
元山形大学副学長で日本の最先端
医療の研究を実践していた松井
良業先生。先生が世界中、日本
中の春ウコンを調べあげ、「これ
に勝るものはない」と納得した沖
縄県産100％の無農薬春ウコン
使用。さらに海洋深層炭から作っ
た世界初の水素イオン水をプラス
した商品です。

【書籍】ガンは癌にあらず

春ウコンはショウガ科に属する熱帯性
の多年草で正式名称は「キョウオウ」。
そのままだと苦味が強く食用には
不向きですが、「精油成分」や「ミ
ネラル」が豊富に含まれており

　 漢方では健康維持成分として古くから
使われています。

原材料名：ウコン末、結晶セルロース、水素イオン水、二酸化ケイ素、ステ
アリン酸カルシウム

成分：精製水、鉱物抽出ミネラル、保存料（安息香酸Na)※JESでは書籍のお取扱いはありません。

全成分： 水、ジメチルスルホン、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、シクロヘキサン-1、4-
ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、火山岩、コンドロイチン硫酸Na、アセチルグリコサミン、
サッカロミスセレビシアエエキス、オルニチンHCL、ヒアルロン酸Na、ボタンエキス、アルテア根
エキス、フユボダイジュ花エキス、アルニカ花エキス、センキュウ根茎エキス、オトギリソウ花／葉／
茎エキス、シャクヤク花エキス、イチョウ葉エキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、ツボクサ
エキス、カンゾウ根エキス、チャ葉エキス、イタドリ根エキス、ローズマリー葉エキス、オウゴン根
エキス、流紋岩末、バニリルブチル、（アクリレーツ／アクリル酸アルキル（C10-30））クロスポリ
マー、BG、キサンタンガム、セテス-20、ステアリン酸、ステアリン酸グリセリル（SE）、セタノール、
べへニルアルコール、セスキオレイン酸ソルビタン、エチルへキシルグリセリン、カプリル酸グリセ
リル、ラベンダー油、（アクリル酸ヒドロキシエチル／アクリロイルジメチルタウリンNa）コポリマー、
ポリソルベート60、スクワラン、水酸化K、加水分解コラーゲン、メチオニン、炭酸水素Na、グリセ
リン、白金、酢酸トコフェロール、フェノキシエタノール

使用方法：気になる箇所にたっぷり（さくらんぼ大）を白いクリームが
透明になるまでしっかりじっくりマッサージしながら塗り込んでください。

※若干刺激を感じる場合もあります。使用量は加減しながらご利用ください。

使用方法：対象物に向けて20～30cm程度離
してスプレーしてください。

飲み方の目安：1日10粒を目安に、水またはぬるま湯などと一
緒にお召し上がりください。
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※掲載商品は消費税込み価格です。
※掲載商品は予告なく取扱い中止・パッケージ変更・価格変更する場合があります。

MSMとは、必須ミネラルのイオウ化合物が有機
イオウ化合物になったものです。
人体にも存在する成分で、牛乳などの食品にも
含まれています。

MSMは、グルコサミンやコンドロイチンを作り
出す手助けや、痛みを遮断する働きをサポート
します。

『浸透MSM』はMSMとアミノ酸類を浸透ナノコロ
イド化した独自成分で、より実感力がUPしました!

     ミネラルで除菌・消臭しましょ♪

まな板・レンジ周り・シンク・冷蔵庫・電子
レンジなどの除菌・消臭に

アルコール不使用・次亜塩素酸不使用の新世代除菌
スプレーです!
除菌というと次亜塩素酸が有名ですが、実はミネラ
ルも除菌効果があります! しかも除菌効果は外部
試験機関の試験済み!

ミネラルスプレーなら
赤ちゃんやペットがい
るご家庭でも安心して
お使い頂けます。

らくちんクリーム 温感マグマ「烈｣
お風呂上がりにポカポカらくちん

とばない水素イオンの 春ウコン
毎日の健康維持や生活習慣が気になる方、
最近体調が優れない方に

ミネラルスプレー
天然成分の消臭・除菌をお探しの方に

■ 無香料
■ 無着色
■ 無鉱物油
■ ノンアルコール
■ ノンパラベン

100ｇ.........100ｇ......... 4,400円4,400円

ひとまわり
大きめに

※マッサージとの相乗効果による

マッサージのプロが愛用するクリーム
ひざ気持ちいい！

カラダの全身気になる所
にいつでもどこでも

カラダの全身気になる所
にいつでもどこでも

\塗り方のポイント /
つらい箇所より一回り大きく囲い込むよ
うに塗ると効果UP!
入浴後や違和感を感じ
た時にたっぷり（さくら
んぼ大）と白いクリーム
が透明になるまでしっ
かりじっくりマッサージ
をしながら塗り込んで
ください。

毎晩・毎朝など継続利用がおすすめです♪

からだは血が流れて
います。その流れに
沿ってマッサージ
する事で『温感』と
『巡り』の相乗効果
が期待出来ます!

気になる所に塗って
マッサージするだけ！
気になる所に塗って
マッサージするだけ！

れつ

9,720円9,720円180mg×600粒.....

1,320円1,320円

200ｍL ........

除菌除菌
消臭消臭

ミネラルで除菌？

注目の『有機イオウ（皮膚を健やかに保つ）』と『天然マ
グマ医王石※皮膚を柔軟に保つ』配合浸透MSMに
なって浸透力が従来比2倍※3の実感！
※3メーカー調べ。理論値。浸透は角質層まで。

●佐川急便でお届けいたします。
・ご注文受付後、３営業日以内（土日・祝祭日・年末年始は除く）に商品を発送
いたします。（在庫切れの商品を除く）

（例）※離島は除く
・�月曜日午後２時までにご注文の場合→水曜日から木曜日（中国四国以南・北海道
以北の地域は木曜日から金曜日）に商品が到着する予定です。

4 お支払い方法

・商品到着後８日以内にお申し出ください。　・お客様のご都合による返品は、商品が未開封である場合に限らせていただき、送料はお客様ご負担でお願いいたします。

5 返品・交換

●�お買い上げ金額１万円（税込）以上は送料
無料です。

●�お買い上げ金額１万円（税込）未満は、全国
一律送料８80円（税込）となります。

・お届け先が複数で、１件あたりのお届け金額が１万円
（税込）未満の場合は、送料が必要になります。

3 お届け方法

ご利用ガイド

郵 送
〒164-0003
東京都中野区東中野3-8-13 
MSRビル7F　　株式会社 JES　通販部

お 電 話（通話料無料）

0120-998-711
土日・祝祭日を除く　午前９時半～午後6時

F A X（２４時間受付）

03-3364-7407

イ ン タ ー ネット
http://www.rakuten.co.jp/smc/
スケールメリットクラブ楽天店

1 ご注文方法 2 送料

株式会社JES　 〒164-0003　東京都中野区東中野3-8-13 MSRビル7F　フリーダイヤル：0120-998-711　FAX：03-3364-7407

21087

・�金曜日午後2時までにご注文の場合�→�翌週の月曜日から水曜日（中国
四国以南・北海道以北の地域は翌週の水曜日から木曜日）に商品が到着
する予定です。

・�上記の到着予定日は、配送が混雑する時期や天候により、遅れる場合も
ございます。また、離島宛の配達指定日は承れません。
・�午後２時以降のご注文の場合�→�翌営業日の扱いとさせていただきます
ので、ご了承ください。

お支払い回数�
・一括払い　・リボ払い　・２回払い　
・分割払い（３回から）　・ボーナス払い
　�※手数料お客様負担

●クレジットカード
・初めてのご注文から、インターネット・お電話・FAX・ご郵送いずれのご注文でも、商品
ご注文金額を問わず、ご利用いただけます。

・ご利用カードはご本人様名義に限らせていただきます。
・お支払い方法は各カード会社の会員規約に基づきます。
・ご利用の際は、カードの種類・カード番号・有効期限・お支払い方法・お支払い回数を
お知らせください。�（回数のご指定がない場合、ご一括払いとさせていただきます）

・ご利用のカードにより、お支払い回数に制限がありますのでご注意ください。
・一部商品が在庫切れなどの理由により、お届けが２回以上に分かれる場合も、お支払い
回数は、ご注文時のご指定と同様となります。

・カードの決済日は弊社処理日とさせていただきます。
ご利用いただけるカード

　VISA、MASTER、JCB、
　アメックス

●お振込み（郵便局または銀行振り込み前払い）
・前払いとなっております。　ご注文後、１０日以内にお振込みください。

三菱UFJ銀行
　東中野支店　�普通��1612398
　株式会社ジェイ�イー�エス

・恐れ入りますが、お振込み手数料はご負担願います。
・�お振込み確認後の商品発送となります。お急ぎの方は、注文内容と
振込票をご一緒にFAXください。

●代金引換
・�お支払い方法に特に記載がない場合は、代金引換にて発送させて
いただきます。
・商品ご注文金額１万円（税込）以上は代引手数料無料です。

ゆうちょ銀行
　記号10190　62105191　
　株式会社ジェイ�イー�エス

不幸な人生を歩む人は、不幸の種を見つける天才です。
幸せな人生を歩む人は、幸せの種を見つける天才です。

はじめに 幸せになるラブレター
PartⅠ 全ての希望を叶える心の秘訣
PartⅡ 人との関わり方と苦楽の数
PartⅢ 幸か不幸かを選ぶ人生の阿弥陀久慈
PartⅣ 見えないチカラを味方にする
PartⅤ 誰も教えなかった究極の成功法則
PartⅥ 仕事がおもいどおりにうまくいくコツ
PartⅦ 希望という名のバトンを未来に
おわりに 私の人生にもっとも影響を与えた『大切な人』

主な内容

JES代表 本井秀定著

幸せの種 不幸の種
月刊誌「アネモネ」別冊

生命の根源をさぐる旅 〜光と水と鉱物が織りなす奇跡〜

出版社：コスモ21
出版社：ビオ・マガジン

JES 代表 本井秀定が待望の書籍を発売！
「何度も読み返してます」「涙が出ました」と喜びの声

が続々！『発展のためのアドバイス』のエッセンスを
凝縮した内容です。

過去10年にわたり月刊誌「アネモネ」に掲載さ
れた JES 本井社長の記事が、ギュッとまとまっ
た別冊が刊行されました。
どこを読んでも、社長の様々なエピソードや想
いがぎっしり詰まっています。さらに驚きのミ
ネラル情報や、人生をよりよく生きるためのヒ
ントも満載。

１冊まるごと本井社長特集!

224ページ   1,540円 A4版 52ページ   880円

内容
●人生を変えた小さな命との出会い　2012年2月号
●汚染から健康を守る暮らし方の知恵　2011年8月号
●霊的体験が導いたミネラルとの出会い　2013年7月号
●最高に。幸せに。人生を歩むヒントをお教えします（前編）　2019年2月号
●最高に。幸せに。人生を歩むヒントをお教えします（後編）　2019年3月号
●「光と水とミネラル」が織りなす宇宙の調和　2019年6月号
●ガイアのエッセンスから生まれた奇跡の水（連載1）　2020年5月号
●生体ミネラル水を体に取り入れて5次元の世界へ（連載2）　2020年7月号
●ミネラルを摂ってワンネスの時代への移行（連載3）　2020年9月号
●「ミネラル水」から愛と喜びの世界を拡大する（連載4）　2020年11月号
●人類の意識を覚醒させる水の儀式in�エジプト（前編）　2013年11月号
●人類の意識を覚醒させる水の儀式in�エジプト（後編）　2013年12月号

0120-998-711商品のご注文
お 問 合 せ は



外食先で

外食先でのミネラル補給にも便利
です。ぱぱっとかけて気持ちよく
食べればお喋りも弾みます♪

旅 行 に

手のひらサイズなので旅行カバン
に入れても邪魔になりません♪
旅先でも簡単にミネラル補給！

料理前に

『ぱぱっとミネラル希釈水』に野
菜や果物を浸して汚れ取り。
お肉も焼く前にぱぱっとひと振り
すればワンランク上のお肉に♪

野菜が苦手、外食・出張が多い方に

ぱぱっとミネラル
どこでも持ち歩いてぱぱっとミネラル補給！

料理前の下ごしらえに使えば素材の旨みも引き出します！

あれこれ悩まなくても「希望の命水」がしっかり1日サポート!
飲むだけではなく、お料理に入れたりスプレーするのもお勧めです。

●全てのお料理に垂らす ●顔や肌にスプレー ●ペットの毛にスプレー

味噌汁や煮物、お惣菜など全ての
料理に入れてください。焼酎や
ワインなどお酒に入れると更に
美味しく! ミネラル補給も!

