 健康的で明るい気分を生み、骨密度、副腎機能をサポート ◊

• ホルモンを正しいバランスに保ち、疲労感を軽減 ◊

使用法：  最初のうちは５粒を１日に２回(その後は、
４～３粒を１日２回）

  製品番号 内容量 出荷重量
 6002 240粒 10オンス US.SF.MOD 1 ベジタリアンの方にも最適

グルテン　フリー

1 回当たりの摂取量   1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
 ビタミン B-6 (塩酸ピリドキシン) 50 mg 2500%
 マグネシウム (総量) 150 mg 38%
エゾウコギ (Eleutherococcus senticosus 
 (Rupr. et Maxim.) Maxim.) 根部エキス 400 mg *
ホップ (Humulus lupulus L.)  球花（毬花）エキス 100 mg *
インド乳香樹 (Boswellia serrata Roxb.) 
ゴム状分泌物 400 mg *
  クズ (Pueraria lobata (Willd.) Ohwi) 
根部エキス (クズイソフラボン 40%) 500 mg *
カンゾウ (Glycyrrhiza glabra L.) 
根部エキス (グリチルリチン酸除去) 200 mg *

シャタバリ(Asparagus racemosus Willd.) 根部エキス 200 mg *
ウコン (Curcuma longa L.) 根部・根茎部 400 mg *
*1 日の推奨摂取量は規定されていません。

成分データ  
用量 5 粒
内容量 48 回分

 ◊ これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA（食品および薬品管理局）の評価を受けておりま
せん。本品はいかなる病気に対しても、その診断、治療、予防を目的とした ものではありません。
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 ライフプラス® フュージョンズ・レッド™
フルーツの超濃縮ブレンドで関節の健康をサポート
 健康な関節機能の維持は、アクティブなライフスタイルを満喫するうえ
でとても大切です。フュージョンズ・レッドには、サワーチェリー、ザクロ、
コンコードグレープ、ブラックチェリー、ノニ、クコ、マンゴスチン、アサイ
ー、サジー、ガックといった、天然の抗酸化物質をたっぷり含む果物の
エキスが凝縮されています。  フュージョンズ・レッドには、ライフプラス
の特別なコールドプロセス製法による濃縮技術が駆使されています。
成分に損傷を与えない独自の製法だから、果物由来の天然植物性栄養
素は体内に取り込まれてからも本来の実力を存分に発揮できる状態に
保たれています。

 • 100％ナチュラル。製造過程でも化学溶剤は  一切使用していません。

•  楽に動かせる健康な関節の維持に役立ちます。◊この画期的なサプリ
メントは、ライフプラスの他の関節サポート製品（ジョイントフォーミュ
ラ、リプリネックス、MSM、ソマザイム）との相性も抜群です。

•  健康な免疫系のサポートに役立つ主要抗酸化物質が含まれ
ています。◊ 

• カプセルも含めて、完全に植物性。

•  口の中で噛むと甘酸っぱい風味が広がります。中のエキスをカプセ
ルから絞り出し、 他の食品にふりか  けてお楽しみいただくこともで
きます。

• 運動前後の1～2カプセルで筋肉にいたわりを。

特別なコールドプロセス濃縮技術により、最高の自然の恵みをお届け
します。

使用法：  　１ベジタブル カプセルを1日2回

  製品番号 内容量 出荷重量 
 6861 60粒 4 オンス

* 1日の推奨摂取量に対する割合は、2,000カロリーの食事を基本として算出

US.NF.MOD 1A ベジタリアンの方にも最適
グルテン　フリー

成分データ
用量 1 カプセル
内容量 60 回分
1 回当たりの摂取量  1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
カロリー 3  
うち脂質によるもの 0  
 脂質 総量 0  g 0%
 うち脂質によるもの 0  g 0%
 コレステロール 0  mg 0%
ナトリウム 50  mg 2%
 炭水化物 総量 0.7 g 0%
 食物繊維 0 g 0%
糖質 0.4 g 
 タンパク質 0 g 0%
ビタミン A   0%
ビタミン C   0%
カルシウム   0%
鉄   0%
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 ハート フォーミュラ
 健康な循環を促進して、エネルギーを更に上昇させます。
 ハートフォーミュラは心臓、動脈、静脈を含む全ての循環器のサポートを目的とした製品です。 心臓と循環組織をサポートするのにベストな相乗
効果の高い栄養素、ビタミン、ミネラル、アミノ酸、酵素、ペプチド、特定の植物栄養素やハーブ各種エキスを含みます。

健康的な循環は体内の全ての細胞にとって重要です。栄養補給をし、酸素を供給し、細胞から老廃物を除去する為には、健康的な心臓、柔軟な動
脈、静脈が必要です。ハートフォーミュラはあなたの全ての細胞と器官をサポートする循環器系の為の最先端の製品です。

  あなたの循環器系に特別のサポートを！

使用法：  起床してすぐに５粒、昼食直前に５粒。

  製品番号 内容量 出荷重量
 6107 300粒 16オンス

US.SF.MOD 6B

成分データ  
用量 5 粒 
内容量 60 回分

1 回当たりの摂取量    1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
ビタミン A (プレフォームド) 2500 IU 50%
カロチン 7500 IU 150%
ビタミン C (アスコルビン酸) 1000 mg 1667%
ビタミン D-3  (コレカルシフェロール) 180 IU 45%
ビタミン E (D アルファ コハク酸  トコフェロール) 100 IU 333%
ナイアシン (ニコチン酸) 5 mg  25%
ビタミン B-6 (塩酸ピリドキシン) 25 mg 1250%
葉酸 350 mcg 88%
ビタミン B-12 (シアノコバラミン) 300 mcg 5000%
マグネシウム (総量) 213 mg 53%
セレニウム (亜セレン酸ナトリウム) 80 mcg 114%
銅 (グルコン酸銅) 0.1 mg 5%
マンガン (グルコン酸マンガン) 2 mg 100%
ポリコサノール 10 mg *
L-カルニチン 75 mg *
ビオフラボノイド (レモン、果実) 30 mg *
ルチン 30 mg *

1 回当たりの摂取量    1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
スーパーオキシド ジスムターゼ 25 mg *
L-システイン塩酸塩 150 mg *
D、L-メチオニン 100 mg *
タウリン 60 mg *
ニンニク球根 10 mg *
ショウガ根エキス 70 mg *
イタドリエキス (Polygonum cuspidatum
Sieb. & Zucc.) 根エキス 20 mg *
ローズマリー葉エキス 30 mg *
ウコン根部クルクミノイド 29 mg *
イノシトール 40 mg *
塩酸ベタイン 200 mg *
酒石酸水素コリン 40 mg *
セラペプターゼ 25 mg *
トリプシン 200 mg *
ブロメライン 475 mg *
パパイン 21 mg *

 *1日の推奨摂取量は規定されていませんので算出できません。

グルテン　フリー

 ◊これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA（食品および薬品管理局）の評価を受けておりません。本品はいかなる病気に対しても、その診断、治療、予防を目的とした ものではありません。
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アイアンプラス
 配合されたビタミンC、葉酸、ビタミンB12との相互作用で、体内
で吸収され利用されやすい鉄サプリメント。鉄摂取の必要性が
高い人向け。

使用法:１粒を１日１回

  製品番号 内容量 出荷重量
 6031 60粒 4オンス

1 回当たりの摂取量    1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
ビタミンC (L-アスコルビン酸) 130  mg 217%*
葉酸(プテロイルモノグルタミン酸) 100  mcg 25%*
ビタミンB12 (シアノコバラミン) 25  mcg 417%*
鉄(ビスグリシン酸鉄) 15  mg 83%*
* 1日の推奨摂取量に対する割合は、2,000カロリーの食事を基本として算出

 US.SF.MOD 1A ベジタリアンの方にも最適
グルテン　フリー

アイアンプ
 配合されたビタミンC
で吸収され利用され
高い人向け。

使用法:１粒を１日１

  製品番号 内
 6031 6

成分データ  
用量 1 粒
内容量 60 回分

ジョイント フォーミュラ
関節を曲げ易く、自由に動かせるように！
 ライフプラスのジョイントフォーミュラは、市販されているグルコサミ
ン関連商品の中でも、最もユニークで完成度の高い製品です。新た
な配合で加わったヒアルロン酸は、結合組織を構成する重要な成分
で、コラーゲンおよびエラスチンとともに軟骨を形成し、関節に伝わ
る衝撃を和らげ、関節の動きを滑らかにする働きがあります。

正常で柔軟な軟骨は、関節の健康に極めて重要な役割を果たしま
す。健康な軟骨の形成と維持のために、２種類のグルコサミン（硫酸
グルコサミンおよびN-アセチルD-グルコサミン）と硫酸コンドロイチ
ン、必須ミネラルを配合しました。◊   さらに、軟骨と全ての結合組織
の主要タンパクであるコラーゲンの合成をサポートするために、加
水分解コラーゲンから得た相乗効果のあるアミノ酸も加えました。◊ 

 使用法：  4粒を1日1回。

  製品番号 内容量 出荷重量
 6113 120粒 12オンス

1 回当たりの摂取量   1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
 マグネシウム (グルコン酸マグネシウム) 64 mg 16%
 亜鉛 (硫酸亜鉛) 4 mg 27%
 銅 (グルコン酸銅) 0.2 mg 10%
 マンガン (グルコン酸マンガン) 2 mg 100%
 硫酸グルコサミン 塩化カリウム 1200 mg *
 N-アセチル D-グルコサミン 200 mg *
 硫酸コンドロイチン 200 mg *
 ヒアルロン酸 20 mg *
 加水分解コラーゲン 100 mg *
 ケイ素 (ケイ酸) 8 mg *
 *1日の推奨摂取量は規定されていませんので算出できません。

 US.SF.MOD 4A グルテン　フリー

成分データ  
用量 4 粒
内容量 30 回分
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 リプリネックス™
 健康な関節を維持します
健康な関節機能の為に、ニュージーランド産の緑イ貝からの素晴らし
い効果をぜひ、お試しください！ニュージーランド海沿岸に住むマオリ
族が長年愛用した価値のある優れた栄養素です。リプリネックスには
最新研究に注目された、最も将来性のあるオメガ－３系脂肪酸、ライ
フプラス独自のリピッドエキスを豊富に含みます。リプリネックスを日
課に加えて、より健康な関節の為の栄養補給を！

使用法：  1カプセルを1日1~2回。始めの7~10日間は2カプセルを2回。
又はそれ以上必要に応じて。

  製品番号 内容量 出荷重量
 6108 60粒 5オンス

1 回当たりの摂取量   1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
ミドリイガイ (Perna canaliculus) 全脂質エキス 50  mg *
*1日の推奨摂取量は規定されていませんので算出できません。

 US.SF.MOD 1H グルテン　フリー

成分データ  
用量 1カプセル
内容量 60 回分

ラング フォーミュラ
 健康的な肺機能を支えるサプリメントで呼吸が楽に出来ます。ラング
フォーミュラはNアセチルシステインといったアミノ酸や、カロチノイ
ド植物栄養素、ヤナギトウワタの根、肺機能を助ける為に伝統的に使
われている世界中の各種ハーブエキスその他の栄養素を含みます。
ラングフォーミュラは自然な呼吸を促し、肺の総括的栄養のサポート
も行います。

 使用法：  1粒を1日２回[妊娠中、授乳中の利用はお控下さい。]

  製品番号 内容量 出荷重量
 6115 60粒 4 オンス

1 回当たりの摂取量  1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
 ビタミン A (100% (1250 IU) ベータ カロチン) 1250 IU 25%
 N-アセチル L-システイン 100 mg *
 ヤナギトウワタ根部 170 mg *
 フェヌグリーク種子 40 mg *
 セイヨウキヅタ (Hedera helix L.)  葉部エキス 80 mg *
 ニガハッカ地上部エキス 60 mg *
 ビロードモウズイカ葉 35 mg *
 イエルバサンタ葉 50 mg *
 *1日の推奨摂取量は定められていないため算出できません。

 US.SF.MOD 5 ベジタリアンの方にも最適
グルテン　フリー

成分データ  
用量 1 粒
内容量 60 回分

 ◊これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA（食品および薬品管理局）の評価を受けておりません。本品はいかなる病気に対しても、その診断、治療、予防を目的とした ものではありません。
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 MSMプラス タブレット™
栄養補助サプリメントMSMプラス(MSMPlus)では、生物学的利用能
の高い硫黄を補給できます。硫黄は、身体の正常な機能や構造に不
可欠なミネラル成分です。このミネラルは、コラーゲン、結合組織、
皮膚、髪、骨、歯、インシュリンの主要成分となるタンパク質など、硫
黄含有アミノ酸を豊富に含む多くのタンパク質の生成に必要です。
また硫黄は胆汁酸の主要成分です。したがって、脂肪の消化と吸収
を助けます。

 使用法：４粒を１日に２回

  製品番号 内容量 出荷重量
 6127 240粒 12 オンス

1 回当たりの摂取量   1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
 カロリー 13  
 モリブデン(モリブデン酸ナトリウム) 17  mcg 23%
 メチルスルホニルメタン (MSM) 2500  mg *
 ビオフラボノイド (レモン) 67  mg *
*1日の推奨摂取量は規定されていませんので算出できません。

