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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。
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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。

カリフォルニア州では当製品の販売、配布ができません。
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 デイリーバイオベーシックス®
 [栄養の宝庫]

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。

使用法：  一日一回お好みの飲みもの（約２４０から３
６０ｍｌ)に、付属のスプーン（２０ｃｃ）２杯（
約２６．5ｇ）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 796 g 39オンス 
カリフォルニア州では当製品の販売、配布ができません。
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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 

カリフォルニア州では当製品の販売、配布ができません。
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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 6%*
食物繊維 13 g 46%*
水溶性繊維 8g **
不溶性繊維 5g **
 ビタミン A 
33%  (750 mcg)、プレフォームド 
67%  (1500mcg)、ベータカロチン

2250mcg RAE 250%

 ビタミン C 300mg 333%
ビタミン D 17mcg 85%
  ビタミン E 66mg α-TE 440%
   ビタミン K 80mcg 67%
 チアミン (ビタミン B-1) 3mg 250%
   リボフラビン (ビタミン B-2) 3.5mg 269%
  ナイアシン 40mg 250%
 ビタミン B-6 4mg 235%
カルシウム L-メチル葉酸 667mcg DFE 167%
 ビタミン B-12 12mcg 500%
 ビオチン 300mcg 1000%
 パントテン酸 20mg 400%
  酒石酸水素コリン 2.4mg 0.4%

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 1000mg 77%
ヨウ素 150mcg 100%
 マグネシウム 400mg 95%
 亜鉛 15mg 136%
  セレン 105mcg 191%
  銅 2mg 222%
 マンガン 2mg 87%
クロム 180mcg 514%
 モリブデン 125mcg 278%
 ナトリウム (総量) 15mg 0.7%
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 **
クログルミ葉 140mg **
 三ケイ酸マグネシウム 140mg **
 ホウ素 300mcg **
ケイ素 1mg **
 イノシトール 30mg **

成分データ  
用量 / 付属のスプーンすりきり２杯 (26.5 g)
内容量/30回分 

 *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.SF2.MOD 17C
 

1 回当たりの摂取量 1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
レシチン (大豆) 50 mg **
 ビオフラボノイド (レモン) 50 mg **
PABA 10 mg **
アルファリポ酸 5 mg **
ヘスペリジン 8 mg **
 ケルセチン 10 mg **
 ルチン 10 mg **
 ルテインエキス 2 mg **
リコピンエキス 2 mg **
 L-グルタチオン 2 mg **
 大豆イソフラボン エキス 13 mg **
アセロラ果実 エキス 10 mg **
 アルファルファ葉 191 mg **
 アシュワガンダ根茎部エキス 8 mg **
 レンゲ根茎部エキス 8 mg **
ビートルート 46 mg **
ビルベリー葉 20 mg **
ブロッコリ花頭部 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 小花部 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  30 mg **
緑茶葉 35 mg **
ケール  葉 20 mg **
 レモングラス葉 20 mg **
オオアザミ種子 25 mg **
ケルプ (Ascophyllum nodosum Le Jol.)     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 **
クルクミノイド（ウコン根部エキス） 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
ラクトバチルス・アシドフィルス 1.12 mg, 
ビフィドバクテリウム・ビフィドゥム 0.28 mg, 
ラクトバチルス・サリバリウス 0.21 mg

1.61 mg **
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デイリーバイオベーシックス
ライト™
使用法：  １日１回、お好みの冷たい飲み物240

～360 ml に付属のスプーン(20cc) で
すりきり１杯（12.6ｇ）を入れ、シェイ
カーなどでよく混ぜてからすぐに飲
みきって下さい。
１時間以内にもう１杯 (240～360 ml) 
水分を摂ると、さらに効果的です。

 製品番号 内容量 出荷重量 
 6500 378 g 16オンス 

デイリーバイオベーシックス ライトは、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。 次世代型のデイリーバイオベーシッ
クス ライトは、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。
新たに開発した特別な製法により、スムーズで、
なめらか、クリーミーなデイリーバイオベーシック
ス ライトをお楽しみください 。

デイリーバイオベーシックス
ライト™  （24サシェ）

 製品番号 内容量 出荷重量 
 6613 302 g 14.3オンス 

デイリーバイオベーシックス ライト
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 ライトは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。◊

•  １日あたりの推奨摂取量の100%に相当す
る必須ビタミンとミネラル
•  １日あたりの推奨摂取量の27%に相当する
食物繊維で体内浄化をサポート
•  35種類の野菜と果物から抽出した植物性
栄養素

•  17種類の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種類のハーブと野菜、果物、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 ライト１回分の栄養は:
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デイリーバイオベーシックス ライト™ 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 42
炭水化物総量 10.5 g 4%*
食物繊維 7.5 g 27%*
水溶性繊維 5.5 g **
不溶性繊維 2.0 g **
 ビタミン A 800 mcg RAE 89%
94%  (750 mcg)プレフォームド
6%  (50 mcg)ベータカロチン
 ビタミンC 300 mg 333%
ビタミン D 10 mcg 50%
  ビタミン E 82.5 mg α-TE 550%
   ビタミン K 80 mcg 67%
 チアミン (ビタミン B-1) 3 mg 250%
   リボフラビン (ビタミン B-2) 3.5 mg 269%
  ナイアシン 40 mg 250%
 ビタミン B-6 4 mg 235%
 葉酸塩（葉酸 400mcg） 833 mcg DFE 208%
 ビタミン B-12 12 mcg 500%
 ビオチン 300 mcg 1000%
 パントテン酸 20 mg 400%
  酒石酸水素コリン 2.4 mg 0.4%
 カルシウム 400 mg 31%
ヨウ素 150 mcg 100%
 マグネシウム 120 mg 29%
 亜鉛 6 mg 55%
  セレン 130 mcg 236%
  銅 2 mg 222%
 マンガン 2 mg 87%

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 180 mcg 514%
 モリブデン 125 mcg 278%
マルトデキシトリン水溶性繊維 5.5 g **
シトラスペクチンセルロースコンプレックス 3.5 g **
 グアールガム種子内胚乳 277 mg **
亜麻子 (脱油) 277 mg **
ケイ素 0.25 mg **
 イノシトール 7.5 mg **
レシチン (大豆) 12.5 mg **
 ビオフラボノイド (レモン) 12.5 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 1.4 mg **
L-グルタチオン 2 mg **
大豆イソフラボン エキス 12.5 mg **
アセロラ果実 エキス 10 mg **
アルファルファ葉 48 mg **
レンゲ根茎部エキス 16 mg **
ビートルート 粉末 11.5 mg **
ビルベリー葉 20 mg **
ブロッコリ花頭部 18.8 mg **
芽キャベツ 頭部 5 mg **
キャベツ 葉 6.3 mg **
人参根部 45 mg **

1 回当たりの摂取量 1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
カリフラワー小花部 12.5 mg **
カモミール花部 5 mg **
クロレラ単細胞藻 2.5 mg **
ダルス葉 10 mg **
イチョウ葉エキス 10 mg **
エゾウコギ (Eleutherococcus 
senticosus (Rupr. et Maxim.) 
Maxim.) 根部 

10 mg **

フェンネルの種子 50 mg **
グリーンピース 種子 10 mg **
ピーマン 7.5 mg **
緑茶葉 8.8 mg **
ケール 葉 5 mg **
レモングラス葉 5 mg **
ケルプ (Ascophyllum nodosum 
Le Jol.) 全草

10 mg **

パセリ葉 8.8 mg **
ドッグローズ（ローズヒップ）果実 10 mg **
ローズマリー葉 6.3 mg **
ほうれん草 葉 2.5 mg **
スピルリナ 微小藻類植物性 プラ
ンクトン

2.5 mg **

クルクミノイド（ウコン根部エキス） 4.8 mg **
クレソン葉 6.3 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

100 mg **

成分データ
用量/付属のスプーンすりきり1杯（12.6ｇ）
内容量/30回分

 *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。

 US.SF2.MOD 3B
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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） 20 mg 22%
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.SF2.MOD 5C

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) 20 mg 22%
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.SF2.MOD 4H

 ◊ これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA（食品および薬品管理局）の評価を受けておりま
せん。本品はいかなる病気に対しても、その診断、治療、予防を目的とした ものではありません。
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プロアンセノルズ® 100 SV
抗酸化物質による本格的な保護

抗酸化物質がなぜ必要なのでしょうか？たばこの煙、大気汚
染、アルコール、薬剤、テレビやコンピュータからの電磁波、化
学物質、多忙な生活によって、「酸化ストレス」の元となるフリ
ー ラジカルが生成されます。フリー ラジカルは、細胞膜など、
生命の維持に必要なすべての細胞構造を攻撃して、細胞の老
化を加速させるプロセスを刺激します。

抗酸化物質の役割は、フリー ラジカル細胞を中和して、老化
の加速から体内の細胞を保護することです。フリー ラジカル
を中和することによって、フリー ラジカルになっていた細胞
が、栄養素の供給、適切な血液循環、身体全体の健康に貢献
するようになります。

プロアンセノルズ は、最も優れた抗酸化栄養のサプリメント
です。

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 
 6883 100mgタイプ 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Ｃ 20 mg 22%
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 10 mg *
ブルーベリー果実 4 mg *
イラクサ葉 8 mg *
ザクロ果実エキス 4 mg *
 クレソン葉 2 mg *
 *１日の推奨摂取量は規定されていません

 US.SF2.MOD 2B
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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

妊娠中期以前の摂取はお控えください。
  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%
 脂質総量 1 g 1%*
飽和脂肪 1 g 5%*
トランス脂肪 0 g
ビタミンD 20 mcg 100%*
オメガ3系脂肪酸(最低量） 600 mg **
EPA (エイコサペンタエン酸、最低量） 90 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.SF2.MOD 1L
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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

妊娠中期以前の摂取はお控えください。

  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
 脂質総量 0.8 g 1%*
飽和脂肪 0.7 g 4%
トランス脂肪 0 g
コレステロール 0mg 0%*
総炭水化物 0.3 g 0%
糖質総量 0.1 g
0.1g添加糖類が含まれています 0%
シュガーアルコールグリセリン 0.1 g
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、最低量） 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.SF2.MOD 1E
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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

アロエベラはお肌に塗ると良いことでよく知られて
いますが、内側からも働きかけることのできる万能
植物です。 高品質なオーガニックのアロエをフリー
ズドライにして、相乗作用のあるアミノ酸、グリシン
とグルタミンを配合しました。自然の恵みを最大限
に生かしたユニークかつ絶妙なブレンドをご利用
下さい。

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 38 mg 3%
アミノエース™コンプレックス 
(当社商標登録済み）

700 mg *

アロエベラ（ゲル部フリーズドライ） *
L-グルタミン *
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.SF2.MOD 3A

 ◊ 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)、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 

カリフォルニア州では 6121 の販売、配布ができません。
代替として1356 にて手配いたします。

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 300 mg 333%
ビタミン E 60 mg α-TE 400%
塩酸チアミン 6 mg 500%
リボフラビン 6 mg 462%
ナイアシン 70 mg 438%
ビタミン B-6 6 mg 353%
カルシウム L-メチル葉酸 290 mcg DFE 75%
ビタミン B-12 240 mcg 10000%
パントテン酸 64 mg 1280%
カルシウム (総量) 280 mg 22%
マグネシウム (総量) 73 mg 17%
亜鉛 5 mg 45%
セレン 10 mcg 18%

1 回当たりの摂取量 1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
銅 1 mg 111%
マンガン 2 mg 87%
クロム 200 mcg 571%
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 根部エキス 30 mg *
エゾウコギ 根部エキス 30 mg *
ケルプ 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 *
ブロメライン 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.SF2.MOD 8B

 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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バイオティックブラスト
    毎日の習慣で善玉菌をしっかり増やして、より健やかに、
幸せに！◊

バランス ‒ 健康な体を維持するために
バランスのとれたアプローチは大切です。健康な体を維持す
るにも、食事と運動とライフスタイルのバランスをとる必要が
あります。 

理想的な調和のとれた状態に…
腸の内部には膨大な数の微生物が生息しています。体に良い
細菌もあれば悪い細菌もありますが、両者のバランスが鍵と
なります。腸内細菌叢のバランスが崩れると、その影響が何ら
かの症状となって現れます。

よいものをたっぷりと…
バイオティックブラストの生産においては、発酵が重要な工
程となっています。細菌を発酵させることにより、体内に入る
まで休眠状態を保っています。さらに当社の技術を駆使した
カプセルで、胃内部の厳しい環境で死滅させず、善玉菌を最
も必要としている腸管下部まで直接送り届けます。その利点
はきっと全身で体感していただけるでしょう。