乾燥が気になった時や湯上がり
などにスプレー。
※ 濃さはお好みに合わせてく

ださい。

ワンちゃん、ネコちゃんなどの
毛にスプレー ! 飲み水にスプ
レーしてミネラル補給も。

ジュース感覚で美味しく♪

美味しい！お勧めレシピ（コップ約1杯分）

「子供が野菜嫌いで困る」という悩みに、
フレーバードロップス（P19 掲載）を数
滴垂らすだけで「希望の命水」が美味し
いドリンクに早変わり！好評です！

300mL詰替え用

300mL   8,800円
300mL詰替え用   7,480円

使用方法
顔に泡をのせてしばらく置きます。
その後は水か、ぬるま湯で優しく
洗い流してください。
※泡を揉み込んだり、こすったりす
る必要はありません。　

起泡剤不使用 ! ポンプから出てくるフワ
フワの泡で優しくクレンジング !
泡立てる必要がないので忙しい方や面倒
くさがりさんに大人気です。
主成分の松エキス※の力で汚れを優しく
取り除くけど潤いは残るのが嬉しいポ
イントです。
※ 表示名はトール酸K、トール酸、トール油

ご購入者様より：
汗を取るために、今までは
市 販 の 汗 取 り シ ー ト を
使っていました。試しに
松クレンジングをティッ
シュに取ってワキを拭い
みたら臭いがすっきりし
ました！

性別・年齢に関係なく使える美容石鹸をお探しの方に

 ミネランス 固形石鹸
洗顔にも身体にも使える美容石鹸です。

嫌な体臭と肌トラブルにもアプローチ！

200mL   4,400円
使用方法
洗顔後、髭剃り後などに、手またはコットンに適量をとり、お肌に
なじませてください。

天然由来成分にこだわる方に

 ミネランス ローション

90g   2,200円

ミネランス クレンジング

ミネランス ローション

ミネランス 固形石鹸

天然由来成分の洗顔料をお探しの方に

ミネランス クレンジング（泡タイプ）
人気
repeat

※ 専用容器が必要です。

肌トラブルの引き金となる香料や合成界面活性剤
をカットし、デリケートな肌や男性のひげ剃り後の
ケアにも使いやすい化粧水です。

使用方法
よく泡立ててお使いください。

全成分：石けん素地、水、グリセリン、セイヨウアカマツ球果エキス、岩石抽出物、赤鉄鉱抽出物

人気
repeat

 

JES公式動画チャンネルのご案内

『めいすいチャンネル』では
ミネラルをはじめ、様々な旬
の情報をJESスタッフが対談
形式で分かりやすくお伝え
しています。
JES総合カタログに掲載さ
れている商品の説明もして
います！

P6 『菊芋元気』

P6 『乳酸ジンジャー』 P6 『乳酸ジンジャー』 P16 『旨鹿カレー』

P3 『ミネランス クレンジング』 P3 『ミネランス ローション』 P4 『ミネランス シャンプー』 P5 『ミネラル 鉱泉浴』

P15 『からだニコニコ飴』 P16 『旨鹿カレー』
P16『だし＆栄養スープ』
P17『大久保醸造 味噌』

めいすいチャンネルで活躍中の中村のお料理
チャンネルです。JES総合カタログ掲載の人気
調味料を使用して調理をしています。

スマホは簡単
こちらから↑

スマホは簡単
こちらから↑

ム ー ズ キ ッ チ ン

【糖が気になる方へ】注目の
成分イヌリンでスッキリ！...
　

生姜シロップを使った体
ポカポカ鶏の生姜焼き
　

ジンジャーシロップを使った
鮭とキノコの生姜照り焼き...
　

【リニューアル】旨鹿カレー
を使った、 薬膳カレー炒飯
　

【舐めるサプリ】
からだニコニコ�
　

鹿肉が入った無添加ジビエカレー
「旨鹿カレー」のご紹介
　

オススメ人気調味料の紹介！
だし＆栄養スープと味�...

ダブル洗顔不要！ やさしい泡の
ミネランスクレンジング...

ミネラルが入った無添加化粧水
ミネランスローションの...

【ノンシリコンシャンプー】
ミネランスシャンプーのご...

ミネラル鉱泉浴のご紹介
【アレンジ編】

手のひらサイズで持ち運び
にも便利!
料理に使って素材の旨味
を引き出すのはもちろん、
外出先でも手軽にミネラ
ル補給

使用方法
サラダや味噌汁など、料理に気軽にふりかけてください。
原材料：水、黒雲母花こう斑岩

注意：『希望の命水』の濃いタイプですので、直接口に入れて飲まないでください。飲用する場合は、50倍以上の水
で薄めてお飲みください。（吸収力は『希望の命水』の方が優れています）

100mL×2本   6,480円

希望の命水   30mL
水   150mL
フレーバードロップス
   約5滴

•マンダリン
•レモンライム
•ピーチ

•ストロべリーキウイ
•パイナップル
※詳細はP19

フレーバードロップス
（味は5種類ご用意があります♪）

『希望の命水』は現代人の健康維持に必要不可欠な36種類
以上のミネラルが、バランス良く含まれています。
ぱぱっとミネラルは料理に使用したり、外出時のミネラル
補給に便利です。

※JES顧問医師、沼田医師による飲み方の相談制度あり。
（通信にての相談：1,900円/1回）詳細はJESにご連絡ください。

100mL   648円
500mL   3,240円
１L   6,480円
２L   10,800円

飲み方の目安
1日の飲料目安は30mL以上が目安です。
※理想は体重と同等mL以上。水で5倍程度に希釈してお飲みください。
原材料：水、黒雲母花こう斑岩

注意：JES顧問相談医師、沼田光生ドクターによる飲み方の相談制度あり（通信にての相談/1,900円）

※詳細はJESにご連絡ください。

全成分：水、グリセリン、ＢＧ、岩石抽出物、プラセンタエキス（ブタ）、トール酸Ｋ、トール酸、トール油、ローズ
マリー葉エキス、セージ葉エキス、キュウリエキス、レモングラス油、コメヌカ油、エタノール、ペンチレングリ
コール、フェノキシエタノール

全成分：水、トール酸K、トール酸、トール油、岩石抽出物、コメヌカ油、EDTA、ラベンダー油
注意：詰替え用は専用のミネランスクレンジング容器をお使いください。
衛生上1年に1度は新しい容器に替えてください。

希望の命水（めいすい）

気軽に相談できる「心の通う医療機関」を
目指しています。
東洋医学と西洋医学を融合し、精神・血流・
栄養の各視点から患者様一人ひとりに応
じた最善の治療を提供し、健康維持、病気

の予防、慢性疾患の原因
治療を行っています。
自己治癒力を最大限発揮し
「自分の健康は自分で守る」
が治療の原則。
希望の命水は健康維持に
お薦めできる商品です。

ミネランスシリーズは地球と人に優しい商品作り
を目指した、生体ミネラル『希望の命水』入りの
商品です。

自分の健康は自分で守る

現役の医師も活用しています!

重要なのはバランス。
イオン化された36種類以上
のミネラル黄金バランスで
健康に。
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0120-998-711商品のご注文
お問合せは



頭皮に優しいシャンプーをお探しの方に

ミネランス リラックスシャンプー 注目

洗い上がりすっきりがお好みの方に

 ミネランス シャンプー
人気
repeat

裂毛、切れ毛、枝毛予防に

ミネランス コンディショナー 注目

人気
repeat

お肌と環境に優しい洗剤を考える方に

 ミネランス 粉せっけん

1kg   2,387円（容器・計量スプーン付き）

1kg詰替用   1,980円

使用方法の一例

自宅で温泉気分を味わいたい方に

ミネラル鉱泉浴（こうせんよく）
注目

100mL   880円
400mL   4,400円
1L   8,800円

400mL 100mL

家庭菜園にミネラル使用をお考えの方に

ミネチット（有機 JAS規格別表１適合資材）

100mL   550円
1L   3,520円
10L   29,700円

さっぱりなのにしっかり保湿が嬉しいゲル
タイプのクリームです。
香料・合成界面活性剤・パラベン無添加なので
お子様や男性にもお勧めです。

20mL

500g 詰替用

使用方法
適量を手に取り乾燥が気になる部分に塗ってください。

使用方法
良く振ってからお使いください。日焼け止め効果を保つために、
こまめに塗り直してください。化粧石鹸やクレンジングなどで
簡単に落とすことが出来ます。

使用方法
お風呂のお湯（200L)に10mL～30mLを入れ、よく撹拌してください。
お好みで投入量は加減してください。

使用方法
2000～4000倍に薄めてご使用ください。
※�その他有機肥料（土作り堆肥）もございます。商品名：菌体資材
注意：�濃すぎると枯れる場合があります。

※症状がある場合や肌が敏感な部分は避けてください。

※香料はサーキュエッセンスを使用しています。

携帯に便利！
お試し用と
しても♪

お試し
にも♪

ミネランス ゲルクリーム

ラベンダー精油の香りが爽やかなノンシリコンシャンプー
です。松エキス配合なので嫌な匂いの抑制も!
泡立ちも良くさっぱり洗い上がるのが人気です。

頭皮に優しいノンシリコン処方です。巡りを良くする天然
成分をプラス配合しました。
リラックスシャンプーだけではなく、ミネランスシャンプー
との相性も抜群です。

お洗濯もお皿洗いもお掃除もこれ1つで。
使用量はほんの少しで済むから経済的です。

光合成を促進し収穫量も大幅アップ！
まったく新しいタイプの濃縮植物活性液

ミネランス
　シャンプー

ミネランス UVクリーム
SPF25 PA＋＋

ミネランスリラックスシャンプー

ミネランス コンディショナー

150g 500g

使用感が良く、お肌に優しいUVクリームです。
メイクオフの日はもちろん化粧下地にも。

紫外線を防ぐだけではなく、
紫外線による肌へのダメー
ジを保護して潤いを保つ8
種類の植物由来成分をプラ
ス配合しました。
顔だけではなく、首や手な
どにもお使いください。

1日の終わりに『ほっと』リラックス

ミネラル鉱泉浴』は希望
の命水と同じ黒雲母花こ
う岩を原料として作られ
た36種類以上の微量ミネ
ラル含有のお風呂専用天
然ミネラル溶液です。
使 用 量 は 一 般 的 な 浴 槽

（約200L) の場合、わずか10mL 〜30mL と経済的。
気分によってお好みの濃さで楽しむ事ができます。
例えば疲れたときなどは、普段より濃い目にするの
もお勧めです。

経皮吸収について考える
『経皮吸収』という言葉があるように、人は皮膚から

も極微量な物質を吸収します。
例えば腕の内側を1とした場合、頭3.5倍、脇の下で
3.6倍、背中で17倍、性器で42倍にもなるそうです。
特に湯船に浸かるお風呂ではお湯に含まれる極微
量な成分が皮膚から吸収される可能性もあります。

『ミネラル鉱泉浴』には香料・着色料は使用して
いません。小さなお子様から大人まで安心して
お使い頂ける事を考えて開発した商品です。

お忙しい方には足湯も便利! お勧めです
忙しくてお湯に浸かれない方には足湯も便利
です。足湯は足首にある冷え・むくみ・疲労のツボ
を刺激し活性化して不調和の緩和に役立つと
言われています。
他にも足の血流循環の改善は、内蔵機能にも良い
影響が。

■足湯の方法
洗面器などに、くるぶし
が浸かる位のお湯（40℃
程度）を用意し、『ミネラル
鉱泉浴』5mL を入れて
良くかき混ぜます。
約5分〜10分浸かります。

紫外線を長年浴びる事で起こる衰え『光老化』
現象を考える。

日焼けはお肌のハリの低下
はもちろん、シミやシワ等
のお肌のトラブルの要因と
なります。
これは日光の紫外線（UVA）
が 原 因 で 起 こ る も の で、
加齢による老化現象とは
別に「光老化」と呼ばれています。
つまり光老化は年齢とは関係なく発生します。
日焼けは室外で日光を浴びた時に起こる、そんな
イメージがありますが、UVA は雲や窓ガラス、
カーテン等は平気ですり抜けます。
つまり曇り空はもちろん、室内でも窓ガラスの

