
No. 粒写真 サイズ&形状 特徴※社内資料であり、薬機法に準拠した内容ではありません。 原材料 栄養成分

1

重さ 1.1g ビタミンＢ100（コンプレックス） ビタミンB群含有加工食品

海藻セルロース、酵母、海藻抽出物、トウモロコシ抽出物（遺伝子組
換えでない）、大豆抽出物（遺伝子組換えでない）、パセリ抽出物、ア
ルファルファ抽出物、ミズガラシ抽出物

(1粒あたり)エネルギー 4.0kcal、たんぱく質 0.464g、脂質 0.50g、炭
水化物 0.454g、食塩相当量 0.0060ｍｇ ／　ビタミンB1 100ｍｇ、ビタ
ミンB2 100ｍｇ、ナイアシン 100ｍｇ、パントテン酸 100ｍｇ、ビタミン
B6 100ｍｇ、 ビタミンB12 100μｇ、 ビオチン 100μｇ、 葉酸 400μｇ
、 イノシトール 100ｍｇ、コリン 100ｍｇ、パラアミノ安息香酸 100ｍｇ

大きさ 9X19mm

美肌、お疲れケア、代謝UPなどに欠かせないビタミンB群を1粒に各100mgずつ(葉酸は400μ
g)配合しています。体内での役割は多岐に渡り重要なビタミンですが、食品からの十分な摂取
は難しく水溶性のため1度にたくさん吸収出来ず体外に流れやすいですが、本品はタイムリリ
ース加工をしているため1日1粒でも効率良く吸収されます。

形状 タブレット

1日の目安 1粒

生産国 米国

2

重さ 0.61g ビタミンＢ25（コンプレックス） ビタミンB群含有加工食品

ビタミンB含有酵母、大豆、アルファルファ、微小繊維状セルロース、シ
ェラック、増粘剤(V.C)

(1粒あたり)エネルギー 2.325kcal、たんぱく質 0.1205g、 脂
質 0.01975g、炭水化物 0.419g、食塩相当量 0.00025 ｍｇ 
／ ビタミンB1 25ｍｇ、 ビタミンB2 25ｍｇ、 ナイアシ ンアミド 
25ｍｇ、 パントテン酸 25ｍｇ、 ビタミンB6 25ｍ
ｇ、 ビタミンB12 25μｇ、 ビオチン 25μｇ、 葉酸 100μ ｇ　
／　コリン25ｍｇ　イノシトール45ｍｇ

大きさ 9X15mm

美肌、お疲れケア、代謝UPなどに欠かせないビタミンB群を1粒に各25mgずつ(葉酸は100μg)
配合しています。体内での役割は多岐に渡り重要なビタミンですが、食品からの十分な摂取は
難しく水溶性のため1度にたくさん吸収出来ず体外に流れやすいですが、本品はタイムリリー
ス加工をしているため効率良く吸収されます。大きな粒が苦手な方にもオススメです。

形状 タブレット

1日の目安 1～4粒

生産国 米国

3

重さ 0.25g マルチビタミン ビタミン含有食品

Ｖ．Ｃ、結晶セルロース、ナイアシン、Ｖ．Ｅ、V.B1、Ｖ．Ｂ2、Ｖ．Ｂ6、ステ
アリン酸Ｃａ、パントテン酸Ｃａ、微粒二酸化ケイ素、ビタミンＰ、Ｖ．Ａ、
葉酸、ビオチン、Ｖ．Ｂ12、Ｖ．Ｄ3

(1粒あたり)エネルギー 1.003kcaｌ、たんぱく質 0.022g、脂質 0.013g、
炭水化物 0.20g、食塩相当量0.00019g　／　ビタミンB1 5.0mg、、ビタ
ミンA150μg、ビタミンB2 5.0mg、ナイアシン8mg、ビタミンB6 5.0mg、
葉酸100μg、ビタミンB12 10.0μg、ビオチン50μg、パントテン酸
4.4mg、ビタミンC100mg、ビタミンD 2.5μg、ビタミンE7.5ｍｇ

大きさ 直径8mm

美肌、お疲れケア、代謝UPなどに欠かせないビタミンB群とビタミンCはもちろん、葉酸、ビタミ
ンEなど互いに補い合ってはたらく12種類のビタミンと、ビタミンCのはたらきを助けるビタミンP
をバランスよく配合したサプリメントです。健康維持や食生活のサポートに。

形状 タブレット

1日の目安 1～4粒

生産国 日本

4

重さ 0.3g ビタミンBミックス ビタミンB群含有加工食品

還元麦芽糖水飴(国内製造)、デキストリン／セルロース、ナイアシン、
パントテン酸Ca、ステアリン酸Ca、ビタミンＢ2、ビタミンＢ1、ビタミンＢ6
、葉酸、ビオチン、ビタミンＢ12

(1粒あたり)エネルギー 1.18kcal、たんぱく質 0.05g、脂質 0.005g、炭
水化物 0.235g、食塩相当量 0.0001mg　/　ビタミンB1　2.1mg、ビタミ
ンB2　2.4mg、ビタミンB6　2.1mg、ビタミンB12 3.6μｇ、ナイアシン 
22.5ｍｇ、パントテン酸7.5ｍｇ、葉酸 200μｇ、ビオチン75μｇ

大きさ 直径9mm

美肌、お疲れケア、代謝UPなどに欠かせないビタミンB群8種類を1粒にまとめました
。大きな粒が苦手な方にもオススメです。健康維持や食生活のサポートに。

形状 タブレット

1日の目安 1～2粒

生産国 日本

5

重さ 0.82ｇ ビタミンＣ500Ｎ ビタミンＣ含有加工食品

レモン果皮抽出物、ローズヒップ粉末/ビタミンＣ、セルロース、ステア
リン酸Ｍｇ、二酸化ケイ素、グリセリン、ＨＰＭＣ

（1粒あたり）エネルギー3.33kcal、たんぱく質0.0ｇ、脂質0.03g、炭水
化物0.667g、食塩相当量0.0006ｇ / レモンバイオフラボノイド  50ｍｇ
、ローズヒップ粉末16.7ｍｇ

大きさ 9.0X16.5
美肌、ストレスケア、免疫UPに必須であるビタミンCを1粒にしっかり500mg配合しました。様々
なストレスから現代人を守る栄養素ですが、食品からの十分な摂取は難しく水溶性のため1度
にたくさん吸収出来ず体外に流れやすいですが、本品はタイムリリース加工をしているため効
率良く吸収されます。

形状 タブレット

1日の目安 1～3粒

生産国 米国

6

重さ 0.35g ビタミンC粒 ビタミンＣ含有食品

還元麦芽糖水飴(国内製造)/結晶セルロース、ビタミンC、ステアリン
酸カルシウム、微粒二酸化ケイ素

(1粒あたり)エネルギー1.498kcal　たんぱく質0.001g　脂質0.031g　炭
水化物0.304g　食塩相当量0.000ｇ　/　ビタミンC100mg

大きさ 直径9mm

美肌、ストレスケア、免疫UPに必須であるビタミンCを1粒に100mg配合しました。様々なストレ
スから現代人を守る栄養素ですが、食品からの十分な摂取は難しく水溶性のため1度に吸収
出来ず体外に流れやすいため、積極的に摂取したい栄養素です。