 US.SF.MOD 4A ベジタリアンの方にも最適
グルテン　フリー

成分データ  
用量 4 粒
内容量 60 回分

 マイクロミンズ™プラス
 植物抽出ミネラル
 どんな調理法でも、土壌に含まれるだけのミネラルを含む食事だけで
は十分ではありません。77種類の植物エキスからのコロイドミネラル
全600mgをタブレットにしました。湿気の多い有機頁石結岩板から摂
取されたミネラルを汚染されていない浄水だけを使用して、特殊低温
処理しました。ライフプラスのマイクロミンズタブレットは他では探せ
ない高品質の微量ミネラル、超微量ミネラル等、あなたの体に確実な
栄養素を供給します。

  全般的な健康維持に効果があります

 使用法：  1日2粒(下に押しながら開けて下さい。お子様の手の届かな
い、高温でない場所に保管下さい。)

  製品番号 内容量 出荷重量
 6140 60粒 5オンス

1 回当たりの摂取量  1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
鉄 4  mg 22%
マグネシウム 66  mg 17%
 マンガン 2  mg 100%
カリウム 99  mg 3%
有機ヒューミックシェール (植物性有機ミネラル) 600  mcg *
 有機硫黄 53  mg *
 *1日の推奨摂取量は規定されていませんので算出できません。

 US.SF.MOD 7A  ベジタリアンの方にも最適
グルテン　フリー

成分データ  
用量 2 カプセル
内容量 30 回分

 ◊これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA（食品および薬品管理局）の評価を受けておりません。本品はいかなる病気に対しても、その診断、治療、予防を目的とした ものではありません。
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パラクレンズ™
定期的な、より強力な浄化に◊

 パラクレンズ (Paracleanse) は、ハーブ、ハーブ エキス、硫黄含
有アミノ酸、MSM を、相乗効果作用を高めるように調合し、体の
健康な自浄作用をサポートするよう最新の注意を払って開発さ
れています。◊

パラクレンズ (Paracleanse) は集中的な浄化効果を高めるた
め、3、4 カ月ごとに約 10～12 日間に限って使用することをお勧
めします。ラベルに記載されている全分量を摂取してください。
これにより、より高い浄化作用があり、デイリーバイオベーシック
ス (Daily BioBasics™) による規則的な体の浄化作用をより効果
的にすることができます。 ◊

パラクレンズ (Paracleanse) 1 本分の粒剤で、1 年間に 3 回また
は 4 回の「追加的な浄化」を行うことができます。◊

使用法：  初日１粒を３回、２日目２粒を３回、
３日目３粒を３回、４日目から３粒を４回

 製品番号 内容量 出荷重量
 6117 180粒 9 オンス

1 回当たりの摂取量  1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
 カロリー 3  
 炭水化物総量 1 g 0%*
ナトリウム 5 mg 0%
ニガヨモギ (Artemisia absinthium L.) 地上部 100 mg **
クソニンジン (Artemisia annua L.) 地上部エキス 40 mg **
 クログルミ葉 100 mg **
 メチルスルホニルメタン (MSM) 50 mg **
バーベリー根皮 30 mg **
クローブ花蕾 50 mg **
 フェヌグリーク種子 60 mg **
ニンニク球根 70 mg **
ゴールデンシール根茎部 25 mg **
 ミルクアザミの種のエキス 40 mg **
パセリ葉粉末 50 mg **
DL-メチオニン 20 mg **
L-システイン 10 mg **
ケルプ (Laminaria digitata L.) 全草 50 mg **
 *推奨摂取量の割合は 2,000 カロリーの食事に基づいています。  
 **1日の推奨摂取量は規定されていませんので算出できません。

US.SF.MOD 3 ベジタリアンの方にも最適
グルテン　フリー

成分データ  
用量 1 粒
内容量 180 回分
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ペーハー プラス™
有効な必須ミネラルを
組み合わせたアルカリ性タブレット  
ペーハープラスは酸とアルカリのバランスを調整するため
のサプリメントです。消化酵素の正常な働きをサポートする
カルシウムと、体内のイオンバランスの維持に役立つマグネ
シウム、細胞膜の機能をサポートするリン、そして正常な血
圧の維持を助けるカリウムが含まれています。幅広い種類の
野菜と果物のエキスを配合した、高品質の基剤、ファイトザ
イム(PhytoZyme®)使用。ライフプラスならではの特長です。

使用法：  ３粒を１日３回

 製品番号 内容量 出荷重量
 520 270粒 9オンス 

ペーハー プラス™　テスター
 製品番号 内容量 出荷重量
 0521 １本 1オンス

ーペーハー
ミ有効な必須ミ

 フェイズオリーンフォーテ 
体重管理をサポート◊

 食事に含まれるデンプンがカロリーとして体に吸収されるのを
抑えるタブレットです。健康的な食生活と適度な運動とともにこ
の製品を利用して、驚くほどの成果を得た人がたくさんいます。

使用法：  食事の15～20分前に1粒。必要に応じて食事中にもう
1粒

 製品番号 内容量 出荷重量
 6106 180粒 8オンス

1 回当たりの摂取量 1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
 カロリー 1  
 炭水化物 (総量) 1 g 0%*
 ナトリウム 9 mg 0%
インゲンマメ (Phaseolus vulgaris L.)
タンパク質エキス 500  mg **

1 回当たりの摂取量  1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
カルシウム (炭酸カルシウムとして) 228 mg 23%
リン （リン酸三カリウムとして） 8 mg 1%
マグネシウム （炭酸マグネシウムとして） 90 mg 23%
カリウム （炭酸水素カリウムおよびリン酸三カリウムとして） 241  mg 7%

 *推奨摂取量の割合は 2,000 カロリーの食事に基づいています。  
 **1日の推奨摂取量は規定されていませんので算出できません。

 US.SF.MOD 3A

 US.SF.MOD 1

ベジタリアンの方にも最適
グルテン　フリー

ベジタリアンの方にも最適
グルテン　フリー

成分データ  
用量 2 粒
内容量 90 回分

成分データ  
用量 3 粒
内容量 90 回分
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 プロステイト　フォーミュラ 
 全ての年齢の男性のために

 男性は年齢を重ねると、前立腺の健康に注目する事が重要です。特
に、食事の内容にさらに注意し、余計な悪い脂肪は出来るだけ避け緑
黄色野菜や果物を多く取ることが必要です。健康的な前立腺を維持す
るにはプロステイトフォーミュラに含まれる高品質の栄養素を食事に
加える事が重要になります。高品質なソウポメントベリース(ノコギリ
ヤシ実)とピジュウムのエキスは健康な前立腺と生殖機能を維持する
のを助けます。カボチャの種の断片脂質はベータサイトステロールを
多く含むもので、前立腺の健康をサポートします。興味深いことにこの
製品は、女性の子宮頸の健康にも、また男性女性どちらの精力を維持
するのにも役立ちます。

使用法：  ２粒を１日２回

  製品番号 内容量 出荷重量
 6118 120粒 9 オンス

1 回当たりの摂取量  1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
ビタミンA (カロチン100% (2500IU)) 2500 IU 50%
     ビタミンD-3 (コレカルシフェロール) 200 IU 50%
ビタミンE (D アルファコハク酸エステル) 100 IU 333%
亜鉛 (グルコン酸亜鉛) 7.5 mg 50%
      セレン (亜セレン酸ナトリウム) 50 mcg 71%
ホウ素 (ホウ酸ナトリウム十水和物) 2  mg *
ベータシトステロール (大豆) 50 mg *
リコピン 抽出物 10 mg *
ピリドキサル 5-リン酸 10 mg *
カトゥアバ樹皮エキス 50 mg *
イチョウ (Ginkgo biloba L.) 葉エキス 10 mg *
イラクサ根部エキス 125 mg *
カボチャ (Cucurbita pepo L.) 種子エキス 50 mg *
パイジアム (Pygeum africanum L.) 樹皮エキス 100 mg *
ノコギリヤシ実エキス 170 mg *
L-アラニン 100 mg *
L-グルタミン酸 100 mg *
グリシン 100 mg *
*1日の推奨摂取量は規定されていませんので算出できません。  

 US.SF.MOD 7 ベジタリアンの方にも最適
グルテン　フリー

成分データ  
用量 2 粒
内容量 60 回分

 ◊ これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA（食品および薬品管理局）の評価を受けておりま
せん。本品はいかなる病気に対しても、その診断、治療、予防を目的とした ものではありません。
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リアルエナジー
手軽に安全にエネルギーを増進するための特別配合◊

リアルエナジー™はコーヒーや清涼飲料水に代わるとてもおいしいサプリメントです。元気の素
になる天然ガラナと、各種のビタミン、ミネラル、アミノ酸といった栄養をたっぷり含んでいます。
水かお好みのジュースに混ぜて飲むだけで気力と活力をサポートしますが、強壮飲料やコーヒー
のように疲労感を残すことはありません。àスポーツ選手はもちろん、残業で遅くなる日や、午後の
眠気対策にも有効です。昼でも夜でも、ヘルシーな方法でエネルギーを補給したいときに、リア
ルエナジーをご利用下さい。

カフェイン含有につき、小さなお子様やカフェインに敏感な方には不適切です。カフェインやL-フ
ェニルアラニンの過剰摂取は、興奮、神経過敏、睡眠障害、心拍数上昇といった症状を引き起こす
場合がありますので、1日4回を上限としてご使用下さい。

使用法：  １日１～３回お好みのお飲みもの約２４０mlに、１８ｃｃ(16.5ｇ)のリアルエナジーを
混ぜてお召し上がりください。

 製品番号 内容量 出荷重量
 1026 990g 41オンス

1 回当たりの摂取量    1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
 カロリー 62  
 炭水化物総量 14  g 5%*
糖 14  g 
 タンパク質 1  g 2%
ビタミンC (L-アスコルビン酸) 100  mg 167%
ビタミンE (D アルファコハク酸エステル) 10  IU 33%
 チアミン (ビタミン B-1)  2  mg 133%
  リボフラビン (ビタミン B-2) 2  mg  118%
ナイアシン (ニコチン酸) 18  mg  90%
ビタミン B-6 (塩酸ピリドキシン) 3  mg 150%
葉酸 200  mcg 500%

1 回当たりの摂取量 1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
ビタミン B-12 (シアノコバラミン) 30  mcg 300%
 パントテン酸(パントテン酸  d-カルシウム) 30  mg 300%
 亜鉛 (グルコン酸亜鉛) 3  mg 20%
 クロム (ピコリン酸クロム) 40  mcg 33%
カフェイン
（ガラナ種子エキスおよび緑茶葉エキス由来） 170  mg **
 L-カルチニン 100  mg **
グリシン 100  mg **
L-フェニルアラニン 150  mg **
 タウリン 400  mg **
 L-チロシン 400  mg  **

*推奨摂取量に占める割合は2000カロリーの食事に基づいています。  **1日の推奨摂取量は定められていないため算出できません。

 US.SF.MOD 3A ベジタリアンの方にも最適
グルテン　フリー

成分データ  
用量 大さじ1 杯 (16.5 g)
内容量 60 回分
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 スレンダーリーン®
ダイエット挑戦者の愛用品

 スレンダーリーンは最新、最高のダイエット補助製品です。当社
独自のゼナリーン(特許番号7,115,285)
400mg含有、エフェドラは全く使っていません。ダイエットを効率
よくしたい方に、待望の製品です。＊この革新的な製品は、健康
的なダイエットを心がけている人のために、特別にエフェドラを
使用せず作られました。

使用法：  食前または運動前に、240～480mlの水とともに1粒摂
取します。1日3粒から開始してください。身体の大きい
方でも、通常、1日6粒で十分効果があります。適度な食
事と運動に加えて本製品を摂取することで優れた効果
を得られます。

＊ 計画的な運動・食事と併せて使用した場合。お薬を服用中や
医師の診断を受けられている場合は、必ず医師にご相談くだ
さい。妊娠中、授乳中、モノアミン酸化物抑制物質(MAO-I)を 
服用中の方には適しておりません。ご使用をお控えください。

  製品番号 内容量 出荷重量
 6099 90粒 6オンス

1 回当たりの摂取量   1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
 クロム 100 mcg 83%
当社独自の Xanalean™複合体 400 mg *
 テオブロミン   *
 岩弁慶 (Rhodiola rosea L.) 根部エキス   *
 シナモンの樹皮   *
 ダッチココア   *
 *1日の推奨摂取量は規定されていませんので算出できません。

 US.SF.MOD 3A ベジタリアンの方にも最適
グルテン　フリー

成分データ  
用量 1 粒
内容量 90 回分

 ◊ これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA（食品および薬品管理局）の評価を受けておりま
せん。本品はいかなる病気に対しても、その診断、治療、予防を目的とした ものではありません。
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ライフプラス® スマートバー
 低GIの栄養食
ライフプラスのスマートバーは、低GIかつ栄養価の優れた食品です。天然素材だけで作られた
このおいしいバーには、複合炭水化物、体に良いタイプの脂肪、高品質のタンパク質、食物繊
維が含まれています。糖アルコール、トランス脂肪、人工甘味料は一切使用していません。血糖
値を急激に上下させることなく、長時間にわたって持続的にエネルギーを供給します。