近くにいると UVA の影響
を避けることができません。
もちろん日光ほどの影響を
受ける事はありませんが、
室内でも光老化とは無関係
ではいられないようです。

『紫外線吸収剤』不使用。植物由来成分で
作ったお肌に優しいUVクリームです。日々
の紫外線対策で若々しい気分でお過ごしく
ださい。

キャップ1杯（30mL) 入れるだけで家に居
ながら温泉気分！
冬場はぽっかぽか♪夏場はサラサラ汗♪
香料・着色料無添加！
お湯そのものをお楽しみください

希望の命水入り！伸びが良く使いやすい
テクスチャーなので毎日お使い頂けます。

ミネランス UV クリーム

1kg詰替用成分：純石けん分70％　他の界面活性剤含まず、炭酸塩　液性／弱アルカリ性

ドラム式洗濯機の場合は粉せっけ
んをよく溶かしてからすぐにご使用
ください。柔軟剤は不要です。肌触
りの良い仕上がりで、おむつ等の臭
いも消えます。運動靴等の泥汚れ
も浸け置きで良く落ちます。

いろいろな汚れに。静電気の発生
も抑えられ、防虫効果や化学物質
の軽減も期待できます。さらに約2
倍に薄めれば網戸や拭き掃除もお
使いいただけます。

洗剤をぬるま湯に溶かして容器に
作り置きして使用します。発泡剤は
入っていませんので泡立ちはあり
ません。
しつこい汚れには粉せっけんを直
接振りかけて使用すると落ちます。
レンジ周りにも。

洗濯6kgに2g
(小さじ1杯)

10Lの水に1g
(小さじ半分)

100mLの水に6g
(小さじ3杯)

洗濯用

掃除用

台所用

使用方法
粉のままでお使い頂くか、水、ぬるま湯
に溶いて使用します。

※ご注意
使用量は目安です。各ご家庭で濃度
は調整してください。
洗剤の入れ過ぎは、変色や匂いの原因
となることがありますのでご注意くだ
さい。

100mL 1L

に

ミネチットの凄さとは？

『ミネチット』は一般
的なミネラル液肥
とは異なります。
豊富なミネラルが
完全にイオン化さ
れている為、土作り・
葉面散布により作
物の茎根、葉面から
1〜2日という速さ
で吸収され、葉緑素
の 生 成、光 合 成（糖
の合成）を高めます!

リラックスシャンプーとコンディショナーに配合
の香り成分『サーキュエッセンス』とは？

『サーキュエッセン』東洋の香木や西洋のアロマ179種類を
贅沢にブレンドした特別な香りです。
国際ストレス学会・国際スポーツ心理学会 ” で大きな反響を
呼んだ特別な香りで、ストレスを癒やし、脳を活性化するこ
とが期待されて
お り、代 替 医 療
や学業の現場で
も活用されてい
ます。
シ ャ ン プ ー タ
イ ム に 香 り を
深 く 嗅 い で 更
にリラックスし
てください♪

20g

ミネランス 粉せっけん

8種類の植物由来成分

1L

ミネチット

人気
repeat 注目人気商品 秋.冬お勧め

全成分：水、グリセリン、BG、アボカド油、岩石抽出物、
ホホバ種子油、トコフェロール、水溶性コラーゲン、ア
ルギニン、クエン酸、クエン酸 Na、ダイズ油、アラント
イン、グリチルリチン酸2K、アロエベラ葉エキス、ヒア
ルロン酸Na、ベタイン、PCA-Na、ソルビトール、セリン、
グリシン、グルタミン酸、水酸化 Na、 アラニン、リシン、
トレオニン、プロリン、カルボマー、酸化銀、エタノール

特に乾燥が気になる季節にはたっぷり
塗るのがお勧めです。

スキンケアは1本でシンプルに済ませたい方に

ミネランス ゲルクリーム

顔に

ひじに
ひざに

かかとに

手に

20mL   500円
200mL   4,620円

使用方法
500円硬貨大のシャンプーを手に取り泡立てます。
頭皮をマッサージしながら洗い、その後はよくすすいでください。

国際ストレス学会・国際スポーツ心理学会で大
きな反響を呼んだ香り成分『サーキュエッセンス』
配合。
その日の気分や体調で感じる香りが変わる不思
議なシャンプーです。
アミノ酸系の洗い上がりマイルドタイプです。

「頭皮に優しい洗い上がりマイルドタイプの ”
シャンプーが欲しい」というお声を頂き、『本当
に良いアミノ酸系のシャンプーを作ろう』とシャ
ンプー探しが始まりました。
そこで何件かのシャンプー比較
サイトの上位を取寄せて使って
みました。
しかしネット上での評価は高い
けれど実際使ってみると正直
どれもいまいち。

「・・・。一体どうしたらいいのか」

と悩んでいる時にあるシャンプーと出会いま
した。

メーカーさんに連絡して聞いてみると、
「香りはサーキュエッセンスと言って

179種類の香り成分をブレンドしている
んです。
実際に香りが脳に与えるリラックスを
研究していて良い結果もあるんですよ。」
と教えてくださいました。

「私の勝手なイメージなのですが、アミノ酸系
のシャンプーって泡立ち悪くて髪がべったり
する印象があったんですが泡立ちもいいんで

すね！」
と実際に使った感想をお伝えすると、
実は他のシャンプーメーカーから「同じようなの
作れますからうちで作ってください」と営業連絡
が来るので試しで作らせてみるんです。でも、

「すみません。何回やっても作れませんでした」
そう言って結局逃げていってしまいます（苦笑）

処方の大変さを知っている担当者 N は、それを聞
いた時、

「結局は全て処方の腕なんだなぁ。職人技なんだ
なぁ」と改めて深く納得したのでした。

そんな職人技のシャンプーだと知り、
「是非うちのシャンプーお願いしたいです！希望

の命水を入れて作ってください！」と力強くお願い
しました。

3日使ったら分かるやみつきシャンプー
私は仕事と育児に忙しく、家ではイライラしがち
だったようです。
リラックスシャンプー
を使うようになってから

「ママ最近イライラしな
くなったね」と子供に
言われるようになりま
した（苦笑）

使用方法
シャンプー後、水気を良く切ってコンディショナーを手に取り毛先から良く馴
染ませ、余ったコンディショナーを頭髪につけてしばらく置きます。その後はしっ
かり洗い流してください。

全成分：水、べヘニルアルコール、グリセリン、ステアリン酸グリセリル、ステアルトリモニウムクロリド、ホホ
バ種子油、岩石抽出物、ローズマリー葉エキス、イソプロパノール、ジアルキル（C12−18）ジモニウムクロリド、
グリセリン脂肪酸エステル、ペンチレングリコール、ヒアルロン酸Na、ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトス
テリル／オクチルドデシル）、センブリエキス、オタネニンジン根エキス、イチョウ葉エキス、タイソウエキス、
カミツレ花エキス、水溶性コラーゲン、ボタンエキス、ザクロ果実エキス、BG、香料

洗 顔 後 の 顔 や 首、
乾燥が気になる部分
に塗ってください。

お子様のお肌ケア
にもお勧めです♪
香料無添加なので
嫌がりません。
乾燥時期にはお腹
や背中にも。

使用方法
髪をぬらしてから適量を手に取り、やさしく泡立ててから洗います。
その後はよくすすいでください。
全成分：水、オレフィン（C14-16）、スルホン酸Na、BG、コカミドプロピルベタイン、ラウラミドDEA、クオタニウム-33、DPG、コ
コイル加水分解コラーゲンK、岩石抽出物、トール油、トール酸、トール酸K、ラウリルグルコシド、カプリロイルグリシン、ポリク
オタニウム-10、エチドロン酸、ラベンダー油、フェノキシエタノール、カプリン酸グリセリル、ラウリン酸ポリグリセリル-2、ラウ
リン酸ポリグリセリル-10

500mL   4,400円

30mL   3,520円150g   3,300円
500g（専用容器付き）

   8,800円
500g詰替用
   7,480円

（※専用容器が必要です。）

20g   500円

全成分：水、コカミドプロピルベタイン、ココイルグルタミン酸 Na、ラウラミドプロピ
ルベタイン、ココイルグリシンK、ココイルメチルタウリンNa、岩石抽出物、センブリエ
キス、ローズマリー葉エキス、オタネニンジン根エキス、イチョウ葉エキス、タイソウエ
キス、カミツレ花エキス、水溶性コラーゲン、ホホバ種子油、ボタンエキス、ザクロ果実
エキス、塩化 Na、BG、香料

サーキュエッセンスの香りの一部

沈香 ゼラニウム

丁字 ラベンダー 金木犀イランイラン

ベルガモット サンダルウッド

ぶどう種子
ヨーロッパ
キイチゴ種子 ユズ果実 月見草

（メマツヨイグサ）

アロエベラ葉 モリンガ
（ワサビノキ）

ソメイヨシノ葉
ニーム

（メリアアザジラクタ）

全成分： 水、ホホバ種子油、ブドウ種子油、エタノール、酸化チタン、タルク、ステアリン酸
ポリグリセリル－１０、ＢＧ、酸化亜鉛、ステアリン酸、ステアリン酸グリセリル、水酸化ＡＩ、
マイカ、岩石抽出物、シリカ、ヨーロッパキイチゴ種子油、アルガニアスピノサ核油、シア脂、
ワサビノキ種子油、トコフェロール、ソメイヨシノ葉エキス、メリアアザジラクタ葉エキス、
メマツヨイグサ種子エキス、アロエベラ葉エキス、キイチゴエキス、ユズ果実エキス、ポリ
リシノレイン酸ポリグリセリル－６、フェノキシエタノール、香料※酸化チタン・酸化亜鉛
はコーティング済み

※植物由来成分特有の基剤集臭がある為、香料としてフローラルブーケを使用してい
ます。

全成分：水、岩石抽出物

注意：他の入浴剤との併用は避けてください。トラブル肌の方は少量（5mL程度）からお試しください。24
時間風呂及びホーロー、人工大理石は浴槽や素材を痛める恐れがありますのでご使用頂けません。

含有ミネラル：カルシウム、ナトリウム、マンガン、硫黄等36種類以上の微量元素（有害な重金属は一切検
出不可域）

『担当者Nのリラックスシャンプー
誕生までの道のり』

角質層

表皮

真皮

300mL   4,620円
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エネルギーの燃焼、体温維持に

M
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&C2000

希望の命水
入り！

冷えのサポートに

乳 酸ジンジャー 注目

人気
repeat 注目人気商品 秋.冬お勧め

健康に必須の「ヘム鉄」が
１カプセル20ｍｇも含有。
一般的なヘム鉄サプリの
倍以上の含有量です

ドイツの厳しい目で選ば
れ続ける鉄分補給ドリン
ク 保 存 料・着 色 料・ア ル
コールは一切含みません

425mg×120カプセル   
8,100円

500mL   5,400円
計量カップ付き

飲み方の目安
1日2〜3カプセルを目安に、水またはぬるま湯とともにお召し上が
りください。

原材料：乾燥ローヤルゼリー、ビール酵母、ヘム鉄、ザクロエキス、ブルラン、硫酸マグネシウム、
ビタミンC、ビタミンB6 、ヒアルロン酸、ビタミンB12、 葉酸

飲み方の目安
1日10mLを目安に1～2回に分けてお飲みください。

ハーブエキス（ニンジン、ネトル、ホウレンソウ、シバムギ、フェンネル、ケルプ、ハイビスカス）、濃
縮果汁（洋梨、ブドウ、クロスグリ、オレンジ、ブラックベリー、サクランボ、赤カブ、イナゴマメ、
レモン、りんご）、イースト、ハチミツ、ローズヒップエキス、小麦胚芽エキス／乳酸鉄、ビタミンC、
香料（オレンジ由来）、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12 
注意：1歳未満は、ハチミツが少量入っているため、おすすめできません。

ビタミンＢ群は、糖質・脂
質・タンパク質等の代謝に
欠かせない栄養素。またビ
タミンＣはコラーゲンの
生成や風邪等からの健康
維持にも役立ちます。

3ｇ×60包   9,936円

飲み方の目安
1日１～２包を目安に水またはぬるま湯とともにお召し上がりください。

原材料：ビタミンＣ、香料、ビタミンＢ１、ビタミンＢ２、ビタミンＢ６、パントテン酸Ｃａ、ナイアシン、
甘味料（ステビア）、ビタミンＰ、葉酸、ビオチン、ビタミンＢ１２、還元麦芽糖、ローズヒップ粉末、
酵母リポ核酸、さけ白子抽出物、羅漢果エキス、亜鉛含有酵母

体内組織に必要な９種類
の必須アミノ酸を高配合
しました。還元麦芽糖でア
ミノ酸特有の苦みを抑え
ているので美味しく摂取
できます！

３ｇ×60包   12,528円

飲み方の目安
1日１～２包を目安に水またはぬるま湯とともにお召し上がりください。

原材料：L－ロイシン、L－バリン、L－リジン塩酸塩、L－スレオニン、L－イソロイシン、Ｌ－ヒスチ
ジン、Ｌ－フェニルアラニン、L－メチオニン、クエン酸、香料、Ｌ－トリプトファン、甘味料（ステビア)、
還元麦芽糖、羅漢果エキス