形状 タブレット

1日の目安 1～4粒

生産国 日本

7

重さ 0.328g ベータカロテン ベータカロテン含有加工食品

藻類カロテン、ゼラチン、大豆油、グリセリン、ミツロウ、大豆レシチン
(1粒あたり)エネルギー 2.0kcal、たんぱく質 0.1g 、脂質 0.1g 、炭水
化物 0.06g 、食塩相当量0.0007ｇ　／　ベータカロテン15000μｇ

大きさ 6.8X13mm

肌や粘膜を正常に保ち、免疫力を高めます。体内で必要量がビタミンAに変換されます。抗酸
化作用も高いため、エイジングケアにもオススメです。

形状 ソフトカプセル

1日の目安 1粒

生産国 米国

8

重さ 0.3g 葉酸 葉酸含有加工食品

葉酸、微小繊維状セルロース、ステアリン酸Mg、増粘剤（CMC）、酸化
ケイ素

(1粒あたり)エネルギー0.4kcal、たんぱく質 0.02g 、脂質 0.0g 、炭水
化物 0.08g 、食塩相当量0.002ｇ　／ 葉酸 400μｇ

大きさ 直径8.7mm

食物由来のナチュラルな葉酸を1粒に400μg配合しました。特に、妊娠期、授乳期には国から
も推奨されている赤ちゃんの成長に欠かせない栄養素です。貧血予防にも。

形状 タブレット

1日の目安 1粒

生産国 米国



No. 粒写真 サイズ&形状 特徴※社内資料であり、薬機法に準拠した内容ではありません。 原材料 栄養成分

9

重さ 0.64g スーパーＣカプセル ビタミンＣ含有加工食品

小豆抽出物、レモン果皮抽出物、松樹皮抽出物、エキナセア抽出物
／ビタミンCパルミテート、米粉、デュナリエラカロテン、HPMC

(1粒あたり)エネルギー3.4kcal たんぱく質 0.0175g 脂質 0.185g 炭水
化物 0.415g 食塩相当量0.0005g ／ビタミンC265ｍｇ　／ピクノジェノ
ール1.5ｍｇ　ルチン25ｍｇ　バイオフラボノイド25㎎、ケルセチン1ｍｇ　
エキナセア1ｍｇ　ベータカロテン1ｍｇ

大きさ(mm) 7.2X20.9mm
美肌、ストレスケア、免疫UPに必須であるビタミンCを様々なストレスから現代人を守る栄養素
です。水溶性のため1度にたくさん吸収出来ず体外に流れやすいですが、本品は脂溶性に加
工をしているため体内に長く留まり必要な時に使用され1日中非常に効率良く吸収されます。
水溶性ビタミンCの4倍量に相当します。胃への負担も軽減します。

形状 カプセル

1日の目安 1～2粒

生産国 米国

10

重さ 0.3ｇ ビタミンE＆アスタキサンチン ビタミンE含有加工食品

食用油脂（国内製造）/抽出ビタミンE、ゼラチン、グリセリン、レシチン
（大豆由来）、ヘマトコッカス藻色素

(1粒あたり)エネルギー：3.21kcal、たんぱく質：0.13g、脂質：0.27g、炭
水化物：0.06g、食塩相当量0.000ｇ　／　d-αｰトコフェロール　100mg

大きさ 8X12.2mm

体の老化を防ぐビタミンEを1粒に100mg、さらに強い抗酸化作用をもつアスタキサンチンを配
合しました。アンチエイジングはもちろん、血流改善にも適しているため冷えや肩こりケアにも
オススメです。

形状 ｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ

1日の目安 1～2粒

生産国 日本

11

重さ 0.31ｇ ビタミンD3 ビタミンD含有加工食品

セルロース、ステアリン酸Ca、ビタミンD3
(1粒あたり)エネルギー0.2kcal、たんぱく質0.025g、脂質0.0g、炭水化
物:0.025g、食塩相当量0.0003g　/　ビタミンD　25.0μg

大きさ 直径8.73mm

紫外線を浴びることで体内で合成されるビタミンDは、カルシウムの吸収を助け免疫力を高め
ます。近年では免疫力を高めることから特に注目され、誰もが積極的に摂取したい栄養素とな
りました。

形状 タブレット

1日の目安 1粒

生産国 米国

12

重さ 0.685ｇ ナイアシンアミド500 ナイアシンアミド含有加工食品

ナイアシンアミド、ゼラチン、セルロース、ステアリン酸マグネシウム 
(1粒あたり)エネルギー 2.7kcaｌ、たんぱく質 0.125g、脂質 0.178g、炭
水化物 0.518g、食塩相当量0.0002g　／　ナイアシンアミド 500mg

大きさ 7.6X21.7mm

ナイアシンは、水溶性ビタミンB3です。食べたものをスムーズにエネルギーとして利用するた
めに不可欠な栄養素です。食べることが好きな方、お酒が好きな方にオススメです。お召し上
がり後の紅潮やかゆみ（ナイアシンフラッシュ）が出にくいタイプです。

形状 カプセル

1日の目安 1

生産国 米国

13

重さ 0.35ｇ カルシウム＆マグネシウム（小粒） カルシウム加工食品

還元麦芽糖水飴（国内製造）、黒酵母発酵物/貝殻末焼成カルシウム
、酸化マグネシウム、セルロース、微粒二酸化ケイ素、ステアリン酸カ
ルシウム、ビタミンD3

(1粒あたり)エネルギー：0.42ｋcal、たんぱく質0.0ｇ、脂質：0.005g、炭
水化物：0.09g、食塩相当量：0.002g　/　カルシウム70mg、マグネシ
ウム35mg

大きさ 直径8mm

食品から摂取しづらく吸収しにくいミネラルですが、カルシウムとマグネシウムを2:1に配合、さ
らにビタミンDを加えることによって吸収率を高めました。体を正常に維持するために不可欠な
栄養素です。

形状 小粒ﾀﾌﾞﾚｯﾄ

1日の目安 1～5粒

生産国 日本

14

重さ 1.45g カルシウム＆マグネシウム カルシウム・マグネシウム 含有加工食品

ミネラル含有酵母、魚肝油抽出物、貝カルシウム粉末、ビタミンC、グ
ルタミン酸、セルロース

(1粒あたり)エネルギー0.4kcal、たんぱく質 0.08g、脂質 0.0g、炭水化
物 0.02g、食塩相当量0.0013ｇ　／　カルシウム250ｍｇ、マグネシウ
ム125ｍｇ、ビタミンD625μｇ、ビタミンC 50ｍｇ、ボロン1ｍｇ、グルタミ
ン酸50ｍｇ