使用法：  スマートバー1個を1日1～４回

 製品番号  内容量 出荷重量
 1808 12本 24オンス

成分データ
用量  1本 (50 g)
内容量 12本
1食分につき  1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
 カロリー 204 
 うち脂質によるもの 69 
 1gあたりのカロリー:  
脂質 9 
 炭水化物 4 
 タンパク質 4 
 脂質 総量 7.65 g 10%
 飽和脂肪 3.2 g 15%
 トランス脂肪 0 g 
 コレステロール 16 mg 5%
 ナトリウム 120 mg 5%
カリウム 277 mg 8%
 炭水化物 総量 19.5 g 6%
  食物繊維 5.6 g 20%
糖質 17.1 g 
 タンパク質 11.5 g 25%
 ビタミン A  5%
 ビタミン D  5%
 リボフラビン  8%
 ビタミンB12  4%

1食分につき 1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
 ヨウ素  10%
 銅  5%
 ビタミン C  15%
 ビタミン E  8%
 ナイアシン  8%
 ビオチン  2%
  マグネシウム  15%
  マンガン  10%
 カルシウム  15%
  ビタミンK  10%
 ビタミンB6  7%
 パントテン酸  6%
 亜鉛  6%
クロム  3%
 鉄  8%
 チアミン  8%
 葉酸  8%
 リン  15%
 セレン  8%
 モリブデン  6%

 *1日の推奨摂取量に対する割合(%DV)は、2,000カロリーの食事を基本として算出

US.EU.DE.PI.MOD 2C
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ソマザイム 
  健康的な若 し々い肉体をサポート◊

ダイジェスティブフォーミュラは、消化を支えるよう特別に製造された酵
素です。ソマザイムは、体内の代謝酵素系を支えるように製造されてい
ます。健康な消化の為にダイジェスティブフォーミュラを食事と一緒に
摂取し、更にソマザイムを加える事により、ダイジェスティブフォーミュ
ラだけでは補えない代謝酵素を全身に行き渡らせます。

使用法：  1粒を空腹時に一日３回

 製品番号 内容量 出荷重量
 6141 120粒 8オンス

1 回当たりの摂取量  1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
 マグネシウム (アスパラギン  酸マグネシウム) 2 mg 1%
 亜鉛(アスパラギン酸亜鉛) 1 mg 7%
 マンガン (硫酸マンガン) 0.2 mg 10%
 ヘスペリジン 20 mg *
 ビオフラボノイド (レモン) 10 mg *
 ルチン 8.5 mg *
 L-グルタチオン 150 mcg *
 パンクレアチン 150 mg *
パパイン 90 mg *
ブロメライン 130 mg *
塩酸リゾチーム 50 mg *
トリプシン 50 mg *
スーパーオキシドジムスターゼ 15 mg *
セラペプターゼ 5 mg *
 *1日の推奨摂取量は規定されていませんので算出できません。

US.SF.MOD 8 グルテン　フリー

成分データ  
用量 1 粒
内容量 120 回分

 ◊これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA（食品および薬品管理局）の評価を受けておりません。本品はいかなる病気に対しても、その診断、治療、予防を目的とした ものではありません。
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 ＴＶＭ̶プラス™
 パワフルな栄養が手軽に取れるタブレット
 外泊、出張等が多い方にお勧めの、28種のビタミン、ミネラル及び25種以上の広範囲な栄養素を含む正真正銘のマルチビ
タミン・ミネラルタブレットです。カルシウム、ナトリウム、鉄分リン以外の全ての必須ビタミン、ミネラルのRDV(1日の摂取
推奨量)を100％満たしています。ＴＶＭ-プラス総合ビタミン、ミネラルタブレットは、１日必要摂取量の60%のカルシウム
と100%のマグネシウムも提供します。又、ＴＶＭ-プラスは 30種類以上の植物栄養素からなる当社独自のファイトザイム
をベースにしています。

 TVM-プラスで必要な栄養素とプラスアルファをお届けします。

  使用法：  3粒を1日2回

 製品番号 内容量 出荷重量
 6102 180粒 10 オンス

1 回当たりの摂取量  1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
 ビタミンA(プレフォームド) 1200 IU 25%
ベータ カロチン 2500 IU 50%
 ビタミンC ( アスコルビン酸) 150 mg 250%
 ビタミン D-3(コレカルシフェロール) 300 IU 75%
 ビタミン E (d-αコハク酸  トコフェロール) 50 IU 176%
 ビタミン K-1(フィトメナジオン) 40 mcg 50%
 ビタミン B-1(塩酸チアミン) 1.5 mg 100%
 ビタミン B-2(リボフラビン) 1.7 mg 100%
 ナイアシン(ニコチン酸) 10 mg 50%
 ビタミン B-6(塩酸ピリドキシン) 1.5 mg 75%
葉酸 250 mcg 63%
 ビタミン B-12(シアノコバラミン) 6 mcg 100%
 ビオチン 150 mcg 50%
 パントテン酸
(パントテン酸d-カルシウム) 7 mg 70%
 カルシウム (総量) 300 mg 30%

1 回当たりの摂取量  1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
 リン (総量) 185 mg 19%
 ヨウ素 (ヨウ化カリウム) 75 mcg 50%
 マグネシウム (総量) 200 mg 50%
 亜鉛 (グルコン酸亜鉛) 15 mg 100%
 セレニウム(亜セレン酸ナトリウム) 63 mcg 90%
 銅 (グルコン酸銅) 0.5 mg 25%
 マンガン(グルコン酸マンガン)  1 mg 50%
 クロム (塩化クロム) 90 mcg 75%
 モリブデン(モリブデン酸ナトリウム) 60 mcg 80%
PABA 3 mg *
 ホウ素 (総量) 375 mcg *
 ケイ素 (ケイ酸) 500 mcg *
アセロラ (Malpighia punicifolia L.) 
果実エキス 3 mg *
 アルファルファ葉 3 mg *
 コケモモ エキス 5 mg *

1 回当たりの摂取量  1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
産ケルプ (Ascophyllum  nodosum L.) 全草 5 mg *
 アルファルファ葉 3 mg *
 ローズ ヒップ果実  3 mg *
 エゾウコギ  (Eleutherococcus  senticosus
 Rupr. et Maxim.) Maxim.) 根部エキス 3 mg *
 オランダガラシ葉 3 mg *
アルファ リポ酸 3 mg *
  酒石酸水素コリン 3 mg *
 ヘスペリジン(ヘスペリジン複合体) 5 mg *
 イノシトール 15 mg *
 レチシン (大豆) 10 mg *
ビオフラボノイド(レモン、果実) 25 mg *
 リコピン（リコピン エキス） 0.6 mg *
 ルテイン（ルテイン エキス） 1 mg *
 ルチン 5 mg *
 大豆イソフラボン エキス 6 mg *
   *1日の推奨摂取量は規定されていませんので算出できません。

 US.SF.MOD 2C ベジタリアンの方にも最適
グルテン　フリー

成分データ
用量 3 粒
内容量 60 回分
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ユビキノール100
最先端のCo-Q-10を
  ユビキノールは抗酸化作用の高い還元型のCo-Q-10(補酵素/コエンザイムQ10)です。数ある脂溶性の 抗酸化物質のなかでも特に強力な成分で、しか
も体にとって吸収しやすく簡単に利用できるという優れた性質があります。私たちの体細胞のひとつひとつの中には、エネルギー(ATP)の産生を担うミ
トコンドリアがあり、この細胞内の「発電所」を動かすには、ユビキノールが欠かせません。脳や心臓、腎臓、 肝臓、肺といった器官では特に大量のエネ
ルギーが必要とされるため、そこでもユビキノールは重要な役割を果たしています。Co-Q-10は体内で合成できる物質であり、体内にある栄養をユビ
キノールに変換 する仕組みも備わっていますが、その能力は年とともに衰えていきます。Co-Q-10を健康的な水準に維持 することはとても大切です。

 •  現在入手可能な脂溶性抗酸化物質のなかでも特に強力。ユビキノールは脂溶性なので、細胞膜を通過し、ミトコンドリアの内部へと深く浸透します。

•  エネルギーを生み出すミトコンドリアをフリーラジカルの攻撃から守ることにより、間接的にエネルギー産生過程をサポートします。◊ 

• 吸収効率は通常のCo-Q-10の最大8倍。

• グルタチオン、ビタミンA、ビタミンC、ビタミンEといった体内に存在する他の抗酸化物質の活性を高めます。◊ 

• 循環系と認知能力の健康をサポートします。◊ 

• スタミナとエネルギーを増進し、健康的なライフスタイルを支援します。◊ 

• 主要伝達物質として700種近い遺伝子を活性化することが分かっています。◊ 

 ユビキノール100は、エネルギーを促進し、抗酸化物質による保護作用を高めることにより、健康維持に役立ちます。◊

使用法：  １ソフトジェルカプセルを1日１回

  製品番号 内容量 出荷重量
 1600 30粒 3オンス

1 回当たりの摂取量   1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
 ユビキノール（最先端のCo-Q-10) 100 mg *
*1日の推奨摂取量は規定されていません。

US.SF.MOD 1B グルテン　フリー

成分データ  
用量  1 カプセル
内容量 30 回分

 ◊ これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA（食品および薬品管理局）の評価を受けておりま
せん。本品はいかなる病気に対しても、その診断、治療、予防を目的とした ものではありません。
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 ビタミン-Ｃ-プラス
健康的な免疫系をサポート  
 ビタミンは、体内で十分に生成できるかどうかで、「必須」と「非必須」に
分類されます。ビタミン C は、必須ビタミンに入ります。ライフプラスビタ
ミンCプラスタブレットは必要なビタミンCだけではなく相乗的なバイオ
フラボノイドも与えます。

ビタミン C は重要な抗酸化物質で、循環器系の健康を促進します。また、
ビタミン C は 免疫系を栄養面でサポートし、コラーゲンの重要な成分
になると同時に、健康な目、肝臓、副腎の機能を維持します。またビタミ
ンCは、ストレスやフラストレーションに耐える身体の能力を高めます。

LifePlusは、サプリメントの製造に、高品質の原材料のみを使用していま
す。またビタミンCプラスは、体がこの必須ビタミンをより活用できるよ
う、できる限り良質な原料で調合されています。

使用法：  ２粒を１日１回（または、それ以上）

  製品番号 内容量 出荷重量
 4421 300粒 13オンス

1 回当たりの摂取量   1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
ビタミン C (アスコルビン酸および
アスコルビン酸カルシウム) 1000 mg 1667%
ビオフラボノイド (レモン、果実)  100 mg *
ヘスペリジン 30 mg *
ルチン 30 mg *
アセロラ果実 (Malpighia punicifolia L.) エキス 20 mg *
トウガラシ果実 (香味の効いた莢の部分) 10 mg *
 *1日の推奨摂取量は規定されていませんので算出できません。

US.EU.PI.MOD 3 ベジタリアンの方にも最適
グルテン　フリー

 ビタミン
健康的な免疫
 ビタミンは、体内
分類されます。ビ
ミンCプラスタブ
フラボノイドも与

ビタミン C は重
ビタミン C は 免
になると同時に
ンCはンC 、ストレス

LifLifLifL ePlPlee usは、サプ
すす。す。す。ままたビタた ミン
ううう、でう、できる限り良

使用法：  ２粒を

  製品番号
 4421 

成分データ  
用量 2 粒
内容量 150 回分
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 ビタミン-Ｅ-コンプレックス 
ビタミンEコンプレックスを選ぶ理由とは
 市場で最も優れた製品をお届けするために、ライフプラスは8種の
ビタミンＥ異性体（ビタミンE4種とトコトリエノール4種を含む）を自
然界に存在する比率で組み合わせ、新・ビタミンＥコンプレックスに
しました。 ◊

ビタミン E は、身体中の組織や器官に酸素を運ぶ赤血球の働きをサ
ポートします。これは、神経系、血管、および血液循環系をサポートす
る抗酸化物質です。

使用法：  １カプセルを１日２回

  製品番号 内容量 出荷重量
 1032 60粒 4オンス

 ビタミン-D&K 
健康な心臓と骨を相乗作用でサポート！◊

ビタミンD&Kは2種類のビタミンを組み合わせた新しい配合が革新
的なサプリメントです。「太陽のビタミン」とも呼ばれるビタミンDは、
筋肉と免疫系の正常な機能と健康維持において重要な役割を担っ
ています。 

ビタミンDとビタミンKはいずれも、骨や血液の維持を正常に保つ働
きにも関与しています。また、ビタミンDは血中のカルシウム濃度の維
持を助け、ビタミンKは正常な血液凝固をサポートしています。タブレ
ット1粒で数多くの利点を得られるよう特別に考案されました！

使用法：1粒を1日に2回

  製品番号 内容量 出荷重量
 6401 60粒 3オンス

1 回当たりの摂取量 1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
ビタミン E (d-α-トコフェ ロール) 50  IU 167%
トコフェロール類混合物（D-α、D-β、D-γ、D－δ） 300 mg *
D-γ-トコフェロール  150 mg *
トコトリエノール類混合物（D-α、D-β、D-γ、D－δ） 10 mg *

1 回当たりの摂取量 1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
ビタミン D-3 (コレカルシフェロール) 960  IU 240%
ビタミン K (総量) 500 mcg 625%
ビタミン K-1 (フィトメナジオン) 475 mcg 594%
ビタミン K-2 (メナキノン-7) 25 mcg 31%

 *1日の推奨摂取量は規定されていませんので算出できません。
 Not a signifi cant source of Trans Fat.

