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より健やかで幸せな暮らしを目指そう、生活改善にプラ
スになる選択をしよう・・・ライフプラスは、皆様にそんな
前向きな気持ちになっていただきたいという願いを込め
て、自社製品を独自に開発しています。ライフプラスのサプ
リメントには、体内に無数に存在する小さくも奇跡的な機
能をサポートするため、鍵となる質の高い栄養素が配合
されています。

また、ライフプラスとの出会いが、栄養面から快調な日々
を支えるだけでなく、新たな意欲につながれば何よりです。
ぜひご自身に秘められた可能性を見出して、ありのままの
自分らしい生き方を実現して下さい。

 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

ボブよりご挨拶
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はじめに

他社との違いをアピールする会社はたくさ
んありますが、ライフプラスは本当にどんな
会社とも違うユニークな存在です。
私たちがそう確信する理由はひとつ。人々
の力になることの喜び、すべてがここに根ざ
しているからです。

ライフプラスは、健康とライフスタイルの大切さを追求し
つつ世の人々の役に立ちたい、という情熱を共有する仲
間が手を組んだことから始まりました。以来、ちょっとし
た手助けと指南があれば、誰もがよりよい暮らしに向かっ
ていけると信じて、歩んできました。

創設から20年を経た今でも、私たちは同じ思いを原動力
にして、すべてにおいて人々を中心に考えています。

ライフプラスでは、健康促進に役立つ栄養素を配合した
サプリメントを製造するとともに、皆様に栄養補給の利点
を理解し知識を深めていただけるよう、あらゆる方法で働
きかけています。さらに、在宅ビジネスの機会を創出する
ことにより、より多くの人々に自分のライフスタイルに合っ
た柔軟な活動で潜在能力を発揮していただきたいと願っ
ています。ライフプラスは、これまでに私たちが積み重ね
てきた業績と専門性、健康へのホリスティックなアプロー
チにおける経験をもとに、豊富なアドバイスとガイダンス
を提供しています。ほんの数歩でも踏み出せば、誰もがよ
りよい方向へ人生を変えることができる、ということを皆
様に実感していただきたいのです。

誰にでも簡単にできるシンプルな方法で毎日を健康に過
ごしませんか。ライフプラスが皆様にとって、より健やかな
暮らしに目を向けるきっかけになれば幸甚です。
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健康を考える 

私たちの身の回りには雑多な情報があふれています。とも
すると矛盾や混乱につながりそうな中から本当に知りたい
ことを見つけ、自分に最適な健康法を理解するのは容易
ではありません。

ですから、ライフプラスでは、健康のために日常生活でどんなことに
気をつければよいかをシンプルにまとめて提供しています。
それが「ライフプラス・フォーミュラ」です。私たちが蓄積してきた知識
を経験をもとに、きちんと食べる、いつまでもアクティブに、心から健
やかに、サプリメントで栄養補給、の4つを柱に構成してあります。

ライフプラス・フォーミュラは、いわば健康の方程式です。心身全般の
健康はいくつもの要素の組み合わせで成り立つものです。ぜひあなた
もご自身の健康のために、ライフプラス・フォーミュラをお役立てくだ
さい。

詳しくは www.lifeplusformula.com をご覧ください。
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ライフプラスの製品は、薬剤師
であり創設者のひとりでもある 
J・ロバート（ボブ）・レモン会長
とドワイト・マッキー博士の2人
の配合設計責任者の功績を土
台にして生み出されています。 

長年にわたり専門家として直に治療に
携わってきた2人は、同じ熱意を共有
し、人体と栄養素の複雑な相互作用
を活性化するような革新的な配合を
追求してきました。

ボブは薬剤師としてキャリアをスター
トし、米国内の優良薬局数社で何千
もの人々に処方薬を調剤しました。先
見の明ある彼は、栄養素の可能性に着
目しました。栄養が日々接する人々の
役に立つだけでなく、最先端の医療に
おいてもより重要な役割を果たすであ
ろうことを予見したのです。そこに使命
を見出した彼は、高品質のサプリメン
トをつくり、消費者がメーカーから直
接入手できるようにすることを決意し
ました。品質と供給状況を自分の目で
確かめることができるよう、彼は米国
内のサプリメント製造会社を買い取り
ました。

 ドワイト・マッキー医学博士の経歴は
実に幅広く、薬理学や臨床医学におけ
る学術研究を深めた後、米国東海岸
初の統合医療クリニックで栄養管理と
補完療法を専門に12年間研究活動と
診療に携わりました。

そんな中、癌患者と向き合った経験が
動機となり、彼はさらに専門的な知見
を探るようになりました。マッキー博士
は、内科学、血液学、腫瘍学で専門医
に認定されました。以後6年間、米国
各地の一流クリニックで専門医として
診療にあたりつつ、免疫学の高度な研
究にも従事しました。