大きさ 19X7.8mm

カルシウムとマグネシウムは2:1の比率で、ビタミンD、ビタミンCなどもバランスよく配合されて
います。人体のカルシウムの約99%はリン酸塩や炭酸塩として骨や歯に含まれ、残りの約1%が
筋肉や神経・血液などに含まれています。カルシウムは生体及び細胞の機能に不可欠なミネ
ラルですが、現代人の食習慣では不足気味と言われています。

形状 ﾀﾌﾞﾚｯﾄ

1日の目安 1～3粒

生産国 米国

15

重さ 0.502ｇ ヘム鉄カプセル ヘム鉄含有加工食品

米粉、ヘム鉄、HPMC、ピリドキシン、葉酸、シアノコバラミン
(1粒あたり）エネルギー1.928kcal、たんぱく質0.153ｇ、脂質0.0165g、
炭水化物0.291g、食塩相当量0.0075ｇ／ヘム鉄187.5mg（鉄として
3.75㎎）、ビタミンＢ6　2.0mg 、葉酸50μｇ、ビタミンＢ12 25.0μｇ

大きさ 18.6X6.7mm

植物性の食品に含まれる非ヘム鉄に比べると吸収率の高い動物性の食品に含まれるヘム鉄
を、吸収を阻害するコーヒーやお茶の影響されないカプセルにしました。その他、貧血改善に
必要なビタミンB12ビタミンB6、葉酸も加え総合的にサポートします。

形状 カプセル

1日の目安 1～4粒

生産国 米国

16

重さ 0.427g ヘム鉄プルーン ヘム鉄加工食品

乳糖（米国製）、デキストリン、プルーン抽出物　/　ゼラチン、加工デン
プン、ヘム鉄、ショ糖脂肪酸エステル、ビタミンC、クエン酸第一鉄ナト
リウム、ビタミンB6、葉酸、ビタミンB12

（1粒あたり）エネルギー1.67ｋcal、たんぱく質0.09g、脂質0.01g、炭水
化物0.30g、食塩相当量0.005g　/　鉄：1.45ｍｇ

大きさ 6.7X18.6mm

植物性の食品に含まれる非ヘム鉄に比べると吸収率の高い動物性の食品に含まれるヘム鉄
と、鉄はもちろんミネラルやビタミンを豊富に含むプルーンを配合しました。

形状 カプセル

1日の目安 1～2粒

生産国 日本
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17

重さ 0.8g マルチミネラル 貝カルシウム粉末含有加工食品

ミネラル含有酵母、ビート抽出物、海藻抽出物　／　炭酸Ca、酸化Mg
、グルタミン酸、セルロース、ステアリン酸Mg、酸化ケイ素、ビタミンD3

(1粒あたり)エネルギー1.03kcal、たんぱく質 0.017g 、脂質 0.017g 、
炭水化物 0.183g 、食塩含有量0.0033ｇ　／ ビタミンD 1.67μｇ、カル
シウム 166.67ｍｇ、 マグネシウム 83.33ｍｇ、 鉄5.0ｍｇ、 亜鉛 3.75
ｍｇ、 銅 0.5ｍｇ、 マンガン1.67ｍｇ、 カリウム15.83 ｍｇ、 クロム 
33.33μｇ、 セレン16.67μｇ　、ベタイン16.67ｍｇ、グルタミン酸16.67
ｍｇ、海藻抽出物25μｇ

大きさ 19X6.4mm

不足しがちなミネラル9種類を高含有量で配合しました。体に摂取しやすい形で抽出している
ため、良質なミネラルをより自然に近い形で吸収出来ます。

形状 ｶﾌﾟﾚｯﾄ

1日の目安 1～6粒

生産国 米国

18

重さ 0.3ｇ 亜鉛 酵母加工食品

亜鉛含有酵母(メキシコ製造)、乳糖/セルロース、グリセリン脂肪酸エ
ステル

(1粒あたり)エネルギー1.13kcal、たんぱく質0.04g、脂質0.02g、炭水
化物0.20g、食塩相当量0.005ｇ　／　亜鉛13.5mg

大きさ 直径9mm

健康なお肌や免疫機能の維持、正常な味覚・嗅覚の維持にも必要なミネラルです。更に、男
性機能の維持や、いつまでも男性らしくありたい方にもオススメです。

形状 小粒ﾀﾌﾞﾚｯﾄ

1日の目安 1～2粒

生産国 日本

19

重さ 0.32g マルチビタミン&ミネラル（小粒） ビタミン類・ミネラル類含有加工食品

 還元麦芽糖水飴（国内製造）、酵母（鉄、亜鉛、ヨウ素、クロム、銅、セ
レン、モリブデン含有）、デキストリン、V.E含有植物油／未焼成カルシ
ウム、セルロース、V.C、酸化マグネシウム、ステアリン酸カルシウム、
微粒二酸化ケイ素、ナイアシン、アウレオバシジウム培養液、加工デ
ンプン、パントテン酸カルシウム、V.B6、V.B2、V.B1、V.A脂肪酸エステ
ル、アラビアガム、葉酸、ビオチン、V.D3、酸化防止剤(V.E)、V.B12

(1粒あたり)エネルギー 0.84kcal、たんぱく質 0.02g、脂質 0.01g、炭
水化物 0.17g、食塩相当量 0.00133g／ビタミンB1 0.37mg、ビタミン
B2 0.38mg、ビタミンB6 0.37mg、ビタミンB12 0.77μg、ナイアシン 
4.1mg、パントテン酸 2.0mg、ビタミンD 2.0μg、ビタミンA 165μg、ビ
タミンE 2.6mg、葉酸 66.6μg、ビタミンC 28.3mg、ビオチン 16.5μg、
カルシウム 33.3mg、マグネシウム 15.0mg、鉄 0.83mg、銅 0.07mg、
ヨウ素 10.0μg、セレン 2.56μg、亜鉛 0.78mg、クロム 3.2μg、モリブ
デン 1.89μg

大きさ 直径9mm

身体に必要な12種類のビタミンと、9種類のミネラルをバランス良く配合しました。更に、カルシ
ウムと相性の良い新素材「ポリカン」をプラスしロコモ対策にも、またお食事バランスの補助、
健
康維持にオススメです。