 

 US.SF.MOD 1A

 US.SF.MOD 1

ベジタリアンの方にも最適
グルテン　フリー

ベジタリアンの方にも最適
グルテン　フリー

成分データ  
用量 1 カプセル
内容量 60 回分

成分データ  
用量 1 粒
内容量 60 回分

 ◊これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA（食品および薬品管理局）の評価を受けておりません。本品はいかなる病気に対しても、その診断、治療、予防を目的とした ものではありません。

47



ビタサウルス®
お子様向けの特別配合
子供たちは、成長と発達のために十分な栄養をとる必要がありま
す。したがって、バランスの取れた食事が重要です。言うまでもな
く、多くの子供たちは、正しい食事ではなく、ファースト フードや必
要以上に甘い食べ物を好みます。

必要とされるすべての栄養素を摂取できるように、子供たちには
ビタミンを毎日与えることができます。ビタザウルス (Vita-Saurus®) 
はいかがでしょうか？ この製品は、成長や発達の時期に、身体に必
要な栄養素を確実に摂取できるよう、特別に配合されたマルチビ
タミン剤です。もちろん、砂糖は入っていません。***

各ボトルには、天然エキスのブレンドでおいしく仕上げた 2 種類
の味が入っています。

***スクラロース配合

使用法：  ２粒を１日１回(４歳以上）
１粒を１日１回（２～３歳）

   製品番号 内容量 出荷重量
 6194 180粒 10 オンス

成分データ  
用量 2 粒 
内容量 90 回分
1 回当たりの摂取量 1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
 Children 2 to 3 Adults & Children
 Years of Age 4 or More Years
 (1 Tablet)1 (2 Tablets)2

ビタミン A (カロチン 100% (2667 IU)) 2667 IU 53% 53%
ビタミン C (アスコルビン酸) 100 mg 125% 167%
 ビタミン D-3(コレカルシフェロール) 200 IU 25% 50%
 ビタミン E (d-αコハク酸  トコフェロール) 15 IU 75% 50%
 ビタミン K-1(フィトメナジオン) 20  mcg ** 25%
 チアミン (ビタミン B-1) 3.2 mg 229% 213%
 ビタミン B-2(リボフラビン) 3.0 mg 188% 176%
 ナイアシン(ニコチン酸) 13.5 mg 75% 68%
 ビタミン B-6(塩酸ピリドキシン) 3.2 mg 229% 160%
 葉酸 200 mcg 50% 50%
 ビタミン B-12(シアノコバラミン) 10 mcg 167% 167%
 ビオチン 60 mcg 20% 20%
パントテン酸 5 mg 50% 50%
 カルシウム (総量) 13 mg 1% 1%
 ヨウ素 (ヨウ化カリウム) 100 mcg 71% 67%
マグネシウム（炭酸マグネシウムとして） 3.2 mg 1% 1%
亜鉛 (硫酸亜鉛) 8 mg 50% 53%
 セレニウム(亜セレン酸ナトリウム) 20 mcg ** 29%
銅 （硫酸銅として） 0.1 mg 5% 5%
マンガン(硫酸マンガン) 1.0 mg ** 50%
 クロム (塩化クロム) 20 mcg ** 17%
 モリブデン(モリブデン酸ナトリウム) 10 mcg ** **
PABA 10 mg ** **
  酒石酸水素コリン 10 mg ** **
 ルチン 10 mg ** **
 イノシトール 2 mg ** **
ヘスペリジン 1 mg ** **
 ビオフラボノイド (レモン) 1 mg ** **
*推奨摂取量に占める割合は2000カロリーの食事に基づいています。  
**1日の推奨摂取量は定められていないため算出できません。

US.SF.MOD 3 ベジタリアンの方にも最適
グルテン　フリー
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エクセル™ 
血液循環の促進に◊

アルギニンを主成分とするエクセルは、体内の一酸化窒素が健康的な水準で産生されるようサポートし、アンモニアと
乳酸の除去を助けることにより筋肉疲労を和らげ、免疫系の健康を支えつつ、酸塩基平衡を維持し、抗酸化物質による
保護作用も得られるよう考慮した配合になっています。◊ 手軽に使えるパウダータイプで、無糖ながら柑橘系の風味でお
いしくお飲みいただけます。

エクセルの主成分L-アルギニンが生体内で一酸化窒素を産生する仕組みを解明した科学者は、その功績によりノーベ
ル賞を授与されています。一酸化窒素（NO）には血管を弛緩させ血液の流れをよくする働きがあります。◊

心臓、脳、生殖器では特に、血行のよさが重要です。エクセルで血液をしっかりと循環させましょう！◊

使用法：  １日１回お好みの飲みもの(約２４０～３６０ｍｌ）に、　テーブルスプーン１杯(約15ｃｃ）のエクセルを入
れ、混ぜた後はすぐにお召し上がりください。

 製品番号 内容量 出荷重量
 6357 273.9 g 15オンス

1 回当たりの摂取量  1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
カロリー 23  
  炭水化物総量 (食物繊維含む) 3 g 1%*
  食物繊維 2 g 8%*
ビタミン A (100% カロチン) 830 IU 17%*
ビタミンC (L-アスコルビン酸) 200 mg 333%*
L-アルギニン α-ケトグルタル酸 2660 mg **
L -シトルリン　リンゴ酸 700 mg **
 L-リジン塩酸塩 125 mg **
 マルトデキシトリン水溶性繊維 2.6 g **

*推奨摂取量に占める割合は2000カロリーの食事に基づいています。  
**1日の推奨摂取量は定められていないため算出できません。

 US.SF.MOD 2 ベジタリアンの方にも最適
グルテン　フリー

成分データ  
用量 大さじ1 杯 (Approximately 15 cc or 9.1 g)
内容量 30 回分

 ◊ これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA（食品および薬品管理局）の評価を受けておりま
せん。本品はいかなる病気に対しても、その診断、治療、予防を目的とした ものではありません。
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 エキストラ アンチオキシダント  
体内の抗酸化物質を増やす
 エクストラアンチオキシダンツ (エクストラアンチオキシダント) には、
ビタミン A、C、E などの基本的なビタミンだけでなく、ポリフェノール
やフラボノイドなどの抗酸化化合物が豊富な植物から抽出した効果
の高いエキスを含む、相乗効果作用のあるさまざまな抗酸化栄養物
が配合されています。これらの高品質な植物エキスは非常に濃縮され
ています。

食生活とライフスタイルによっては、身体の抗酸化ネットワーク機能を
活性化する幅広いさまざまな抗酸化物質を必ずしも適量摂取してい
ない場合があります。◊ 十分に追加摂取して貯蔵量を維持するには、エ
クストラアンチオキシダンツ (エクストラアンチオキシダント) を毎日ご
使用ください。

使用法：  ２粒を１日２回

  製品番号 内容量 出荷重量
 6124 120 8 オンス

成分データ  
用量 2 粒
内容量 60 回分
1 回当たりの摂取量  1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
ビタミンAアセテート 3750 IU 75%
ビタミン C (アスコルビン酸) 250 mg 417%
ビタミン E(d-αコハク酸  トコフェロール) 120 IU 400%
葉酸 150 mcg 38%
セレン (亜セレン酸ナトリウム) 50 mcg 71%
アスタキサンチン 500 mcg *
 コケモモ エキス 25 mg *
補酵素 Q-10 6 mg *
 緑茶葉 50 mg *
 ヘスペリジン(ヘスペリジン複合体) 20 mg *
 L-グルタチオン 5 mg *
 ルテイン（ルテイン エキス） 10 mg *
 リコピン（リコピン エキス） 5 mg *
 ケルセチン 75 mg *
 ビオフラボノイド(レモン、果実) 50 mg *
大豆レシチン 50 mg *
 大豆イソフラボン エキス 5 mg *
ブロメライン 50 mg *
ローズマリー葉エキス 20 mg *
 クルクミノイ ( ターメリック根部エキス) 57 mg *
 *1日の推奨摂取量は規定されていませんので算出できません。

US.SF.MOD 3 ベジタリアンの方にも最適
グルテン　フリー
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 ライフプラス® ヤミーズ 
 チュアブル・マルチビタミン　グミー・ベアー
 必須ビタミン・ミネラル類がたっぷり入ったライフプラス® 
ヤミーズは、心も体も育ち盛りのお子様の栄養補給にぴっ
たりです。天然素材と自然な風味でおいしく食べられるの
で、幅広い年齢層のお子様にお勧めです。かわいいクマ
の形のイチゴ味、オレンジ味、レモン味のグミをお楽しみ
下さい

使用法：  ２粒を１日１回(２歳以上）

  製品番号 内容量 出荷重量
 0358 200粒 19オンス

成分データ  
用量 2 粒 
内容量 100 回分
1 回当たりの摂取量    1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
  2～3才の  成人もしくは
 お子様1 4才以上のお子様2

 (グミー・ベアー ２個) (グミー・ベアー ２個)

 カロリー 15   
 炭水化物総量 4 g  1%*
 糖 4 g  
 ビタミン A (プレフォームド; 
 レチニル・パルミテート) 2600 IU 104% 52%
 ビタミン C (アスコルビン酸) 20 mg 50% 33%
 ビタミン D-3 (コレカルシフェロール) 800 IU 200% 200%
 ビタミン E 
(d-α-トコフェロール アセテートとして) 16.5 IU 165% 55%
 ビタミン K-1 (フィトメナジオン) 20 mcg ** 27%
 ビタミン B-6 (塩酸ピリドキシン) 1.04 mg 149% 52%
 葉酸 260 mcg 130% 65%
 ビタミン B-12 (シアノコバラミン) 5.1 mcg 170% 85%
 ビオチン 60 mcg 400% 20%
 パントテン酸 
 (D-パントテン酸カルシウムとして) 5.2 mg 104% 52%
 ヨウ素 (ヨウ化カリウムとして) 42 mcg 60% 28%
 亜鉛 (クエン酸亜鉛として) 2.7 mg 34% 18%
 セレン (亜セレン酸ナトリウムとして) 20 mcg ** 29%
 コリン (酒石酸水素コリンとして) 40 mcg ** **
 イノシトール 40 mcg ** **
 *推奨摂取量の割合は2,000カロリーの食事に基づいています。 
**1日の推奨摂取量は規定されていません。

US.SF.MOD 2A ベジタリアンの方にも最適
グルテン　フリー

 ◊ これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA（食品および薬品管理局）の評価を受けておりま
せん。本品はいかなる病気に対しても、その診断、治療、予防を目的とした ものではありません。
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ボディスマート
トリプルプロテインシェイク
アミノ酸、ビタミンおよびミネラルを
トリプルプロテインシェイクは、乳清、牛乳、大豆の3種類の成分から取った20グラムの上質のたんぱく質を補給し、毎日の食事を補助します。これにより、必要なアミノ酸
を取り入れることができます。また、すぐに摂取できるようになっています。トリプルプロテインシェイクには、体内への吸収性が高いカルシウム、マグネシウム、カリウムも
含まれています。乳製品のカルシウムを摂取することは健康に有益でもあります。また、ミネラル摂取だけではなく、筋肉増強や脂肪分の低い身体を作るのに役立ちます。
脂肪は1グラム、炭水化物はバニラ味で1グラム、チョコレート味で2グラムに抑えられています。

使用法：   お好みの飲みもの（約２４０から３６０ｍｌ）に、付属のスプーン１杯のプロテインシェイクを
入れお召し上がりください。分量や回数は必要に応じてご変更ください。

  製品番号 内容量 出荷重量
チョコレート 7880  527 g 32 オンス
バニラ 7881 496 g 31 オンス
バニラ（無糖） 6187 493 g 31 オンス

 ◊これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA（食品および薬品管理局）の評価を受けておりません。本品はいかなる病気に対しても、その診断、治療、予防を目的とした ものではありません。
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1 回当たりの摂取量  1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
カロリー 80
 うち脂質によるもの 0
 脂質総量 0 g 0%
 飽和脂肪 0 g 0%
 トランス脂肪 0 g
 コレステロール 5 mg 2%
 ナトリウム  140 mg 6%
  カリウム 549 mg 15%
  炭水化物総量 1 g 0%
  食物繊維 0 g 0%
  糖類 0 g 
 タンパク質 20 g 40%

 ビタミンA (カロチン100%) 35% • ビタミンC 35%
 カルシウム 60% • 鉄 6%
 ビタミンD-3 35% • ビタミンE 40%
 ビタミンK-1 35% • チアミン (ビタミンB-1) 35%
 リボフラビン (ビタミンB-2) 35% • ナイアシン (ニコチンアミド) 35%
 ビタミンB-6 (塩酸ピリドキシン) 35% • 葉酸 35%
 シアノコバラミン (ビタミンB-12) 30% • ビオチン 40%
 パントテン酸 35% • リン 35%
 マグネシウム 50% • 亜鉛 40%
 セレン 35% • 銅 35%
 マンガン 35% • モリブデン 35%
 *推奨摂取量に占める割合は2000カロリーの食事に基づいています。実際の
摂取カロリ  ーは個人により異なるため、その増減に応じて割合も変化する
場合があります。
  カロリー 2,000 2,500
脂質総量 上限 65 g 80 g
飽和脂肪 上限 20 g 25 g
コレステロール 上限 300 mg 300 mg
ナトリウム 上限 2,400 mg 2,400 mg
カリウム 上限 3,500 mg 3,500 mg
炭水化物総量  300 g 375 g
食物繊維  25 g 30 g
タンパク質  50 g 65 g
1グラムあたりのカロリー:
 脂肪 9 • 炭水化物 4 • タンパク質 4
 US.NF.MOD 5A グルテン　フリー