経験と洞察、情熱を受け継いで 
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アメリカ栄養学会とアメリカホリステ
ィック医学協会により栄養学の専門医
として認定されたマッキー博士は、特
殊内科学、栄養科学、補完医学におい
ても幅広い経験と深い見識を有し、研
究者としても臨床医としても世界有数
の医師とみなされています。

栄養科学の力に同じ情熱を感じたボ
ブとドワイトは、パートナーシップを組
んで、個々のニーズに合わせて活用で
きる真に優れた栄養サプリメントづく
りに励んできました。その結晶がライ
フプラス製品なのです。

最適な製品で最高の健康状態へ 
できる限り健康な状態でいるために
は、幅広い食品を網羅した食事が必要
です。特に、必須栄養素を適切なバラ
ンスで確保するにはどうすればよいか
を知ることが重要な鍵となります。

サプリメントは幅広い食品を組み合わ
せた食事の代替にはなりません。健康
全般を考えるならなおのこと、食事を
軽視するべきではありませんが、ライ
フプラスは、天然成分配合の高品質サ
プリメントで栄養を補給することの意
義を熟知しています。

ライフプラスならではの理念と専門性
は、パーソナルケア用品にもいかされ
ています。天然エキス配合のスキンケ
ア用品は、いきいきとした美しいお肌
で、内外ともに最高に心地よい状態で
お過ごしいただけるよう、栄養のプロ
が考え抜いたものです。

配合設計責任者の豊富な専門知識に
支えられたライフプラス製品は、一般
的に流通している中でも最高の品質
を達成したものと確信しています。栄
養の力で引き出される最大限健康な
状態を、ぜひ皆様に体感していただき
たいと願っています。  
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品質へのこだわり

栄養科学の発展を反映するかのよう
に、かつてないほど多種多様なサプリ
メントが市場に出回っている今、優れ
た製品を見極めることは重要です。 
だからこそ、ライフプラスは全製品に
おいて最高品質を有言実行とするため
に、厳しい管理を徹底し製造に最善
を尽くしています。

終始一貫した品質管理
ライフプラスは細部まで確実に配慮を
行き届かせるために、大半の製品を米
国アーカンソー州ベイツビルの自社工
場内で製造しています。全工程で終始
一貫した監視制御を行っているのも、
確かな品質を維持するためです。

ライフプラスは、数十年もの間、配合
設計から配送まで手がけてきた経験
をいかして、最高水準の原材料を使用
した優れた製品を最も適正な価格で
提供しています

相乗作用
ライフプラスは配合設計段階から栄
養素の相互関係に着目して、成分がよ
り有効に働けるよう考慮しています。
栄養素には、互いに助け合ったり、体
内への吸収効率を高め合ったりする働
きがあることが知られています。この
ような相乗作用によって最大限の栄養
価を引き出すには、いくつもの栄養素
を組み合わせる必要があります。

ライフプラスでは製品ごとに配合を慎
重に検討し、試作や実験を積み重ねて
相性のよい栄養素の組み合わせを決
めています。ですから、特定の成分の
効力を単純に足し算した場合よりも、
はるかに多くの利点を期待できるので
す。ライフプラスは栄養事情の最先端
を基準と認識しています。
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独自のファイトザイム基（PhytoZyme®）
サプリメント業界では、有効成分を成
形する際「つなぎ」として人工的な賦
形剤を添加する方法が一般的です。こ
れに対してライフプラスでは、人工賦
形剤のかわりに、独自に開発したファ
イトザイム基（PhytoZyme®）を使用し
ています。特殊なハーブ、植物性栄養
素、補助因子、植物性酵素、そして30
種以上の野菜と果物でつくられたファ
イトザイム基は、天然成分のみででき
ています。成形のベースになるだけで
なく、製品に含まれる有効成分の吸収
同化を相乗作用で補助します。

丁寧な取り扱い
一般的な生産方法では、製造工程中
に発生する熱で酵素やビタミンの活性
が損なわれてしまい、結果的に完成品
から期待したほどの効果が得られな
いことがよくあります。

ですから、ライフプラスでは「コールド
プロセス製法」を採用しています。熱
の影響を最小限にとどめることで栄養
素の損失を防ぎ、厳選した栄養素が設
計どおりに効力を発揮できる製品を完
成させているのです。 
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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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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。

最強の
組み合わせ
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体のサポートに必要な成分のすべてをシェイク
で摂取できる、栄養の宝庫デイリーバイオベー
シックスと、高品質のOPCエキスのサプリメン
ト、プロアンセノルズを組み合わせた最も人気
のあるセットです。酸化によるダメージから細
胞を守るうえで役立つビタミンCなどの微量栄
養素を含んでいます。