使用法： 1 日 1 回、 2 カプセルを240～360 ml の水またはお
好きな飲料でお召し上がりください。

  製品番号 内容量 出荷重量 
 6618 60粒 3 オンス 

成分データ
服用量 2 カプセル
内容量 30
1 回当たりの摂取量 1 日の理想摂取量に対する割合 (%)
カルシウム 120 mg 9 %
安定化プロバイオティクスブレンド 550 mg 100 億 CFU *
ラクトバチルス・アシドフィルス菌 4 mg 7億1500万 CFU *
ラクトバチルス・ブレビス菌 2.5 mg 7億1500万 CFU *
ラクトバチルス・ブルガリア菌 12.5 mg 7億1500万 CFU *
ラクトバチルス・カゼイ菌 2.8 mg 7億1500万 CFU *
ラクトバチルス・プランタルム菌 2.1 mg 7億1500万 CFU *
ラクトバチルス・ラムノサス菌 2.5 mg 7億1500万 CFU *
ラクトバチルス・サリヴァリゥス菌 2 mg 7億1500万 CFU *
ラクトバチルス・ラクティス菌 0.75 mg 7億1500万 CFU *
ビフィドバクテリウム・ビフィズス菌 3 mg 7億1500万 CFU *
ビフィドバクテリウム・ブレヴェ菌 1.5 mg 7億1500万 CFU *
ビフィドバクテリウム・ラクティス菌 1.4 mg 7億1500万 CFU *
ビフィドバクテリウム・ロングム菌 3.9 mg 7億1500万 CFU *
ストレプトコッカス・サーモフィルス菌 1.5 mg 7億1500万 CFU *
バチルス・コアグランス菌 79 mg 7億1500万 CFU *

*1 日の理想摂取量は規定されていません。
CFU ‒ コロニー形成単位

US.SF2.MOD 3B

消化器系の改善は、健康な体を作るこ
とに繋がります。

体のバランスを調整して、より健やかで
幸せなライフスタイルを手に入れて下さい！
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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 

カリフォルニア州では当製品の販売、配布ができません。

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 B-6 15 mg 882%
葉酸塩（葉酸 200 mcg) 333 mcg 83%
 ビタミンB-12 (シアノコバラミン) 100 mcg 4167%
 カルシウム (総量) 205 mg 16%
 イプリフラボン 300 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.SF2.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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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 

カリフォルニア州では当製品の販売、配布ができません。

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 30 mg α-TE 200%
 ビタミン K 50 mcg 42%
 塩酸チアミン (ビタミン B-1) 25 mg 2083%
 リボフラビン (ビタミン B-2) 25 mg 1923%
 ナイアシン 25 mg NE 156%
 ビタミン B-6 6 mg 353%
カルシウム L-メチル葉酸 167 mcg DFE 42%
 ビタミンB-12 106 mcg 4417%
 シアノコバラミン 100 mcg 4167%
アデノシルコバラミン 6 mcg 250%
パントテン酸 25 mg 500%
セレン 30 mcg 55%
クロム　 25 mcg 71%
 L-カルニチン 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 (DMAEB) 60 mg *
 ホスファチジルセリン 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 根部エキス 15 mg *
ケルプ 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.SF2.MOD 6B

 ブレイン　フォーミュラ
 精神力をサポート◊
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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。

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 120 mg 133%
 ビタミン D 5 mcg 25%
 ビタミン K 32 mcg 27%
 カルシウム 500 mg 38%
 リン 135 mg 11%
 マグネシウム 250 mg 60%
 亜鉛 7.5 mg 68%
 銅 0.5 mg 56%
 マンガン 2.5 mg 108%
 ホウ素 3 mg *
 塩酸ベタイン 50 mg *
 L-グルタミン酸 100 mg *
 アルファルファ葉 20 mg *
 ケイ素 (ケイ酸) 5 mg *
ケルプ (Ascophyllum nodosum Le Jol.) 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.SF2.MOD 6

 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！

身体の中で実際にカルシウムを必要としているのは、骨と歯だ
けではありません。カルシウムは、筋肉、心臓、神経系にも不
可欠な物質なのです。

カルシウムの吸収を最大限に高めるには、pH-バランスが重要
ですが、カルマグプラス (カルマグプラス) はこの pH-バランス
が整っています。カルシウムの代謝を正常に行うために、ビタ
ミン D、ビタミン K、微量ミネラル、ホウ素が特別な役割を果た
しています。また、カルシウムとマグネシウムは、これらの重要
な栄養素と連携して、健康な骨の形成、筋肉の緊張や弛緩の
働きの強化、健康な歯の維持に役立っています。*

マグネシウムは、体内の 300 種以上の酵素システムにとって重
要であり、健康な骨や、細胞エネルギーを生産する ATP の合
成にも必要です。◊

カルマグプラス (カルマグプラス) は、骨と筋肉の構造、消化の 
PH バランス、すべての細胞の維持に役立ちます。◊

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 

カリフォルニア州では 6105 の販売、配布ができません。
代替として1350 にて手配いたします。
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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 

キャッツクロウプラス (Cat’s Claw Plus™) には、南米に自生する植
物キャッツ クロウ (ウニャ デ ガト) に加えて、免疫系、消化器系、
生殖系に効果がある栄養素を持つその他のハーブが含まれてい
ます。これらの器官系は日常生活のストレスに大きな影響を受け
るので、栄養補助製品を利用することができます。残念ながら、
ストレスのない生活を送る人はほとんどいません。

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 

カリフォルニア州では 4040 の販売、配布ができません。
代替として1351 にて手配いたします。

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.SF2.MOD 4H
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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。

 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。

L-アルギニンという物質が体内で「NO」を生成することを発見
した研究者グループに対し、1998年にノーベル賞が送られまし
たが、サーキュレーションフォーミュラ (サーキュレーション フ
ォーミュラ) の主成分はこの L-アルギニンです。「NO」すなわち
酸化窒素には血管を拡張する作用があり、この作用によって血
液の流れが向上します。

サーキュレーションフォーミュラ (サーキュレーション フォーミ
ュラ) は、相乗効果の高いビタミン B 群と、健康な動脈および
静脈を維持促進し、血液循環を促すイチョウ葉、セイヨウトチノ
キの実、ナギイカダなどから抽出されたハーブエキスを配合し
ています。また、健康的な性的機能を維持促進するアマゾン産
ハーブ、ムイラプアマも含まれています。◊

最適な血液循環が特に重要な体内の器官は、心臓、脳、生殖
器です。サーキュレーションフォーミュラ (Circulation Formula) 
で安定した血液循環をサポート！*

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）

 勃起機能不全治療薬やニトログリセリン薬（舌下剤またはパッチ
剤）を服用中は本品をご利用いただけません。
 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 (%)
 カロリー 15
チアミン 1mg 83%
リボフラビン 1mg 77%
ナイアシン 1.2 mg 8%
ビタミン B-6 1 mg 59%
葉酸塩 300 mcg DFE 75%
ビタミン B-12 6 mcg 250%
L-アルギニン 3000 mg *
L-リジンHC1 100 mg *
ナギイカダ根茎部エキス 36 mg *
セイヨウトチノキ種子エキス 36 mg *
イチョウ 葉エキス 132 mg *
カトゥアバ樹皮エキス 90 mg *
 *1日の推奨摂取量は規定されていません。

 US.SF2.MOD 8C
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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。

コゲリン
6種類の繊維で腸のクレンズ

規則正しく腸内を浄化すると、腸内環境を整えられ、体全体の
健康の促進に貢献します。コゲリン (Cogelin) は、高品質の
水溶性繊維と不溶性繊維、体にとって大切なハーブ濃縮物、
相乗効果の高いさまざまな善玉腸内菌 (プロバイオティクス) 
を配合しています。これらの成分の作用により、腸内環境が
整えられ、腸内の酸とアルカリのバランスが維持されます。◊

コゲリン (Cogelin) は、腸での消化物の適切な通過時間を整
え、規則正しい健康な排泄を促します。*果物、野菜、およびそ
の他の自然食品と、コゲリン (Cogelin) を取り入れた食生活を
実践すれば、自然なお通じを維持し、健康な腸を作り、適切な
コレステロール値を維持できます。◊

コゲリン (Cogelin) をデイリーバイオベーシックス (Daily 
BioBasics™) と併せてご利用いただけば、規則正しい優れた腸
の浄化効果を体験できます。あるいは、コゲリン (Cogelin) を
定期的にご利用いただけば、強力な腸の浄化が可能になりま
す。自然な浄化と腸の健康をサポート◊

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

 製品番号 内容量 出荷重量 
 6109 762 g 39オンス 

カリフォルニア州では当製品の販売、配布ができません。

成分データ
用量 / 付属のスプーンすりきり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 13 g 5%*
   食物繊維 8 g 29%*
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 200 mg **
 三ケイ酸マグネシウム 118 mg **
ケルプ（Lessonia nigrescens Bory）全草 94 mg **
ビートルート（Beta vulgaris rubra L） 59 mg **
プロバイオトクス (ProBioTx™)  プロバイオティクスブレンド
Lactobacillus acidophilus (72.000.000 CFU),
Bacterium bifi dum (30.000.000 CFU), and
Lactobacillus salivarius (72.000.000 CFU)

12 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.SF2.MOD 10
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Co-Q-10 プラス™
自然に生成される重要な抗酸化物質

Lifeplus Co-Q-10™ Plus は、体内のコエンザイム Q-10 を適切
な量に保つために特別に配合されています。◊コエンザイム 
Q-10 は、自然に生成される重要な抗酸化物質であり、細胞エ
ネルギーの生産に必要とされます。エネルギーの燃焼量が多
いほど、より多くのコエンザイム Q-10 を食物から摂取する必
要があります。

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 114 mg 9%
 補酵素 Q-10 50 mg *
レシチン（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.SF2.MOD 5D
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ダイジェスティブ　フォーミュラ
 消化管用のユニークなサプリメント

 ダイジェスティブ・フォーミュラは、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粒を食前又は食事中
 製品番号 内容量 出荷重量 
 6122 90粒 7オンス 

成分データ
用量 / 1 粒
内容量 / 90 回分
1 回当たりの摂取量 1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
アミラーゼ（野菜） 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（野菜） 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 *
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
ラクトバチルス・アシドフィルス 0.64 mg,
ビフィドバクテリウム・ビフィドゥム 0.16 mg,
ラクトバチルス・サリバリウス 0.12 mg

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.SF2.MOD 8G
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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 *
シナモン *
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.SF2.MOD 2D

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

妊娠中、妊娠を希望及び授乳中の方、凝血防止剤や
免疫仰制剤を服用中の方は本品をご利用いただけ
ません。

 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 8 0%*
炭水化物総量 2 g 1%*
食物繊維 0 g 0%
糖 2 g
2g添加された糖類を含む
糖アルコール 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.SF2.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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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 (%)
葉酸塩（葉酸40mcg） 67 mcg DFE 17%
 ビタミン B-12 (シアノコバラミン) 50 mcg 2083%
 菌類混合物 250 mg *
 ベータ 1,3 グルカン 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リン酸（IP6） 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 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 *
 コガネバナ根エキス 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 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 根部エキス 30 mg *
クルクミノイド  （ウコン根部エキス) 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.SF2.MOD 7A

 ◊ 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。

ＤＮＡイミューン
   DNAと免疫組織のサポート

 DNA イミューン は、他のあらゆるサプリメントとは異なる独
特な製品です。このサプリメントには、健康な免疫系の働き
を助け、体内の無数の細胞に含まれている DNA を大切に保
護する最新の科学技術が組み込まれています。◊

化学物質や強い環境因子にさらされている場合や、食事か
ら摂取される植物性化学栄養素の量が少ない場合には、体
内の DNA の働きを促進することが重要となります。DNA イ
ミューン は、最も強力な各種菌類と、エラグ酸、イタドリエキ
ス、ベータグルカン、IP-6 (イノシトール ヘキサスリン酸)、L-カ
ルニチン、そして免疫系を維持する各種ハーブエキスを独自の
方法で配合しており、体内の DNA と免疫系の働きの維持促
進に貢献します。◊

健やかな DNA と免疫系の機能をサポートして健康を守り、
寿命を最大限に延ばします！◊

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 

カリフォルニア州では 6110 の販売、配布ができません。
代替として1361 にて手配いたします。
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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。

妊娠中期以前の摂取はお控えください。
 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
脂質総量 1 g 2%*
飽和脂肪 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 1.34 mg α-TE 9%*
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.SF2.MOD 3H
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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）

特に不飽和脂肪酸が多く含まれている月見草オイル (EPO) は、最
も貴重で価値ある天然オイルの 1 つです。このオイルは、体内で合
成できず、食事から摂取する必要がある必須脂肪酸 (EFA) の補給
源となります。EFA は、健やかなみずみずしいお肌を保ち、同時に
循環器系や関節もサポートします。また、月見草オイルには、月経
前症候群や更年期障害に伴う不定愁訴を和らげる効果がありま
す。◊

月見草オイルは、食事で摂取する必要がある必須脂肪酸を含んで
います。必須脂肪酸は、細胞膜の構造部を維持して、ホルモンに似
た中身の主要成分となります。

月見草オイルは、今日の女性の健康に大切な役割を果たすものと
して、幅広く受け入れられ、認知されています。

•  特定の栄養素に関係がある月経前症候群や更年期障害など、こ
れらの問題に悩む女性を含めて、月見草オイルは、あらゆる年齢
の女性に重要なメリットをもたらします。