お肌、筋肉、腸内環境に

MEGA Amino９（メガ アミノ ナイン）

古代より栄養が豊富だと
される食用ミミズ。特許Ｈ
ＬＰ法によりクリーンか
つ吸収性が向上しました。
京都大学による健康維持
も確認されています！

300mg×90カプセル   
12,960円

希望の命水入りの

J E S こ だ わ り

健 康 食 品 で す 。

J E S が お 勧 め

す る 健 康 食 品 を

集 め ま し た 。

飲み方の目安
1日3～4カプセルを水またはぬるま湯でお召し上がりください。

原材料：ミミズ乾燥粉末（ミミズ蛋白質、微結晶セルロース）、でん粉、乳糖、マルトース、ハトムギ末、
桑の葉抽出物、オリーブ葉抽出物末（オリーブ葉抽出物、デキストリン）、マルトデキストリン、有
胞子性乳酸菌、HPMC、ステアリン酸カルシウム

サラサラな流れを求める方に

アートテンコンフォートマックス

美容と栄養補給に！

プラセンタ フードタイプ

クラクラしがちな方。月のリズムをスムーズに

フローラディクス
冷えが気になる方に。活力に。

セル・バランス

注目

糖が気になる方に

菊芋元気（きくいもげんき）

飲み方の目安
特別な定めはありませんが、食事の補助として１日１～２包を目安に
お召し上がりください。
冷蔵庫などで冷やしていただいても美味しくお飲み頂けます。
食事の前の方がお召し上がりやすいです。

原材料：菊芋粉末、ミネラル水（希望の命水）、りんご果汁、レモン果汁、うめ果汁、ラカンカ、クエン酸

25mL×30包
   8,100円

果汁入りで
飲みやすい！

希望の命水
入り！

あたため成分 『ジンゲロール』『ショウガ
オール』の2つを贅沢に配合しました。
更に5000億個の乳酸菌、希望の命水ま
でも入った今までに無かった常識やぶ
りの贅沢シロップです。
甘くてピリッと辛い乳酸ジンジャーは、
飲むだけではなく料理も使えてとって
も便利です。

飲み方の目安
1日10mL～30mLを目安にお召し上がりください。
豆乳や牛乳と割って飲んだり、お料理にも活用頂けます。

原材料：水溶性食物繊維（国内製造）、黒蜜糖、粗製糖、生姜しぼり汁、フルボ酸エキス、生姜粉末、柚子
果汁、植物性乳酸菌 300mL   4,320円

飲み方の目安
1回1カプセル、1日1〜2カプセルを目安に、多めの水またはぬるま湯
とともにお召し上がりください。

原材料：デキストリン（国内製造）、乳酸菌発酵エキス（黒糖培地・乳酸菌）、梅エキス、伊那赤松妙炭、
海洋深層水／HPMC

270mg×60粒   6,480円

肌荒れ・ウイルス・認知力など体の不調が気になる方の
多くは腸内フローラが乱れていると言われています。
免疫力の60〜70％は腸内に由来する事もあり、腸内フ
ローラは非常に大切です。

このような事から食物繊維や乳酸菌、ヨーグルト等の
発酵食品が人気となっています。

ところが既に腸内フローラが乱れている場合、これら
を摂ると悪玉菌のエサとなり、却って悪化してしまう場
合があります。

ウィルアタックに含有される還元発酵乳酸菌そして赤
松妙炭は、例え腸内フローラが乱れた状態であっても
悪玉菌のエサにはなりません。逆に理想的なバランス
を保つべく働き、健康を維持する力強い味方となります。

こんな時だから腸内フローラを整えて健やかに。

ウィルアタック
健康のため乳酸菌も食物繊
維も摂っている、だけど体
調やお肌の調子がいま一歩。

「腸内フローラが良くない？」
そんなときにおすすめの商
品がウィルアタック。
新開発の還元発酵乳酸菌と
伊那赤松妙炭の最高の組み
合わせが
腸内フローラを整え健康を
維持します。

戦う『還元発酵乳酸菌』と『炭』のパワー

健康な方
にもお勧め
です

低温殺菌製法で栄養が凝縮された
生プラセンタの豊富な栄養成分を
効果的に商品化。
美しさをサポートする栄養です。

プラセンタとはラテン語の
「胎盤」が語源です。

胎盤にはあらゆる生命維持
因子やアミノ酸、酵素をはじ
め多くの栄養素が含まれて
います。
歴史上ではクレオパトラや楊
貴妃などが美しさを求めて活
用していたと言われています。

不純物や化学薬品、ホルモン、酸化剤、添加剤、保存料は
一切不使用です。
一般的なプラセンタエキスだけの抽出とは違い、プラ
センタそのものを凝縮する特別な技術を使用しています。
安全を一番に考え、副腎皮質ホルモンは除去しています。

従来の抽出法では高熱殺菌をするため酵素などの栄養成分が変
性してしまい十分にプラセンタの働きを再
現するのは難しかったのです。
しかしこのプラセンタは特殊な製法を
使い栄養素を無駄なく最大限に引き出す
事が出来ました。

このプラセンタの原料はヒトと似ていると言われている豚のプ
ラセンタを使用。国際衛生基準管理で飼育されている安全品質
保証の豚胎盤・臍帯を使用しています。

飲み方の目安
1日1～6カプセルを目安にお召し上がりください。
注意：�開封後は冷蔵庫にて保存し、30日以内にお飲みください。賞味期限内でお飲みください。

原材料：豚胎盤、豚子宮、豚臍帯　※カプセル（豚ゼラチン）

約200mg×30カプセル
   7,344円
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健 康 意 識 が 高 い ド イ ツ
サルス社の液体ビタミン。
原材料は EU 及びドイツ
の オ ー ガ ニ ッ ク 規 格 を
クリア。もちろん化学物質
等は一切不使用です。

250mL   4,860円
計量カップ付き

飲み方の目安
1日10mLを目安にお飲みください。

原材料：ハーブエキス(ミルクシスル、コーラシード、ケルプ、小麦胚芽、エキナセア)、濃縮果汁(オ
レンジ、イナゴマメ、グァバ、パッションフルーツ、アンズ、レモン、りんご)、フルクトースシロップ、
イースト／ビタミンC、増粘剤(グァーガム、キサンタンガム)、ナイアシン、香料、ビタミンE、ビ
タミンB6、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンD、ビタミンA　

果汁入りなのでほんのり甘く飲みやすいから
続けやすい！
更に「希望の命水」入りです！
様々な健康雑誌に取り上げられている糖特
集を注目している方にお勧めです。

Point!
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てしまう方

糖
が
気に

なる方
に

名は芋だけど、
『芋』じゃない
　　　　　　んです。

菊芋は、こんなに
低カロリー

菊芋は根の間につるを伸ばし、塊を作る
キク科の植物です。
主成分はイヌリンで、澱粉を主体とする
イモ科ではないのでとても低カロリー
なんです。

今大注目の水溶性食物繊維です。
イヌリンは、胃や腸で消化吸収されず、ゲル化して
胃の下部や小腸の面を覆い、余分な栄養素の吸収
を妨げます。
イヌリンは糖の一種ですが、体内に吸収される事は
ほとんどなく、菊芋に含まれているイヌラーゼという
酵素によって腸内で初めて分解され、フラクトオリゴ糖
になります。
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ぽか
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冬
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生姜のぽかぽか成分とは

秋になると咳の風邪が増えます。
｢毎年秋になると咳き込みがちだな」と思い当たる方
が多いのではないでしょうか?
これは空気が乾燥して肺に負担がかかる為
です。
なぜ空気が乾燥すると肺に負担がかかるの
でしょうか？
肺は酸素を取り込んで二酸化炭素を吐き出すイメージ

が強いと思いますが、実は『二酸化炭素を
吐く』という排出の力も重要な働きです。

目には見えていないのですが、二酸化炭素
と一緒に不要な物を外に出していて、これで体の
バランスが保たれています。

「陰陽栄養学」から見た秋の過ごし方
の注意点と「生姜」の働きとは？

そして息を吐くという事は水蒸気を吐き出していく
ので排出には水分の力が必要です。
この事から分かるように、空気が乾燥して体の水分量
が減っていくと体から出す水の量が減ってしまうので、
不要な物を排出する量も必然的に減ってしまうのです。
もう1つ排出する臓器で代表的なのが第二の脳と言わ
れる「腸」です。
肺の力が弱り排出の力が弱ると、便を排出
する大腸の力も落ちます。
理由は呼吸と一緒で空気の乾燥により体
の水分量が減って腸の動きが鈍り排出し
にくくなります。
つまり秋は空気の乾燥から「肺」や「腸」に負担がかかり
体の排出機能が弱る時期なのです。
そこでどんな対策をすればいいのか？

まず基本としてやって頂きたいのが、乾
燥防止の『適度な』水分補給です。『適度』
がとても重要で、必要な水分であっても
摂りすぎると腎臓の負担になってしまい
ますので注意してください。
次に大切なのは腸内環境を整える事です。

腸内環境を整えるには体の血流を良くすることや
食物繊維の補給が大切です。
そこで食物繊維が豊富で体の循環機能
を上げるような食品を摂取する事がお勧
めです。
そのような食品を摂取する事で滞ってい
た血流を促し新鮮な血液が体中に運ばれ
やすくなります。そして食物繊維が腸内細菌の餌となり
腸内環境を整え便通を良くするので、腸が正常に働きや
すくなるのです。
また腸が働きやすい環境作りをサポートしてくれる
発酵食品の『乳酸菌』などを合わせて摂ることをお勧
めします。
腸内環境を整える方法はこの他にも運動、睡眠など
沢山あるので、自分の生活に合った食品や習慣を身
につけ、排出能力をしっかり保ちましょう！

陰陽調理インストラクター
中村

「陰陽栄養学」とは、古代東洋医学をもとに食べ物
を陰性（体を冷やす食品）と陽性（体を温める食品）
に分け、両方のバランスを取り、体の調和を促す考
え方です。

生姜は古くから体を温める食品で有名です。

この生姜の持つ体を温める働きは２つあります。

一つは体の表面を暖める働き、そしてもう
一つは体の内側から温める働きです。
これら２つの働きは、生姜の主成分である

『ジンゲロール』と『ショウガオール』の働
きによるものとされています。

成分のジンゲロールは主に生姜の絞り汁
に含まれており、
一方ショウガオールは生姜を加熱することで生まれる成分
です。つまり生姜の力を最大限に活かすには、生姜の絞り汁
と生姜を加熱した粉末、この２つが必要なのです。

乳酸ジンジャーにはこれら２つの成分を贅沢に使用しました。

ジジンンゲゲ
　　ロローールル

シショョウウガガ
　　オオーールル

美しくキレイを手に入れたい方に

マルチビタミン

注目

キクイモ   35kcal（100g）
サツマイモ   132kcal（100g）
ごぼう   65kcal（100g）
たまねぎ   37kcal（100g）

人気
repeat
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古代生命体ソマチットが
入った、善玉カルシウム
100％の商品です

220g   5,130円

飲み方の目安
付属のスプーンで1日1杯（3g）
※飲み物等に混ぜたり、味噌汁等お料理にもお使いいただけます。
そのままお飲み頂く事も出来ます。

原材料：ソマチット貝化石100％

丈夫な骨組に

太古のカルシウムプラス 善玉カルシウムを摂る習慣を

北海道八雲で採れる2500万年前のカミオニシキ貝化
石100％の粉末で、この貝化石には古代生命体ソマチッ
トが含有されています。

太古のカルシウム開発者の川村昇山先生は、15,000件
以上にも上る骨の解読や臨床データの研究をされ、ま
た先生自らの体をも研究対象とされた体験からカルシ
ウムには健康維持に役立つ「善玉カルシウム」と役立た
ない「悪玉カルシウム」があると述べています。