形状 タブレット

1日の目安 1～3粒

生産国 日本

20

1粒重量 0.89ｇ マルチビタミン＆ミネラル ビタミン・ミネラル・L-シスチン含有食品

ビート抽出物、大豆抽出物、米ぬか抽出物、ミネラル含有酵母、エキ
ナセア抽出物、レモン果皮抽出物、ゴボウ抽出物、レンゲ抽出物、ショ
ウガ抽出物、亜麻仁油粉末、リンゴ抽出物、ザクロ粉末、ブロッコリ抽
出物、カリフラワー抽出物、トマト粉末、ニンジン抽出物、セロリ抽出物
、キャベツ抽出物、月見草油粉末、ルリジサ油粉末、緑茶抽出物、カ
ンゾウ抽出物、カラードグリーン抽出物、シイタケ抽出物、核酸、ケー
ル抽出物、ブドウ抽出物、マリーゴールド抽出物、トマト抽出物、小豆
抽出物、ザクロ抽出物、マイタケ抽出物、マッシュルーム抽出物、ブラ
ックラディッシュ抽出物、サツマイモ抽出物、ブドウ種子抽出物、デュナ
リエラサリナ抽出物、コエンザイムＱ10、海藻灰抽出物／V.C、酸化Mg
、L-シスチン、炭酸Ca、V.E、グルタミン酸、L-メチオニン、V.B1、V.B2、
ナイアシン、パントテン酸Ca、L-グリシン、V.B6、ヒアルロン酸Na、セル
ロース、HPC、増粘剤(CMC)、ステアリン酸Mg、酸化ケイ素、葉酸、ビ
オチン、V.B12、V.D3

（1粒あたり）エネルギー 2.894kcal、たんぱく質　0.125ｇ、脂質　0.058
ｇ、炭水化物　0.467ｇ、食塩相当量 0.00525g / ビタミンD3 1.0μg、ビ
タミンＥ 16.75mg、ビタミンＣ 125mg、ビタミンＢ1 7.5mg、ビタミンＢ2 
7.5mg、ナイアシン 7.5mg、パントテン酸 7.5mg、ビタミンＢ6 5mg、ビタ
ミンＢ 12 12.5μg、葉酸 50μg、ビオチン 25μg、カルシウム 25mg、
マグネシウム62.5mg、亜鉛 3.75mg、マンガン 1.375mg、クロム 12.5
μg、セレン 12.5μg、モリブデン 12.5μg

大きさ 9.0X15.0mm

ビタミン、ミネラル、ハーブなどの植物由来の栄養素をバランス良く配合しました。更に、美肌
や美白に効果のあるシスチン等のアミノ酸や抗酸化作用の高いコエンザイムQ10を配合しまし
た。美容と健康を目指す方にオススメです。

形状 タブレット

1日目安量 8粒

生産国 米国

21

重さ 0.84g アンチオキシダント ビタミン・ベータカロテン含有食品

人参、海藻、アセロラ、バラの実、小麦胚芽、大豆（遺伝子組換えでな
い）、酵母、海藻セルロース

(1粒当り)エネルギー18.7kcal たんぱく質 0.0g 脂質 0.0g 炭水化物 
0.0g 、食塩相当量0.00254㎎ /　ベータカロテン750㎎ ビタミンC 500
㎎ ビタミンE 34㎎ セレニウム 12.2㎎

大きさ 9X16mm

抗酸化作用の高いビタミンA、ビタミンC、ビタミンE、ミネラルのセレンを自然界の食品から抽出
し配合しました。エイジングケア、紫外線対策をしたい方にオススメです。

形状 ﾀﾌﾞﾚｯﾄ

1日の目安 1～2粒

生産国 米国

22

重さ 0.466g アミノ酸タブレット アミノ酸含有加工食品
L-リジン、L-ヒスチジン、L-アルギニン、L-アスパラギン酸、L-
スレオニン、L-セリン、L-グルタミン酸、L-プロリン、L-アラニン
、L-シスチン、L-バリン、L-メチオニン、L-イソロイシン、L-チロ
シン、L-ロイシン、L-フェニルアラニン、L-トリプトファン、L-グル
タミン、L-オルニチン、セルロース、光沢剤、ステアリン酸Mg、
酸化ケイ素

(1粒あたり) エネルギー0.667kcal たんぱく質 0.1g 脂質 0.0g 炭水化
物 0.027g 、食塩相当量0.0067ｇ /　L-リジン49.3ｍｇ、L-ヒスチジン
10ｍｇ、L-アルギニン13ｍｇ、L-アスパラギン酸24.7ｍｇ、L-スレオニ
ン13.7ｍｇ、L-セリン17.7ｍｇ、L-グルタミン酸76.7ｍｇ、L-プロリン
36.7ｍｇ、L-アラニン11.3ｍｇ、L-シスチン6.3ｍｇ、L-バリン24ｍｇ、L-
メチオニン10.7ｍｇ、L-イソロイシン19.7ｍｇ、L-チロシン5.3ｍｇ、L-ロ
イシン34ｍｇ、L-フェニルアラニン7.3ｍｇ、L-トリプトファン4.3ｍｇ、L-
グルタミン5ｍｇ、L-オルニチン3.7ｍｇ

大きさ 直径11.1mm

乳製品やコーンスターチなどを原料とした10種の必須アミノ酸を含む20種類のアミノ酸をバラ
ンス良く配合しました。体を構成する栄養素なので、食事量の少ない方はもちろん、筋力維持
やお肌ケア、疲労対策にとあらゆる世代に幅広くオススメ出来る栄養素です。

形状 ﾀﾌﾞﾚｯﾄ

1日の目安 1～3粒

生産国 米国

23

重さ 0.25ｇ アミノ酸+HMBカルシウム HMB-Ca、BCAA、クレアチン含有食品

還元麦芽糖水飴(国内製造)、HMBカルシウム、クレアチンモノハイドレ
ート/バリン、ロイシン、イソロイシン、ステアリン酸カルシウム、HPC、　
微粒二酸化ケイ素

（1粒あたり）エネルギー0.945kcal、たんぱく質0.092g、脂質0.002g、
炭水化物0.140g、食塩相当量　0.00005ｇ /　 HMBカルシウム30ｍｇ
、クレアチン20ｍｇ、バリン30㎎、ロイシン30㎎、イソロイシン30㎎

大きさ 直径8mm

筋肉の合成促進・分解抑制、筋肉細胞膜の保護・補強に役立つHMBカルシウムとアミノ酸を
バランス良く配合しました。筋力UPや筋力維持には、スポーツの直前または直後の摂取がオ
ススメです。

形状 小粒ﾀﾌﾞﾚｯﾄ

1日の目安 1～2粒

生産国 日本



No. 粒写真 サイズ&形状 特徴※社内資料であり、薬機法に準拠した内容ではありません。 原材料 栄養成分

24

重さ 0.61g L-カルニチン L-カルニチン含有加工食品

セルロース、L-カルニチン、L-酒石酸塩、HPMC、ステアリン酸Mｇ
（1粒あたり）エネルギー2.4kcal、たんぱく質0.140g、脂質0.012g、炭
水化物0.440g、食塩相当量　0.0004ｇ /　 L-カルニチン250ｍｇ