成分データ  
用量 大さじ一杯 (27.2g)
内容量  18 回分

7881   バニラ  

1 回当たりの摂取量  1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
カロリー 90
 うち脂質によるもの 5
 脂質総量 0.5 g 1%
 飽和脂肪 0 g 0%
 トランス脂肪 0 g
 コレステロール 5 mg 2%
 ナトリウム  139 mg 6%
  カリウム 613 mg 20%
  炭水化物総量 2 g 1%
  食物繊維 1 g 4%
  糖類 0 g 
 タンパク質 20 g 40%

 ビタミンA (カロチン100%) 35% • ビタミンC 35%
 カルシウム 60% • 鉄 10%
 ビタミンD-3 35% • ビタミンE 40%
 ビタミンK-1 35% • チアミン (ビタミンB-1) 35%
 リボフラビン (ビタミンB-2) 35% • ナイアシン (ニコチンアミド) 35%
 ビタミンB-6 (塩酸ピリドキシン) 35% • 葉酸 35%
 シアノコバラミン (ビタミンB-12) 30% • ビオチン 40%
 パントテン酸 35% • リン 35%
 マグネシウム 50% • 亜鉛 40%
 セレン 35% • 銅 40%
 マンガン 35% • モリブデン 35%
 *推奨摂取量に占める割合は2000カロリーの食事に基づいています。実際の
摂取カロリ  ーは個人により異なるため、その増減に応じて割合も変化する
場合があります。
  カロリー 2,000 2,500
脂質総量 上限 65 g 80 g
飽和脂肪 上限 20 g 25 g
コレステロール 上限 300 mg 300 mg
ナトリウム 上限 2,400 mg 2,400 mg
カリウム 上限 3,500 mg 3,500 mg
炭水化物総量  300 g 375 g
食物繊維  25 g 30 g
タンパク質  50 g 65 g
1グラムあたりのカロリー:
 脂肪 9 • 炭水化物 4 • タンパク質 4
 US.NF.MOD 5A グルテン　フリー

成分データ  
用量 大さじ一杯 (29g)
内容量  18 回分

7880   チョコレート

1 回当たりの摂取量  1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
カロリー 80
 うち脂質によるもの 0
 脂質総量 0 g 0%
 飽和脂肪 0 g 0%
 トランス脂肪 0 g
 コレステロール 5 mg 2%
 ナトリウム  141 mg 6%
  カリウム 549 mg 15%
  炭水化物総量 1 g 0%
  食物繊維 0 g 0%
  糖類 0 g 
 タンパク質 20 g 40%

 ビタミンA (カロチン100%) 35% • ビタミンC 35%
 カルシウム 60% • 鉄 6%
 ビタミンD-3 35% • ビタミンE 40%
 ビタミンK-1 35% • チアミン (ビタミンB-1) 35%
 リボフラビン (ビタミンB-2) 35% • ナイアシン (ニコチンアミド) 35%
 ビタミンB-6 (塩酸ピリドキシン) 35% • 葉酸 35%
 シアノコバラミン (ビタミンB-12) 30% • ビオチン 40%
 パントテン酸 35% • リン 35%
 マグネシウム 50% • 亜鉛 40%
 セレン 35% • 銅 35%
 マンガン 35% • モリブデン 35%
 *推奨摂取量に占める割合は2000カロリーの食事に基づいています。実際の
摂取カロリ  ーは個人により異なるため、その増減に応じて割合も変化する
場合があります。
  カロリー 2,000 2,500
脂質総量 上限 65 g 80 g
飽和脂肪 上限 20 g 25 g
コレステロール 上限 300 mg 300 mg
ナトリウム 上限 2,400 mg 2,400 mg
カリウム 上限 3,500 mg 3,500 mg
炭水化物総量  300 g 375 g
食物繊維  25 g 30 g
タンパク質  50 g 65 g
1グラムあたりのカロリー:
 脂肪 9 • 炭水化物 4 • タンパク質 4
 US.NF.MOD 2 グルテン　フリー

成分データ  
用量 大さじ一杯 (27.2g)
内容量  18 回分

6187   無糖のバニラ
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 ◊これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA（食品および薬品管理局）の評価を受けておりません。本品はいかなる病気に対しても、その診断、治療、予防を目的とした ものではありません。

 マルチビタミンゴールドフォーミュラ
 女性用・男性用
 このマルチビタミンは、トリプルプロテインシェイクに含まれているビタミンその他の栄養素との相乗効果を考慮して作られています。脂肪を燃焼させるに
は、体が効率よく機能できるよう、あらゆる栄養素が必要です。マルチビタミンによる栄養補給で、毎日の推奨摂取量の100％以上のビタミンとミネラルを
確保しましょう。

栄養素によっては摂りすぎに注意が必要なものもありますが、ゴールドフォーミュラとトリプルプロテインシェイクの組み合わせなら、その心配もありませ
ん。ゴールドフォーミュラは、単に必要な栄養素を摂取するだけでなく、さらなる効果を視野に入れた特別なマルチビタミンなのです。

使用法：  2粒を１日１回

  製品番号 内容量 出荷重量
 男性用 7883 60粒 13 オンス
女性用 7884 60粒 13 オンス

エナーザンクロムとハーブのタブレット　
エネルギー補助
 エナーザンを使ってボディスマート・ソリューションズ・プログラムをパワーアップさ
せましょう。エナーザンは、あなたの目標とする結果に早く到達する手助けをします。
エナーザンは、新陳代謝を活発にし、脂肪を燃焼させる働きをします。*

使用法：  朝食と昼食の前に1粒から3粒をお召し上がりください。

 *  摂取と同時に運動と食事計画も実践している場合のみ。お薬を服用中や医師の
診断を受けられている場合は、必ず医師にご相談ください。妊娠中、授乳中の
方には適しておりません。ご使用をお控えください。

  製品番号 内容量 出荷重量
  7882 60粒  14 オンス
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1 回当たりの摂取量  1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
 ビタミンA (プレフォームド94%,  
2500IUおよびカロチン6%,167IU) 2667 IU 53%
 ビタミンC (アスコルビン酸) 300 mg 500%
  ビタミンD-3 (コレカルシフェロール) 400 IU 100%
  ビタミンE (D アルファ コハク酸エステル) 50 IU 167%
 ビタミンK-1 (フィトメナジオン) 65 mcg 81%
  塩酸チアミン (ビタミンB-1) 4 mg 267%
 リボフラビン (ビタミンB-2) 5 mg 294%
 ナイアシン (ニコチンアミド) 54 mg 270%
 ビタミンB-6(塩酸ピリドキシン) 6 mg 300%
 葉酸 600 mcg 150%
 ビタミンB-12(シアノコバラミン) 12 mcg 200%
  ビオチン 450 mcg 150%
 パントテン酸(D-パントテン酸カルシウム) 20 mg 200%
   カルシウム(第2リン酸カルシウムおよび 
 D-パントテン酸カルシウムとして) 72 mg 7%
 リン (第2リン酸カルシウム) 36 mg 4%
 ヨウ素 (ヨウ化カリウム) 100 mcg 67%
亜鉛 (硫酸亜鉛) 15 mg 100%
セレン (亜セレン酸ナトリウム) 120 mcg 171%
銅 (硫酸銅) 1 mg 50%
マンガン (硫酸マンガン) 2 mg 100%
クロム (クロミウム・ピコリネート) 100 mcg 83%
モリブデン (モリブデン酸ナトリウム) 180 mcg 240%
 ホウ素 (ホウ酸ナトリウム十水和物) 5 mg *
 緑茶葉エキス (ポリフェノール40%) 187 mg *
 ルテイン (ルテイン抽出物) 2 mg *
 アルファリポ酸 50 mg *
 L-カルニチン (L-カルニチン L-酒石酸塩) 75 mg *
 ポリコサノール 14 mg *
 ホスファチジルセリン 
(大豆リン脂質複合体より) 15 mg *

1 回当たりの摂取量  1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
 ビタミンA (プレフォームド94%,  
2500IUおよびカロチン6%,167IU) 2667 IU 53%
 ビタミンC (アスコルビン酸) 300 mg 500%
  ビタミンD-3 (コレカルシフェロール) 400 IU 100%
  ビタミンE (D アルファ コハク酸エステル) 50 IU 167%
 ビタミンK-1 (フィトメナジオン) 65 mcg 81%
  塩酸チアミン (ビタミンB-1) 3 mg 200%
 リボフラビン (ビタミンB-2) 4 mg 235%
 ナイアシン (ニコチンアミド) 90 mg 450%
 ビタミンB-6(塩酸ピリドキシン) 9 mg 450%
 葉酸 900 mcg 225%
 ビタミンB-12(シアノコバラミン) 12 mcg 200%
  ビオチン 600 mcg 200%
 パントテン酸(D-パントテン酸カルシウム) 45 mg 450%
   カルシウム(第2リン酸カルシウムおよび 
 D-パントテン酸カルシウムとして) 72 mg 7%
 鉄 (グルコン酸第1鉄) 2 mg 11%
リン (第2リン酸カルシウム) 36 mg 4%
 ヨウ素 (ヨウ化カリウム) 100 mcg 67%
亜鉛 (硫酸亜鉛) 15 mg 100%
セレン (亜セレン酸ナトリウム) 67 mcg 96%
銅 (硫酸銅) 2 mg 100%
マンガン (硫酸マンガン) 3 mg 150%
クロム (クロミウム・ピコリネート) 100 mcg 83%
モリブデン (モリブデン酸ナトリウム) 120 mcg 160%
 ホウ素 (ホウ酸ナトリウム十水和物) 5 mg *
 緑茶葉エキス (ポリフェノール40%) 187 mg *
 ルテイン (ルテイン抽出物) 2 mg *
 アルファリポ酸 50 mg *
 L-カルニチン (L-カルニチン L-酒石酸塩) 75 mg *
 ポリコサノール 14 mg *
 ホスファチジルセリン 
(大豆リン脂質複合体より) 15 mg *
 イソフラボン (大豆イソフラボン抽出物より) 50 mg *

1 回当たりの摂取量  1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
  カロリー 6 
 炭水化物総量 1 g 0%*
  クロム (ピコリン酸クロム) 48 mcg 40%*
 緑茶葉エキス (ポリフェノール40%) 500 mg **
  L-チロシン 400 mg **
 ココア (アルカリ処理) 20 mg **
 ガラナ種子エキス 200 mg **
 シナモン樹皮 100 mg **
ダミアナ (Turnera aphrodisiaca)  
ハーブエキス 100 mg **
 イエルバマテ葉エキス 100 mg **
 カフェイン (ガラナ種子エキス、 緑茶葉  エキス、
コーヒー豆カフェイン抽出物、 
イエルバマテ葉エキス、 ココアより) 94 mg **

成分データ  
用量 2 粒
内容量  30 回分

成分データ  
用量 2 粒
内容量  30 回分

成分データ  
用量 2 粒
内容量  30 回分

7883   男性用 7884   女性用 7882

*1日の推奨摂取量は規定されていません。

*1日の推奨摂取量は規定されていません。

 *推奨摂取量に占める割合は2000カロリーの食事に基づいています。
**1日の推奨摂取量は定められていないため算出できません。

US.SF.MOD 3

US.SF.MOD 3A

US.SF.MOD 5

グルテン　フリー

グルテン　フリー

  ベジタリアンの方にも最適
グルテン　フリー
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ヘルシー ボディ

ほんの少しでも、自分のための時間をとる

ことは大切です。ヘルシーボディ・シリーズで

ちょっと贅沢なくつろぎのひと時を楽しみ

ながら、体をいたわってあげましょう。
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パーソナル ケア

ライフプラス製品は高品質エキス

配合。自分のために、少し贅沢

してみませんか。
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    コロイダルシルバー
   超微粒子シルバー含有の20PPMのコロイド溶液
  製品番号 内容量 出荷重量
 1945 118ml 10オンス
＊　寒くなりますと、ボトルが運送中に壊れやすくなります。
　３月中旬～１０月末までにお買い上げ下さい。

 歯ブラシ
 製品番号 タイプ 内容量 出荷重量
 2637 ブルー １本 1オンス
 2642 ブルー ４本セット 5オンス

ワンダージェル
 穏やかな熱を与えるジェルが、疲れや、筋肉痛、関
節の痛みを和らげます。素晴らしい効果のワンダ
ージェルをべた付かず、汚れにくいチューブでぜ
ひお試し下さい。
  製品番号 内容量 出荷重量
 6134 114ml 8 オンス

 MSMプラス　ヴァイタル　ケア　ローション
MSMプラス™ヴァイタルケアローションは、アロエ
ベラ配合で肌をソフトにし保湿効果もある優れた
ボディーローション。
入浴後などにお使い下さい。ナチュラルアーモン
ドの香りで開放感を感じるローションです。
  製品番号 内容量 出荷重量
 1021 242ml 20オンス

 ティーツリー　ナチュラル　歯磨き粉
ティーツリー入りで、優しく安全です。研磨剤も含
まず歯垢と黴菌をきれいに洗い流します。成分は
全て自然のもので、アルコールを含みません。ミン
トの味でスッキリさせます。(キシリトール配合）
  製品番号 タイプ 内容量 出荷重量
 6234 フッ素抜き 84ml 5オンス
 6233 フッ素入り 85.9ml 5オンス