太古のカルシウムは先生が推薦する健康維持に役立つ
「善玉カルシム」です。

おお勧勧めめのの摂摂りり方方お勧めの摂り方

炊飯時に
ぱぱっと
入れたり

arrange

カレーなど
料理に

混ぜるのも。

arrange

ヨーグルトや
アイスに
混ぜる♪

arrange

無味無臭なので食べ物の味を変えません。
何にでも振りかけてお召し上がりください。

古代ソマチットが入った
善玉カルシウム、ビル
ベリー、フラバンティ入
り！

600粒   19,440円

飲み方の目安
1日20粒を目安に、水などでお召し上がりください。

原材料：貝化石、デキストリン、ナタネ硬化油、ビルベリーエキス、フラバンティ

原材料：日本山人参イヌトウキ
（5年根）

原材料：日本山人参イヌ
トウキ（葉・5年根）

目、骨や歯の若々しさに

ソマチットアイ

納豆菌類発酵代謝エキスが主
成分。人工甘味料、合成着色料、
香料、保存料等は一切不使用
です。熱や酸にも強く、低分子
で吸収されやすく、しかも低
カロリーなのも特徴です。

600mL   5,400円

10g   7,560円
（1g×10包）

40g   64,800円

飲み方の目安
１日20〜40mLを目安にお召し上がりください。

原材料：エンザミン（植物発酵エキス）、ガラクトオリゴ糖、りんご果汁、ポリデキストロース、蜂
蜜、梅果汁、果糖、リンゴ酢、酵母エキス、羅漢果エキス、塩水湖水ミネラル液、 L 型発酵乳酸 Ca、
V.C、カラメル色素、クエン酸、ロイシン、フェニルアラニン、リジン、 ナイアシン、バリン、スレオ
ニン、イソロイシン、メチオニン、バントテン酸 Ca、 甘味料（ステビア抽出物）、ヒスチジン、アル
ギニン、トリプトファン、V.B1、V.B2.V.B6、 葉酸、V.B12

流れのための土台づくりに

エンザミンスタンダード

ハツラツとした生活を送りたい方に

アピカ斎田神喜根

『エンザミン』は納豆菌類発酵エキス

健康維持に「代謝」は欠かせません。
代謝とは食事などで取り入れた栄養分を消化・
吸収して、エネルギーや成長に必要な成分を作
り出し、不要なものを排出する体の仕組みとも
言えます。 
代謝には酵素やホルモン・サイトカインなど様々
な物質が関わっており、それらがバランスよく
調節され働くことで健康が保たれています。
エンザミンは代謝に必要な酵素やホルモンなど
が力を発揮できるようにサポートします。
このエンザミンスタンダードは美容業界で40年
以上愛され続けたエンザミンに必須アミノ酸な
ど厳選素材を理想的に配合したものです。
甘さ控えめで飲みやすく美しく健康的な毎日を
目指します。

流れをスムーズにする9種類の素材！

5種類のフルーツと昆布、オリーブ
オイル、ハチミツ、活性炭をじっ
くりと発酵させました。お腹の
健康維持を考えたペースト状の

（フルーツのお漬物）乳酸菌食品
で独特のすっぱさが特徴です。

150g   8,000円
食べ方の目安
1日の目安として5～10g（ティースプーン1杯が約5g）をお召し上が
りください。
まれにお腹が緩くなることがあります。敏感な方は召し上がる時間
帯にご注意ください。（夜、おやすみ前がオススメ！）

注意：本品は発酵食品のため、到着次第、冷蔵庫で立てて保管をしてください。商品によっては
中身のペーストがゆるい場合がありますが、品質に問題はございません。
原材料：バナナ、パイナップル、オリーブ、マンゴー、リンゴ、昆布、ハチミツ、オリーブオイル、乳酸
菌、活性炭

滞りがちな流れをスムーズに

Happy Fruits（ハッピーフルーツ）
注目

注目

リンゴ

オリーブ

バナナ

昆布

パイナップル

ハチミツ

マンゴー

オリーブオイル

活性炭

ハッピーフルーツを
クラッカーに乗せて、
ハチミツをたらすと
美味しい♪
酸っぱいのが苦手と
いう方にも。

オヤツ
感覚で

230mg×240カプセル 
  17,280円

天然の藻、ブルーグリー
ンアルジーのサプリ。約
70％がタンパク質、そし
て必須アミノ酸や各種ビ
タミン、ファイトケミカル、
核酸等を含有。吸収率は
95％以上とも。

飲み方の目安
1日4～6粒を目安にお飲みください。

原材料：ブルーグリーンアルジー（SクラスA.F.A.：藍藻類）、プルラン（トウモロコシ由来）

植物性の栄養素を求める方に

ピュア105

飲み方の目安
1日3〜6カプセルを目安に、水またはぬるま湯とともにお召し上が
りください。

原材料：玄米、糠、小麦、ふすま、ビール酵母、ナタネ油、ドロマイト、乳酸菌、オリゴ糖、ミネラル酵
母、ＨＰＭＣ

消化・吸収のサポートに

酵素新時代

酵素サプリにとって大事なの
は活性力！低温熟成製法と非
加熱製法によって発酵させた
原料を融合させ「生きた酵素」
と「６大酵素」の働きにより高
い酵素活性力を実現しました

430mg×90カプセル   
8,208円

腸内善玉菌のエサとなる
小牧原液（1６種類の乳酸
菌と２４種類の酵母菌が
出す分泌エキス）のサプリ。
しかもヨーグルト100個
分もの生きた乳酸菌入り。
お子様も摂取しやすい優
しい味です。

飲み方の目安
1日1～3包を目安にお召し上がりください。

原材料：乳酸菌酵母生産物質（小牧原液）、乳糖、還元麦芽糖、サイクロデキストリン、乳果オリゴ
糖、有胞子乳酸菌、難消化デキストリン、クエン酸、レモン果汁パウダー

1.5ｇ×30包（顆粒）   
  6,480円

善玉菌のバランスに

ちょうトレ
貴 重 な ５ 年 根 は SOD、 ア
ル ギ ニ ン、 コ エ ン ザ イ ム
Q10、全てのアミノ酸・必
須ビタミン、豊富なミネラ
ル、トリプトファン、ヒド
ロキシプロリンなど約 50
種もの豊富な栄養素を含有

250mg×180粒   
43,200円

飲み方の目安
１日３～６粒前後をお水で噛まずにお召し上がりください。
食前又は食間がお勧めです。

原材料名：日本山人参（イヌトウキ）５年根粉末

ハツラツとした生活を送りたい方に

アピカ斎田イヌトウキ

日本山人参は日本にのみ生息するセリ科
の多年草で一般的なヒュウガトウキでは
なく希少な「イヌトウキ」です。
種を植えてから5年、土作りを含めると10
年以上の手間暇をかけて大切に作られて
います。（農薬一切不使用）

「人に語るな薩摩の秘伝」と言われ門外不出の
「神の草」と呼ばれる貴重で希少な物です。

テレビ放送後問い合わせ
が 殺 到 し た 奇 跡 の 物 質

『プラズマローゲン』。認
知機能の一部である記憶
力の維持機能が『機能性
表示食品』として国に受
理されました!

貴重な日本山人参5年根のうち更に
希少価値の高い根の一部だけを使用
たお茶です。この根の一部とは1トン
の根からわずか6kg（乾燥）しか取れ
ない最高品質です!

新商品！
日本山人参のパワーを
お求め安い価格で！

（葉と根が入っています）

270mg×60粒

   14,080円

飲み方の目安
1日１～２粒を目安に水またはぬるま湯とともにお召し上がりください。

原材料：ビタミンＥ含有植物油、鶏ムネ肉抽出物、ゼラチン、酸化防止剤（δ－トコフェロール）、
グリセリン、安定剤（ペクチン／一部に鶏肉・卵・ゼラチンを含む）

対象者 : 健康な方で認知機能で悩んでいる40歳～77歳までの男女48名
試験デザイン: 無作為化プラセボ対照二重盲検並行群間比較試験
試験方法 : 摂取前、6週後、12週後に検査
摂取期間 :12週間
摂取量 : 鶏由来プラズマローゲン1日当たり2粒（0.5mg）

「プラズマローゲンEX」を12週間摂取したところMMSの
得点の改善が認められました！
ミニメンタルステート検査（Mini Mental State Examination、MMSE）は、認
知症の診断用に米国で1975年に開発した質問セットです。30点満点の11の
質問からなり、見当識、記憶力、計算力、言語的能力、図形的能力などを診断し、
24点以上で正常と判断、10点未満では高度な知能低下、20点未満では中等度
の知能低下と診断します。（出典　Wikipedia）

プラズマローゲンEXは機能性表示食品です。
臨床試験により実力が証明されています。

鶏由来プラズマローゲンによる記憶力の維持（臨床試験）

記憶力の維持に

プラズマローゲンEX
人気
repeat

対象者 : 健康な方で認知機能で悩んでいる40歳～77歳までの男女48名
試験デザイン: 無作為化プラセボ対照二重盲検並行群間比較試験
試験方法 : 摂取前、6週後、12週後に検査
摂取期間 :12週間
摂取量 : 鶏由来プラズマローゲン1日当たり2粒（0.5mg）

「プラズマローゲンEX」の12週間摂取により、記憶力等の改善が
認められました!

認知機能に関する主観的指標による試験は、被験者から質問票への回答を得る形式で
行われた。質問票には、26項目質問があり、被験者は各質問の回答を、0から4の5段階で
評価する。尚、評価は2が真ん中の尺度とし、スタート時の評価は2と設定、6週間後、12
週間後の回答で良好であれば高い尺度、不調であれば低い尺度で評価する。

（出典 診療と新薬 632号 【2016年12月28日発行】P61  医事出版社)

1.0

3.0
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0.0
摂取前 12週間後 摂取前 12週間後 摂取前 12週間後 摂取前 12週間後
プラセボ群

（機能成分無し）
プラズマローゲンEX
（機能成分有り）

プラセボ群
（機能成分無し）

プラズマローゲンEX
（機能成分有り）

同じ事を短い時間のうちに
何度も言ったリ聞いたりするか？

物がいつもの場所にないとき
見つける事が出来るか？

ブラジル・アマゾンの

原住民インディオの

伝承素材を使用した

フェアトレード商品です。

AMAZON
PRODUCTS

現代に蘇るインカの秘伝！
秘境奥アマゾンの生命力に
あふれた植物を原料とした
酵素エキス

200mL   16,800円

飲み方の目安
１日に１回、備え付けの小カップで約5～１０mLをお飲みください。

原材料：ハチミツ、ガラナ濃縮エキス、アサイー濃縮エキス、カムカムエキス、カチューバエキス、ジャ
トバ樹皮濃縮エキス、ムイラプアマ葉濃縮エキス、ビタミンＣ

冷えや疲れが気になる方に。ここぞという時に

ダイマン

アマゾン伝承植物の働き古
来から伝承されてきたバー
ムを復元しました

30g   3,300円

使用方法
100％植物由来の天然成分で作られていますので、全身にお使いい
ただけます。コリを感じる箇所をマッサージする際に塗りこんで使用
してください。体が温まっているときにご使用いただくとより使いや
すいです。

成分：ミツロウ、コパイフェラオフィシナリス樹脂（コパイバマリマリ）、カラパグアイネンシス
種子油（アンジェローバオイル）、オリーブ油、温泉水、トコフェノール

コリを感じる方に。気になる部分のスキンケアに

アマゾン バーム

注目

1：�ホーロー又は土瓶に１～２ℓのお水と神喜
根を小さじ１～２杯入れ（程度により濃さを
調節してください）

2：�とろ火で約３０分以上煎じてください。� �
（２～３回煎じることもできます。）

■煮出し方■

※�お好みの濃さを毎日たっぷりとお召し上がりください。�
40ｇで約１～２ヵ月分です。

　また、煎じた後の根も食べられますので余す事なく頂けます！

日本山人参が取り上げられています!