大きさ 8.1X22.8mm

ダイエットの強い味方で脂肪燃焼には欠かせないアミノ酸です。年齢と共に体内で生成される
量は減少するため、代謝を高めたい方は積極的に摂り入れたい栄養素です。

形状 ｶﾌﾟｾﾙ

1日の目安 1粒

生産国 米国

25

重さ 0.68g L-アルギニン L-アルギニン含有加工食品

L-アルギニン、第二リン酸カルシウム、ゼラチン
(1粒あたり)エネルギー 0.3kcal たんぱく質 0.0375g 脂質 0.0g 炭水
化物 0.0375g 食塩相当量 0.001ｇ　/　アルギニン500㎎

大きさ 8.1X22.8mm

体内でタンパク質を構成するために欠かせない栄養素です。また、成長ホルモンの分泌を高
めるため筋力UPやいつまでも若々しく元気に過ごしたい方にもオススメです。

形状 カプセル

1日の目安 1粒

生産国 米国

26

重さ 0.407g 乳酸菌 乳酸菌含有加工食品

フラクトオリゴ糖、アカニレ樹皮抽出物、乳酸菌末（乳成分を含む）/セ
ルロース、HPMC、グリセリン、ペクチン

(1粒あたり)エネルギー1.547ｋcal、たんぱく質0.020g、脂質0.008g、炭
水化物0.349g、食塩相当量0.0014g／乳酸菌ブレンド40億CFU（以下
含む、　L.アシドフィルス11.5億CFU、L.ラムノサス11.5億CFU、B.ラク
ティス5億CFU、L.ラクティス2.75億CFU、B.ロンガム2.75億CFU、B.ビ
フィダム2.75億CFU、L.ガセリ2.75億CFU、S.サーモフィラス1.5億
CFU）、特別ブレンド(以下含む、フラクトオリゴ糖160ｍｇ、アカニレ樹
皮抽出物50ｍｇ）

大きさ 7.2X20.9mm

胃酸に強く70%が生きたまま腸に届くといわれているアシドフィルス菌を中心に約60億の乳酸
菌を配合しまた。健康維持や腸内環境が気になる方にオススメです。更に、食物繊維のペクチ
ンをプラスしているので便秘やお腹のスッキリ感にお悩みの方にも。【乳アレルギーの方はご
使用になれません】

形状 ｶﾌﾟｾﾙ

1日の目安 1～2粒

生産国 米国

27

重さ 0.32g GOLD乳酸菌 乳酸菌含有加工食品

イヌリン(食物繊維)(タイ製造)、有胞子性乳酸菌(有胞子性乳酸菌、乳
糖)/HPMC、ステアリン酸カルシウム

(1粒あたり)エネルギー1.30ｋcal、たんぱく質0.0g、脂質0.01g、炭水化
物0.30g、食塩相当量0.0004g／有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans 
SANK70258)：1億個

大きさ 6.7X18.6mm

胃酸に強い有胞子性乳酸菌が1億個配合しました。健康維持や腸内環境が気になる方はもち
ろん、ダイエット中の方や、便秘やお腹のスッキリ感にお悩み方にもオススメです。 【乳アレル
ギーの方はご使用になれません】

形状 カプセル

1日の目安 1～2粒

生産国 日本

28

重さ 0.28ｇ ラクトフェリン ラクトフェリン、ビフィズス菌加工食品

乳糖（米国製）、有胞子性乳酸菌、マスティハ、ラクトフェリン濃縮物、
オリゴ糖、ビフィズス菌、セルロース、ステアリン酸カルシウム、微粒二
酸化ケイ素

(1粒あたり)エネルギー1.100kcal　たんぱく質0.028g　脂質0.005g　炭
水化物0.236g　食塩相当量0.0001ｇ　/　ラクトフェリン濃縮物28㎎　
ビィフィズス菌0.84㎎（約1.3億個）　マスティハ30.24ｍｇ　有胞子性乳
酸菌62.44ｍｇ（乳酸菌：3.7億個）

大きさ 直径9mm

哺乳動物の乳に含まれ、特に初乳中に多く、乳児を様々な感染症から守っていると考えられる
ラクトフェリンと、酸に強く生菌が生きたまま大腸まで届く乳酸菌を配合しました。更に、抗菌作
用のある希少なマスティハと、善玉菌の大好物であるオリゴ糖を加えた「腸活」にオススメのサ
プリメントです。

形状 ﾀﾌﾞﾚｯﾄ

1日の目安 2～6粒

生産国 日本

29

内容量 3.0ｇ 酵素&酵母EX(分包不可) 酵母含有食品
パン酵母(フランス産)、トレハロース、植物発酵エキス末〔デキストリン
、植物発酵エキス（オレンジ、キウイフルーツ、バナナ、リンゴ、大豆、
ゴマ、カシューナッツ、山芋、小麦、桃を含む）〕大豆培地麹菌、塩水湖
ミネラル、有胞子性乳酸菌/クエン酸、炭酸カルシウム、甘味料（スクラ
ロース）

（1包あたり）エネルギー11.34kcal、たんぱく質1.029g、脂質0.144g、
炭水化物1.479g、食塩相当量0.005ｇ

大きさ 2.3X110.0mm
食品からは十分に摂り入れにくい酵素は、体の中で消化や代謝などあらゆる場面で活躍して
います。また、酵母は自然界の植物や果物などに生息する微生物で食物を分解します。331種
以上の植物を3年以上かけて醗酵させた植物酵素エキスと、酵素が効果的に働くのに必要な
塩水湖ミネラルと、腸内細菌の働きを助けるオリゴ糖、腸まで届く有胞子性乳酸菌も配合しダ
イエットをサポートします。

形状 顆粒状

1日の目安 1～3包

生産国 日本

30

重さ 0.49g 酵素＆酵母カプセル 植物発酵エキス加工食品

植物発酵エキス（りんご、バナナ、ヤマイモを含む）(台湾製造）/HPMC
、着色料（カラメル）

(1粒あたり)エネルギー1.81kcal、たんぱく質0.2g、脂質0.01g、炭水化
物0.23g、食塩相当量0.0005ｇ

大きさ 6.7X18.6mm

食品からは十分に摂り入れにくい酵素は、体の中で消化や代謝などあらゆる場面で活躍して
います。また、酵母は自然界の植物や果物などに生息する微生物で食物を分解します。代謝
UP、食物の消化分解を助けダイエットをサポートします。

形状 カプセル

1日の目安 1～2粒

生産国 日本

31

重さ 0.4g スクワレン 精製鮫肝油含有食品

鮫肝油精製油(国内製造)/ゼラチン、グリセリン
(1粒あたり)エネルギー2.77kcal、たんぱく質0.12g、脂質0.25g、炭水
化物0.02g、食塩相当量0.000025ｇ／鮫肝油精製油（スクワレン）
250mg　

大きさ 7.4X12mm

深海に生息するアイザメの肝臓には大量のスクワレンが含まれています。新陳代謝を高め、
肝機能をサポートし、お肌の生まれ変わりを活性化するため美肌・保湿にもオススメです。