 ＴＴＯピュア  ゴールドハンド  
＆  ボディ　ソープ
 うっとりするようなフランス風の贅沢な香り。ティ
ーツリーオイル入りで強力な抗菌作用があり肌に
最高に優しい石鹸です。
  製品番号 内容量 出荷重量
 6266 128g 5 オンス
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フォーエバーヤング® タブレット
 皺、小じわを目立たなくします。
 加齢のサインを抑えて若 し々いお肌を保ちたい方のための
サプリメント、フォーエバーヤングのタブレットが、ヒアルロン
酸入りになりました。ヒアルロン酸はお肌の質感と機能を支える
重要な成分です。すべてのほ乳類にみられるこの天然の糖複合
体は、表皮のすぐ下に位置する真皮という厚い層において、
コラーゲン、エラスチンといった結合繊維とともに、結合組織の
基質を構成しています。

 栄養補給で体の内側から美しくなりましょう。

 使用法：1粒を1日2回

  製品番号 内容量 出荷重量
 6112 60粒 5オンス

成分データ
用量 1 粒 
内容量 60回分
1 回当たりの摂取量  1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
 ビタミン A (100% カロチン) 1000 IU 20%
 ビタミン C (アスコルビン酸) 15 mg 25%
 ビタミン D-3 (コレカルシフェロール) 50 IU 12%
 ビタミン E (d-αコハク酸トコフェロール) 5 IU 17%
 亜鉛 (グルコン酸亜鉛) 2 mg 13%
 海産物由来濃縮エキス  150 mg *
 硫酸コンドロイチン 175 mg *
 ヒアルロン酸 10 mg *
米タンパク質アイソレート 100 mg *
 加水分解コラーゲン 40 mg *
ケルプ (Ascophyllum nodosum L.) 全草 33 mg *
アセロラ (Malpighia punicifolia L.) 果実エキス 5 mg *
 ケイ素 (総量) 3 mg *
 *1日の推奨摂取量は規定されていませんので算出できません。

US.SF.MOD 6A グルテン　フリー

スキンケア用品
 早期老化の兆候をケアしながら、肌の健康を促進し、バランスを
保ちます。フォーエバーヤングのスキンケア商品は、老化の兆候を
予防しながら、細胞を活性化し強化するスキンケアシリーズです。
明るく健康的な輝きのある肌をよみがえらせ、健康的でバランス
の取れた若 し々い肌を実感してください。

 ◊ これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA（食品および薬品管理局）の評価を受けておりません。本品はいかなる病気に対しても、その診断、治療、予防を目的とした ものではありません。
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 アンチエイジングセラム
 生き生きとしたハリのある肌を作るために細胞の再生を促進
するこの画期的なトリートメントで、最初の老化のサインと戦
います。カボチャエンザイムを配合した緑茶とザクロ、ブドウ種
子エキスが、肌のくすんだ細胞を優しく取り除きます。全ての
肌質タイプに。
  製品番号 内容量 出荷重量
 4541 30ml 9 オンス

デイ／ナイトリニューアル  
 水分のバランスを整えると、肌の状態が改善し、小じわや皺が
目立たなくなります。栄養と潤いを与えるために配合したスピ
ルリナと朝鮮人参のエキスが、肌を柔らかく滑らかに、そして若
返らせるように作用します。
  製品番号 内容量 出荷重量
 4543 60g 15 オンス

 アイ コンプレックス
 目の周りを癒しさっぱり感を与えてくれるこのユニークなアイ
クリームには、ただちに潤いを与え、乾燥じわを和らげる大豆
とライスペプチド加水分解物が含まれています。抗酸化作用の
あるビタミンA、C、Eをパルミトイルオリゴペプチドとパルミト
イルテトラペプチド-3に配合した画期的なブレンドが、デリケ
ートな部分のモイスチャーバリアを強く持続させます。

  製品番号 内容量 出荷重量
 4544 15g 9 オンス

 アイファーミングジェル 
 目の周りのデリケートな肌は、フォーエバーヤングのアイフ
ァーミングジェルで保護し、強化します。2つのペプチド(パル
ミトイルオリゴペプチド、パルミトイルテトラペプチド7)が含
まれたこの進化した化粧品は、目の下のたるみや隈を軽減
し、目元の小じわや皺を目立たなくさせます。アイファーミン
グジェルを直接目に触れないように目の周りのデリケート
な肌に塗って、乾かしてください。続けてフォーエバーヤン
グアイコンプレックスを使用してください。全ての肌質タイ
プに。 白茶エキスが入った高度のリバイタライジングジェル
は、デリケートな目の周りの隈やたるみ、小じわや皺を減ら
す働きをします。ジェルはべたつかず、吸収も早いため、肌
を乾燥から守り潤いを保ちます。オイルフリー、無香料。
  製品番号 内容量 出荷重量
 4542 15g 8 オンス

 ピュリファイング クリーム クレンザー
 このクリーミーリッチで優しいクレンザーは、普通から乾燥し
たデリケートな肌にぴったりです。優しく効果的にメークや汚
れを分解し、きれいに洗い流します。肌を落ち着かせ、つっぱり
感のない優しい肌触りにします。パンテノールとクルミ種子エ
キスを配合し、古い角質層を分解して透明感のある明るい肌を
作ります。このクレンザーは、肌を柔らかく健康的に保ち、テカ
リを抑えるために、特別に処方された洗顔料です。
  製品番号 内容量 出荷重量
 4540 118ml 11 オンス

 フォーエバーヤング ‒  高性能のスキンケア

若 製

 ピュ
 この
たデ
れを
感の
キス
作り
リを
製

オンス

61



ボディケア用品
 植物性バス＆シャワージェル
 栄養が豊富な植物性エキス、優しく汚れを落とす成分と、
すっきりとしたペパーミント、ローズマリー、ラベンダー
のエッセンシャルオイルの香りが、肌をよみがえらせ感
覚を生き返らせます。また、肌角質の除去を促し、新しい
肌を作る働きをします。肌に滑らかさと潤いを与えるビ
ーズ(粒)が、すぐに肌の自然な輝きを回復させます。肌に
潤いを与えるパンテノールと小麦プロテイン加水分解物
を配合し、カモミールエキスが肌をいたわります。抗酸化
作用と栄養を与える作用のある白茶エキスとビタミンE
によって、肌は、清潔、滑らかで若 し々くなります。全ての
肌質タイプに。
 製品番号 内容量 出荷重量
 4564 250ml 24 オンス 

 植物性ボディーローション 
 ホホバオイル、シアバター、およびヒアルロン酸ナトリウ
ムの三種類の保温成分の効果が含まれた最高水分補給
です。この保湿力の高いローションには、抗酸化保護作
用のある白茶エキス、そして肌をいたわるアロエベラが
配合されています。このハイドレーティングローションは
自然なエッセンシャルオイルの良い香がし、輝くつやの
ある肌を保ちます。全ての肌質タイプに。
 製品番号 内容量 出荷重量
 4565 250ml 24 オンス

 植物
 栄養が
すっき
のエッ
覚を生
肌を作
ーズ(
潤いを
を配合
作用と
によっ
肌質タ質タ
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 植物
ホホバ
ムの三
です。
用のあ
配合さ
自然な
ある肌
製品
4

肌質肌質タ
製品製製
44

お風呂や全身のお手入れに使えば、
ちょっとした自分へのご褒美になります。
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 植物性コンディショナー
 髪にハリを与えるこのコンディショナーは、ストレスやダ
メージから毎日髪を守る働きをします。アロエが頭皮を
いたわりながら、シルクアミノ酸と小麦プロテインが痛
んだ髪を保護し修復します。このコンディショナーは、ラ
ベンダー、ローズマリー、ペパーミントのエッセンシャル
オイルを配合した弱芳香性です。抗酸化作用と栄養を
与える作用のある白茶エキスとビタミンEによって、ハリ
とうるおいが戻り、髪は驚くほどに輝きます。全ての髪質
タイプに。
 製品番号 内容量 出荷重量
 4563 250ml 24 オンス

 フォーミングハンドウォッシュ
 フォーエバーヤング・ボタニカルズ・フォーミングハンド
ウォッシュは、ただ清潔にするだけではなく、手をいたわ
るハンドウォッシュです。エアゾールを使わないきめ細
かな泡が、洗うたびにすっきりとみずみずしい手にしま
す。アロエベラ配合で、洗浄しながら潤いを与えます。手
に優しい泡なので、カサつきが気になる方にも、仕事や
家事で頻繁に手を洗う方にもお勧めです。
 製品番号 内容量 出荷重量
 4549 251ml 28 オンス

 植物性ハンドクリーム 
W美しい手の秘訣は何でしょうか。フォーエバーヤング
の植物性ハンドクリームは、小じわや皺を目立たなくさ
せる臨床レベルの乳漿プロテインを強化しています。ま
た、臨床レベルのヘーゼルナッツプロテインは、肌が本
来持つモイスチャーバリアを取り戻すよう作用します。シ
アバター、スクアラン、ヒアルロン酸ナトリウム、ヒマワリ
オイル、PCAナトリウムなど5種類以上の潤い成分を配合
し、水分の喪失から肌を守ります。手をいたわるアロエ
成分を配合し、また、海草エキスが肌のハリときめを整
えます。抗酸化作用のあるザクロエキス、ビタミンA、ビ
タミンEによって、柔らかな感触と潤いのある手を保ち、
肌を守ります。
 製品番号 内容量 出荷重量
 4566 113g 19 オンス

 植物性シャンプー
H健康的な髪は、健康な頭皮から始まります。弱芳香性
のこのシャンプーは髪に優しい製品なので、毎日使うこ
とができます。髪と頭皮を健康に保ち若 し々く蘇らせる
ために、ペパーミント、ローズマリー、ティーツリーのエ
ッセンシャルオイルを配合しています。さらに、髪に栄
養とハリを与える海藻エキスとひんやりとした感覚と刺
激を与えるキュウリのエキスを配合しています。ヤナギ
の樹皮とセージのエキスは、潤いを補給し、輝きを与え、
なめらかな絹のような健康的な髪を作ります。全ての髪
質タイプに。
 製品番号 内容量 出荷重量
 4554 250ml 24 オンス
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 フォーエバーヤング® ボディケア製品

63



ライフプラスのコンセプト
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 •  1965年、ボブ・レモンは薬学部の課程を終了後、薬局事業を始めましたが、
すぐに栄養学に対する真の生きがいを発見することとなりました。

•  この栄養学との出会いをきっかけに、ボブは薬局事業を売却し、1936年から
高品質の栄養補助剤を製造していた企業を買収。当初、医者や
開業医にのみ製品を卸し、これらの医師を通じて製品を販売しました。

• 1992年 - Lifeplusを創立。

•  1998年 - Lifeplus EuropeがDirect Selling Association(訪問販売協会）の
「Best New Business」(最優秀新ビジネス賞） を受賞。

•  2000年 - 日本市場の需要に応えるためにLife Plus New Zealandを開設。

 Lifeplus Internationalの本社は、リトルロックから北東に約183km離れた
Batesville（ベイツビル）にあります。190年の歴史を誇るベイツビルの本源であ
る美しいWhite River(ホワイトリバー)は、釣りや、ボート、水上スポーツ、野生動
物、写真、自然観察など、アウトドア派の格好の目的地となっています。アーカン
ソー出身の著名人には、ダグラス・マッカーサー陸軍元帥、アメリカ元大統領の
ビル・クリントン氏などがいます。

 Lifeplus Internationalの
生れ故郷、米国アーカンソー州について
 アーカンソー州は、米国南部のミシシッピ川に接する東側に位置します。 
アーカンソー州の首都は、州中央にあるLittle Rock（リトルロック）です。 
アーカンソー州の人口は推定280万人。基盤産業は大豆、米、綿、鶏、卵、
トウモロコシを中心とする農業です。
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 注文先　  日本国からのご注文受付はニュージーランド支店が担当いたします。 ニュージーランド支店では
日本人スタッフが皆様のご連絡をお待ちしています 。

 製造および発送    製品は本社のあるアメリカのベイツビルにて製造され、工場から直接日本の皆様へ発送されます。

お申し込み
 フリーダイヤル 005-3123-0026 東京 03-4496-5312 
 受付時間 午前４：３０～午後１時（日本の冬） 大阪 06-6537-1492 
    24時間受付

www.lifeplus.com アメリカ在住のお客様は、まずアメリカの国旗をクリックしてから日本語表示を選んで下さい。

orders-nz@lifeplus.com

※　エイサップ（自動出荷)の新規登録及び解約はファックス又はメールにてご連絡ください。

お届け
 郵便  お届けまで２～４週間程度。  注文日から4週間経っても商品が届かないは場合はニュージーランド

までご連絡ください。

 宅配便 （UPS)  お届けまで5日から7日程度注文日～7日経 っても製品が届かない場合はニュージーランド 支社まで
ご連絡ください。
UPS のトラッキング 番号（発送番号）をご案内いたしますので、 下記の宅配業者とご確認ください。

 UPS社 フリーダイヤル   0120-27-1040

注文先 日本国からのご注文受付はニ ジ ランド支店が担当いたします ニ ジ ランド支店では

ご注文とカスタマーサービス
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お支払い
 クレジット　カード  各カード会社の会員規則に基づく引き落とし日になります。ご利用明細書をご覧ください。