内 閣 府 所 管「STOP 感
染症大賞優秀賞」を受
賞しました。

高品質＆手軽さを追求
「イヌトウキ５～７年根

100％」加工食品
が掲載されました。

新商品
NEW

アピカ斎田茶

奥アマゾンで人々の健康を
守る樹木として神聖視され
るのがコパイバマリマリで
す。採取した天然樹液は、
アマゾンの万能常備品！

コパイバはその人気
からたくさんの商品
が出ていますが、多く
は水で薄めたり他の
成分との混合品です。
本 品 は 樹 液 100 ％ の
希少な商品です。

化粧油として認可を
受けていますので、お
肌の調子を整え皮膚
を健やかに保つなど、
お肌の健康にもお薦め
です。

コパイバから採取され
る樹液は、コップに数
滴垂らして飲用するな
ど日常の様々なシーン
や様々なトラブルに広
く活用されています。
まさに万能常備品！

月に1 度、植 物 のエネル
ギーが高まるという「新月
の日」に、シャーマンが捧
げる祈りとともに採取す
るという1万年以上も続く
伝承に則り、採取される特
別なコパイバの樹液です。

①10mL   3,703円
②20mL   11,000円

ムズムズ、グシュグシュの不快に。口内環境に

① コパイバマリマリ
② プレミアム コパイバマリマリ

使用方法
コパイバマリマリ…お飲み物に混ぜて
プレミアムコパイバマリマリ…お肌の美容に

成分：コパイバマリマリ天然樹液（100％天然ピュアバージンオイル）

内閣府所管
「STOP 感染症大賞優秀賞」

STOP 感染症 !
先進ソリューション

ガイドブック

①コパイバマリマリ（食用油）①コパイバマリマリ（食用油） ②プレミアム コパイバマリマリ②プレミアム コパイバマリマリ

0120-998-711商品のご注文
お問合せは

98

人気
repeat 注目人気商品 秋.冬お勧め

総合カタロ�_2021 Vol.2_op_改_P8-13_楽天版.indd   8-9総合カタロ�_2021 Vol.2_op_改_P8-13_楽天版.indd   8-9 2021/11/15   15:062021/11/15   15:06



歯石の原因をクリアに

歯の表面には細菌が膜を張ってへ
ばりつく「バイオフィルム」があり、
これがヌルヌルの原因です。
バイオフィルムの典型が歯垢でれ
を放置すると歯石となります。

『バイオペースト』は、この「バイオフィ
ルム」に対抗できる強い洗浄力と、

同時に口内
を還元に導
く力があり、
イ オ ン の
バ リ ア で
汚れの再付
着 を 防 ぎ 
ます。

歯磨き『バイオペースト』と同じ
効果で、気軽に口腔ケアが可能な
のがマウスケアウォーターです。
もちろん全成分天然由来。
万が一飲み込んでも大丈夫な成分
で作られており、小さなお子様か
ら大人まで気持ち良くお使い頂け
ます。

歯 磨 き で は 届
き に く い 小 さ
な 隙 間 ま で マ
ウスケアウォー
ターは浸透し、
バ イ オ ペ ー ス

トとの相乗効果を高めることが
できます。
また口の中には虫歯の原因菌で
あるミュータンス菌や歯周病菌、
カンジタなどが、数千億から多い
人で兆単位も存在すると言われ
ています。しかし、これらの菌を
確実に洗い流す洗浄力があれば、
口 腔 内 を 清 潔 に 保 つ 事 が 出 来
ます。

力強いマウス
ケ ア ウ ォ ー
ターの洗浄力
で、口腔ケアに
お役立てくだ
さい。

ヒト歯髄幹細胞培養上清液とは、幹細胞
を培養した時にできる培養液の上澄み
部 分 の 事 で す。こ の 上 清 液 の 中 に は
EGF、FGF、IGF ※などの成長因子を含
んでいます。※保湿成分
年齢と共に衰えるハリと艶を呼び覚まし、
みずみずしい肌へと導きます。

健康なお肌を維持するためには3つの
重要な要素があります。
それはコラーゲンの「ハリ」、エラスチン

の「弾力」、ヒアルロン酸の「潤い」です。

プラセンタには400種類以上もの栄養
成分が含有されていますので、豊富な
栄養成分が角質層に働きかけます。

お肌のハリは、真皮層に含まれる水分と
表皮層の柔らかさによって保たれます。
ハリがなくなると、お肌の調子が気にな
るようになり、顔全体の印象を大きく左右
します。
サイタイエキス
は非常に高密
度な分子で保
水力にも優れ
ていますので、
お肌にハリと
弾力をもたら
すと考えられ
ています。

サーキュエッセンスプチ

忙しい日中はマウスケアウォーター
で簡単口腔ケア！

ブ
ラ
ッ
ク
使
用

発泡剤・防腐剤・合成界面活性
剤、一切不使用。コパイバと天
然ミントの香りが爽やかな歯
みがきです

120g   1,320円

自然派の歯みがきをお探しの方に

コパイバナチュラル歯みがき

使用方法
適量を歯ブラシにとり、歯茎を中心にブラッシング（マッサージ）して
ください。その後、軽く水ですすいでください。

成分：炭酸Ca、水、グリセリン、塩化Na、セルロースガム、コパイフェラオフィシナリス樹脂、ア
ラントイン、ラウリン酸、水酸化Na、メントール、スペアミント油

使用方法
適量約10ｍL（キャップ半分ぐらい）をお口に含み、
よくすすいだ後に歯および歯茎をブラッシングして
ください

全成分：水（溶剤）、グリセリン（湿潤剤）、ソルビトール（湿潤剤）、ミネラ
ル塩（矯味剤）、キシリトール（甘味剤）、乳酸桿菌／ダイコン根発酵液（湿
潤剤）、ポリ－ε－リシン（湿潤剤）、グリチルリチン酸２K（矯味剤）、メ
ントール（清涼剤）、セイヨウハッカ油（香味剤）

使用方法
2プッシュを手に取り顔や首、気になる部分に塗っ
てください。
朝晩2プッシュずつお使い頂いた場合、約2ヶ月ご
使用頂けます。

お手入れについて
手洗い可

有効成分が歯ぐきに届いて
歯周病、歯槽膿漏を防ぎます！

100g   ２,200円

自然派の歯みがきをお探しの方に

薬用コパイバ  ナチュラル歯みがき

薬用

効果・効能
歯周病（歯槽膿漏）予防、歯肉炎予防、口臭予防、虫歯予防、口内浄化、
歯を白くする。

成分：炭酸カルシウム、精製水、濃グリセリン、塩化ナトリウム、カルボキシメチルセルロースナト
リウム、ミスチリン酸、プレミアムコパイバマリマリ、１-メントール、水酸化ナトリウム、グリチ
ルリチン酸ジカリウム
＊  【医薬部外品】合成界面活性剤、防腐剤、合成香料、安定剤、着色料などは一切使用しており

ません。

自然派にお勧めのハミガキ、

ヘアケア、アロマ、タオル等

を 集 め ま し た 。

自然派の歯みがきをお探しの方に

美耕深やはたハミガキ
冷え対策アイテムをお探しの方に

HEATRAYエアー（ヒートレイ）
合成界面活性剤・サッカリン・防腐
剤・粘結剤・発泡剤を使用していな
い歯みがきです。

歯グキはキューッ、つるつる、スベ
スベをあじわっていただけます。

さっぱりソルト味なので男女問わ
ず人気です！

120g   2,200円

使用方法
適量を歯ブラシにとり葉茎を中心にマッサー
ジするようにやさしく磨いてください。
歯みがき後の口ゆすぎは１回〜２回でＯＫです。

横浜市立大学研究チームの美
容に関する基礎研究が生み出
した、最先端の頭皮化学が融合
した頭皮用美容液です

125mL   16,500円

使用方法
１日２回程度を目安に適量を乾いた状態の頭
皮に塗布後、指の腹で優しくマッサージをして
頭皮に刷り込んでください。

頭皮ケアを強くお考えの方に

KESHIN（けしん）

200g   3,300円
ポリ手袋1組（2枚）付属

使用方法
シャンプー後軽くタオルドライをし、トリートメントを馴染ませます。
１０分程度時間を置き、色水が出なくなるまでしっかり丁寧にすすぎます。
成分:水、グリセリン、ベヘニルアルコール、ミリスチルアルコール、ステアルトリモニウムブロミド、イソプロパノール（カプリル酸／カプリン酸）ヤシアルキル、
海水、(乳酸桿菌／サッカロミセス/ロドシュードモナス)／(トウミツ/炭酸Ca／酵母エキス)発酵液、オキナワモズクエキス、加水分解ダイズエキス(黒
大豆)、モリシマアカシア樹皮エキス、チャ乾留液、メトキシシクロデキストリン、マカデミアナッツ油、加水分解クチナシエキス、クチナシ黄、クロウコ
ン根、ウコン根茎エキス、オレンジ果皮油、アルニカ花エキス、オドリコソウ花エキス、オランダガラシ葉／茎エキス、ゴボウ根エキス、セイヨウキズタ
葉／茎エキス、ニンニクエキス、セイヨウアカマツ球果エキス、ローズマリーエキス、ローマカミツレ花エキス、セイヨウオトギリソウ花／葉／茎エキス、
カミツレ花エキス、フユボダイジュ花エキス、トウキンセンカ花エキス、ヤグルマギク花エキス、ヒドロキシエチルセルロース、デキストリン、BG、エチ
ドロン酸、AMP、ピロクトンオラミン、フェノキシエタノール、(+/-)HC青2、HC黄4、HC赤3、塩基性青99、塩基性茶16

いきなり真っ黒になるのでなく少しずつ自然に染まるのがいい！
髪がサラサラになるのも気に入った所。まわりから「15歳若返った」
と言われて嬉しかった♪最初は10分置くのは面倒だと思ったけど、
2回目以降は気にならなくなった。使って良かった！

カラー
●ダークブラウン➡1番人気
●ブラック
使用する度に少しずつ染まります。
１度の使用で完全に染まる訳では
ありません。

使用前 使用5回目

気軽に自宅でヘアケアをしたい方に

自然美人（しぜんびじん）
人気
repeat

パッケージ・商品名
リニューアル予定

フッ素、研磨剤、界面活性剤、鉱物油
由来成分、旧表示指定成分、エタノー
ル一切不使用。天然由来成分100％
で食品レベルの安全性！

大人気の歯磨き「バイオペースト」に
マウスケアウォーターが誕生しました。

日中はマウスケアウォーターで気軽に
簡単口腔ケア♪
朝晩はバイオペーストでブラッシング
がお勧めのケアです。

バイオペーストを歯ブラシ
の先に少し付けて優しく
ブラッシング♪
メントール 味で 気 分 も
スッキリ。

「ミントの辛さが苦手」と
い う お 子 様 の 為 に、 
キッズ 用 は マイルド な
オレンジ味にしました。

成分：水、グリセリン、セルロースガム、ミネラル塩、キシリトール、メ
ントール、海塩、乳酸桿菌／ダイコン根発酵液、グレープフルーツ
種子エキス、ポリ-ε-リシン、炭酸水素Na、含水シリカ、ヒドロキシ
アパタイト、グリチルリチン酸2K（クロロフィリン／銅）複合体、セイ
ヨウハッカ油
キッズ成分：水、グリセリン、セルロースガム、ミネラル塩、ヒドロキ
シアパタイト、グレープフルーツ種子エキス、乳酸桿菌／ダイコン
根発酵液、ポリ-ε-リシン、炭酸水素Na、含水シリカ、グリチルリチ
ン酸2K、セイヨウハッカ油、オレンジ油

効能・効果（ブラッシング併用による効果）:
ムシ歯を防ぐ、歯を白くする、歯垢を除去する、口中を浄化
する、口臭を防ぐ

効果効能 : 虫歯を防ぐ・歯を白くする・歯石を除去する・口中を浄化す
る・口臭を防ぐ

成分：炭酸Ｃａ、水、グリセリン、ソルビトール、塩化Ｎａ、シリカ、フム
スエキス、キサンタンガム、香料（ペパーミントタイプ）、グリチルリ
チン酸２Ｋ、ビワ葉エキス、クマザサ葉エキス、シラカバ樹皮エキス、
オウゴン根エキス、エタノール

全成分：水、ＢＧ、グリセリン、エタノール、アンマロク果実エキス、タ
カサブロウエキス、クマノギクエキス、ユウガオ果実エキス、ツボク
サエキス、インドマツリ根エキス、ベンガルカラタチ根エキス、バク
ダンエキス、セイロンニッケイ樹皮エキス、カンゾウ茎エキス、ヨル
ソケイ葉エキス、チレッタセンブリエキス、セイタカミロバランス果
実エキス、ブッソウゲ葉エキス、トゲバーレリア茎エキス、セイヨウ
メギ茎エキス、エンファエアステラタ花エキス、アロエベラ葉エキス、
サッカロミセス溶解質エキス、チミジン、グリシン、アラニン、プロ
リン、セリン、トレオニン、アルギニン、リシン、グルタミン酸、ヒアル
ロン酸Na、PCA-Na、ベタイン、ソルビトール、キサンタンガム、水
添レシチン、クエン酸Na、グリチルリチン酸2K、パンテニルエチル、
加水分解RNA、加水分解DNA、PG、ダイズステロール、クエン酸、
EDTA-2Na、メチルパラベン

17g 17g
(キッズ)

60g 60g
(キッズ)