デイリーバイオベーシックス
プロアンセノルズ 100 mg
製品番号 6328
出荷重量　42オンス

人気製品オメゴールドには、DHAやEPAといっ
た認知機能、循環系、視力をサポートする優れ
た品質の魚油がたっぷり含まれています。デイ
リーバイオベーシックスとプロアンセノルズの
セットに組み合わせてお使いいただくと、
完璧な栄養補給になります。

デイリーバイオベーシックス
プロアンセノルズ 100 mg
ｵﾒｺﾞー ﾙﾄ゙
製品番号 6378
出荷重量　44オンス

Maintain & Protect 100 Gold
メンテ&プロテクト 100 ゴールド 

Maintain & Protect 100
メンテ&プロテクト 100

 ◊ 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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体のサポートに必要な成分のすべてを
シェイクで摂取できる、栄養の宝庫デ
イリーバイオベーシックスと、高品質の
OPCエキスのサプリメント、プロアンセノ
ルズを組み合わせた最も人気のあるセ
ットです。酸化によるダメージから細胞
を守るうえで役立つビタミンCなどの微
量栄養素を含んでいます。

デイリーバイオベーシックス
プロアンセノルズ  50 mg
製品番号 6316
出荷重量　42オンス

高品質の微量栄養素が詰まったTVMプ
ラスと、酸化ストレスから細胞を守るの
に役立つプロアンセノルズのセットは、
健康維持に不可欠な機能をサポートす
る強力なコンビです。

TVMープラス
プロアンセノルズ 100 mg
製品番号 6317
出荷重量　10オンス

TVMプラスとプロアンセノルズの強力な
コンビにオメゴールドをプラス。DHAや
EPAといった認知機能、心臓、視力をサ
ポートする優れた品質の魚油で、さらに
栄養を強化しましょう。

TVMープラス
プロアンセノルズ 100 mg
ｵﾒｺﾞー ﾙﾄ゙
製品番号 6380
出荷重量　15オンス

最強の組み合わせ
Maintain & Protect 50
メンテ&プロテクト 50

Everyday Wellbeing
エブリデイ・ウェルビーイング

Everyday Wellbeing Gold
エブリデイ・ウェルビーイング・ゴールド

 ◊ 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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 デイリーバイオベーシックス™
 [栄養の宝庫]

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 795.5 g 39オンス 

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。
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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

•  35種類以上の野菜と果物から抽出した
植物性栄養素

•  20種類の異なるハーブから抽出した
植物性栄養素

• 特別な藻類、スピルリナとクロレラ

 •  81種類以上のハーブと野菜、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。

 

デイリーバイオベーシックス™
ベジーキャップス

抗酸化物質、ビタミン、ミネラル、果物と野菜の濃縮物、ハ
ーブ濃縮物、プロバイオティクスなど、デイリーバイオベー
シックス (Daily BioBasics) と同じ成分を飲みやすいカプセ
ルでどうぞ。デイリーバイオベーシックスベジーキャップ 
(Daily BioBasics Veggie Caps) には、粉末製品の約 50% の
繊維が含まれており、旅行時などに携帯すると便利です。

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 
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デイリーバイオベーシックスTM サービングのガイド

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 8g **
不溶性繊維 5g **
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） 300mg 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) 80mcg 100%
 チアミン (ビタミン B-1) 3mg 200%
   リボフラビン (ビタミン B-2) 3.5mg 206%
  ナイアシン (ニコチン酸および  ナイアシンアミド) 40mg 200%
 ビタミン B-6 (塩酸ピリドキシン) 4mg 200%
 葉酸 500mcg 125%
 ビタミン B-12 (シアノコバラミン) 12mcg 200%
 ビオチン 300mcg 100%
 パントテン酸 (パントテン酸 d-カルシウム) 20mg 200%
 カルシウム (総量) 1000mg 100%
  Iodine (ヨウ化カリウム) 150mcg 100%

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 (総量) 400mg 100%
 亜鉛 (グルコン酸亜鉛) 15mg 100%
  セレン (アスパラギン酸セレン) 105mcg 150%
  銅 (グルコン酸銅) 2mg 100%
 マンガン (グルコン酸マンガン) 2mg 100%
クロム (ピコリン酸クロム) 180mcg 150%
 モリブデン (モリブデン酸ナトリウム) 125mcg 167%
 ナトリウム (総量) 15mg 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 277mg **
亜麻子 (脱油) 277mg **
ケルプ (Laminaria digitata L.) 全草 147mg **
クログルミ葉 140mg **
 三ケイ酸マグネシウム 140mg **
 ホウ素 (ホウ酸ナトリウム十水和物) 300mcg **
ケイ素 (シリカから) 1mg **
  酒石酸水素コリン 5mg **
 イノシトール 30mg **