形状 ソフトカプセル

1日の目安 1～3粒

生産国 日本



No. 粒写真 サイズ&形状 特徴※社内資料であり、薬機法に準拠した内容ではありません。 原材料 栄養成分

32

重さ 1.4g FISHOIL　EPA&DHA 魚油抽出物含有加工食品

魚油抽出物、小麦胚芽、ゼラチン、グリセリン、酸化防止剤（V.E）

(1粒あたり)エネルギー 10kcal たんぱく質 0.25g 脂質 1.0g 炭水化物 
0.0g 食塩相当量0.001ｇ /魚油抽出物1000ｍｇ（以下の成分を含む）
エイコサペンタエン酸（EPA） 180mg 、ドコサヘキサエン酸（DHA） 
120mg

大きさ 9X25mm

低温海水域の魚類から抽出したEPA(エイコサペンタエン酸)やDHA(ドコサヘキサエン酸)は、
不飽和脂肪酸で、どちらも体内で生成出来ない必須脂肪酸で、食品から摂らなければならな
い栄養素です。健康診断の結果が気になる方やお魚をあまり召し上がらない方にもオススメ
です。

形状 ｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ

1日の目安 1～2粒

生産国 米国

33

重さ 0.53ｇ DHA・EPA・DPA DHA・EPA含有加工食品

 DHA含有精製魚油(国内製造)、オキアミ抽出物、ハープシールオイル
/ゼラチン、グリセリン、酸化防止剤（ビタミンE、カテキン）　

(1粒あたり)エネルギー14.95kcal、たんぱく質0.49g、脂 質1.36g（‒n-3
系脂肪酸0.64g）、炭水化物0.2g、食塩相当量0～0.01ｇ　／　
DHA166.7mg、EPA25㎎、DPA8.3㎎

大きさ 8X12.2mm

EPAとDHA、さらに動脈硬化予防に対してはEPAの10倍以上の活躍が期待出来るDPAを配合
しました。健康診断の結果が気になる方や生活習慣病や認知症の予防に、記憶力の向上に
もオススメです。

形状 ソフトカプセル

1日の目安 1～4粒

生産国 日本

34

重さ 1.834g レシチン レシチン含有加工食品

ヒマワリレシチン、ゼラチン、グリセリン
(1粒あたり)エネルギー10kcal、たんぱく質0.0g、脂 質1.0g、炭水化物
0.0g、食塩相当量0.002ｇ　／　レシチン1200mg

大きさ 9.8X24.2mm

脳の栄養素といわれるレシチンを1粒に1200mg配合し、主成分であるホスファチジルコリンが
180mg含まれています。健康維持はもちろんのこと、記憶力、思考力、集中力が気になる方に
特にオススメです。

形状 ｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ

1日の目安 1粒

生産国 米国

納豆菌培養抽出物 （デキストリン、納豆菌培養エキス）

（大豆を含む、台湾製造）、難消化性デキストリン、でん粉/ ゼラチ

ン、ステアリン酸カルシウム、微粒二酸化ケイ素

(1粒あたり)エネルギー 1.28kcal、たんぱく質 0.006g、脂質 0.007g、

炭水化物 0.3g、食塩含有量 0.001g

重さ 0.333g 新納豆キナーゼ 納豆加工食品

大きさ    6.7X18.6mm

納豆に含まれるナットウキナーゼには、血栓の主成分であるフィブリンの分解、身体の中の血 
栓溶解酵素であるウロキナーゼの前駆体プロウロキナーゼの活性化等の働きが確認されて 
います。生活習慣病を予防しサラサラを目指す方にオススメです。　　　【血液を固まりにくくす 
るワルファリン等を服用されている方は、摂取をご遠慮ください。】

35 形状  カプセル

1日の目安 1～2粒

生産国 日本

36

重さ 0.313g コエンザイムQ10包接体 コエンザイムQ10加工食品

澱粉（国内製造）、L-カルニチンＬ－酒石酸塩、αリポ酸,、コエンザイ
ムQ10、ビタミンE含有植物油 / ゼラチン、環状オリゴ糖、ステアリン酸
カルシウム、微粒二酸化ケイ素

(1粒あたり)エネルギー1.389kcal、たんぱく質0.065g、脂質0.050g、炭
水化物0.169g、食塩相当量0.00015ｇ　/　コエンザイムQ10包摂体 
50mg（コエンザイムQ10として10ｍｇ）、αリポ酸20ｍｇ、L-カルニチ
ンＬー酒石酸塩44.7mg （Ｌカルニチンとして30ｍｇ)、ビタミンＥ2ｍｇ

大きさ 6.7X18.6mm

コエンザイムQ10包接体は、通常のコエンザイムQ10と比較して吸収力と持久力が高く、代謝
UPやお疲れケアにオススメです。抗酸化力も高いため毎日の美容と健康維持、ストレス対策
に。

形状 ｶﾌﾟｾﾙ

1日の目安 1～2粒

生産国 日本

37

重さ 0.3g コエンザイムQ10＆アミノ酸 コエンザイムQ10加工食品

乳糖（アメリカ製造）、大豆ペプチド、CoQ10、セルロース、デキストリン
、グリセリンエステル　／　微粒二酸化ケイ素、L-バリン、Ｌ－ロイシン
、Ｌ-イソロイシン　、L-バリン、L-ロイシン、L-イソロイシン

(1粒あたり)エネルギー0.83ｋcal、たんぱく質0.03ｇ、脂質0.01ｇ、炭水
化物0.24ｇ、食塩相当量0.00005ｇ　/ コエンザイムQ10 3.72mg

大きさ 直径9mm

コエンザイムQ10は、エネルギー産生に重要な補酵素で、代謝をサポートします。中高年の方
や女性の方、運動をする方などの毎日の美容と健康維持、ストレス対策にオススメです。

形状 小粒ﾀﾌﾞﾚｯﾄ

1日の目安 1～3粒

生産国 日本

38

重さ 0.3g ガルシニア・サラシア＆シトラス ガルシニアエキス、サラシア、シトラスエキス含有食品

ガルシニアエキス末（インド製造）、サラシア末、麦芽糖、シトラスエキ
ス末、サラシアエキス末/寒天、貝殻焼成Ｃａ、ショ糖エステル、結晶セ
ルロース、ステアリン酸Ｃａ、微粒二酸化ケイ素

(1粒あたり)エネルギー 0.969kcaｌ、たんぱく質 0.005g、脂質 0.023g、
炭水化物 0.185g、食塩相当量 0.004367g　／　ガルシニアエキス末
100ｍg、サラシア末60mg、シトラスエキス末10mg、サラシアエキス末
5mg

大きさ 直径9mm

ガルシニアエキスは、体内で余分な糖分を脂肪に変わることを妨げ、サラシアは糖の吸収を抑
えてくれます。食欲を抑えるシトラスも配合し、食べることが大好きな方の強い味方です。