60g   各1,848円
17g   各638円 500mL   2,860円

手軽に口腔ケアをしたい方に

バイオ マウスケアウォーター
自然派で優しい歯みがきをお探しの方に

バイオペースト  Ⅴ
人気
repeat

美しさを保ちたいけど手入れも簡単なのが理想の方に

プリマディア

プリマディアは注目の再生医療研究
から生まれた『ヒト歯髄幹細胞培養上
清液』を配合しました。

「最近鏡を見るのが苦痛」という女性・
男性に若々しい気分で過ごす為にお
使い頂きたいクリームです。お手入れ
はこれ1本で OK です。

これからの時期に大活躍する事間違い
無しのぽかぽかアイテムです。
ヒートレイは深海の海底火山から生ま
れた天然鉱石を繊維に練り込む事によ
り高い蓄熱性を有し、その海底火山パ
ワーの蓄熱性でじんわりと心地良く温
めます。

HEATRAY エアー
マイクロミニ

HEATRAY エアー
もこもこレッグウォーマーショート

HEATRAY エアー
ボディチューブミニ

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

材質
表側/ポリエステル95%・ポリウレタン5%
裏側/ポリエステル100%
中わた/ポリエステル100%(天然鉱石含有)

60g   23,980円
プリマディア

ヒト歯髄幹細胞培養上清液

角質層に必要な『※サイタイエキス』
も配合※保湿

栄養豊富な『プラセンタ』配合

ヒト歯髄幹細胞培養上清液

サラブレッドサイタイエキス

プラセンタエキス

年齢と共に衰えるハリと艶に必要な
33つの成分を贅沢贅沢に配合！

年齢と共に衰えるハリと艶に必要な
33つの成分を贅沢贅沢に配合！

第 3 のアロマ「サーキュエッセンス」。
チャクラに働きかける香りを深く嗅
いでリラックス♪
香りを混ぜるとあなた好みの香りに。
その日の気分によって持ち運ぶ香り
を変えるのも面白いです。

【基本の使い方】
手のひらにサーキュ
エッセンスを付けて、
香りをゆっくりと鼻か
ら吸い込み、口から吐
きます。
これを10回程度繰り
返すと、心が落ち着き、
緊張がほぐれていくの
が感じられるはずです。

「全部の香りを試したい」
という方に♪

全成分：エタノール、香料

スプレータイプ5mL 
香りNo.1～7・9   各9,240円
香りNo.8のみ   15,400円

1.5ｍL×9本セット
　   26,400円

※単品の販売はありません。
※発送に少しお時間を頂戴します。

ストレスを感じる方に

サーキュエッセンス（No.1〜Ｎo.9）

新商品
NEW

1

2

3

4

5

6

7

8

9

行動力
パワフルに活動
したい時に

積極性
何事にも前向きに
なりたい時に

協調力
自信に満ちた自分に
なりたい時に

愛情力
優しくゆったりした
気分になりたい時に

表現力
自分の思いを素直に
伝えた時に

集中力
勘・ひらめきを
高めたい時に

直感力
夢や目標を
叶えたい時に

調和力
眠りが浅い時、

リラックスしたい時に

実現力
会議・テストなど
集中したい時に

・サンダルウッド
・パッチュリオイル
・レモンなど

香り番号 香り番号主な香り成分 主な香り成分

・ベルガモッド
・エストラゴン
・クローブなど

・リナロエオイル
・シダーウッドオイル
・ パインニードルオイル 

など

・ジャスミンオイル
・バニラエッセンス
・ オリバナムオイル（乳香） 

など

・ゼラニウムオイル
・オスマンテュス（金木犀）
・ カリオフィレ（丁字の蕾） 

など

・サンダルウッド
・ラベンダー
・イランイランなど

・ひのき
・沈香
・ トリーモス（松科の苔） 

など

< サーキュエッセンス >
すべての香りをブレンド

< サーキュエッセンス >
から選りすぐった香りを
ブレンド

どれを選んだらいいか分からない時は、

NO.8調和力

NO.8 はベースとなる香りで、生活の中で偏りが
生じている脳内の活動をフラットにします。

新商品
NEW

寒さを感じた時にさっと着けられ、
さっと取り外せるからとっても
便利!就寝前やオフィスでの寒さ
対策、車や自転車の乗り始めの寒さ
対策など、とにかく便利なアイテム
です!

ショートタイプで足首、ふくらは
ぎまでを覆うサイズです。
お家の作業や、仕事場でちょっと
足回りの冷えが気になる時など
におすすめです。

ちょうどいいサイズ感の動きやすい
ロング腹巻きです。
状況に合わせて上げたり、足元まで
下げたり出来るので使い勝手抜群!
お子様の『寝ている間に布団を
はいでしまう』問題にも対応 !

2個1組
   2,178円

2個1組
   4,290円 6,930円

サイズ:
約13×10cm

適応サイズ：手首・足首
・甲周り19〜32ｃｍ

カラー:
ワイン/ブラック

サイズ:
約27×13cm
対応サイズ:
ふくらはぎ周り
45cmまで

カラー:
ワイン/ブラック

サイズ:
約33×48×5cm
適応サイズ:
ヒップ/80〜105cm

カラー:
ワイン/ブラック

エラスチン
コラーゲン

線維芽細胞
皮脂腺

基底層

皮脂

基質
 （ヒアルソン酸）

体毛

ジアミン系色素、タール系色素、パラ
ベン、酸化剤、人工香料、シリコーン
無添加。
髪にも頭皮にもやさしい、沖縄もず
くの白髪染めヘアトリートメントで
す。

トリートメントしながらついでに少
しずつ染めていくという発想の、ヘ
アカラートリートメントなので「髪
もサラサラになって嬉しい！」とリ
ピートが多い
人気商品です。

スタッフが体験しました!

使った感想

たった３分の
『香り呼吸』でリラックス

香りを嗅ぐだけ簡単！

OTHERS

0120-998-711商品のご注文
お問合せは

1110

人気
repeat 注目人気商品 秋.冬お勧め
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乾燥する飛行機な
どの乗り物の中や
睡眠時に最適！

タオルやスカーフ
として手を拭いた
り、日焼け防止。温
度調節に首に巻い
たり、日本の手ぬ
ぐいのような感覚
でお使いください。

天然の竹が持つ抗菌
力が雑菌の繁殖を抑
えハンカチがいつで
も清潔。汗を拭いて
も臭いを残しません。

手で体を洗って
来られたような
お肌の弱い方に
もお使いいただ
ける竹ガーゼの
ボディタオルです。

もこもこ、ふわふわ、幸
せのあったかハラマキ。
おなかから腰周りまで
すっぽり覆い、冷えか
ら身体を守ります。
締めつけ感のないバツ
グンの伸縮性です。

やさしい竹繊維
が顔を優しく包
み水滴を吸収し
ます。天然の抗
菌力があるので
カバーとしても。

ふわふわしたやさしい触り心地がお風呂上
がりの体を包み込みます。

色：①木蓮（もくれん）　　⑤胡桃（くるみ）
	 ②洗柿（あらいがき）　⑥紅梅（こうばい）
	 ③若竹（わかたけ）　　⑦浅藍（あさあい）
	 ④薄藤（うすふじ）
キッズマスクは浅藍・紅梅のみ。	各880円
サイズ：フリーサイズ約17×20cm　
	 キッズ約13.5cm×16cm
生地：3層（2重ガーゼ＆天竺）表地：レーヨン（TAKEFU）100％
裏地：レーヨン（TAKEFU）・綿30％

サイズ：フリーサイズ 約13×20cm
 小さめサイズ 約12.5×17cm

生地：2層（天竺）レーヨン（TAKEFU）・綿30％ / 天竺

色：①ナチュラル　　④エコブルー
	 ②エコベージュ　⑤エコグリーン
	 ③エコピンク　　

ボディタオル

うるおいマスク 竹の布マスク竹のタオルハンカチ 和布（なごみぬの）

フェイスタオル・バスタオル 腹巻き

色：ナチュラル(生成)
	 ①ノーマル：約40×95cm
	 ②ベビーソフト：約35×86cm

色：①ナチュラル(生成)
	 ②ベージュ
サイズ：約70×140cm

色：①ナチュラル(生成)　②ベージュ
サイズ：約34×88cm

色：木蓮（もくれん）　　胡桃（くるみ）
	 洗柿（あらいがき）　紅梅（こうばい）
	 若竹（わかたけ）　　浅藍（あさあい）
	 薄藤（うすふじ）
サイズ：45×125cm

色：①ナチュラル　②サクラ
フリーサイズ（縦40cm、横24cm）

※筒状タイプ

2

3

4

5

1 2 3
4

5
76

21

各   1,100円

天竺を2枚合わせ
た2層構造の生地
を、ダーツによっ
て立体構造に仕立
てました。ほどよ
い生地厚と空間に
よって楽に呼吸が
できます。
各   1,320円

各   2,090円

各   605円
①のみ550円

各   1,100円
各   4,180円

フェイスタオル
各   1,650円

バスタオル
各   4,180円

竹 繊 維 の も つ 抗
菌力に加え、乾き
やすいので衛生的。
汚 れ が 定 着 し に
く い 特 長 も あ り
ます。

キッチンクロス

1

2 3

①台ふきん（3枚セット）   1,100円
サイズ：約30×39cm

②食器洗い用   308円
サイズ：約20×30cm

③食器拭き   1,100円
サイズ：約40×70cm

素材：レーヨン（TAKEFU）75%（原料に竹を使用）、ナイロン25%
[ 裏地：パイル（TAKEFU100%） ] [ 縫製糸：ナイロン ]

※ベビーソフトはノーマルよりもよりお肌に優しいタイプです。

1
2

1

1
2

2

1

◆ こだわりの製品の為、一時的に欠品や
予告なしに商品が入れ替えとなる場合
があります。

竹から作られた100％天然素材の癒やしの布です。
アトピーや敏感肌の方にもお薦めです。

滑らかな肌触りを求める方に

TAKEFU（竹布）

エンバランス加工は、抗菌
剤や殺菌剤、薬品などを
用いたものではないので、
人体に害は無く安心して
お使い頂けます。

材質：本体 ポリプロピレン（エンバランス加工） 
 フタ ポリエチレン（エンバランス加工）
耐熱温度： 本体 -20℃～140℃ 

フタ -30℃～60℃

人体に安心な保存容器をお探しの方に

エンバランス

鮮度保持容器 
角型ベージュ
①370mL�  990円

101×123×45mm

②590mL�   1,210円
111×156×50mm

③870mL�   1,320円
127×179×55mm

④1270mL�  1,540円
142×206×59mm

①ミニサイズ（11枚入）�  990円
	 205×180mm

②小サイズ（8枚入）�  990円
	 295×210mm

③中 広口サイズ（6枚入）�  990円
	 235×320mm

④大サイズ（6枚入）�  990円
	 370×270mm

⑤特大サイズ（4枚入）�  990円
	 475×320mm

	 バラエティセット（7枚入）�  990円
	 ミニ2・小2・中広口1・大1・特大1

ミネラルを含んだ良質な水と、プラスチックの原料を、水熱科学の理論を
用いて反応させた特殊な加工技術が「エンバランス」です。

新鮮チャック袋

1

2

2

5

4

4

3

3

1

パッキン一体型タテヨコ
ピッチャー

①1.6L��  2,640円
103×153×H245mm

②2.1L��  3,190円
103×153×H306mm

材質：本体 ポリプロピレン （エンバランス加工） 
 フタ ポリエチレン （エンバランス加工）
耐熱温度：本体 -20℃～140℃  フタ -30℃～ -70℃

材質：本体・フタ ポリプロピレン （エンバランス加工）
耐熱温度：-20℃〜140℃
パッキン：シリコン/ -30℃〜140℃

浅型250mL
91Φ×60mm
�  1,100円

浅型500mL
109Φ×79mm
�  1,430円

浅型750mL
124Φ×86mm
�  1,540円

鮮度保持容器 丸形ベージュ

2

1

熱湯OK	!