成分データ  
用量 / 大さじすりきり２杯 (26.5 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

 ◊ 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 16A
 

1 回当たりの摂取量 1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
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 (Malpighia  punicifolia L.) 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 **

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.) Root 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 **
ドッグローズ（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 **
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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 ‒ 100 mg
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 4B
 

成分データ ‒ 50 mg
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) 50 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
 

 ◊ 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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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 

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 1%
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 4mg 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 1E
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ヴィーガンオメゴールド®

「オメガ 3 脂肪酸は、いくつかの重要な体の働きを維持す
る上で非常に役に立ちます。EPA と DHA は、心臓の正常な
働きを支えます。◊さらに DHA には、脳の働きや視力を正
常に保つ効果もあります。◊ ライフプラスが提供する藻類由
来の ヴィーガンオメゴールド は、動物成分を含む食事を召
し上がらない菜食主義の方が、オメガ 3 脂肪酸を手軽に摂
取することができるようにサポートします。飲み込みやすい
カプセル式で、ライフプラスの全製品に適用されている高い
品質基準に基づいて製造されています。心臓を大切にしま
しょう。◊ ヴィーガンオメゴールド が今日からあなたの健康
と幸福をサポートします。」

使用法：  １カプセルを1日1回食事と一緒に

  製品番号 内容量 出荷重量 
 4998 60粒 4 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 (%)
 カロリー 8
脂質由来のカロリー 7
 脂質総量 0.8 g 1%*
トランス脂肪 0 g
コレステロール 0 mg 0%*
濃縮藻類油 834 mg **
オメガ3系脂肪酸 450 mg **
EPA (エイコサペンタエン酸) 125 mg **
DHA (ドコサヘキサエン酸) 250 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 1A
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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) 75 mg 8%
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 2
 

 ◊ 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 

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) 280 mg 28%
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%
マンガン (硫酸マンガン) 2 mg 100%

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 (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 *

成分データ
用量 / 4 粒
内容量 / 60 回分

*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
 

 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！
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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/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 3B
 

 ◊ 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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 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 

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-トコフェロール酸コハク) 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-12 106 mcg 1767%
 シアノコバラミン 100 mcg 1667%
アデノシルコバラミン
（デオキシアデノシルコバラミン ）

6 mcg 100%

パントテン酸(パントテン酸  d-カルシウム) 25 mg 250%
セレン（亜セレン酸ナトリウム） 30 mcg 43%
クロム　（塩化クロム） 25 mcg 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 *

1 回当たりの摂取量 1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
N-アセチル L-システイン 150 mg *
  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 *

成分データ
用量 / 3 粒
内容量 / 60 回分

*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 4E
  

 ブレイン　フォーミュラ
 精神力をサポート◊
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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) 5 mg *
ノルウェイ産ケルプ (Ascophyllum nodosum L.) 全草 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 5
 

 ◊ 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。

 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 
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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 

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。

US.SF.MOD 4B
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 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。ＮＯ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
1 回当たりの摂取量 1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
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 *
 *1日の推奨摂取量は規定されていません。

 US.SF.MOD 7
 

 ◊ 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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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 ご々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 757 g 39オンス 

成分データ
用量 / 大さじすりきり１杯 （12.6ｇ）
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 **
 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 L.) 全草)

94 mg **

 ビートルート 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 8A
 

 ◊ 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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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 

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 4B
 

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。

 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 (%)
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 6
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成分データ
用量 /  １カプセル
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 (%)
独占配合ブレンド 9 mg *
レンゲ根エキス *
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 1D
 

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為のサプリメント

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 

エキサイティングな
製品の誕生
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D-マンノース プラス
D-マンノース プラス及びクランベリー複合体

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 

成分データ
用量 / 4 カプセル
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 (%)
 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
 

 ◊ 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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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Ｄ
ＮＡ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 10 mg *
  アメリカ人参 (Panax quinquefolius L.) 根部エキス 20 mg *
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.) 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 4A
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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 

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 (%)
 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 4C
 

 ◊ 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。

33



EPAプラス
  オメガ３系の脂肪酸

 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 

成分データ
用量 / 1 カプセル
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 (%)
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 3C
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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。

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 

成分データ
用量 / 2 カプセル
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 (%)
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 3C
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 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
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) 5 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%
アイブライト葉茎部 170 mg *
ビルベリー果実エキス 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。

US.SF.MOD 3C
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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。

 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 

成分データ
用量 / 5 粒
内容量 / 48 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 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。