•  月見草オイルは、ホルモン バランスを整える栄養サプリメントの
定番になりました。

•  月見草オイルは、生物学的に最も活性化された形でオメガ 6 系
脂肪酸とガンマリノレン酸 (GLA) を含有しています。

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
 脂質総量 1 g 1%*
 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） 20 mg α-TE 133%
 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 **
 *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.SF2.MOD 3J
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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

健康な視力を維持するには、目の健康が大切です。アイフォー
ミュラ (アイ フォーミュラ) には、相乗効果の高い微量養素と
天然ハーブ成分が配合されています。これは、目の健康を維持
するために、伝統的な知識や経験と、科学的な知識を組み合
わせたものといえます。

アイフォーミュラ (Eye Formula) には、目のデリケートな細胞
組織に栄養を与えて保護する効果がある特殊なフラボノイド、
カロチノイド、抗酸化物質が含まれています。この配合は、健康
な目と視力を維持する上で素晴らしい効果があることが判明
した最新の研究に基づいています。これらの素晴らしい栄養
素を取り入れたアイフォーミュラ (アイ フォーミュラ) は、熟年
期を迎えても健康な視力を維持できる栄養サプリメントです。
アイフォーミュラ (アイ フォーミュラ) で違いを実感してくださ
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 

カリフォルニア州では 6111 の販売、配布ができません。
代替として1353 にて手配いたします。

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 70 mg 78%
ナイアシン （ニコチンアミド） 10 mg NE 63%
マグネシウム 7mg 2%
亜鉛 5mg 45%
セレン 50 mcg 91%
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 4mg *
ゼアキサンチン 2mg *
*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.SF2.MOD 4B
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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、3～4粒を
１日２回）

 製品番号 内容量 出荷重量 
 6002 240粒 10オンス 

カリフォルニア州では当製品の販売、配布ができません。

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) 5 mg 294%
 マグネシウム (総量) 150 mg 36%
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.SF2.MOD 3
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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。

ヒアルロン酸にはスポンジのような保水力があり、重量比で
1000倍相当の水を吸収することができます。肌に潤いを与
え、しっかりとした張りのある状態にするには、ヒアルロン
酸によって細胞外部の基質に水分を取り込むことが有効で
す。皮膚は環境汚染物質に常時さらされているため、加齢と
ともにヒアルロン酸を作る力が衰えてしまいます。

フォーエバーヤングには、ヒアルロン酸だけでなく、ライフプ
ラス独自の海産物エキスをはじめ、硫酸コンドロイチン、コ
ラーゲンの生成に不可欠なアミノ酸類、ケイ素、その他コラ
ーゲンを健康的な水準に保つ上で有益な各種の栄養素が含
まれています。◊

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% ベータカロチン) 300 mcg RAE 33%
ビタミン C 15 mg 17%
ビタミン D 1.25 mcg 6%
ビタミン E 4 mg 27%
亜鉛 2 mg 18%
海産物由来濃縮エキス 150 mg *
硫酸コンドロイチン 175 mg *
ヒアルロン酸 10 mg *
米タンパク質アイソレート 100 mg *
加水分解コラーゲン 40 mg *
ケルプ全草 33 mg *
アセロラ果実エキス 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.SF2.MOD 8F
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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、
クコ、マンゴスチン、アサイー、サジーといった、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 

 ◊ 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野菜カプセル
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 3
 脂質総量 0 g 0%
 飽和脂肪 0 g 0%
トランス脂肪 0 g
 コレステロール 0mg 0%
ナトリウム 50 mg 2%
炭水化物 総量a 0.7 mg 0%
 食物繊維 0 g 0%
糖質総量 0.4 g
加工された糖類は 0 g 0%

 タンパク質 0 g 0%
ビタミン D 0mcg 0% • カルシウム 0mg 0%
鉄 0mg 0% • カリウム 0mg 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

US.NF2.MOD 1F
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ハート フォーミュラ
 健やかな血液循環の促進による滋養強壮。

 健やかな血液循環は、体内の全ての細胞にとって重要です。細胞に栄養と酸素を運び、細胞から老廃物を除去するため、人間には
健康な心臓と柔軟性のある静脈と動脈が必要です。
ハートフォーミュラ (ハート フォーミュラ) は、体内のすべての細胞と器官をサポートする循環系を補助することを目的とした、最先
端のサプリメントです ◊。心臓、動脈、静脈を含む心循環器系全体をサポートするように調合されています ◊。ハートフォーミュラ (ハ
ート フォーミュラ) は、特別なビタミン、ミネラル、アミノ酸、ペプチド、特定の植物栄養素、ハーブ エキスなどを含む、相乗効果作用
のある栄養素を独自に配合し、心循環系を非常に強力にサポートします ◊。
循環器系を強力にサポートします。
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 

カリフォルニア州では 6107 の販売、配布ができません。代替として1358 にて手配いたします。

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 (総量) 3000 mcg RAE 333%
プレフォームド 750 mcg RAE 83%
ベータカロチン 2250 mcg RAE 250%
ビタミン C 1000 mg 1111%
ビタミン D 5 mcg 25%
ビタミン E 83 mg 553%
ナイアシン 5mg 31%
ビタミン B-6 25 mg 1471%
葉酸塩（葉酸350mcg） 584 mcg DFE 146%
ビタミン B-12 300 mcg 12500%
マグネシウム 72 mg 17%
セレニウム 80 mcg 145%
銅 0.1 mg 11%
マンガン 2mg 87%
コリン 19 mg 3%
ポリコサノール 10 mg *

1 回当たりの摂取量 1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
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 *
L-システイン塩酸塩 150 mg *
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 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 *
セラペプターゼ 25 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.SF2.MOD 10B

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 130 mg 144%
葉酸塩 167 mcg DFE 42%
ビタミンB12 25 mcg 1042%
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.SF2.MOD 3A

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 

カリフォルニア州では 6113 の販売、配布ができません。
代替として1354 にて手配いたします。

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 64 mg 15%
亜鉛 4mg 36%
 銅 0.2 mg 22%
 マンガン 2mg 87%
カリウム 132 mg 3%
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.SF2.MOD 8E
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私たちの体は、通常は主にブドウ糖を
燃料として使用していますが、体内にす
ぐに利用できる炭水化物がない場合
（長時間の断食、炭水化物制限食、長
時間の運動による枯渇など）、脂肪を
燃焼するようになります。

ただし、脳と中枢神経系は脂肪をエネ
ルギーとして使えないため「代替燃料」
としてケトンを求めます。ケトンは肝臓
で脂肪を用いて生成される物質で、血
液・血漿中に放出されます。 

ケトンは代替の燃料として、全身で使わ
れます。脂肪酸をケトンに変換する肝
臓の働きはケトン生成と呼ばれ、これ
により代謝が機能している状態がケト
ーシスです。

その利点を生かすべく、一定期間のカ
ロリー制限や断食を行う人はたくさん

いますが、その多くが空腹感や疲労
感、ぼんやりとした精神状態に悩まさ
れているようです。

ライフプラスのキートニックでケト
ーシスへの移行をサポート…◊

ライフプラスのキートニックは、ケトー
シスを目指す多くの人々が、先述のよう
な問題を心配することなく、より快適に
移行できるように開発されたサプリメ
ントです。◊

キートニックはシンプルながら相乗作
用を考慮した配合が特長で、ココナッ
ツ主体のC8（カプリル酸）が豊富な
MCT（中鎖中性脂肪）に必須アミノ酸、
植物性ポリフェノール、コーヒー1杯分
のカフェイン、バイオアベイラビリティ
の高いビタミンB12少量を組み合わせ、
オーガニック栽培のラズベリー（フリー

キートニック
ケトーシスにクリーンなエネルギーを
使用方法：  お好みの冷たい飲み物 120～180 m l に

15 ccスプーンですりきり1杯 (約5g) を入れ、
 シェイカーなどでよく混ぜてからお召し上
がりください。。

 製品番号 内容量 出荷重量 
 6648 150g 8オンス 

健やかに年を重ねていくうえで、定期的な断食やカ
ロリー制限が有効であることは、近年一貫して科
学的に示されています。また、断食やカロリー制限
がもたらす利点の多くは、ケトーシス状態、つまり、
体がブドウ糖の代わりにケトンを燃料として代謝す
る状態に移行する、体の働きに由来します。 
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ズドライ、粉末）とステビアで仕上げて
います。 何といってもユニークなのは
相乗効果を計算した配合ですが、個々
の原材料のもたらす独自の利点も追及
しています。

現在の食事計画にキートニックをプラ
スして、アミノ酸やポリフェノールなど
各種の栄養素を摂取しましょう。クリー
ンで安定したエネルギーを供給しつ
つ、明晰な頭脳と免疫系の健康をサポ
ートするため、以下に寄与するビタミン
B12も加えてあります。

• 正常なエネルギーを生み出す代謝

• 正常な精神機能

• 免疫系の正常な機能 

• 疲労感の軽減.◊

キートニックは、低カロリー食を続けて
いる人にも、より持続的な方法でエネ
ルギーを増進したい人にもおすすめで
す。

ぜひお楽しみ下さい！

成分データ
用量/大さじ１杯（5.0ｇ）
内容量/30回分
１回あたりの摂取量 １日の推奨摂取量に対する割合（％）
カロリー 20
ビタミンB-12（メチルコバラミン） 50 mcg 2083%
キートニック（独自のブレンド） 2.07 g *
タウリン *
L-リジン *
L-ロイシン *
カフェイン *
ココナッツMCT (中鎖脂肪酸) 1.4 g *
ポリフェノール　ブレンド 0.9 g *
オーガニック　ラズベリー　パウダー *
トランス　プテロスチルベン *
トランス　レスベラトロール *
 *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.SF2.MOD 1B
 

• 体重調整
• エネルギー産生
• インスリン感受性
• ブドウ糖代謝
• 脳機能、炎症反応、その他の免疫反応

ケトーシスは以下のような側面で役立ちます。
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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 
カリフォルニア州では当製品の販売、配布ができません。

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% ベータ カロチン) 375 mcg RAE 42%
 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 65 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.SF2.MOD 7A
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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。

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.SF2.MOD 1Q

成分データ
用量 / 1 カプセル
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 (%)
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.SF2.MOD 1A

 リプリネックス™
 健康な関節を維持します

リプリネックス (Lyprinex™) は、ミドリイガイから抽出したオイルを安定化させて効果を
最大限に高める、特許取得済みの抽出プロセスによって生成されます。リプリネックス 
(Lyprinex™) には、関節痛の原因となるロイコトリエンやプロスタグランジンを形成す
る COX (シクロオキシゲナーゼ) 経路および LOX (リポキシゲナーゼ) 経路の原因物質
を置き換える、ユニークな ETA が含まれています。このメカニズムは、関節の動きを滑
らかにする分子を補給する硫酸グルコサミンや硫酸コンドロイチンとは異なります。

リプリネックス (Lyprinex™) は、小さく飲みやすいカプレットになっています。手軽に関
節や結合組織に栄養を補給でき、若い頃と同様の関節の柔軟性と可動性を維持でき
ます。

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 2オンス 
 6658 180粒 3オンス 
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 ◊ これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA（食品および薬品管理局）の評価を受けておりま
せん。本品はいかなる病気に対しても、その診断、治療、予防を目的とした ものではありません。

マンゴーオメガ
オメガ3 ＆ オメガ６ オイルブレンド

子供も大人も大好きな、マンゴー味のソフトクリームのような
おいしさ。マンゴーオメガはデザート気分で楽しめる、最先端の
栄養補助食品です。

マンゴーオメガで健康に欠かせない栄養素を摂取しましょ
う。「オメガ3脂肪酸」という言葉が近年よく聞かれるのは、
重要な器官や免疫反応、筋骨格の健康をサポートするという
働きが研究で明らかになってきたからです。

長鎖オメガ3脂肪酸、主にエイコサペンタエン酸（EPA）とドコ
サヘキサエン酸（DHA）を豊富に含む食事は、心臓や目、皮
膚、関節、脳、免疫系の健康に貢献し、健康的な気分をサポ
ートし、体が正常かつ健全な炎症反応を維持するのを助ける
ほか、高齢になってもシャープな頭脳を維持し、さらには長寿
を支える可能性もあります。◊  

マンゴーオメガに含まれるオメガ3の天然トリグリセリドは、
持続可能性に配慮した漁業で調達された魚から得たもの
です。また、マンゴーの豊かな香りは、100％天然成分に由来
します。

ライフプラス社の各製品と同様、開発段階から真心を込めて
つくられたマンゴーオメガは、おいしくて栄養価の高いサプリ
メントです。健康促進に役立つ主要脂肪酸を摂取したい、あ
らゆる年齢層の方にご利用いただけます。
*マンゴーオメガにはキシリトールが含まれているため、犬に与えることはできません。