＊リボルビングによる分割払いはお受けしておりません。

   ※  デビッドカードもご利用いただけます。

交換・返品
 ■返品方法  ニュージーランドまでご連絡ください。交換・返品のご案内をいたします。

 お問合せ先 フリーダイヤル　005-3123-0005

  ※お客様のご都合による返品の返送料は、お客様にご負担いただきます。
  ※返送の際は、送り状控が残る「郵便」または「宅配便」をご利用ください。
  ※未使用の製品はそのまま容器に入れたままでご返送下さい。
  ※お買い上げ明細書や現金等は同封しないで下さい。
  ※返送の際の送り状の控えは、３ヶ月間保管して下さい。
  ※次の場合はご返金の対象外になりますのであらかじめご了承ください。 
   •お届けの際に、受け取り拒否をされた場合。
   •製品発送後から30日以内に製品がニュージーランドに戻らなかった場合。
   •エイサップの解約前に発送された製品。

お問い合わせ
 製品、注文方法、商品発送確認などのご質問は、カスタマーセンターまでお問い合わせください。

 フリーダイヤル 005-3123-0005  Eメールアドレス　service-nz@lifeplus.com 

光電話などの契約により上記無料電話が利用できない場合は、公衆電話をご利用ください。 

ニュージーランドよりご連絡いたします。
お電話でのサービスをご希望の場合、お名前、電話番号、 お電話お受け取りの
ご希望時間 営業時間内 をファックス又はEメールにてご連絡ください。      

＊リボルビングによる分割払いはお受けし

※デビッドカードもご利用いただけます
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Japanese US

 インディペンデント   アソシエイト
 Lifeplus International
P.O. Box 3749, Batesville, Arkansas 72503
 無料電話番号 ：   注文  005-3123-0026    問い合わせ  005-3123-0005
ファックス番号 ：  東京  03 4496-5312    大阪   06 6537-1492
注文　：　orders-nz@lifeplus.com    問い合わせ　：　service-nz@lifeplus.com
info.nz@lifeplus.com   www.lifeplus.com
KDDI（株）と国際電話の契約がされていない携帯電話からは、
フリーダイヤルにはつながりません。

ITEM #7250  (10 Pk. #7283 ‒ 25 Pk. #7249)

2013年6月1日より有効

©2013 Lifeplus International



ニュートリショナル　製品
製品 番号 製品名 カタログページに 内容量 ポイント 重 量 価格

6132 デイリー バイオベーシックス 16 28.07 oz 40.00 39 7,100
6193 デイリーバイオベーシックス ベジーキャップス 17 480 51.40 29 10,300
6192 プロアンセノルズ 100 mg 20 60 40.00 4 5,900
6191 プロアンセノルズ 50 mg 20 60 20.35 4 3,200
6190 プロアンセノルズ 50 mg 20 240 75.65 8 12,000
4999 オメゴールド 22 60 29.10 4 4,900
6003 アロエベラ　キャップス 23 60 34.90 5 5,800
6121 アンティーストレスフォーミュラ 24 240 29.10 13 4,900
6114 ボーン　ビルダー 25 120 25.70 9 4,600
6104 ブレイン　フォーミュラ 26 180 40.00 11 6,900
6105 カルマグプラス 27 300 16.50 13 3,100
4040 キャッツクロープラス 28 90 21.35 5 3,900
6133 サーキュレーション　フォーミュラ 29 180 20.85 13 4,200
6109 コロン　フォーミュラ 30 25 oz 21.35 39 3,700
1012 Ｃｏ－Ｑ－１０プラス 31 60 34.45 6 5,400
6122 ダイジェスティブ フォーミュラ 31 90 17.45 7 3,000
6063 ディスカバリー 32 30 81.50 2 13,600
6355 D-マンノース 33 120 32.00 6 5,800
6110 ＤＮＡ イミューン 34 120 29.10 9 5,300
0210 エンドクリン ＤＨＥＡ タブレット 35 90 22.80 6 3,900
4033 ＥＰＡ  プラス 36 90 10.90 6 2,000
6237 イブニング プリムローズ オイル 37 60 8.25 5 1,500
6111 アイ フォーミュラ 38 60 12.60 4 2,300
6002 新 フェミニン　バランス 39 240 42.70 10 7,100
6112 フォーエバー  ヤング 77 60 40.00 5 5,800
6861 フュージョンズ・レッド 40 60 23.30 4 3,900
6107 ハート  フォーミュラ 41 300 51.40 16 8,500
6031 アイアン プラス 42 60 16.50 4 2,900
6113 ジョイント  フォーミュラ 42 120 16.50 12 2,900
6108 リプリネックス 43 60 27.15 5 5,100
6115 ラング  フォーミュラ 43 60 10.65 4 2,200
6140 マイクロミンズ　プラス 44 60 23.30 5 4,100
6127 ＭＳＭプラス　タブレット 45 240 21.35 12 3,700
6117 パラクレンズ 46 180 18.45 9 3,800
0520 ペーハープラス 47 270 19.40 9 3,400
0521 ペーハープラス　テスター 47 １個 - 1 700
6106 フェイズオリーン  フォーテ 47 180 27.15 8 4,700
6118 プロステート  フォーミュラ 49 120 17.45 9 3,900
1026 リアルエナジー 51 34.9 oz 19.40 41 4,300
6099 スレンダーリーン 52 90 40.00 6 7,100
1808 スマートバー 53 12 個 20.75 24 4,300
6141 ソマザイム 54 120 20.00 8 3,900
7880 トリプルプロティンシェイク（チョコ） 66 18.7 oz 19.40 32 4,200
7881 トリプルプロティンシェイク（バニラ） 67 17.4 oz 19.40 31 4,200
6187 トリプルプロティンシェイク（バニラ）（無糖） 68 17.4 oz 19.40 31 4,200
6102 ＴＶＭプラス 55 180 15.05 10 2,600
1600 ユビキノール100 56 30 40.05 3 6,300
4421 ビタミンーＣ—プラス 57 300 16.00 13 2,800
6041 ビタミンD&K 58 60 10.20 3 1,900
1032 ビタミン－Ｅ—コンプレックス 59 60 19.65 4 3,500
6194 ビタサウルス 60 180 17.70 10 4,200
6357 エクセル 61 9.66 oz 40.00 15 6,700
6124 エクストラ　アンティオキシデント 62 120 30.55 8 5,100
0358 ヤミーズ（グミー・ベアー） 63 200 16.50 19 3,100



ボディースマート・ソリューションズ　プロダクト
製品 番号 製品名

カタログ
ページに 内容量 ポイント 重 量 価格

7880 トリプルプロティンシェイク（チョコ） 66 18.7 oz 19.40 32 4,200
7881 トリプルプロティンシェイク（バニラ) 67 17.4 oz 19.40 31 4,200
6187 トリプルプロティンシェイク（バニラ）（無糖） 68 17.4 oz 19.40 31 4,200
7883 マルチビタミン男性用ゴールド  フォーミュラ 69 60 14.55 13 3,100
7884 マルチビタミン女性用ゴールド  フォーミュラ 70 60 14.55 13 3,100
7882 エナーザン® 71 60 8.50 14 1,800
ボディスマート・ソリューションズ  スターターパック
スターターパックにはトリプルプロテインシェイク（チョコレート又はバニラ）、マルチビタミン（男性又は女性用）、エナーザン（エネル
ギーを補助し、活発な新陳代謝で脂肪燃焼のスピードを促進させる）、初回のみ巻き尺、シェイカ-ボトルが付きます。
6320 ゴールドスターターパック 男性用–バニラ 65 1個 42.45 52 9,400
6323 ゴールドスターターパック 男性用–チョコ 65 1個 42.45 53 9,400
6332 ゴールドスターターパック 女性用–バニラ 65 1個 42.45 52 9,400
6335 ゴールドスターターパック 女性用–チョコ 65 1個 42.45 53 9,400
6326 デイリーバイオベーシックス – バニラ 65 1個 66.70 78 13,100
6327 デイリーバイオベーシックス – チョコ 65 1個 66.70 79 13,100
6074 シェイカーボトル 65 1個 - 13 350
7890 巻き尺（間単に測定出来るよう開発しました 65 1つ - 3 550

デイリーバイオベーシックス   シェイプ プラス   システム
6261 バイオベーシックス １個 トリプルプロティンシェイク  

（チョコ味）２個 1箱 75.00 86 14,200
6262 バイオベーシックス １個 トリプルプロティンシェイク  

（バニラ味）２個 1箱 75.00 86 14,200
6263 バイオベーシックス １個 チョコ １個 & バニラ １個 1箱 75.00 86 14,200
6256 バイオベーシックス １個 フェイズオリーン １個 チョコ ２個 1箱 100.00 90 18,200
6259 バイオベーシックス １個 フェイズオリーン １個 バニラ２個 1箱 100.00 90 18,200
6246 バイオベーシックス １個 フェイズオリーン １個 チョコ１個 & バ

ニラ １個 1箱 100.00 90 18,200
7974 バイオベーシックス １個 スレンダーリーン１個 チョコ １個 & バ

ニラ １個 1箱 100.00 90 18,200
7986 バイオベーシックス １個 スレンダーリーン１個 バニラ ２個 1箱 100.00 90 18,200
7987 バイオベーシックス １個 スレンダーリーン１個 チョコ ２個 1箱 100.00 90 18,200

*上記のすべてのパック製品にエイサップの100ポイント以上の送料割引が適用されます。

パック
ベーシック エブリデイパック
各パック以下共通  ･  デイリーバイオベーシックス、プロアンセノルズ  ･  ライフプラス歯ブラシ  ･  FY ボタニカルズ - 植物性シャンプー  
･ ＴＴＯピュアゴールドハンド＆ボディソープ以上に加えて下記の中からお選びください。
7977 TTOフッ素入り歯磨き粉、ジョイント　フォーミュラ 1箱 100.00 64 15,400
7978 TTOフッ素抜き歯磨き粉、ジョイント　フォーミュラ 1箱 100.00 64 15,400
7979 TTOフッ素入り歯磨き粉、サーキュレーションフォーミュラ 1箱 100.00 64 15,400
7980 TTOフッ素抜き歯磨き粉、サーキュレーションフォーミュラ 1箱 100.00 64 15,400
7981 TTOフッ素入り歯磨き粉、ダイジェスティブフォーミュラ 1箱 100.00 64 15,400
7982 TTOフッ素抜き歯磨き粉、ダイジェスティブフォーミュラ 1箱 100.00 64 15,400

*下記製品は 特別割引価格の為にエイサップの送料の割引が適用されません。

モメンタム　パック*
パックにはシェイカーボトル、　プロアンセノルズ１００ｍｇ、　デイリーバイオベーシックス、トリプルプロティンシェイク（バニラ）、 
フォーエバーヤング、ダイジェスティブフォーミュラ、アンティストレスフォーミュラ、ワンダージェル、TTO歯磨き粉、DNAイミューン、
コロイダルシルバー、　ジョイントフォーミュラ、TTO　ピュアゴールドハンド＆ボディソープ、カルマグプラスが含まれます。
6289 モメンタム ホームコンバージョンパック （フッ素抜き歯磨き粉） 1箱 150.00 150 41,900
6299 モメンタム ホームコンバージョンパック （フッ素入り歯磨き粉） 1箱 150.00 150 41,900
パーソナル　ケア　パック*
パックには、TTO　ピュアゴールドハンド＆ボディソープ、TTO歯磨き粉、FYボタニカルズ　シャンプー＆コンディショナー、 
歯ブラシが含まれています。
7983 パーソナル　パック (フッ素入り) 1箱 10.30 60 2,600
7984 パーソナル　パック (フッ素抜き) 1箱 10.30 60 2,600



ヘルシー ボディ
製品 番号 製品名

カタログペ
ージに 内容量 ポイント 重 量 価格

パーソナル ケア
1945 コロイダル シルバー 74 4.0 21.85 10 3,500
2642 歯ブラシ（４本パック） 74 1箱 6.95 5 1,100 
6134 ワンダージェル 74 3.9 oz. 16.00 8 2,600
1021 MSMプラスヴァイタルケアローション 75 8.2 oz. 9.70 20 1,700
6234 TTO 歯磨き粉（フッ素抜き） 75 1個 2.65 5 600
6233 TTO 歯磨き粉（フッ素入り） 75 1個 2.65 5 600
6266 TTO ピュアゴールドハンド & ボディソープ 75 1個 2.90 5 600

スキンケア用品
6112 フォーエバー  ヤング 77 60 40.00 5 5,800
4541 FY アンチエイジング　セラム 78 1.0 46.55 9  7,800
4543 FY デイ/ ナイト　リニューアル 78 2.0 30.55 15 5,100
4544 FY アイ　コンプレックス 79 0.5 27.15 9 4,600
4542 FY アイファーミング　ジェル 79 0.5 22.80 8 3,800
4540 FY クリーム　クレンザー 79 4.0 14.55 11 2,400

フォーエバーヤング　パック
4596 FYコンプリート セット   

セットにはFY クリーム クレンザー、アンチエイジングセラム、ア
イファーミング ジェル、アイ コンプレックス、デイ/ ナイト リニュ
ーアル が含まれています。 1個 108.65 29 18,100