US.SF.MOD 1B
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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 

成分データ
用量 / 
1野菜カプセル
内容量 / 60 回分
カロリー 3 
うち脂質によるもの 0

* 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

1 回当たりの摂取量 1 日の推奨摂取量に
対する割合 (%)

 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%

US.NF.MOD 1B
 

 ◊ 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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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 

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。

US.SF.MOD 7A
 

成分データ
用量 / 5 粒
内容量 / 60 回分
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アイアンプラス
鉄摂取の必要な方に

 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 

アイアンプ
鉄摂取の必要な

 配合されたビタミ
内で吸収され利用
性が高い人向け。

使用法: １粒を１
製品番号 製品番号 

 6031 

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 1B
 

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 

成分データ
用量 / 4 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 (%)
 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%
カリウム （グルコサミン硫酸カリウム塩化物塩から） 132 mg 4%
グルコサミン硫酸カリウム塩化物塩 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 12 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
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ラングフォーミュラ
 健康な肺機能のために

 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 

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% (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 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 6
 

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 (%)
ミドリイガイ (Perna canaliculus) 全脂質エキス 50 mg *
 *1日の推奨摂取量は定められていないため算出できません。

 US.SF.MOD 1K

 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 

 ◊ 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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 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 

成分データ
用量 / 2 カプセル
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 (%)
鉄 6mg 33%
マグネシウム 94 mg 24%
亜鉛 0.4 mg 3%
 マンガン 1.3 mg 65%
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 mg *
 有機硫黄 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 9A
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 MSMプラス タブレット™
健康な結合組織のために◊

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 

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 (%)
 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 4B
 

 ◊ 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。

43



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) により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 

成分データ
用量 / 1 粒
内容量 / 180 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
 炭水化物総量 1 g 0%*
ナトリウム 5mg 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 4A
 

44



 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 

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 (%)
 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 **
 *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 4A
 

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 

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 
 0520 270粒 9オンス 

ペーハープ
製品番号 製品番号 
0521 

ペ

ペーハー
有効な必須ミ

ペーハープラス
プリメントです
と、体内ウムと、体内の

細胞膜の機能
助けるカリウム
エキスを配合
(PhytoZyme®)

使用使用使使 法：  ３粒
製品番号 製品番号 

 0520 

成分データ
用量 / 3 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 (%)
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%

 US.SF.MOD 1
 

 ◊ 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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 プロステート　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ー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 

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 (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 10mg *
ピリドキサル 5-リン酸 10mg *
カトゥアバ樹皮エキス 50mg *
イチョウ (Ginkgo biloba L.) 葉エキスt 10 mg *
イラクサ根部エキス 125mg *
カボチャ (Cucurbita pepo L.) 種子エキス 50mg *
パイジアム (Pygeum africanum L.) 樹皮エキス 100mg *
ノコギリヤシ実エキス 170mg *
L-アラニン 100mg *
L-グルタミン酸 100mg *
グリシン 100mg *
  *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
 

 ◊ 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。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２４
０ml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 

成分データ
用量 / 大さじ1 杯 (16.5 g)
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 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 50%
ビタミン B-12 (シアノコバラミン) 30 mcg 500%
 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 4
 

 ◊ 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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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 

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 (%)
クロム 100mcg 83%
当社独自の Xanalean™複合体 400mg *
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 3B
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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 回当たりの摂取量

 カロリー  218 うち脂質によるもの  69
1 日の推奨摂取量に対する割合 (%) 1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)

脂質 総量 7.7 g 10% カリウム 277 mg 8%
飽和脂肪 3 g 15% 炭水化物 総量 25.6 g 8%
トランス脂肪 0 g 食物繊維 5.6 g 20%
 コレステロール 16 mg 5% 糖質 17.1 g
ナトリウム 120 mg 5% タンパク質 11.5 g 25%

 ビタミン A 5% •
ビタミン C 15% •
カルシウム 15% •
 鉄 8% •
ビタミン D 5% •
リボフラビン 10% •
 ビタミンB12 4% •
ヨウ素 10% •

銅 6% •
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% •
  ビタミンK 10% •
 ビタミンB6 8% •

 パントテン酸 6%
亜鉛 6%
クロム 4%
 チアミン 8%
葉酸 8%
 リン 15%
セレン 8%
モリブデン 6%

1gあたりのカロリー:
脂質   9 • 炭水化物   4 •  タンパク質   4

US.NF.MOD 1A

 ◊ 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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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 