使用法： よく振ってから1日に小さじ1～2杯（5～10ml）を目安に
お召し上がり下さい。

 製品番号 内容量 出荷重量 
 6662 355 ml 15オンス 

成分データ
用量 / 小さじ2杯（10ml）
内容量 /  35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 43 
脂質総量 3.5 g 5%*
飽和脂肪 1 g 5%*
トランス脂肪 0 g
コレステロール 20 mg 7%*
ナトリウム 5mg 0%*
炭水化物 総量 2.7 g 1%*
シュガー・アルコール 1.4 g
ビタミンE 3 mg α-TE 20%
フィッシュオイル 3.8 g **
オメガ3系脂肪酸 950 mg **
EPA (エイコサペンタエン酸) 475 mg **
DHA (ドコサヘキサエン酸） 300 mg **
DPA (docosapentaeonic acid) 55 mg **
ボラージ オイル 450 mg **
GLA ( ガンマ・リノレン酸) 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.SF2.MOD 1
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 マイクロミンズ™プラス
 植物抽出ミネラル

ミネラルは生化学的に重要な機能を果たすホルモンや酵素の
成分となるため、身体の基礎と言えます。Lifeplus では、マイク
ロミンズプラス (Micro-Mins Plus™) に配合するミネラルについ
て、慎重にさまざまな原材料を調査しました。調査の結果とし
て、当社では、植物性の最高品質のコロイド状ミネラルのみを
使用しています。

これらのミネラルは、太古に生い茂っていた植物からできた有
機腐植頁岩に含まれています。植物が枯れて堆積し、自然の力
によって圧縮/乾燥されることで、現在のようなミネラルが形成
されます。

高濃度の利用可能な状態でこれらのミネラルを抽出するため
に、当社では特殊なプロセスを開発しました。マイクロミンズ
プラス (Micro-Mins Plus) には、身体全体の栄養補給に必要な
さまざまな高品質の微量ミネラルや超微量ミネラルが含まれ
ています。マイクロミンズプラス (Micro-Mins Plus) は、さまざま
なサプリメントを買わなくても、日常的にミネラルを手軽に補
給できる製品です。

 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 

カリフォルニア州では 6140 の販売、配布ができません。
代替として1364 にて手配いたします。

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 (%)
カルシウム 145 mg 11%
鉄 0.1 mg 1%
マグネシウム 87 mg 21%
亜鉛 0.3 mg 3%
 マンガン 0.7 mg 30%
カリウム 99 mg 2%
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 154 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.SF2.MOD 11E
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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 14
モリブデン(モリブデン酸ナトリウム) 17 mcg 38%
 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.SF2.MOD 5
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パラクレンズ™
定期的な、より強力な浄化に◊

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

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

パラクレンズ (Paracleanse) 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 

カリフォルニア州では当製品の販売、配布ができません。

成分データ
用量 / 3 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 (%)
ニガヨモギ (Artemisia absinthium L.) 地上部 300 mg *
クソニンジン (Artemisia annua L.) 地上部 120 mg *
 クログルミ葉 300 mg *
 メチルスルホニルメタン (MSM) 150 mg *
バーベリー根皮 90 mg *
クローブ花蕾 150 mg *
 フェヌグリーク種子 180 mg *
ニンニク球根 210 mg *
ゴールデンシール根茎部 75 mg *
 ミルクアザミの種子エキス 120 mg *
パセリ葉 150 mg *
L-メチオニン 60 mg *
L-システイン 30 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。

US.SF2.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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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

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 

プリメントです
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 18%
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 21%
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 5%

 US.SF2.MOD 1C

ー 
ミネ

スは
す

ペーハー
有効な必須ミ

ペーハープラス
プリメントです

 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2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.SF2.MOD 4E
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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。

 プロステート　フォーミュラ
 全ての年齢の男性のために

男性は壮年になるにつれて、前立腺の健康を考えることが重
要になります。男性がとるべき 1 つの重要な対策は、食事に注
意を払うことです。特に、余分な飽和脂肪酸を避け、果物や緑
黄色野菜を十分に摂取する必要があります。

プロステイトフォーミュラ (Prostate Formula)◊ に含まれている
高品質な栄養も、健康な前立腺をサポートする作用がありま
す。健康な前立腺と性機能を支える作用が伝承されている、ノ
コギリパルメット果実とピジウムから抽出した高品質エキスが
配合されています。◊カボチャ種子から分留した脂質は、ベー
タ-シトステロールが豊富に含まれ、純粋なベータ-シトステロー
ルも前立腺の健康をサポートします。

このフォーミュラは、女性の子宮の健康にも非常に優れた栄
養学的価値があり、男女を問わず性的エネルギーの維持に役
立ちます。プロステイトフォーミュラ (Prostate Formula) は、前
立腺の健康をサポートする便利な製品です。

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 (100% 750 mcg RAE) ベータ カロチン) 750 mcg RAE 83%
ビタミンD 5mcg 25%
ビタミンE 86 mg α-TE 573%
ビタミンB6 10 mg 588%
亜鉛 7.5 mg 68%
      セレン 50mcg 91%
ホウ素 2 mg *
ベータシトステロール (大豆) 50 mg *
リコピン 抽出物 10mg *
カトゥアバ樹皮エキス 50mg *
イチョウ葉エキス 10mg *
イラクサ根部エキス 125mg *
カボチャ種子エキス 50mg *
パイジアム樹皮エキス 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.SF2.MOD 8D
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リアルエナジーは自然の
成分で活力をお届けします。
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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 
２４0 ml 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。

18才未満の方は使用できません。フェニルアラニン
含有につきフェニルケトン尿症の方はご注意下さい

 製品番号 内容量 出荷重量 
 1026 996g 41オンス 

成分データ
用量 / 大さじ1 （約18㏄または16.6ｇ)
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 62
 炭水化物総量 14 g 5%*
糖 14 g
14g添加された糖類を含む 28%
 タンパク質 1 g 2%
ビタミンC 100 mg 111%
ビタミンE 6.7 mg α-TE 45%
 チアミン (ビタミン B-1) 2 mg 167%
  リボフラビン (ビタミン B-2) 2 mg 154%
ナイアシン (ニコチン酸) 18 mg 113%
ビタミン B-6 (塩酸ピリドキシン) 3 mg 176%
葉酸塩（葉酸200 mcg） 333 mcg DFE 83%
ビタミン B-12 30 mcg 1250%
 パントテン酸 30 mg 600%
 亜鉛 3 mg 27%
 クロム 40 mcg 114%
カフェイン 170 mg **
 L-カルニチン 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.SF2.MOD 6B

 ◊ 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®が体重管理と食欲をサポートするしくみは？
現代の科学の力によって、古来からの自然の神秘の力を解き放
ちました。Lifeplus の研究者は、2 種類の熱帯性樹木、カカオの
木 (Theobroma cacao －「神々の食べ物」の意) とシナモンの木
 (乾燥した内皮がシナモン スパイスになります) から抽出した物
質に、イワベンケイ (Rhodiola rosea) の驚異のエッセンスを加え
ることにより、スレンダーリーンを生み出しました。スレンダーリ
ーンは、完璧な食事と運動プログラムの一環として、健康的で明
るい気分や活力、食欲、さらには体重管理を栄養面からサポート
する画期的な製品です。

長年の研究の成果により、当社独自の植物性栄養素ブレンドを
使用したスレンダーリーンは、 特許によって保護されています。

米国特許番号7,115,285 • 米国内限定

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 286%
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.SF2.MOD 3F
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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 

カリフォルニア州では当製品の販売、配布ができません。

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  206
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 7.8 g 10% 炭水化物 総量 25.6 g 10%
飽和脂肪 3.2 g 15% 食物繊維 5.6 g 20%
トランス脂肪 0 g 糖質 17.3 g
 コレステロール 16 mg 6% 17.3 g添加糖類を含む 25%
ナトリウム 120 mg 6% タンパク質 11.5 g 25%
ビタミン D 0.5 mcg 2% •
カリウム 290 mg 6% •
ビタミン E 1.8 mg 10% •
リボフラビン 0.14 mg 10% •
葉酸塩 50 mcg DFE 10% •
 パントテン酸 0.6 mg 10% •
マグネシウム 56 mg 15% •
銅 0.35 mg 39% •
モリブデン 5 mcg 10%

カルシウム 160 mg 10% •
 ビタミン A 80 mcg RAE 8% •
  ビタミンK 8 mcg 6% •
ナイアシン 1.6 mg 10% •
 ビタミンB12 0.25 mcg 10% •
 リン (総量) 180 mg 14% •
亜鉛 1.2 mg 11% •
マンガン 0.4 mg 17% •

 鉄 3 mg 17%
ビタミン C 8 mg 8%
 チアミン 0.11 mg 10%
 ビタミンB6 0.14 mg 8%
ビオチン 4 mcg 15%
ヨウ素 15 mcg 10%
セレン 5.7 mcg 10%
クロム 4 mcg 10%

 *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。

US.NF2.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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 ◊ 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。

ソマザイム
  健康的な若 し々い肉体をサポート◊

1 分間に体内で起こるすべての化学反応について考えてみてく
ださい。あまりに多くて数えきれないほどです。私たちの体内
では、これらの化学反応が酵素によってサポートされていま
す。残念ながら、バランスの悪い食事や、多くの酵素が熱に弱
いことから、健康に必要な酵素を十分に摂取していない可能
性があります。

ソマザイム (Somazyme™) は、毎日の酵素摂取量を簡単に補う
ことができる製品です。ソマザイム (Somazyme™) は、大きな
分子の多くを分解するという身体に本来備わっている能力を
高めて、健康的な代謝を促します。ソマザイム (Somazyme™) 
に含まれる酵素は、自然な栄養補給によって若 し々い身体を
保ち、抗酸化物質を補給し、健康な膵臓や免疫系の機能をサ
ポートします。◊

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 

カリフォルニア州では 6141 の販売、配布ができません。
代替として1356 にて手配いたします。

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 (%)
 亜鉛 1mg 9%
マンガン 0.2 mg 9%
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.SF2.MOD 8F
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  外出中に、真の総合的なマルチビタミン/ミネラル サプリメント
をタブレットで摂取したい方は、選択肢の 1 つとして TVMプラ
ス (TVM-Plus) が挙げられます。カルシウム、鉄、およびリンを
除いて、すべての必須ビタミン/ミネラルの 1 日の推奨摂取量
が 100% 含まれています。

TVMプラス (TVM-Plus) は、1 日に必要なカルシウムの 60%、マ
グネシウムの 100% を含有し、マルチビタミンのタブレットとし
てはユニークな製品です。鉄分を一切含んでいない TVMプラ
ス (TVM-Plus) には、植物性酵素、果物、野菜、ハーブの濃縮物
からなる当社独自のファイトザイム (PhytoZyme™) 基も配合さ
れています。TVMプラス (TVM-Plus) では、「必須」の栄養素に

加えて、プラスアルファの栄養素も確実に摂取できます。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 

カリフォルニア州では 6102 の販売、配布ができません。
代替として1357 にて手配いたします。

  外出中に、真の
をタブレットで
ス (TVM-Plus)
除いて、すべて
が 100% 含ま

TVMプラス(T
グネグ シウムの
てはてはてて ユニークな
ススス ス (T(TVM-Plus)
かからなる当社独
れています。T

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(67% ベータ カロチン) 1125 mcg RAE 125%
 ビタミンC 150 mg 167%
 ビタミン D 8.4 mcg 42%
 ビタミン E 33 mg α-TE 220%
 ビタミン K 40 mcg 33%
 塩酸チアミン(ビタミン B-1) 1.5 mg 125%
 リボフラビン(ビタミン B-2) 1.7 mg 131%
 ナイアシン 10 mg 63%
 ビタミン B-6 1.5 mg 88%
葉酸塩 416 mcg DFE 104%
 ビタミン B-12 6 mcg 250%
 ビオチン 150 mcg 500%
 パントテン酸 7 mg 140%
  酒石酸水素コリン 1.5 mg 0.3%
 カルシウム 300 mg 23%

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 75 mcg 50%
マグネシウム 200 mg 48%
亜鉛 15 mg 136%
セレニウム 63 mcg 115%
 銅 0.5 mg 56%
マンガン 1 mg 43%
クロム 90 mcg 257%
モリブデン 60 mcg 133%
PABA 3 mg *
ホウ素 375 mcg *
ケイ素 3 mg *
アセロラ果実エキス 3 mg *
アルファルファ葉 3 mg *
ビルベリー エキス 5 mg *
ケルプ全草 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 (%)
パセリ葉 3 mg *
ドッグローズ 3 mg *
 エゾウコギ 根部エキス 3 mg *
 クレソン葉 3 mg *
アルファ リポ酸 3 mg *
 ヘスペリジン 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 *
 リコピンエキス 0.6 mg *
 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.SF2.MOD 6C

 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 2オンス 
 6657 60粒 3オンス 

成分データ
用量 / 1  ソフトジェルカプセル
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.SF2.MOD 1K

成分データ
用量 / 1  ソフトジェルカプセル
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 (%)
 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.SF2.MOD 1B
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 ビタミン-Ｃ-プラス
健康的な免疫系をサポート