形状 小粒ﾀﾌﾞﾚｯﾄ

1日の目安 1～3粒

生産国 日本

39

重さ 0.3g メリロート＆シトルリン メリロート、シトルリン含有食品

粉末状植物性たんぱく末(大豆)(中国製造)、還元麦芽糖水飴、メリロ
ートエキス末、Ｌ－シトルリン、デキストリン、フルーツ野菜エキス末/
塩化カリウム、セルロース、ステアリン酸Ｃａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（原材料の一部に大豆,小麦を含む）
（表示推奨品目：オレンジ、リンゴ）

(1粒あたり)エネルギー 0.95kcaｌ、たんぱく質 0.08g、脂質 0.003g、炭
水化物 0.15g、食塩相当量 0.002g　／　メリロートエキス末50.1mg、
塩化カリウム26.05mg、Lシトルリン21mg

大きさ 直径9mm

メリロートは、マメ科のハーブで静脈やリンパの流れを改善し、水分代謝を促し浮腫みでお悩
みの方をサポートします。血管を広げ、血流を良くするシトルリンも配合しているため、立ち仕
事や同じ姿勢でのデスクワークで巡りを改善したい方にオススメ。体質改善には根気強く続け
ることがポイントです。

形状 小粒ﾀﾌﾞﾚｯﾄ

1日の目安 1～3粒

生産国 日本

Asahara
スタンプ



No. 粒写真 サイズ&形状 特徴※社内資料であり、薬機法に準拠した内容ではありません。 原材料 栄養成分

40

重さ 0.35g グルコサミン＆キャッツクロー グルコサミン塩酸塩加工食品

還元麦芽糖水飴（国内製造）、キャッツクロー抽出物、オリーブ葉抽出
物、デキストリン/グルコサミン塩酸塩、セルロース、ステアリン酸Ｃａ,ヒ
ドロキシプロピルセルロース 、微粒二酸化ケイ素

（1粒あたり）エネルギー1.382kcal、たんぱく質0.095g、脂質0.003g、
炭水化物0.244g、食塩相当量0.00001ｇ／グルコサミン塩酸塩250mg
（植物由来）、キャッツクローエキス3.5ｍｇ、オリーブ葉エキス1.75ｍｇ

大きさ 直径9mm

グルコサミンは、関節の動きを滑らかにし関節症の痛みを和らげます。更に、炎症を抑えるハ
ーブのキャッツクローエキスと間接ケア成分のオリーブ葉エキスも配合しました。いつまでもア
クティブに過ごしたい方、スポーツされる方にオススメです。本品は植物由来の発酵グルコサミ
ンなので、エビ、カニに対してアレルギーがある方も安心して摂取していただけます。

形状 ﾀﾌﾞﾚｯﾄ

1日の目安 3～6粒

生産国 日本

41

重さ 0.40g リポ酸＆カルニチン α-リポ酸、L-カルニチン含有食品

αーリポ酸(中国製造)、Ｌ－カルニチンフマル酸塩、麦芽糖、乳糖/結
晶セルロース、ステアリン酸Ｃａ、微粒二酸化ケイ素

（1粒あたり)エネルギー1.78kcal、たんぱく質0.023g、脂質
0.053g、炭水化物0.303g、食塩相当量0.00001ｇ／α-リポ酸
75mg、L-カルニチンフマル酸塩75mg

大きさ 直径9mm

新陳代謝を高めるαリポ酸が、体内で余分なエネルギー源が脂肪になって蓄積するのを妨げ
るとともに、細胞に蓄えられた脂肪をエネルギーに変えるカルニチンの燃焼効果を促し、ダイ
エットを強力にサポートします。

形状 小粒ﾀﾌﾞﾚｯﾄ

1日の目安 1～3粒

生産国 日本

42

重さ 0.45g ルテイン&ビルベリー マリーゴールド、ビルベリー抽出物加工食品

サフラワー油(国内製造)、大豆油、マリーゴールド抽出物、ビルベリー
抽出物/ゼラチン、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ミツロウ

（1粒あたり)エネルギー3.18kcal、たんぱく質0.12g、脂質0.28g、炭水
化物0.04g、食塩相当量0.00008ｇ　／　ルテイン10mg（フリー体） 、ゼ
アキサンチン1ｍｇ、ビルベリーエキス末10ｍｇ　

大きさ 7X9mm

マリーゴールドの黄色い花から抽出された天然のルテインは、PCや携帯電話のブルーライト
から瞳を守る現代人には欠かせない栄養素です。瞳の老化を抑える抗酸化作用にも優れてお
り、いつまでも若々しくありたい方にオススメです。

形状 ｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ

1日の目安 1～2粒

生産国 日本

43

重さ 0.25g ビルベリー＆カシス ビルベリー、カシスエキス含有食品

麦芽糖(国内製造）、ビルベリーエキス末、カシスエキス末/ステアリン
酸Ca、微粒二酸化ケイ素、ビタミンＡ

(1粒あたり)エネルギー0.96kcal、たんぱく質0.004g、脂質0.006g、炭
水化物0.222g、食塩相当量　0.000075ｇ ／ ビルベリーエキス末
25mg、カシスエキス末25mg、 ビタミンＡ　125μｇ(ビタミンAは配合値
から計算)

大きさ 直径8mm

ビルベリーやカシスに多く含まれる天然のアントシアニンは、酷使しがちな瞳をケアにオススメ
の栄養素です。ピント調節を円滑にし、総合的に目の健康をサポートします。高い抗酸化作用
があり、活性酸素を抑制し、毛細血管の保護や血栓を防ぐ働きもあります。

形状 ﾀﾌﾞﾚｯﾄ

1日の目安 2～4粒

生産国 日本

44

重さ 0.35g コラーゲン＆ヒアルロン酸 コラーゲン加工食品

コラーゲンペプチド(ドイツ)/微結晶セルロース、ヒアルロン酸、ステア
リン酸カルシウム、微粒二酸化ケイ素、ビタミンＢ1（原材料の一部に
ゼラチンを含む）

(1粒あたり)エネルギー1.309kcal、たんぱく質0.295g、脂質0.005g、炭
水化物0.021g、食塩相当量0.0023ｇ　　／　コラーゲンペプチド
280mg,、低分子ヒアルロン酸14ｍｇ、ビタミンＢ1 1.05ｍｇ

大きさ 直径9mm

美しく若々しいお肌を育むために欠かせないコラーゲンとヒアルロン酸を配合しました。肌が気
になる方はもちろん、関節痛が気になる方、髪や爪が気になる方にもオススメです。

形状 小粒ﾀﾌﾞﾚｯﾄ

1日の目安 1～4粒

生産国 日本

45

重さ 0.35ｇ 熟成にんにく卵黄 醗酵黒にんにく加工食品

食用油脂（国内製造）、醗酵黒にんにく末、卵黄油（卵を含む）、ゼラチ
ン、グリセリン、ミツロウ

(1粒あたり)エネルギー2.13kcal　たんぱく質0.11g　脂質0.16g　炭水
化物0.06g　食塩相当量0.0mg

大きさ 8X12.2mm

青森県産の黒にんにくと宮崎県産有精卵黄油を配合しました。毎日ご多忙な方へのスタミナ
UP、お疲れやお肌が気になる方、代謝も高めるためダイエット中の方にもオススメです。元気
な毎日をサポートします。