成分データ
用量 / 1  粒
内容量 / 120 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 (%)
マグネシウム (アスパラギン  酸マグネシウム) 2mg 1%
 亜鉛(アスパラギン酸亜鉛) 1mg 7%
マンガン (硫酸マンガン) 0.2 mg 10%
ヘスペリジン 20mg *
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 150mcg *
 パンクレアチン 150mg *
パパイン 90mg *
ブロメライン 130mg *
塩酸リゾチーム 50mg *
トリプシン 50mg *
スーパーオキシドジムスターゼ 15mg *
セラペプターゼ 5mg *
 *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 8A

 ◊ 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。

50



  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 

  外泊、出張等が
及び25種以上
ミン・ミネラル
ン以外の全て
量)を100％満た
ルタブレットは

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A(プレフォームド) 1250 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 167%
 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 (%)
 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 3 mg *
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 *
産ケルプ (Ascophyllum  nodosum L.) 全草 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 (%)
 アルファルファ葉 3 mg *
ドッグローズ（ローズ ヒップ; Rosa cania L.）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 4
  

 ＴＶＭ プ̶ラス™
 パワフルな栄養が手軽に取れるタブレット
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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 

成分データ
用量 / 1  カプセル
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 (%)
 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 1E

52



 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 

成分データ
用量 / 2 粒
内容量 / 150 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.SF.MOD 2
 

 ◊ 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-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 
 6041 60粒 3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 D-3 (コレカルシフェロール) 960 IU 240%
ビタミン K-2 (メナキノン-7) 25 mcg 31%
 US.SF.MOD 3
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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 

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 (%)
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） 300mg *
D-γ-トコフェロール 150mg *
トコトリエノール類混合物（D-α、D-β、D-γ、D－δ） 10mg *
 *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
 

 ◊ 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 (%)

 2～3才の
お子様1

(１粒)

 成人もしくは
4才以上のお子様2

(2粒)

ビタミン A 
(ベータ 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 3B
  ◊ 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 

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

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 2A
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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 5mg *
 ルテイン（ルテイン エキス） 10 mg *
 リコピン（リコピン エキス 5mg *
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 5mg *
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
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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
お子様1

(グミー・ベアー２個)

 成人もしくは
4才以上のお子様2

(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 60mcg 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 40mcg ** **
 *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
 

 ◊ 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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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。

 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

ボディスマート

 ◊ 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。

ボディスマート・ソリューションズ スターターパック
各ボディスマート　ソリューション　スターターパックの　内容　：
• 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（男性用、女性ゴールドフォーミュラ　
又はデイリーバイオベーシックス
• エナーザン 
• 初回のみ巻き尺、シェイカーボトルが付きます。

製品番号 6323 ‒ 男性用　ゴールド　スターターパック　ー　チョコレート
製品番号 6320 ‒ 男性用　ゴールド　スターターパック　ー　バニラ
製品番号 6335 ‒ 女性用　ゴールド　スターターパック　ー　チョコレート 
製品番号 6332 ‒ 女性用　ゴールド　スターターパック　ー　バニラ 
製品番号 6326 ‒ デイリーバイオベーシックス　スターターパック　－　バニラ
製品番号 6327 ‒ デイリーバイオベーシックス　スターターパック　ー　チョコレート

ボディスマート　ソリューション 
トリプルプロテインシェイク 
 製品番号  7880 ‒ チョコレート 
製品番号  7881 ‒ バニラ 
製品番号  6187 ‒ バニラ（無糖）
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 
製品番号  7882 

マルチビタミンゴールドフォーミュラ 
製品番号  7883 ‒  男性用
マルチビタミンゴールドフォーミュラ
製品番号  7884 ‒ 女性用
ボディスマート　ソリューション　
製品番号 6074 ‒ シェイカーボトル
製品番号 7890 ‒  巻き尺

エナーザン
クロムとハーブのタブレットは、エネルギーを支えることを助けます
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トリプルプロテインシェイク ‒ チョコレート
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  
 7880  522 g 32 オンス  

ビタミンA (カロチン100%) 35% • ビタミンC 45%
カルシウム 60% • 鉄 8%
ビタミンD-3 35% • ビタミンE 45%
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 45%
シアノコバラミン (ビタミンB-12) 40% • ビオチン 45%
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

 *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.NF.MOD 6A

成分データ
用量 / 大さじ一杯 (29 g)
内容量 / 18 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 93
うち脂質によるもの 5
 脂質総量 0.6 g 1%
 飽和脂肪 0.14 g 1%
 トランス脂肪 0 g
 コレステロール 2mg 1%
 ナトリウム 138 mg 6%
  カリウム 616 mg 20%
  炭水化物総量 2 g 1%
  食物繊維 0.7 g 3%
  糖類 0.3 g
 タンパク質 20 g 40%
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トリプルプロテインシェイク ‒ バニラ
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  
 7881 490 g 31 オンス  