 ビタミンは、体内で十分に生成できるかどうかで、「必須」と
「非必須」に分類されます。ビタミン C は、必須ビタミンに入
ります。ライフプラスビタミンCプラスタブレットは必要なビタ
ミンCだけではなく相乗的なバイオフラボノイドも与えます。

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

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

使用法：  ２粒を１日１回（または、それ以上）
 製品番号 内容量 出荷重量 
 4421 300粒 13オンス 

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 1111%

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 (香味の効いた鞘の部分) 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.SF2.MOD 2G

 ◊ 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。

63



 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 24 mcg 120%
ビタミン K-2 25 mcg 21%
 US.SF2.MOD 3E
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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 ソフトジェル 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) 33 mg 220%
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.SF2.MOD 1E

65



 ◊ 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。

ビタサウルス®
お子様向けの特別配合

子供たちの成長と発達の過程ではバランスの取れた食事が重
要です。そして、分かってはいても、言うは易く行うは難し、と
実感されている方は少なくありません。

そこでライフプラスは、お子様の食生活を補うために特別に配
合を工夫したマルチビタミン・サプリメント、ビタザウルス®を開
発しました。

ビタザウルスには以下のような必須栄養素が含まれています:

子供たちの正常な成長と骨の発達に必要なビタミンD

子供たちの正常な成長をサポートするヨウ素自然なオレンジの
風味。おいしくて食べやすい、チュアブル・タブレットになって
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）

過剰摂取によりお腹がゆるくなる場合があります。のどに
詰まらせないようご注意ください。

 製品番号 内容量 出荷重量 
 6343 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)
カロリー 7
炭水化物総量 2 g 1% 1%
総糖 1.6 g
添加された糖1.3gを含む 5% 3%
ビタミン A （100% ベータカロチン） 800 mcg RAE 267% 89%
ビタミン C 100 mg 667% 111%
 ビタミン D 5.6 mcg 37% 28%
 ビタミン E 15 mg 250% 100%
 ビタミン K 20 mcg 67% 17%
 チアミン 3.2 mg 640% 267%
リボフラビン 3.0 mg 600% 231%
 ナイアシン(ニコチン酸) 13.5 mg 225% 84%
 ビタミン B-6 3.2 mg 640% 188%
葉酸塩（葉酸200mcg） 333 mcg DFE 222% 83%
 ビタミン B-12 10 mcg 1111% 417%
 ビオチン 60 mcg 750% 200%
パントテン酸 5 mg 250% 100%
  酒石酸水素コリン 4.8 mg 2% 1%
 カルシウム 14 mg 2% 1%
 ヨウ素 100 mcg 111% 67%
マグネシウム 4 mg 5% 1%
亜鉛 8 mg 267% 73%
 セレニウム 20 mcg 100% 36%
銅 0.1 mg 33% 11%
マンガン 1 mg 83% 43%
 クロム 20 mcg 182% 57%
 モリブデン 10 mcg 59% 22%
PABA 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.SF2.MOD 2A
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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。 勃起機能不全治療薬やニトログリセリン
薬（舌下剤またはパッチ剤）を服用中は本品をご利用いただけま
せん。

 製品番号 内容量 出荷重量 
 6357 273.9 g 14オンス 

成分データ
用量 / 大さじ1 杯 （約15 ccまたは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 3 g 1%*
食物繊維 2 g 7%*
ビタミン A （ベータカロチン） 750 mcg RAE 83%
ビタミンC (L-アスコルビン酸) 200 mg 222%
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.SF2.MOD 2F

 ◊ 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™プラス
血液循環の促進に◊ビートルート

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。ビートルートの
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。

勃起機能不全治療薬やニトログリセリン薬（舌下剤またはパッチ剤）を服用中は本
品をご利用いただけません。

 製品番号 内容量 出荷重量 
 6600 336 g 15オンス 

成分データ
用量 / 大さじ1 杯 （約20㏄または11.2ｇ）
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 32
  炭水化物総量 5 g 2%*
食物繊維 2 g 7%*
総糖 2 g
添加された糖0.4gを含む 1%*
シュガー・アルコール（エリスリトール） 2 g
ビタミンC 200 mg 222%
L-アルギニン α-ケトグルタル酸 2660 mg **
ビートルート 2500 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 2.2 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.SF2.MOD 2G

 6600 336 g 15オンス
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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 1125 mcg RAE 125%
ビタミン C 250 mg 278%
ビタミン E 80 mg α-TE 533%
葉酸塩（葉酸150mcg） 250 mcg DFE 63%
セレン (亜セレン酸ナトリウム) 50 mcg 91%
アスタキサンチン 500 mcg *
ビルベリーエキス 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 *
 ルテインエキス 10 mg *
 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 *
クルミノイド（ウコン根部エキス） 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.SF2.MOD 5B
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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）

お子様が摂取する場合は、のどに詰まらせないようご
注意ください。

 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 (%)
 1～3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 3%* 1%**
総糖 4 g
添加された糖4gを含む 16% 8%
 ビタミン A 780 mcg RAE 260% 87%
 ビタミン C 20 mg 133% 22%
 ビタミン D-3 20 mcg 133% 100%
 ビタミン E 11 mg 183% 73%
 ビタミン K-1 20 mcg 67% 17%
 ビタミン B-6 1.04 mg 208% 61%
葉酸塩（葉酸260mcg） 433 mcg DFE 287% 108%
 ビタミン B-12 5.1 mcg 567% 213%
ビオチン 60mcg 750% 200%
 パントテン酸 5.2 mg 260% 104%
 ヨウ素 42mcg 47% 28%
 亜鉛 2.7 mg 90% 25%
 セレン 20mcg 100% 36%
 コリン 40mcg *** ***
 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。*** 毎日の値が設定されていない。

US.SF2.MOD 2E

 ◊ 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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ジンクブースト
亜鉛とマヌカハニーのおいしいトローチで免疫力を高めましょう。◊

ジンクブーストは、免疫系を守る力を8倍に高めるトローチです。ライ
フプラスは、健康に多くのメリットをもたらす亜鉛に、エキゾチックな
アフリカ産バオバブの実やニュージーランド産のマヌカハニーなど、
栄養価に優れた7つの原材料を組み合わせました。

独自の比率で配合されたおいしいトローチは、以下に寄与することで
免疫の全般的な回復力をサポートします。 
• 免疫系の正常な機能
• 酸化ストレスから細胞を保護
• 正常なタンパク質合成
• 他にもいろいろ...！◊

ジンクブーストは口に含んでゆっくり溶かしてお召し上がり下さい。ハ
チミツとシナモン、クランベリーの味わいを楽しんでいる間に、成分
がのどの粘膜に安定供給されます。

免疫系を健康に保ち、嫌な病気や感染症から身を守るためには、食
生活を通じて亜鉛を摂取する必要があります。ジンクブーストで免疫
系に必要な栄養を補給して、総合的な健康を手に入れましょう！◊

使用方法 ：1日 1トローチを４回

 製品番号 内容量 出荷重量 
 6656 120粒 5オンス 

成分データ
用量 / 1 粒
内容量 / 120 回分

1回分あたり 1日摂取量に対する比
率 (％)

カロリー 2
炭水化物 総量 0.8 g 0%*
食物繊維 0 g 0%*
  糖質 総量 0.2 g
糖0.2g添加分を含む 0%*
  糖アルコール類 0.2 g 0%*

亜鉛 5 mg 45%
マヌカハニー 250 mg **
カシス果実 140mg **
バオバブ果実 100mg **
クランベリー果実 60 mg **
シナモン樹皮 5 mg **
ケルセチン二水和物 50 mg **
*1日摂取量は2,000カロリーの食事を基準にしています。
**1日摂取量は特に設定されていません。

US.SF2.MOD 3
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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、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

カリフォルニア州では当製品の販売、配布ができません。

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

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
20ｇの高品質なプロテインは3つの異なる原材料、乳清、ミルク、大豆
からのプロテインです。このプロテインを食生活に加えることは大変
有意義な事です。非常に広範囲なアミノ酸を得られ、しかも簡単に利
用できます。このシェイクには大変吸収率の高いカルシウム、マグネシ
ウム、カリウム等も含み、乳製品からのカルシウムを加える事は食事
に大変有益です。 

プロテインシェイクには、1グラム未満の脂肪、および1グラムの炭水化
物が含まれ、筋肉をサポートし、除脂肪体重を減少を助けます。

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

 製品番号 内容量 出荷重量  
 7880  519 g 32 オンス  

ビタミンD  4 mcg 20%
鉄  1.4 mg 8%
ビタミンA  504 mcg RAE (ベータカロチン100%) 60%
ビタミンE  8.7 mg å-TE 60%
チアミン (ビタミンB-1)  0.5 mg 40%
ナイアシン  7 mg NE 45%
葉酸塩  291 mcg DFE 70%
ビオチン 132 mcg 440%
リン  369 mg 30%
亜鉛  5.8 mg 50%
銅  0.7 mg 80%
モリブデン  26 mcg 60%

カルシウム  626 mg 50%
カリウム  616 mg 14%
ビタミンC  26 mg 30%
ビタミンK  28 mcg 25%
リボフラビン 
(ビタミンB-2) 0.6 mg

45%

ビタミンB-6  0.7 mg 40%
ビタミンB-12  2.5 mcg 100%
パントテン酸  3.5 mg 70%
マグネシウム  218 mg 50%
セレン  24 mcg 45%
マンガン  0.7 mg 30%

* 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。
 US.NF2.MOD 8B

成分データ
用量 / 大さじ一杯 (28.9 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
 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%
  炭水化物総量 2 g 1%
  食物繊維 0.7 g 2%
  糖類 0.3 g
添加された糖0.0gを含む 0%
プロテイン 20 g 40%
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トリプルプロテインシェイク ‒ バニラ
20ｇの高品質なプロテインは3つの異なる原材料、乳清、ミルク、大豆
からのプロテインです。このプロテインを食生活に加えることは大変
有意義な事です。非常に広範囲なアミノ酸を得られ、しかも簡単に利
用できます。このシェイクには大変吸収率の高いカルシウム、マグネシ
ウム、カリウム等も含み、乳製品からのカルシウムを加える事は食事
に大変有益です。 

プロテインシェイクには、1グラム未満の脂肪、および1グラムの炭水化
物が含まれ、筋肉をサポートし、除脂肪体重を減少を助けます。

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

 製品番号 内容量 出荷重量  
 7881 487 g 31 オンス  

ビタミンD  4 mcg 20%
鉄  1 mg 6%
ビタミンA  504 mcg RAE
   (ベータカロチン100%)

60%

ビタミンE  9mg α-TE 60%
チアミン (ビタミンB-1)  0.5 mg 40%
ナイアシン  7 mg NE 45%
葉酸塩  291 mcg DFE 70%
ビオチン  132 mcg 440%
リン (総量)  364 mg 30%
亜鉛  5.7 mg 50%
銅  0.7 mg 80%
モリブデン  26 mcg 60%

カルシウム  620 mg 50%
カリウム  569 mg 10%
ビタミンC  26 mg 30%
ビタミンK  28 mcg 25%
リボフラビン
(ビタミンB-2) 0.6 mg

45%

ビタミンB-6  0.7 mg 40%
ビタミンB-12  2.5 mcg 100%
パントテン酸  3.5 mg 70%
マグネシウム  211 mg 50%
セレン  24 mcg 45%
マンガン  0.7 mg 30%

成分データ
用量 / 大さじ一杯 (27.1 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
 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%
  炭水化物総量 1 g 0%
  食物繊維 0.2 g 1%
  糖類 0.3 g
添加糖 0.0 g 0%
プロテイン 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。

* 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。
 US.NF2.MOD 8A
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トリプルプロテインシェイク ‒ バニラ（無糖）
20ｇの高品質なプロテインは3つの異なる原材料、乳清、ミルク、大豆
からのプロテインです。このプロテインを食生活に加えることは大変
有意義な事です。非常に広範囲なアミノ酸を得られ、しかも簡単に利
用できます。このシェイクには大変吸収率の高いカルシウム、マグネシ
ウム、カリウム等も含み、乳製品からのカルシウムを加える事は食事
に大変有益です。 

プロテインシェイクには、1グラム未満の脂肪、および1グラムの炭水化
物が含まれ、筋肉をサポートし、除脂肪体重を減少を助けます。

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

 製品番号 内容量 出荷重量  
 6187 486 g 31 オンス  

ビタミンD  4 mcg 20%
鉄  1 mg 6%
ビタミンA  504 mcg RAE
   (ベータカロチン100%)

60%

ビタミンE  9mg α-TE 60%
チアミン (ビタミンB-1)  0.5 mg 40%
ナイアシン  7 mg NE 45%
葉酸塩  291 mcg DFE 70%
ビオチン  132 mcg 440%
リン (総量)  364 mg 30%
亜鉛  5.7 mg 50%
銅  0.7 mg 80%
モリブデン  26 mcg 60%

カルシウム  620 mg 50%
カリウム  569 mg 10%
ビタミンC  26 mg 30%
ビタミンK  28 mcg 25%
リボフラビン
(ビタミンB-2) 0.6 mg