形状 ｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ

1日の目安 1～4粒

生産国 日本

46

重さ 0.3g マカ粒 マカ加工食品

マカ粉末（国内製造）/微粒二酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム
(1粒あたり)エネルギー1.13kcalたんぱく質0.04g脂質0.01g炭水化物
0.22g、食塩相当量0.0001ｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大きさ 直径8mm

南米ペルーの標高4000ｍものアンデス高原の厳しい自然環境で自生しているマカを粒状に加
工しました。滋養強壮や疲労回復だけではなく、年齢によるホルモンバランスの乱れを整えた
り、美肌、エイジングケアなど男性にも女性にもオススメです。

形状 ﾀﾌﾞﾚｯﾄ

1日の目安 2～6粒

生産国 日本

47

重さ 0.25g 秋ウコン ウコン加工食品

秋ウコンエキス末(インド製造)、麦芽糖、秋ウコン粉末、ポリデキストロ
ース、黒胡椒抽出物/ショ糖脂肪酸エステル、微粒二酸化ケイ素

(1粒あたり)エネルギー1.003kcal、たんぱく質0.003g、脂質0.008g、炭
水化物0.231g、食塩相当量0.00005ｇ／秋ウコンエキス末150mg、秋
ウコン粉末25mg、黒胡椒抽出物（ピペリン）1.5ｍｇ

大きさ 直径8mm

秋ウコンは、春ウコンよりも肝機能を高めるクルクミンの含有量が高いことが特長です。抗酸
化作用があるため、美容やエイジングケアにもオススメです。お付き合いの多い方に、お付き
合いの席がちょっと苦手な方にも。【妊娠中・授乳中の方は摂取をお控えください。】

形状 ﾀﾌﾞﾚｯﾄ

1日の目安 1～3粒

生産国 日本
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48

重さ 0.683g マリアアザミ マリアアザミ加工食品

マリアアザミの種　/　HPMC
マリアアザミの種（100%フレッシュフリーズドライ ）シリマリン3～5%含
有　特例により栄養成分表示なし

大きさ 7.2X20.9mm

1粒中に収穫してから６時間以内の100%フレッシュフリーズドライのマリアアザミノ種子600mgを
配合しました。肝機能を高めるシリマリンが多く含まれており、ついつい飲みすぎてしまう方、
お酒をいつまでも楽しみたい方はもちろん、喫煙される方のエイジングケアにもオススメです。

形状 カプセル

1日の目安 1～4粒

生産国 米国

49

重さ 0.25g イチョウ葉エキス イチョウ葉含有食品

還元麦芽糖水飴（国内製造）、イチョウ葉エキス末（イチョウ葉抽出物
、グアーガム分解物）、デキストリン、Ｌ－シトルリン、ガーデンアンゼリ
カエキス末、ビタミンＥ含有植物油、セルロース、微粒二酸化ケイ素、
ステアリン酸Ca、加工デンプン

(1粒あたり)エネルギー 0.993kcaｌ、たんぱく質 0.045g、脂質 0.005g、
炭水化物 0.192g、食塩相当量 0.00015g／ビタミンE1.015mg　／　イ
チョウ葉エキス末50mg、Lシトルリン30mg、ガーデンアンゼリカエキ
ス末5mg

大きさ 直径8mm

細い血管を広げ末端にまで循環を良くするイチョウ葉は、血流改善・冷え性や肩こりでお悩み
の方にオススメです。物忘れや記憶力が気になる方にも。

形状 小粒ﾀﾌﾞﾚｯﾄ

1日の目安 1～3粒

生産国 日本

50

重さ 0.689g ブラダーラック ブラダーラック加工食品

ブラダーラック全草（100%フレッシュフリーズドライ）HPMC(カプセル素
材)

内容量600mgブラダーラック全草（100%フレッシュフリーズドライ）
HPMC(カプセル素材)　栄養成分表示なし

大きさ 7.2X20.9mm

2粒中に収穫してから6時間以内のブラダーラックを全草1200mgを配合しました。血流やリンパ
の流れをサポートし、下半身太りやむくみ対策にオススメのサプリメントです。

形状 カプセル

1日の目安 1～3粒

生産国 米国

51

重さ 0.405g ソーパルメット ノコギリヤシ抽出物含有加工食品

ノコギリヤシ抽出物、HPMC、ステアリン酸マグネシウム、酸化ケイ素、
セルロース

(1粒あたり)エネルギー 1.7kcal たんぱく質 0.0065g 脂質 0.09g 炭水
化物 0.219g 食塩相当量0.0035g　/ ノコギリヤシ抽出物320㎎（35％
脂肪酸）ノコギリヤシ抽出物200㎎（非標準化）

大きさ 6.91×19.4mm

加齢による男性身体の衰えやホルモンバランスが気になる方におすすめします。
ノコギリヤシに含有される脂肪酸は、尿路および前立腺機能を正常に維持する働きがありま
す。
また毛母細胞に働いて、抜け毛を予防することに注目して研究もされています。

形状 カプセル

1日の目安 1～3粒

生産国 米国

52 新商品

重さ 0.4g プラセンタ糖衣錠 プラセンタ含有加工食品
豚プラセンタエキス(デンマーク製造)、砂糖、乳糖、デキストリン、ゼラ
チン、コラーゲンペプチド、ローヤルゼリー末、ヒハツエキス、ヒアルロ
ン酸、燕窩エキス末／卵殻未焼成カルシウム、セルロース、シェラック
、安定剤（アラビアガム、ＣＭＣ－Ｎａ）、サイクロデキストリン、微粒酸
化ケイ素、ステアリン酸Ｃａ、炭酸Ｃａ、タルク、カルナウバロウ、ヘマト
コッカス藻色素（アスタキサンチン含有）、加工デンプン、酸化防止剤
（抽出Ｖ.Ｅ、Ｖ.Ｃ）、グリセリン脂肪酸エステル　

（1粒あたり）エネルギー 1.13ｋｃａｌ たんぱく質0.17ｇ、脂質0.00ｇ、炭
水化物0.10ｇ、食塩相当量0.009ｇ / プラセンタエキス末140.0ｍｇ

大きさ 直径9.1mm
いつまでも若々しくありたい方にオススメのアミノ酸やミネラルなどを豊富に含んだバランス良
い栄養素です。美肌などの美容対策にはもちろん、女性のホルモンバランスによるお悩みにも
オススメです。
女性に嬉しい栄養素であるアスタキサンチンやローヤルゼリー、さらにはヒアルロン酸、燕窩
エキス、ヒハツなどもプラスしました。

形状 糖衣錠

1日の目安 1～3粒

生産国 日本