ビタミンA (カロチン100%) 35% • ビタミンC 45%
カルシウム 60% • 鉄 8%
ビタミンD-3 35% • ビタミンE 45%
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 45%
シアノコバラミン (ビタミンB-12) 40% • ビオチン 45%
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

 *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.NF.MOD 6A

成分データ
用量 / 大さじ一杯 (27.2 g)
内容量 / 18 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 91
うち脂質によるもの 7
 脂質総量 0.8 g 1%
 飽和脂肪 0.14 g 1%
 トランス脂肪 0 g
 コレステロール 2mg 1%
 ナトリウム 139 mg 6%
  カリウム 569 mg 16%
  炭水化物総量 1 g 0%
  食物繊維 0.2 g 1%
  糖類 0.3 g
 タンパク質 20 g 40%

 ◊ 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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トリプルプロテインシェイク ‒ バニラ（無糖）
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  
 6187 490 g 31 オンス  

ビタミンA (カロチン100%) 35% • ビタミンC 45%
カルシウム 60% • 鉄 8%
ビタミンD-3 35% • ビタミンE 45%
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 45%
シアノコバラミン (ビタミンB-12) 40% • ビオチン 45%
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

 *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.NF.MOD 3A

成分データ
用量 / 大さじ一杯 (27.2 g)
内容量 / 18 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 91
うち脂質によるもの 7
 脂質総量 0.8 g 1%
 飽和脂肪 0.14 g 1%
 トランス脂肪 0 g
 コレステロール 2mg 1%
 ナトリウム 130 mg 6%
  カリウム 569 mg 16%
  炭水化物総量 1 g 0%
  食物繊維 0.2 g 1%
  糖類 0.3 g
 タンパク質 20 g 40%
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ビーガンプロテインシェイク ‒ チョコレート
健康的な体重の管理と栄養の為に

ボディスマート・ソリューションズのヴィーガンプロテインシェイク は毎
日の栄養補給におすすめです。一切の動物性食品を避けている方に
安心してご利用いただけるよう、エンドウ豆と玄米に由来する消化吸
収のよい高品質のタンパク質を配合しています。

このおいしいシェイクは、減量中も、パフォーマンス向上を目指してい
るときも、体にとって理想的なサポートとなります。エネルギー源とな
るタンパク質が豊富なうえ、低脂肪、低炭水化物です。スポーツやエク
ササイズのレベルアップには、筋肉の成長と維持を支えるタンパク質
が不可欠です。

純植物性にこだわりつつ、ボディスマート で体を引き締めたい方のた
めの、低脂肪、高タンパク質でおいしいドリンクです！

使用法：　お好みの飲みもの（約２４０から３６０ｍｌ）に、付属のスプ
ーン2杯のプロテインシェイクをいれ、1日一回お召し上がりください。 

 製品番号 内容量 出荷重量 
 7797 1235g 49 オンス 

成分データ
用量 / 大さじ一杯 (41 g)
内容量 / 30 回分
1 回当たりの摂取量
カロリー 151
うち脂質によるもの 23

1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
 脂質総量 2.5 g 4%
飽和脂肪 0 g 0%
 トランス脂肪 0 g
 コレステロール 0 mg 0%
 ナトリウム 128 mg 5%
  カリウム 115 mg 4%
  炭水化物総量 12 g 4%
  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%) 0% • ビタミンC 0%
カルシウム 2% • 鉄 6%

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

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

US.NF.MOD 1B
 

 ◊ 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。

* 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。
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* 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

ビーガンプロテインシェイク ‒ バニラ
筋肉と引き締まった体にサポート

ボディスマート・ソリューションズのヴィーガンプロテインシェイク は毎日の
栄養補給におすすめです。一切の動物性食品を避けている方に安心し
てご利用いただけるよう、エンドウ豆と玄米に由来する消化吸収のよ
い高品質のタンパク質を配合しています。

このおいしいシェイクは、減量中も、パフォーマンス向上を目指してい
るときも、体にとって理想的なサポートとなります。エネルギー源とな
るタンパク質が豊富なうえ、低脂肪、低炭水化物です。スポーツやエク
ササイズのレベルアップには、筋肉の成長と維持を支えるタンパク質
が不可欠です。

純植物性にこだわりつつ、ボディスマート で体を引き締めたい方のた
めの、低脂肪、高タンパク質でおいしいドリンクです！ 

使用法：　お好みの飲みもの（約２４０から３６０ｍｌ）に、付属のスプ
ーン2杯のプロテインシェイクをいれ、1日一回お召し上がりください。

 製品番号 内容量 出荷重量 
 7796 1232g 49 オンス 

成分データ
用量 / 大さじ一杯 (41 g)
内容量 / 30 回分
1 回当たりの摂取量
カロリー 155
うち脂質によるもの 27

1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
 脂質総量 3 g 5%
飽和脂肪 Fat 0 g 0%
 トランス脂肪 0 g
 コレステロール 0 mg 0%
 ナトリウム 101 mg 4%
カリウム 4 mg 0%
  炭水化物総量 12 g 4%
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%) 0% • ビタミンC 0%
カルシウム 0% • 鉄 0%