45%

ビタミンB-6  0.7 mg 40%
ビタミンB-12  2.5 mcg 100%
パントテン酸  3.5 mg 70%
マグネシウム  211 mg 50%
セレン  24 mcg 45%
マンガン  0.7 mg 30%

成分データ
用量 / 大さじ一杯 (27.1 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
 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%
  炭水化物総量 1 g 0%
  食物繊維 0.2 g 1%
  糖類 0.3 g
添加糖 0.0 g 0%
プロテイン 20 g 40%

* 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。
 US.NF2.MOD 5B
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ヴィ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プロテインが不可欠です。
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 
カリフォルニア州では当製品の販売、配布ができません。

US.NF.MOD 1E

 ◊ 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。

成分データ
用量 / 大さじ二杯 (41 g)
内容量 / 30 回分
1 回当たりの摂取量
カロリー 151

1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
 脂質総量 2.5 g 3%
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 128 mg 6%
 炭水化物総量 12 g 4%
食物繊維 0 g 0%
  糖類 0 g
  シュガーアルコール  7 g
 プロテイン 20 g 40%
ビタミンD  0 mcg 0% • カルシウム  2 mg 0%
鉄  0 mg 0% • カリウム  3 mg 0%
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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。

ヴィ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プロテインが不可欠です。
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 
カリフォルニア州では当製品の販売、配布ができません。

成分データ
用量 / 大さじ二杯 (41 g)
内容量 / 30 回分
1 回当たりの摂取量
カロリー 155

1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
 脂質総量 3 g 4%
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%
  炭水化物総量 12 g 4%
食物繊維 0 g 0%
  糖類 0 g
  シュガーアルコール  7 g
 プロテイン 20 g 40%
ビタミンD  0 mcg 0% • カルシウム  2 mg 0%
鉄  0 mg 0% • カリウム  3 mg 0%

US.NF2.MOD 1F
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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 5A

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 ‒  男性用
この製品はシェイクの中の各成分と相乗効果の高い栄養素を含む製品です。年齢と性別によって異なる配合を
用意しています。十分な栄養素が取れていないと、脂肪を落とすペースが遅くなります。このタブレットを利用す
れば、全てのビタミン、ミネラルの必要摂取量が100％又はそれ以上取れ、特定の栄養素は安全基準を超えない
ように配合してあります。

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 800 mcg RAE 89%
 酢酸レチニル 750 mcg RAE 83%
β-カロテンとして 50 mcg RAE 6%
 ビタミンC (アスコルビン酸) 300 mg 333%
  ビタミンD-3 (コレカルシフェロール) 10 mcg 50%
  ビタミンE (D アルファ コハク酸エステル) 大豆 41 mcg 273%
 ビタミンK-1 (フィトメナジオン) 65 mcg 54%
  塩酸チアミン (ビタミンB-1) 4 mg 333%
 リボフラビン (ビタミンB-2) 5 mg 385%
 ナイアシン (ニコチンアミド) 54 mg 338%
 ビタミンB-6 (塩酸ピリドキシン) 6 mg 353%
葉酸塩 1000 mcg 250%
 ビタミンB-12(シアノコバラミン) 12 mcg 500%
  ビオチン 450 mcg 1500%
 パントテン酸(D-パントテン酸カルシウム) 20 mg 400%
   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 6%

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 3%
 ヨウ素 (ヨウ化カリウム) 100 mcg 67%
亜鉛 (硫酸亜鉛) 15 mg 136%
セレン (亜セレン酸ナトリウム) 120 mcg 218%
銅 (硫酸銅) 1 mg 111%
マンガン (硫酸マンガン) 2 mg 87%
クロム (クロミウム・ピコリネート) 100 mcg 286%
モリブデン (モリブデン酸ナトリウム) 180 mcg 400%
 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 *
リコピン (リコピンエキス) 2 mg *
 ルテイン (ルテイン抽出物) 2 mg *
カボチャ種子エキス 40 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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ゴールドフォーミュラ ‒  女性用
この製品はシェイクの中の各成分と相乗効果の高い栄養素を含む製品です。年齢と性別によって異なる配合を
用意しています。十分な栄養素が取れていないと、脂肪を落とすペースが遅くなります。このタブレットを利用す
れば、全てのビタミン、ミネラルの必要摂取量が100％又はそれ以上取れ、特定の栄養素は安全基準を超えない
ように配合してあります。

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日の推奨摂取量は規定されていません。

 US.SF2.MOD 5A

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 (%)
ビタミンA 
（酢酸レチニル 750mcg、
β-カロテンとして 50mcg）

800 mcg RAE 89%

 ビタミンC (アスコルビン酸) 300 mg 333%
  ビタミンD 10 mcg 50%
  ビタミンE 33 mg α-TE 220%
 ビタミンK 65 mcg 54%
  塩酸チアミン (ビタミンB-1) 3 mg 250%
 リボフラビン (ビタミンB-2) 4 mg 308%
 ナイアシン 90 mg NE 563%
 ビタミンB-6 9 mg 529%
葉酸塩（葉酸900mcg） 1500 mcg DFE 375%
 ビタミンB-12 12 mcg 500%
  ビオチン 600 mcg 2000%
 パントテン酸 45 mg 900%
カルシウム 72 mg 6%
 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 36 mg 3%
 ヨウ素 100 mcg 67%
亜鉛 15 mg 136%
セレン 67 mcg 122%
銅 2 mg 222%
マンガン 3 mg 130%
クロム 100 mcg 286%
モリブデン 120 mcg 267%
 ホウ素 5 mg *
 緑茶葉エキス 187 mg *
 ルテイン 2 mg *
 アルファリポ酸 50 mg *
 L-カルニチン 75 mg *
 ポリコサノール 14 mg *
 ホスファチジルセリン 15 mg *
 イソフラボン 50 mg *
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エナーザン
ダイエットプランにエネルギーを与えましょう。エナー
ザンで、シンプルに、より迅速な最終結果をあなたは
得られるでしょう。緑茶、イエルバマテ、ガラナ、ダミア
ナ、 シ ナモン、クロム、ココアから濃縮された多くの
有力な成分や、アミノ酸（Lチロシン） など新陳代謝
をアップさせる成分が含まれています。エナーザンはあ
なたの代謝機能を 促進させることにより脂肪燃焼を
助けます

使用法：    朝食と昼食の前に1粒から3粒をお召し上が
りください。

 *  摂取と同時に運動と食事計画も実践している場合の
み。お薬を服用中や医師の診断を受けられている
場合は、必ず医師にご相談ください。妊娠中、授乳中の
方には適しておりません。ご使用をお控えください。
 製品番号 内容量 出荷重量 
  7882 60粒  4 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 137%*
 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 (合計) 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.SF2.MOD 5G

 ◊ これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA（食品および薬品管理局）の評価を受けておりません。
本品はいかなる病気に対しても、その診断、治療、予防を目的とした ものではありません。
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ライフプラス「ソリス」について
ソリスは自然にエネルギーをもたらす太

陽のことです。自然なバランスで最高に

輝ける自分でありたい方のためにスーパー

フードの力を集結したこのシリーズを、心

身のウェルネス向上にお役立て下さい。

倫理的に調達された最高級の原材料だ

けを使って独自の配合でブレンドし、クリ

ーンでオーガニック、そして生産地のコミ

ュニティ支援につながる製品にしていま

す。人工甘味料は一切加えていません。
この上なくピュアな植物の力を、あなたに。

®
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ソリス グリーン メドレー
自然な方法で元気に健やかに　ピュアでパワフル
な植物が応援します

緑の力とアダプトゲン、体をよみがえらせる植物性成分
をたっぷりと詰め込んで、オーガニックのフリーズドライ
フルーツで自然な風味に仕上げたグリーンメドレーは、
あらゆる人々にメリットをもたらします。
グリーンメドレーは自然界でも特に栄養密度の高い緑を集め
たパワフルなブレンドです。 27種類に及ぶ原材料をそれぞれ
慎重かつ丁寧に選別し、栄養価はもちろん、フレッシュな風味
と軽やかな甘みを楽しめるパウダーに仕上げています。 オー
ガニック食材やアダプトゲンを中心に、ビタミン、ミネラル、植
物性栄養素、抗酸化物質など、自然の恵みをたっぷりと詰め
込んだスーパーフードをお届けします。

使用方法：    1日1回、15ccのスプーンすりきり１杯（5.7g）を
4～6oz（120～180ml）の水か他の冷たい飲みもの
と混ぜ合わせてお召し上がり下さい。

 製品番号 内容量 出荷重量 
 6651 171g 9 オンス 

1 回当たりの摂取量 1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
カロリー 24

  炭水化物総量 6 g 2%*

  食物繊維 0 g  0%*

糖質総量 0 g

0g添加糖類が含まれていま 0%

クロレラ単細胞 540 mg **

モリンガ葉 540 mg **

スピルリナ 微小藻類植物性 プランクトン 540 mg **

イラクサ葉 480 mg **

ラズベリー果実 420 mg **

マカ根 300 mg **

ほうれん草 葉 300 mg **

アロエベラ葉 240 mg **

ケール 葉 240 mg **

クレソン葉 240 mg **

レモン（全果実） 210 mg **

パイナップル果実 180 mg **

シラホシムグラ（クリーバー） 地上部 150 mg **

スギナ 地上部 150 mg **

タンポポ葉 120 mg **

ゴタコラ葉茎部 120 mg **

イワベンケイ 根部 120 mg **

ブロッコリー 114 mg **

ケルプ 全草 60 mg **

チョウセンゴミシ果実 60 mg **

ショウガ根茎 30 mg **

オオアザミ種子 30 mg **

ドッグローズ（ローズヒップ）果実1 30 mg **

レモングラス葉 18 mg **

パセリ葉 18 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

US.SF2.MOD 2

成分データ
用量 / 大さじ1 杯 （約15 ccまたは5.7 g）
内容量 / 30 回分

 ◊ これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA（食品および薬品管理局）の評価を受けておりません。
本品はいかなる病気に対しても、その診断、治療、予防を目的とした ものではありません。
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ソリス パープル フラッシュ
本物の抗酸化力を持つスーパースターが、あなたの一
日をスーパーチャージ

栄養豊かな土地で収穫されたベリーをふんだんに使用し
たパープルフラッシュは、天然由来のビタミンやミネラル
を豊富に含むスーパーフードパウダーです 
パープルフラッシュには、世界でも特に栄養価の高いスーパーフ
ルーツ（アロニア、アサイー、ブルーベリー、マキベリー、ザクロ、
ブラックベリー、カシス、エルダーベリー、ヨーロッパブドウ、ア
フリカ原産のバオバブ）をバランスよく、そしておいしく楽しめ
るように特別に配合しました。毎日の暮らしにバイタリティ、エ
ネルギー、そしてウェルネスをお届けします。◊

スーパーフルーツは栄養素密度が高く、健康と美容に良いこと
で知られており、あらゆるライフステージで健やかに過ごせるよ
うサポートします。◊ ベリー類はその鮮やかな色が示すとおり抗
酸化物質が豊富なため、スーパーフルーツのリストの上位に挙げ
られます。多くが自然な甘みを持っているのも魅力です。

パープルフラッシュには甘味料や香料を一切加えておらず、フリ
ーズドライのベリーそのものの風味が生かされています。パープ
ルフラッシュは毎日の生活にすぐに取り入れることができる、シ
ンプルながらも優れたサプリメントです。水に溶けやすく、ライ
フプラスのデイリーバイオベーシックス、スムージー、ヨーグル
トにも簡単に混ぜることができます。栄養満点で、お子様から
大人の方までお召し上がりいただけます。

世界でも特に栄養素密度の高いフルーツの恵みをティースプー
ン1杯に凝縮したパープルフラッシュで、毎日をパワーアップして
下さい。

使用方法：    1日1回、15ccのスプーンすりきり１杯（6.1g）を
4～6oz（120～180ml）の水か他の冷たい飲みもの
と混ぜ合わせてお召し上がり下さい。

 製品番号 内容量 出荷重量 
 6652 183g 9 オンス 

1 回当たりの摂取量 1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
カロリー 26

  炭水化物総量 6 g 2%*

  食物繊維 0 g  0%*

糖質総量 0 g

0g添加糖類が含まれていま 0%

ブルーベリー果実 1450 mg **

アロニア 870 mg **

ザクロ全果実 870 mg **

ブラックカラントベリー 580 mg **

エルダーベリー（セイヨウニワトコ）果汁粉末 580 mg **

マキベリー 580 mg **

アサイー 290 mg **

バオバブ果肉 290 mg **

ブラックベリー 290 mg **

ヨーロッパブドウ果汁粉末 290 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
US.SF2.MOD 2

 