4598 FY クレンジングとプロテクトパック  
パックにはFY クレーム クレンザー 、アンチエイジング セラム、
アイ コンプレックスが含まれています。 1個 66.95 17 11,400

4599 FY リニューアル パック 
パックにはFYアンチエイジング セラム、アイ コンプレックス、デ
イ/ ナイト リニューアル が含まれています。 1個 76.65 22 12,700

4600 ボタニカルズ パック 
パックにはFY ボタニカルズ植物性シャンプー、コンディショナ
ー、バス＆シャワージェル、ボディーローション、ハンドクリーム、
フォーミングハンドウォッシュが含まれています。 1個 26.70 80 5,700

ボディケア用品
4564 FY ボタニカルズ - 植物性バス＆シャワージェル 80  8.4 oz. 4.35 24 750
4565 FY ボタニカルズ - 植物性ボディーローション 80  8.4 oz. 4.20 24 750
4563 FY  ボタニカルズ - 植物性コンディショナー 81  8.4 oz. 4.10 24 750
4549 FY ボタニカルズ - フォーミングハンドウォッシュ 81  8.5 oz. 4.35 28 1,100
4566 FY ボタニカルズ - 植物性ハンドクリーム 81  4 oz. 8.65 19 1,900
4554 FY ボタニカルズ - 植物性シャンプー 81  8.4 oz. 4.35 24 750

ご注文から製品お届けまでの流れ
ご注文
カタログの「ご注文とカスタマーサービス」のページをご参照ください。ファクスを送る際、裏表にご注意下さい。

確認 （お問合せの場合も同様にご確認ください）
ファクスやメールでご注文をされた方はライフプラスへ後日確認する事をお勧めします。
・ファクスの場合、送信１時間後、又は翌日にお電話でご確認ください。
・ メールを送信後４８時間以内［土曜日、日曜日及び祝祭日は除く］にライフプラスからの返信メールをお受け取りになられ

ない場合は、必ずお電話等でご確認ください。

お届け
通常２週間～4 週間で製品が到着（年末年始、ゴールデンウイーク、お盆などの時期は４週間前後要します）

お願い　変更届
ピン番号に登録された住所、ASAP （エイサップ）の変更（製品、クレジットカード番号やカードの有効期限等）に変更が生じた場合は、
必ずライフプラス ニュージーランドまでご連絡下さい。（ライフプラスのウェブサイトから変更することはできません）

エイサップの変更後は、翌月も同じ内容の商品が発送されます。一度に2か月分の変更はできませんので、翌月に商品の変更がある場合、
今月の商品発送後に、必ずエイサップの変更をご連絡ください。

1
2

3



ASAP（エイサップ） 会員　特別割引価格 （円価格）
製品番号 製品名

カタログペ
ージに 内容量 ポイント 重量

ASAP 
特別価格 通常価格 割引額

ニュートリショナル製品（＊この印の製品には100ポイント以上の送料割引が適応されます）
6132 デイリーバイオベーシックス 　＊ 16 28.07 oz 40.00 39 6,400 7,100 700
6112 フォーエバー  ヤング 77 60 40.00 5 5,700 5,800 100
4040 キャッツクロープラス 　＊ 28 90 21.35 5 3,500 3,900 400

ターゲット　ニュートリショナル製品（100ポイント以上の送料割引が適用されます）
7880 トリプルプロテインシェイク（チョコ） 66 18.7 oz 19.40 32 4,000 4,200 200
7881 トリプルプロテインシェイク（バニラ） 67 17.4 oz 19.40 31 4,000 4,200 200
6187 トリプルプロテインシェイク（バニラ）（無糖） 68 17.4 oz 19.40 31 4,000 4,200 200

その他のニュートリショナル製品（＊この印の製品には100ポイント以上の送料割引が適用されます）
6003 アロエベラ　キャップス 　＊ 23 60 34.90 5 5,200 5,800 600
6193 デイリーバイオベーシックス ベジーキャップス 　＊ 17 480 51.40 29 9,600 10,300 700
6099 スレンダーリーン 52 90 40.00 6 6,400 7,100 700
6357 エクセル 　＊ 61 9.66 oz 40.00 15 6,100 6,700 600

その他のニュートリショナル製品（＊この印の製品には100ポイント以上の送料割引が適用されます）
マルチビタミン(性別）、トリプルプロテインシェイク（チョコレート又はバニラ）、エナーザン(エネルギーを補助し、活発な新陳代謝で脂肪燃焼のス
ピードを促進させる）。 初回のみ巻き尺及びシェイカーボトルが付きます。＊このパックは全て100ポイント以上の送料割引が適用されます。
6320 ゴールドスターターパック男性用ーバニラ 65 1個 42.45 52 8,800 9,400 600
6323 ゴールドスターターパック男性用ーチョコ 65 1個 42.45 53 8,800 9,400 600
6332 ゴールドスターターパック女性用ーバニラ 65 1個 42.45 52 8,800 9,400 600
6335 ゴールドスターターパック女性用ーチョコ 65 1個 42.45 53 8,800 9,400 600
デイリーバイオベーシックス、トリプルプロテインシェイク（チョコレート又はバニラ）、エナーザン(エネルギーを補助し、活発な新陳代謝で 
脂肪燃焼のスピードを促進させる）。初回のみプログラムの巻き尺及びシェイカーボトルが付きます。＊100ポイント以上の送料が適用されます。
6326 デイリーバイオベーシックスーバニラ 65 1個 66.70 78 12,000 13,100 1,100
6327 デイリーバイオベーシックスーチョコ 65 1個 66.70 79 12,000 13,100 1,100

おすすめ パック
製品番号 製品名 内容量 ポイント 重量

ASAP 
特別価格 通常価格 割引額

6316 メンテ＆プロテクト50  :  デイリーバイオベーシックス、 
プロアンセノルズ 50 mg 1箱 58.20 42 – 9,000 –

6328 メンテ＆プロテクト100  :  デイリーバイオベーシックス、 
プロアンセノルズ 100 mg 1箱 80.00 42 – 11,700 –

6378 メンテ＆プロテクト100ゴールド  :  オメゴールド、 
デイリーバイオベーシックス、プロアンセノルズ 100 mg 1箱 106.70 44 – 16,400 –

6317 エブリデイ・ウェルビーイング  :  TVMプラス、 
プロアンセノルズ 100 mg　 1箱 42.70 10 – 7,700 –

6380 エブリデイ・ウェルビーイングゴールド  :  オメゴールド、TVM プラス、  
プロアンセノルズ 100 mg　 1箱 70.80 15 – 12,400 –

6379 プログラム A ゴールド  :  オメゴールド、デイリーバイオベーシックス、 
プロアンセノルズ 50 mg 1箱 87.30 44 – 13,700 –

6090 プログラム B プラス  :  プロアンセノルズ100 mg, TVM プラス,  
フォーエバーヤング® タブレット 1箱 85.35 13 12,900 13,200 300

6091 プログラム B プラス – ゴールド  :  プロアンセノルズ100 mg,  TVM プラ
ス, フォーエバーヤング® タブレット, オメゴールド® 1箱 112.50 18 17,400 17,800 400

6318 プログラム C (チョコ )  :  デイリーバイオベーシックス、 
プロアンセノルズ 100 mg、トリプルプロティンシェイク　チョコ 1箱 100.00 62 – 15,800 –

6319 プログラム C (バニラ )  :  デイリーバイオベーシックス、  
プロアンセノルズ 100 mg、トリプルプロティンシェイク　バニラ 1箱 100.00 62 – 15,800 –

6338 プログラム C (バニラ 無糖 )  :  デイリーバイオベーシックス、  
プロアンセノルズ 100 mg、トリプルプロティンシェイク （ バニラ 無糖 ） 1箱 100.00 62 – 15,800 –



ASAP（エイサップ）自動発送のご案内 (ASAP 会員　特別割引価格をご参照ください）

送料(円)

下記の特定製品の割引及び一件ごとの注文合計ポイントにより送料の割引を得ることが出来ます。
製品は、毎月一度、エイサップを登録の際に決められる営業日に発送されます。
登録の方法　：　注文書の新規エイサップに印を入れて書面にてご連絡ください。
変更の方法　：　商品、クレジットカード番号や発送日の変更ができます。　注文書をご利用の場合はエイサップの変更に印を入れて、
お電話やメールの場合は、エイサップの変更とご連絡ください。 （ライフプラスのウェブサイトから変更をすることはできません。）
エイサップの登録中に一度限りの注文をする　：　通常注文とご連絡ください。下記の製品及び送料割引が適用されます。
エイサップの解約　：　継続で製品購入後いつでも解約ができます。氏名、ピン番号及び、エイサップの解約がご希望であることを
書面でご連絡ください。
注意：課税対象にご注意ください。　また、ご注文から製品のお届けまでの流れの“確認”をご覧ください。

エイサップ価格 さらに送料も100ポイント以上購入した場合と同じ割引。
 ☆ デイリーバイオベーシックス 6,400 円 （通常7,100 円）
 ☆ ボディスマート・ソリューションズ
  トリプル プロテイン シェイク 4,000 円 （通常4,200 円）
 ☆ ベジーキャップス 9,600 円 （通常10,300 円）
 ☆ キャッツクロープラス 3,500 円 （通常3,900 円）
 ☆ アロエベラ　キャップス 5,200 円 （通常5,800 円）
 ☆ エクセル 6,100 円 （通常6,700 円）
その他のエイサップ価格製品
 ☆ フォーエバー　ヤング 5,700 円 （通常5,800 円）
 ☆ スレンダーリーン 6,400 円 （通常7,100 円）

 重量 通常 エイサップ登録中の エイサップ登録中の 通常 エイサップ登録中の エイサップ登録中の
 オンス 料金 100ポイント以上の 注文 40 ～99.99ポイント の注文 料金 100ポイント以上の 注文 40 ～99.99ポイント の注文

 郵便 宅急便

 16 600 ––  300  2,200 1,700 2,000
 32 1,100  500   800  2,600 2,000 2,300
 48 1,600  1,000   1,300  3,100 2,400 2,800
 64 2,050  1,500   1,750  3,500 2,800 3,200
 80 2,500  1,900   2,200  3,900 3,200 3,500
 96 2,800  2,150   2,500  4,200 3,500 3,800
 112 3,100  2,400   2,800  4,500 3,800 4,100
 128 3,300  2,600   3,000  4,700 4,000 4,300
 144 3,500  2,800   3,200  4,900 4,200 4,600
 160 3,700  3,000   3,400  5,100 4,400 4,800
 176 3,900  3,200   3,600  5,400 4,600 5,000
 192 4,150  3,400   3,800  5,600 4,800 5,200
 208 4,400  3,600   4,000  5,800 5,000 5,400
 224 4,600  3,800   4,200  6,000 5,200 5,600
 240 4,800  4,000   4,400  6,200 5,400 5,800
 256 5,000  4,200   4,600  6,400 5,600 6,000
 272 5,200  4,400   4,850  6,700 5,800 6,200
 288 5,450  4,600   5,100  6,900 6,000 6,500
 304 5,700  4,800   5,300  7,100 6,200 6,700
 320 5,900  5,000   5,550  7,300 6,400 6,900
 336 6,100  5,200   5,700  7,500 6,600 7,100
 352 6,300  5,400   5,900  7,700 6,800 7,300
 368 6,500  5,600   6,100  7,900 7,000 7,500
 384 6,700  5,750   6,300  8,100 7,100 7,600
 400 6,950  5,900   6,500  8,300 7,300 7,800
 416 7,200  6,100   6,700  8,500 7,500 8,000
 432 7,400  6,300   6,900  8,700 7,700 8,200
 448 7,600  6,500   7,100  8,900 7,800 8,400
 464 7,850  6,700   7,300  9,100 8,000 8,600
 480 8,100  6,900   7,500 9,300 8,200 8,800

送料は購入製品の合計重量で決まります。出荷重量を合計し、上の料金表をご参照下さい。なお、一度（１箱）の注文製品合計額の 
６０％が１万円を超えると課税対象となり、製品受け取りの際に配送業者から徴収される事がありますが、この税金（関税及び消
費税）はライフプラスとは関係なく、日本の個人輸入の規定に基づき日本国が徴収するものです。また、日本国の個人輸入の
法律（および税関の判断）の変更や例外などについて、当社は一切責任を負いません。ここに示された基準はあくまでも2015年4月
現在の目安であり、変更や例外などについて当社は一切責任を負いません。詳細は最寄りの税関及び、配送業者の関税担当者へ
お問い合わせ下さい。製品、製品価格及び送料は予告無しで変更される場合もございます予めご了承下さい。
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営業日と営業時間（日本時間）　月曜日～金曜日、 
冬時間　:　午前　４：３０～午後 1 :００ 
夏時間　:　午前　５：３０～午後 ２:００

無料電話  
注文専用 : 005-3123-0026 
お問合せ専用 :  005-3123-0005 
ファクス番号　 
番号 
東京 : 03‐4496‐5312　 
大阪 : 06‐6537‐1492

無料電話のご案内：

ひかり電話などの契約をされた場合、無料電話番号を利用頂
けません。しかし、どの携帯電話からも国際電話が掛けられる

「国際モバイルトーク」に登録すれば、携帯からでもライフプ
ラスへの無料通話がご利用頂けます。
お問い合わせ：0077-7160 （KDDI)　登録料なども無料です。
また無料電話は、　公衆電話からもご利用いただけます。

この円価格は、2015年4月から有効

ライフプラス 製品注文書 
P.O. Box 3749 
Batesville, Arkansas  72503
ホームページ： www.lifeplus.com
メール：ご注文  orders-nz@lifeplus.com
お問い合わせ  service-nz@lifeplus.com