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 1B
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*1日の推奨摂取量は規定されていません。

 US.SF.MOD 4
 

成分データ
用量 / 2 粒
内容量 / 30 回分

成分データ
用量 / 2粒
内容量内容量内容内  / 30 回分

ゴールドフォーミュラ ‒  男性用
使用法：    2粒を１日１回
 製品番号 内容量 出荷重量 
 7883 60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%

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 (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 *

 ◊ 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日の推奨摂取量は規定されていません。

 US.SF.MOD 4
 

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

ゴールドフォーミュラ ‒  女性用
使用法：    2粒を１日１回
 製品番号 内容量 出荷重量 
 7884 60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) 2.5 mg 14%

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 (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 *
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エナーザン
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 

成分データ
用量 / 2 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 (%)
  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 **

 *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 5D
 

 ◊ 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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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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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。

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

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商品をお届けするこ
とが出来ません。　また、保証をして再送をすることもでき
ませんので、商品を３月中旬～１０月末までにお買い上
げ下さい。

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 

パーソナル ケア
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 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。
成分にはアルコールは含まず、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 

 ピュアゴールドハンド＆
ボディーソープ
当社の ピュアゴールドハンド＆ボディバー (Pure 
Gold Hand & Body Bar) を入浴やシャワーでご利
用になれば、24 金の金塊とともに入浴している
かのような気分が味わえます。この他にはない、
フランス製のぜいたくなボディ バーには、単な
る石けんを超えた魅力があります。ピュアゴール
ドハンド＆ボディバー (Pure Gold Hand & Body 
Bar) は、泥汚れや体臭を強力に洗い流します！
  製品番号 内容量 出荷重量 
 6266 128g 5 オンス 
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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。
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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 

 ◊ 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。

成分データ
用量 / 1 Tablet
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 13%
 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 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 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 7
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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 

 フォーエバーヤング
高性能のスキンケア
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 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
肌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 
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ボディケア用品
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。

 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  

ForeverYoung®
ボタニカルズ
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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
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 
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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ライフプラスについて
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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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注文方法とカスタマーサービス
 注文先　  日本国はニュージーランド支店が担当いたします。 日本語でご連絡ください。

 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。

注文方法（4つあります）
 １．　フリーダイヤル 005-3123-0026 ２．ファックス 東京 03-4496-5312
  (携帯及びひかり電話などの契約を 大阪 06-6537-1492
  された場合は通じない場合があります）  24時間受付

 ３．公式サイト  www.lifeplus.com  　（注意：　入力は半角英数文字のみ。日本語で入力をすると注文の
手配ができません。また、エイサップ登録の内容の変更もできません。）

 ４．メール   orders-nz@lifeplus.com

ウエブサイトからご注文をされる際は、氏名、住所など全てを半角英数字（ローマ字）でご入力ください。日本語で登録されますと、
商品発送の手配が出来ない場合があります。また、注文確定後に変更が発生した場合は、英文でアメリカ本社へご連絡ください。

ご連絡をされる時間により、注文の変更ができない場合がありますのでご了承ください。
アメリカの連絡先　：　　 info.us@lifeplus.com 　　１－870-698-2311　（有料）

※　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 有料　03-5484-5834

営業時間（日本時間で）　午前4:30～午後1:00　（ニュージーランドの夏）。　午前5:30～午後2:00　（ニュージーランドの冬）。
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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。
（エイサップにご利用の場合は、商品発送日の1日前には入金の完了をしてください。）

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。

郵便局が製品をお届けできなかった場合
 ご不在の場合には不在票が投函されますので、不在票に記載の連絡先にお問い合わせいただき、再配達の依頼を行ってください。

（不在表には、郵便局の担当者により、発送人がライフプラスとは記載されず、アメリカ、外国となる場合があります）
日本郵便が持ち帰った場合の商品保管期間は２週間です。２週間を経てお受け取り頂けない場合は、
日本郵便がもう一度配達し、それでもご不在の場合は規定により製品はライフプラスに返送されます。

製品は3ヶ月前後かかってライフプラスに戻る為、30日間の返品の対象にはなりません。
同じ商品または、他の商品に交換をし、割引のない送料をご負担いただき再送をすることが出来ます。

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。

る分割払いはお受けしておりません。

ご利用いただけます
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