成分データ
用量 / 大さじ1 杯 （約15 ccまたは6.1 g）
内容量 / 30 回分

84



ソリス ローカカオとマッシュルーム
自然のもたらすクリアなエネルギーで快活に！

カカオやマカ、キノコ類など、オーガニックのパワフルな
スーパーフードをブレンドしました。自然の粋がもたらす
クリアなエネルギーで、すっきり快活に。◊

カカオ、マカ、霊芝は自然界でも特にパワフルなスーパー
フードで、栄養がたっぷり詰まっています。美味なオーガ
ニックのエクアドル産カカオを生で用い、アダプトゲンと
なる霊芝とマカ、さらにシナモン、ルクマなどをブレンド
して、スーパーフードをおいしく幅広く楽しめるサプリメン
トに仕上げました。

お湯か温めた牛乳（代替ミルクも可）に溶かすだけでチ
ョコレートの風味を堪能できます。加糖していませんの
で、糖分を気にせず、満たされた気分になれます。ライフ
プラスのデイリーバイオベーシックスに混ぜるのもおす
すめです。ご家族全員でお召し上がりいただけます。

ローカカオ＆マッシュルームをお好きな方法で混ぜ合わ
せて、チョコレートの味わいに満たされましょう！
使用方法：    1日1回、15ccのスプーン１杯（7.0g）を4～6オンス

（120～180ml）のお湯か牛乳、または牛乳の
代替品に混ぜてお召し上がり下さい。

 製品番号 内容量 出荷重量 
 6653 210g 10 オンス 

1 回当たりの摂取量 1 日の推奨摂取量に対する割合 (%)
カロリー 28

  炭水化物総量 7 g 3%*

  食物繊維 0 g  0%*

糖質総量 0 g

0g添加糖類が含まれていま 0%*

生カカオ 2800 mg **

マカ根 1260 mg **

チャーガ（カバノアナタケ）子実体 980 mg **

霊芝 子実体 980 mg **

ルクマ 果実 700 mg **

シナモン 280 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
US.SF2.MOD 2

 

成分データ
用量 / 大さじ1 杯 （約15 ccまたは7.0 g）
内容量 / 30 回分

 ◊ これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA（食品および薬品管理局）の評価を受けておりません。
本品はいかなる病気に対しても、その診断、治療、予防を目的とした ものではありません。
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製品情報詳細についてはこちらのサイトをご覧ください： Be.lifeplus.com

Be - ビーは最先端のスポーツ科
学に基づいた究極の栄養サプリ
メントシリーズです
絶妙な配合、高度なシステムをシンプルな３ステップでご利用いただけます。
手順は簡単、1、2、3 ...

...その違いをぜひ体感してください

ビーで 準備万端に
ライフプラスのスポーツ栄養サプリ
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2. 運動中
いつも通りの運動をしている間も筋肉は作られています。筋肉の構成の鍵となるアミノ酸と
ビタミン類（B6やB12など）、ミネラル類、そして回復を助ける炭水化物を補給しましょう。ま
た、すぐに燃え尽きてしまわないよう、体温を調節する必要もあります。水分補給のサポート
に、電解質のバランス維持に欠かせないミネラル類を摂取してください。

3. 運動後
運動の合間にどれだけ迅速に回復できるかも、パフォーマンスを左右する要素のひとつで
す。運動を終えた直後の体は、必須アミノ酸と炭水化物、水分、その他修復に使う様々な栄養
素を必要としています。最大限有効に回復を遂げ、さらなるパフォーマンスを引き出せるよ
う、トレーニングの度に栄養と水分をたっぷりと補給しましょう。

1. 運動前
ベストなパフォーマンスを引き出すために体の準備を整えましょう。日常の食事で質のよい
栄養を定期的に摂取し、基礎を確かなものにしておくことも大切です。日々の積み重ねに加
えて、運動に必要なエネルギーを補充すれば、筋肉を最も望ましいコンディションにすること
ができます。

優れた栄養でパフォーマンスを促進します
複雑な準備は必要ありません
いつどんなもので栄養を補給するかは、運動そのものと同じくらい重要です。それによって、
パフォーマンスの良し悪しもその後の回復も、大きく違ってきます。

運動中と運動後の体の中では、細胞レベルで組織や筋肉の分解と修復が行われています。
体はより多くのタンパク質とエネルギー、各種の栄養素を必要としています。需要に供給が
追いつかないと、思ったように力が発揮できなくなり、限界に至る前に疲労に屈することに
なります。

ビーは運動前、運動中、運動後、それぞれのタイミングで最高の栄養をしっかりと補給して、
パフォーマンスを支えます。

ライフプラスはインフォー
ムドスポーツ認証を取得
して、皆様にお届けするビ
ー製品がスポーツ栄養補
助食品として一貫して適
正であることを確かめて
います。
含有成分の確かな製品を
選ぶことは大切です。現状
では、スポーツ界で禁止さ
れている物質や原材料が
流通するサプリメント全体
の10分の1に混入している
とされています。インフォ
ームドスポーツ認証を取
得したのもそのためです。
インフォームドスポーツ
のロゴ表示は、サプリメン
トやその原材料について
バッチごとに厳正なスク
リーニング検査を行い、
世界アンチドーピング機
関 (WADA) の定める禁止
物質が混入していないと
確認されたことを示して
います。
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ビー フォーカスト ベリー
ビー フォーカスト - 運動前のブレンドサプリ

燃料補給で準備を万端に！

主な配合成分：

•  クレアチン (3g) - 高密度の運動をこなす体をサポートし、
パフォーマンスを引き出します◊

• カフェイン - 集中力の維持を助けます◊

• ビタミン B6 で疲労を軽減◊

製品情報詳細についてはこちらのサイトをご覧ください： Be.lifeplus.com

 製品番号 内容量 出荷重量 
 6609 230.4g 12.9 オンス 
用量 / 1 サシェ (12.8 g)
コンテンツ/ 18回

使用方法：　1 日 1 回、運動を始める30分前にスプーン 1 杯分 または
1 袋を8 OZ (240 ML) の 水またはお好きな飲み物と混ぜ、よく振 ってから
お召し上がりください。

 製品番号 内容量 出荷重量 
 6603 384g 20 オンス 
用量/ 15cc 大さじ１杯 （12.8 g）
コンテンツ/ 30回

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 19
炭水化物総量 5 g 2 %*
食物繊維 0 g 0 %*
糖類 5 g
添加された糖5gを含む 10 %*
糖アルコール（エリスリトール） 3.5 g

 ビタミン C 30 mg 33%
 ビタミン B6 9 mg 529%
ナトリウム 90mg 4%
カリウム 90mg 2%
アミノ酸 2800 mg **
CarnoSyn® カルノシンβアラニン 1600 mg **
L-フェニルアラニン 400mg **
L-チロシン 800mg **
クレアチン モノハイドレート 3000 mg **
シチコリン 225mg **
カフェイン 125mg **
* 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日の推奨摂取量は規定されていません。

US.NF2.MOD 3B

成分データ
用量/ 15cc 大さじ１杯 （12.8 g）
内容量/ 30回
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ビー フォーカスト シトラス
ビー フォーカスト - 運動前のブレンドサプリ

燃料補給で準備を万端に！

主な配合成分：

•  クレアチン (3g) - 高密度の運動をこなす体をサポートし、
パフォーマンスを引き出します◊

• カフェイン - 集中力の維持を助けます◊

• ビタミン B6 で疲労を軽減◊

 製品番号 内容量 出荷重量 
 6610 230.4g 12.9 オンス 
用量 / 1 サシェ (12.8 g)
コンテンツ/ 18回

使用方法：　1 日 1 回、運動を始める30分前にスプーン 1 杯分 または
1 袋を8 OZ (240 ML) の 水またはお好きな飲み物と混ぜ、よく振 ってから
お召し上がりください。

 製品番号 内容量 出荷重量 
 6604 384g 20 オンス 
用量/ 15cc 大さじ１杯 （12.8 g）
コンテンツ/ 30回

製品番号 製品番号 
 6610 
用量 / 1 サシェ
コンテンツ/ 18

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 20
炭水化物総量 5 g 2 %*
食物繊維 0 g 0 %*
糖類 5 g
添加された糖5gを含む 10 %*
糖アルコール（エリスリトール） 3 g

 ビタミン C 30 mg 33%
 ビタミン B6 9 mg 529%
ナトリウム 90mg 4%
カリウム 90mg 2%
アミノ酸 2800 mg **
CarnoSyn® カルノシンβアラニン 1600 mg **
L-フェニルアラニン 400mg **
L-チロシン 800mg **
クレアチン モノハイドレート 3000 mg **
シチコリン 225mg **
カフェイン 125mg **
*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日の推奨摂取量は規定されていません。
US.NF2.MOD 3

成分データ
用量/ 15cc 大さじ１杯 （12.8 g）
内容量/ 30回
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ビー サステインド ベリー
ビー サステインド - 補水のための電解質

より長く活動を続けるために。主要電解質をはじめ、水分を体
に行き渡らせるために必要な成分を補給します。◊

主な補強成分：
• 電解質のナトリウム、カリウム、マグネシウム
• BCAA（分岐鎖アミノ酸）比率 2:1:1 で筋肉の成長を助けます◊

• ビタミン B12 で疲労を軽減◊

• CarnoSyn® カルノシンβ アラニン

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 77
炭水化物総量 11 g 8%*
食物繊維 0 g 0%*
糖類 11 g
添加された糖11gを含む 22%*

 ビタミン C 90 mg 100%
 ビタミン B6 12 mg 706%
 ビタミン B12 36 mcg 1500%
リン 90mg 7%
マグネシウム 20mg 5%
ナトリウム 110mg 7%
カリウム 205mg 4%
アミノ酸 7600 mg **
CarnoSyn® カルノシンβアラニン 1600 mg **
L-グルタミン 1000 mg **
L-イソロイシン 1250 mg **
L-ロイシン 2500 mg **
L-バリン 1250 mg **
クレアチン モノハイドレート 500mg **
* 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日の推奨摂取量は規定されていません。

US.NF2.MOD 3A

成分データ
用量/ 15cc 大さじ2杯（22.1 g）
内容量/ 30回

製品情報詳細についてはこちらのサイトをご覧ください： Be.lifeplus.com

使用方法：　1 日 1 回、運動中または運動を始
める30分前にスプーン 2 杯分 または1 袋を8 
OZ (240 ML) の 水またはお好きな飲み物と混
ぜ、よく振 ってからお召し上がりください。

 製品番号 内容量 出荷重量 
 6605 663g 27 オンス 
用量/ 15cc 大さじ2杯（22.1 g）
コンテンツ/ 30回

 製品番号 内容量 出荷重量 
 6611 398g 17 オンス 
用量 / 1 サシェ (22.1 g)
コンテンツ/ 18回
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ビー サステインド シトラス
ビー サステインド - 補水のための電解質

より長く活動を続けるために。主要電解質をはじめ、水分を体
に行き渡らせるために必要な成分を補給します。◊

主な補強成分：
• 電解質のナトリウム、カリウム、マグネシウム
• BCAA（分岐鎖アミノ酸）比率 2:1:1 で筋肉の成長を助けます◊

• ビタミン B12 で疲労を軽減◊

• CarnoSyn® カルノシンβ アラニン

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 77

炭水化物総量 11 g 4%*

食物繊維 0 g 0%*

糖類 11 g

添加された糖11gを含む 22%*

 ビタミン C 90 mg 100%

 ビタミン B6 12 mg 706%

 ビタミン B12 36 mcg 1500%

リン 90 mg 7%

マグネシウム 20 mg 5%

ナトリウム 150 mg 7%

カリウム 155 mg 3%

アミノ酸 7600 mg **

CarnoSyn® カルノシンβアラニン 1600 mg **

L-グルタミン 1000 mg **

L-イソロイシン 1250 mg **

L-ロイシン 2500 mg **

L-バリン 1250 mg **

クレアチン モノハイドレート 500 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日の推奨摂取量は規定されていません。

US.NF2.MOD 3A

成分データ
用量/ 15cc 大さじ2杯（22.1 g）
内容量/ 30回

 製品番号 内容量 出荷重量 
 6612 398g 17 オンス 
用量 / 1 サシェ (22.1 g)
コンテンツ/ 18回

使用方法：　1 日 1 回、運動中または運動を始
める30分前にスプーン 2 杯分 または1 袋を8 
OZ (240 ML) の 水またはお好きな飲み物と混
ぜ、よく振 ってからお召し上がりください。

 製品番号 内容量 出荷重量 
 6606 663g 27 オンス 
用量/ 15cc 大さじ2杯（22.1 g）
コンテンツ/ 30回
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ビー リチャージド ベリー
ベジタリアン、ビーガン適合

より速くより強くなるために、回復に必要な栄養を補給します。

主な成分：
•  BCAA（分岐鎖アミノ酸）の比率は 2:1:1 （ロイシン、イソロイシ
ン、バリン）
• 筋肉の成長を助ける必須アミノ酸◊

• タウリン

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 40
炭水化物総量 2 g 1%*
食物繊維 0 g 0%*
糖類 2 g
添加された糖2gを含む 4%*

ナトリウム 53mg 2%
カリウム 53mg 1%
アミノ酸 7500 mg **
L-アルギニン塩酸塩 275mg **
L-グルタミン 765mg **
L-ヒスチジン 75mg **
L-イソロイシン 1250 mg **
L-ロイシン 2500 mg **
L-リジン 300 mg **
L-メチオニン 75mg **
L-フェニルアラニン 150mg **
タウリン 750mg **
L-スレオニン 60mg **
L-トリプトファン 50mg **
L-バリン 1250 mg **
L -シトルリン　リンゴ酸 1000 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日の推奨摂取量は規定されていません。

US.NF2.MOD 2B

成分データ
用量/ 15cc 大さじ2杯（20.8 g）
内容量/ 30回

製品情報詳細についてはこちらのサイトをご覧ください： Be.lifeplus.com

使用方法：　1 日 1 回、運動後30分以内にスプ
ーン 2 杯分 または1 袋を8 OZ (240 ML) の 水ま
たはお好きな飲み物と混ぜ、よく振 ってからお
召し上がりください。

 製品番号 内容量 出荷重量 
 6601 624g 25 オンス 
用量/ 15cc 大さじ2杯（20.8 g）
コンテンツ/ 30回

 製品番号 内容量 出荷重量 
 6607 374g 16.1 オンス 
用量 / 1 サシェ (20.8 g)
コンテンツ/ 18回
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ビー リチャージド シトラス
ベジタリアン、ビーガン適合

より速くより強くなるために、回復に必要な栄養を補給します。

主な成分：
•  BCAA（分岐鎖アミノ酸）の比率は 2:1:1 （ロイシン、イソロイシ
ン、バリン）
• 筋肉の成長を助ける必須アミノ酸◊

• タウリン

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 40
炭水化物総量 2 g 1%*
食物繊維 0 g 0%*
糖類 2 g
添加された糖2gを含む 4%*

ナトリウム 53mg 2%
カリウム 53mg 1%
アミノ酸 7500 mg **
L-アルギニン塩酸塩 275mg **
L-グルタミン 765mg **
L-ヒスチジン 75mg **
L-イソロイシン 1250 mg **
L-ロイシン 2500 mg **
L-リジン 300 mg **
L-メチオニン 75mg **
L-フェニルアラニン 150mg **
タウリン 750mg **
L-スレオニン 60mg **
L-トリプトファン 50mg **
L-バリン 1250 mg **
L -シトルリン　リンゴ酸 1000 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日の推奨摂取量は規定されていません。

US.NF2.MOD 2B

成分データ
用量/ 15cc 大さじ2杯（20.8 g）
内容量/ 30回

使用方法：　1 日 1 回、運動後30分以内にスプ
ーン 2 杯分 または1 袋を8 OZ (240 ML) の 水ま
たはお好きな飲み物と混ぜ、よく振 ってからお
召し上がりください。

 製品番号 内容量 出荷重量 
 6602 624g 25 オンス 
用量/ 15cc 大さじ2杯（20.8 g）
コンテンツ/ 30回

 製品番号 内容量 出荷重量 
 6608 374g 16.1 オンス 
用量 / 1 サシェ (20.8 g)
コンテンツ/ 18回
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ビー・リフューアルド  -  チョコレート
がんばる体にしっかり補給

ビー・リフューアルドは運動中と運動後の体をサポート
します。ホエイの原料を牧草飼育の酪農場から取り寄
せ、完全プロテインの特性を維持できるろ過法を用い
て、より純度の高い製品にしています。

ビー・リフューアルドはBCAAをはじめ、すべての必須ア
ミノ酸を摂取できる完全プロテインです。1回分で20gの
最高品質のプロテインが筋肉の増強と維持に寄与しま
す。

高純度、クリーンでおいしく飲める。目標に向かってベス
トを尽くすあなたのトレーニングを、ビー・リフューアルド
が応援します。
使用方法：　スプーン 2 杯分 43 CC（27.7G）を 8-12 OZ (240-360 ML) の
水またはお好きな飲み物と混ぜてよく振ってお召し上がりください。

 製品番号 内容量 出荷重量 
 6644 750g 36 オンス 

1 回当たりの摂取量 1 日の推奨摂取量に
対する割合 (%)

カロリー 110

 脂質総量 0 g 0 %

 飽和脂肪 0 g 0 %

トランス脂肪 0 g

 コレステロール 0 mg 0 %

ナトリウム 19 mg 1 %

炭水化物総量 2 mg 1 %

食物繊維 0 g 0 %

糖類 0 g

添加された糖0gを含む 0 %

 タンパク質 20 g 40 %

ビタミン D 0 mcg 0 %

カルシウム 0 mg 0 %

鉄 0 mg 0 %

カリウム 0 mg 0 %

ビタミン C 15 mg 17 %

*1日摂取量に対する比率 (DV値, ％単位) は1回分で摂取できる
栄養素が1日の食事にどの程度貢献しているかを示します。一
般的には1日あたり2,000カロリーの食事を基準としています。
US.NF2.MOD 1B

成分データ
用量/ 43cc 大さじ2杯（27.7 g）
内容量/ 30回

製品情報詳細についてはこちらのサイトをご覧ください： Be.lifeplus.com

アミノ酸 (g/100g タンパク質)
イソロイシン 5.7
ロイシン 10.6
リジン 9.3
メチオニン+システイン 4.3
フェニルアラニン+チロシン 6.0
スレオニン 6.8
トリプトファン 1.6
バリン 5.8
アラニン 4.9
アルギニン 2.7
アスパラギン酸 10.4
グルタミン酸 17.5
グリシン 1.8
ヒスチジン 1.8
プロリン 5.7
セリン 5.0
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ビー・リフューアルド  -  バニラ
がんばる体にしっかり補給

ビー・リフューアルドは運動中と運動後の体をサポート
します。ホエイの原料を牧草飼育の酪農場から取り寄
せ、完全プロテインの特性を維持できるろ過法を用い
て、より純度の高い製品にしています。

ビー・リフューアルドはBCAAをはじめ、すべての必須ア
ミノ酸を摂取できる完全プロテインです。1回分で20gの
最高品質のプロテインが筋肉の増強と維持に寄与しま
す。

高純度、クリーンでおいしく飲める。目標に向かってベス
トを尽くすあなたのトレーニングを、ビー・リフューアルド
が応援します。
使用方法：　スプーン 2 杯分 43 CC（27.7G）を 8-12 OZ (240-360 ML) の
水またはお好きな飲み物と混ぜてよく振ってお召し上がりください。

 製品番号 内容量 出荷重量 
 6645 750g 35.2 オンス 

1 回当たりの摂取量 1 日の推奨摂取量に
対する割合 (%)

カロリー 106

 脂質総量 0 g 0 %

 飽和脂肪 0 g 0 %

トランス脂肪 0 g

 コレステロール 0 mg 0 %

ナトリウム 19 mg 1 %

炭水化物総量 1 mg 1 %

食物繊維 0 g 0 %

糖類 0 g

添加された糖0gを含む 0 %

 タンパク質 20 g 40 %

ビタミン D 0mcg 0 %
カルシウム 0mg 0 %
鉄 0mg 0 %
カリウム 0mg 0 %
ビタミン C 15 mg 17 %
*1日摂取量に対する比率 (DV値, ％単位) は1回分で摂取できる
栄養素が1日の食事にどの程度貢献しているかを示します。一
般的には1日あたり2,000カロリーの食事を基準としています。
US.NF2.MOD 1B

成分データ
用量/ 43cc 大さじ2杯（27.7 g）
内容量/ 30回

アミノ酸 (g/100g タンパク質)
イソロイシン 5.7
ロイシン 10.6
リジン 9.3
メチオニン+システイン 4.3
フェニルアラニン+チロシン 6.0
スレオニン 6.8
トリプトファン 1.6
バリン 5.8
アラニン 4.9
アルギニン 2.7
アスパラギン酸 10.4
グルタミン酸 17.5
グリシン 1.8
ヒスチジン 1.8
プロリン 5.7
セリン 5.0
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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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ナチュラル ゴールド ハンド＆
ボディ バー
ライフプラスのナチュラル ゴールド ハンド＆ボデ
ィ バーは、100％ヴィーガン適合の天然成分で
作られた石けんです。うっとりするような柑橘系
の香り。お肌を清潔に保ち、潤いと栄養を与え、
しなやかで健康的な質感が一日続くよう、保湿
効果の高いシアバターとRSPO認証取得のサステ
ナブルなパーム油を使用しています。

シアバターは、ビタミンAやビタミンEなどの抗酸
化物質や脂肪酸など、お肌によい栄養をたっぷ
りと含んでいます。
  製品番号 内容量 出荷重量 
 6654 113 5 オンス 

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。

ワンダージェル
筋肉痛の緩和に役立つ、お肌に優しい消炎鎮
痛保湿ジェルです。このジェルは即効性があ
り、水溶性で浸透力も強いので、疲れた筋肉に
すり込むのに適しています。お気に入りの衣類
を着ても大丈夫です。脂質のしみを心配する必
要はありません。

  製品番号 内容量 出荷重量 
 6134 114ml 8 オンス 

パーソナル ケア

 MSMプラス　ヴァイタルケア
ローション
しなやかで柔軟な肌にMSM プラスバイタルケ
アローション (MSM Plus Vital Care Lotion) は、
アロエベラの効能と心地よいアーモンドの香り
でお肌を柔軟にする優れた製品です。
  製品番号 内容量 出荷重量 
 1021 242ml 10.4オンス 
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コロイダルシルバー
Lifeplus コロイダルシルバー (Colloidal Silver) は、最も
人気がある製品の 1 つです。ボトルのトップにスプレ
ーが付いているので、お口に直接スプレーすること
も、スプーンで飲むこともできます。   

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 
＊　 冬季は運送中にボトルの破損リスクが上がります。冬季期
間中もご購入いただけますが、ボトルが壊れましても再送
などの保障はしていません。3月中旬から10月末までにご注
文ください。

ティーツリー　ナチュラル　
フッ素抜き　歯磨き粉 
この歯みがきには、優しく安全な天然成分が使
われています。研磨作用の少ないこの歯みがき
は、強力な洗浄力で健やかな歯と歯ぐきを保ち
ます。また、虫歯を予防して、歯を白く輝かせま
す。アルコールを含まないミント風味なので、お
口はすっきりリフレッシュします。
 製品番号 内容量 出荷重量 
 6234 96g 5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。

101



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。

注文およびエイサップ（自動継続）の登録の変更方法（4つあります）
 １．　フリーダイヤル 005-3123-0026　内線3番 ：通常注文 ２．ファックス 東京 03-4496-5312
   内線4番 ：エイサップ（自動継続）の変更 大阪 06-6537-1492
  (固定電話に光電話などの契約を  24時間受付
  された場合は通じない場合があります）

 ３．公式サイト  www.lifeplus.com  　（注意：　新規アカウントを登録する場合のみ日本語をご利用頂けます。
その後、日本語はご利用頂けませんので、ローマ字（半角英数字）をご利用ください。
エイサップの管理からエイサップの登録内容を変更することが出来ます。
ただし、住所変更をする場合、正しく住所が登録されず商品のお届が出来ない場合は、
保証の対象にはなりませんので、ウエブから変更をせず必ずニュージーランドまでご連絡ください。

 ４．メール   orders-nz@lifeplus.com

※　エイサップ（自動出荷)の新規登録及び解約は書面でご連絡ください。

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。

カードの有効期限が切れた場合は新しい有効期限とカード番号をご連絡ください。

   ※  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　005-3123-0026　内線5番

  ※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）
商品の保管期間は郵便局により異なるようです。保管期間は1週間から2週間。期間が過ぎると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 005-3123-0026 　 内線5番    Eメールアドレス　service-nz@lifeplus.com  

エイサップ（自動継続）の解約のご案内
フリーダイヤル 005-2132-0026  内線1番

切れた場合は新しい有効期限とカ ド

ご利用いただけます
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 インディペンデント   アソシエイト

ITEM #7250
03/2022 © 2022 Lifeplus International

ライフプラスが正式に書面で公開している場合を除き、
製品の成分について予防、治癒、治療への有効性を
ご案内することはできません。

妊娠中もしくは妊娠を希望、授乳中の方、医師による治療中、
処方箋を服用されている方は、本品をご利用になる前に担当
医にご相談ください。

 Lifeplus International
P.O. Box 3749, Batesville, Arkansas 72503
無料電話番号　：　005-3123-0026 
内線 1番 ： エイサップ（自動継続）の解約方法 
内線 2番 ： ジニオロジーレポートにログインできない場合
内線 3番 ： 通常注文 （今すぐ商品を発送する注文）
内線 4番 ： エイサップ（自動継続）の登録（商品、クレジットカード、住所、発送日）の変更
内線 5番 ： お問い合わせ
ファックス番号 ：  東京  03 4496-5312    大阪   06 6537-1492
注文 ： orders-nz@lifeplus.com    問い合わせ ： service-nz@lifeplus.com
info.nz@lifeplus.com   www.lifeplus.com
無料電話のご案内 ：
固定電話にひかり電話などの契約をされた場合、無料電話番号をご利用いただけませんが、
携帯電話、または公衆電話からもご利用いただけます。
 lifeplus.com

Japanese US