お米だけではなく、ほう
れん草や大根など大き
めのお野菜なども入り
ます。
入れるだけで栄養保持
効果※も。

新鮮袋（チャックなし）
米5kgサイズ　

サイズ：280mm × 500mm

材質：ポリエチレン(エンバランス加工)
厚さ：0.09mm
耐熱温度：-20℃〜80℃

8枚�  825円

材質：ポリエチレン （エンバランス加工）
耐熱温度：-70℃〜110℃

※トマト・キウイフルーツのビタミンCの減少を抑える効果を確認しています。

新鮮ラップ
30cm幅×20ｍ��  495円

材質：ポリエチレン(エンバランス加工)
厚さ：0.09mm
耐熱温度：-20℃〜80℃

丸形4200mL��  3,190円
188Φ×215mm 材質/ 耐熱温度：本体 AS 樹脂（エンバランス加工）/ -30℃～100℃ 

中栓・レバー：ABS 樹脂 /-30℃～100℃ 
フタ・ハンドル：ポリプロピレン/-20℃～100℃ 
パッキン：熱可塑性エラストマー/-20℃～100℃

水道水を各メーカー

の こ だ わ り 技 術 で

気持ちよく美味しい水に

日常使う水にもミネラル
成分をプラス！
電気不要で災害時にも安心
※仕様が変更になりました

27，500円
消耗品
セラミックフィルター＆
活性炭一体型   

4,510円

消耗品交換の目安
約６ヵ月

注意：『ぱぱっとミネラル』と併用してください。
本製品で「希望の命水」のペットボトル商品と同等の濃縮ミネラルが作れる商品ではありません。
サイズ：幅320mm×奥行350mm×高さ640mm
容量：上6L/下10L

冷蔵庫に収納可能。残留塩素や有
害な溶解性鉛、農薬、トリハロメタ
ンなどの気になる物質を高いレベ
ルでしっかり除去。テラ鉱石のフィ
ルターでより高いエネルギー水に

容量１L   10,340円
カラー:
オレンジ・ピンク・グリーン

使用方法
使用前の簡単な準備があります。詳しくは購入時の取り扱い説明書
をお読みください。

消耗品  カートリッジ：5,280円
カートリッジ１本で２リットルのペットボトル200本分お使い頂けます。
ろ材の種類：活性炭・不織布・セラミック

気軽に波動の高い水を作りたい方に

ビビアン・クラブウォーター
ポット型浄水器

大人気のビビアン・クラブウォー
ターから 待望の水筒型が発売に
なりました！外出先で飲みたい分
だけろ過した水が作れる嬉しいア
イテムです！

使用方法
水は満水ラインまで入れ、ボトル本体を押して直接又はコップに注い
でお飲み下さい。
消耗品　カートリッジ　5,280円（1本）
交換の目安　3〜4カ月

カラー（4色）/スケルトン・オレンジ・グリーン・ピンク
サイズ：W83mm×H250mm×D78mm　

外出先でも波動の高い水を新鮮に作りたい方に

ビビアン・クラブウォーター
ガイアライトボトル

容量約500mL   10,340円

蛇口に取り付けるだけの小さな
浄水器で大型の浄水器並みの能
力！塩素・水道管の鉛・有害物
などの除去はもちろん、テラヘ
ルツ鉱石マコモ入りセラミック
鉱石が生命エネルギーとパワー
を増幅させます

使用方法
一般的な形状の蛇口に取り付け可能です。（ハンドルシャワータイプ
等特殊な形状には取り付けできません）
※水道水と浄水の切替えが出来ます。
消耗品　カートリッジ・・・5,280円
交換の目安　１〜３カ月

波動の高い水を気軽に作りたい方に

ビビアン・クラブウォーター
水道取付け型浄水器

20,460円

特許技術のブラシの歯
の先から出るジェット
水量が頭皮をマッサー
ジしてくれるのでシャ
ンプータイムが爽快で
す！塩素除去はもちろ
んの事、水道水の雑菌、
カビ臭も取り除きます！

	20,460円
使用方法
ほとんどのメーカーに取り付け可能です。（付属アダプター付き）
消耗品　①カートリッジ交換目安　１〜３カ月　5,280円

ろ材の種類：本体（亜硫酸カルシウム)シャワーヘッド（麦飯石・珊瑚・活性セラミック・テラヘル
ツマコモ入りセラミック)　

シャワータイムをよりリラックスタイムに

ビビアン・クラブシャワー

①

消耗品　カートリッジ… 22,000円
交換の目安　1日辺り使用量　27Lで約1年　33Lで約10ヶ月

サイズ：高さ220mm×直径85mm　 重量：1.1kg
本体材料の種類：ステンレス、ポリアセタール

成層圏にしか存在しない
究極の小さな水＝素粒水
蛇口に取り付けるだけで
OK。切替えコックで水道
水とピコ水の切替が簡単
に出来ます

129,800円

水道水をより美味しく気持ち良く

素粒水整水器 ウォーターピコ ディレカの内部構造は静電気を起こし、プラス電
荷を外へ逃がし、フラーレンのエネルギーにより
多くのマイナス電子を水にチューニングします。
ま た、特 殊 素 材 ( レ
アース ) からできたア
トムチップから、遠赤
外線や育成光線など、
様々な光電子を水に
与えています。

家中の水の質を良くしたい方に

ディレカ60RS
ディレカの構造

ブースター仕様
全長：285mm　 重量2.4kg
ブースターの外径:69mm 
接続部分の内径 :Φ24mm

本体は、メンテナンスフリーです
が、付属の ITB のみ3年毎の交換

（13,200円）が必要です。

水道管に設置し、こ
れ１台で家中の水
を元気な水に変え
ます。
20年間メンテ不要
の活性水生成器
ブースターも付け
ると1.2～1.5倍に
効果が上がります。

ディレカ60RS��  440,220円

ブースター50��  101,200円

ディレカ仕様
サイズ：全長：426mm　 重量：4.2kg
ディレカの外径：69mm　 接続部分の内径：40mm
コンデンサー内部の径：50mm　 必要最低水圧：10psi
対応パイプ：32㎜まで　 外側：ステンレス

注意：水道管の口径が32mm 以下のものに取り付けが
可能です。必ずご注文の前に、ご自宅の配管の口径（水道
メーターに書いてあります）をご確認ください。

『自宅で手軽に自分で』が

嬉しい治療器とあったか

ぽかぽかの暖房機器です。

こりを自宅で自分で緩和したい方に

太長寿（たいちょうじゅ）

手軽に自分で治療が出来る！
ツボを考える必要はなく痛い
所に60秒当てるだけ！
肩こりの緩解、麻痺した筋肉の
萎縮の予防、マッサージ効果に。 本体のアース（金属部分）を握る

針先を押して痛いと感じる部分に押し
当て1分間動かさないようにする。

※1部位／1分、合計15分を厳守してください。1日2回までが基本です。

1分後に「ピッ」と音が鳴ったら終了
して次の部位に移動する。

スイッチを「強」に入れる

	165,000円

製造国/日本　電源/DC9V（角型乾電池1個）
外形寸法/163.5mm×85.5mm×34mm
付属品/付属アースお試し用角型乾電池１個
製品重量/約0.18kg（乾電池を含む本体重量）
特許出願番号：2002-505073
注意：ペースメー力ーを使用している人、重病人、妊婦、血圧異常、熱がある人、等々。
取扱説明書をよくお読み下さい。

医療機器承認番号　21400BZZ00414000

太長寿使用イメージ

1

3

2

4

※『鮮度保持容器』は完全密閉タイプではありません。ご使用の前に添付の取り扱い上のご注意を良くお読みになりご使用ください。

リニューアル予定

電気不要で美味しい水を沢山作りたい方に

タンク式ミネラル創水器 雫（しずく）

注目

人気
repeat

HEALTH 
GOODS

WATER

0120-998-711商品のご注文
お問合せは

1312

人気
repeat 注目人気商品 秋.冬お勧め
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シャツの胸ポケットなど
に入れてください。

直接肌に触れていな
くても服の上からで
OKです。

素足でも靴下の上から
でも OK! 立ち仕事の
方にも。

枕の上においてそのまま
寝ます。汚れ防止にハン
カチや手ぬぐいを敷い
てもOK。夜が長く感じる
人やイビキが気になる
方に。

シンプルなので男性にもお
勧めです。チェーン部分はス
テンレス製です。服の上から
の 着 用で も
OKです。

水道蛇口に巻いてく
ださい。

サイズ：25cm(長さ調節不可）　重さ：約5g
本体材質：真鋳、本金仕上げ(24金コーティング)

Bhadoシリーズ

3,410円 4,620円 8,030円

5,500円 2,750円 5,500円

ポケット ブレスレット マクラクサァ

ペンダント マイティチェーン アンクレット
分電盤は主電源スイッ
チの下に貼ってくだ
さい。
車はエンジン部分に
貼ってください。

5,500円分電盤＆クルマ

1,980円携帯電話

•金属アレルギーの方はご注意ください。  • 各アイテムは全て1個（1枚）単位の価格です。
•クレジットカード等の磁気カードに接触させないでください。カードの磁気が抜ける可能性があります。

体に優しい！
乾燥しない

輻射式暖房機
で手足の末端
までポカポカ。

火災の心配ほぼなし！
安心暖房器具です。使用方法

発熱部をコリのある箇所や暖めたい箇所にあて、熱さを感じたら発
熱部を離して次の気になる箇所にあててください。

商品内容：黄帝灸 HS2000本体、 ＡＣアダプター、キャリングケース、 取扱説明書（保証書含む）、
黄帝灸専用ツボ百科、 背中固定キット
本体サイズ：W124mm×H110mm×D46mm 
電源コード長さ：2.5ｍ 

600W 型 サイズ：560×奥行220×高さ413mm（5.8kg） 
【電力切替】3段階切替　200/400/600W

1200W 型 サイズ：幅740mm×奥行240mm×高さ502mm 
【電力切替】3段階切替　600/900/1200W

遠赤外線放射率が驚異的に
アップ！ナノプラチナの熱
伝導で身体の芯から温まる

39,500円

お灸のような温めを自宅でも

黄帝灸（こうていきゅう）ナノプラチナ
暖房器具での乾燥が気になる方に

サンラメラ

指定管理医療機器製造販売認証番号　226AKBZX00165000

通常価格77,000円
特別価格 49,500円 特別価格 123,200円

通常価格162,800円

電 磁 波 対 策 に

役 立 つアイテムです 。

原因が分からない
体調不良や頭痛、イ
ライラ、気分が落ち
込むのはもしかす
ると電磁波のせい？
これがあれば簡単
にアースが取れ、電
場カットが出来て
安心です！

遠赤外線しか出さないセラミック
ヒーターです。太陽のような暖か
さで身体の芯からぽっかぽか♪

主成分は二酸化塩
素水です。引火性、
有毒ガスなどの発
生が全く無く、ほと
んど無臭で安全な
薬剤です。ウイルス、
花粉、カビ、菌、臭い
対策に。冷蔵庫の除
菌にもご使用頂け
ます。

ご家庭や職場など、なるべく高い位置に設置し
てください。

パソコンや家電の電場をカットしたい

エルマクリーンⅡ
電磁波除去器プラグインアース

日本でも注目されつつある電磁波。
電磁波には『電場』『磁場』『電波』があります。
この中で最も身近で影響を受けやすいのが『電場』で
す。

『電場』はコンセントに繋がれている電化製品から発
生し、その電化製品に触れたり近づくことで目や皮
膚、神経に悪影響を及ぼすと言われています。

その『電場』を対策するためには、アース線を繋がなけ
ればいけません。
しかし日本のコンセントにはアース線
を繋ぐ場所が少ないです。

そこでこのプラグインアースを使うと、
アース線の代わりになり電場を通常の
コンセントから逃がすことが出来るの
で、人体への影響を約90％以上も抑制
できます。

アースがない日本のコンセント

● サンラメラの嬉しいポイント ●

海外のコンセント
は3ツ穴です。

アース
使用方法
パソコンは付属のＵＳＢコードでつなぎます。
家電やゲーム機は付属のクリップで金属部分をはさみます。　

サイズ：W９５mm×H３２mm×D５９mm（ACコード含まず）　重量：１３５ｇ

目安
居室（6帖〜8帖）に1個。天井高2.4ｍ以上のときは、数を増やして下さい。
通常2〜3ヶ月効果があります（使用場所の密閉状態、温度、湿度により
変動します。）

目に見えないからこそ怖い
「電磁波」の電場を光と音で

知らせます！
小型で軽量なので持ち歩き
もストレスなしです

5,500円

使用方法
付属の電池を入れて対象物に近づけてください。
感度調整も出来ます。

電場のチェックをしたいという方に

エルマクリーン 交流低圧検電器

サイズ：W22ｍｍ×H130ｍｍ×D１９ｍｍ　重量：２２ｇ（電池含む）

アースができるシーツです。
特殊な誘電性繊維サンダー
ロンが織り込まれています。
さらに今治タオルの心地良
い肌触りがプラス！静電気
対策・電磁波対策に。

（別売エルマクリーンⅡが必
要です）

快適な休息を過ごしたい方に

アースリネンシーツ

使用方法
アースリネンシーツだけでは、電場は抑制できません。 エルマクリー
ンII（別売）と繋いでご使用ください。

サイズ：約150×250cm
素材：麻（リネン） 67％、綿（コットン） 26％、アクリル7％　導電性繊維

サイズ：10×6.1×0.2cm　重さ：約33ｇ

注意：金属アレルギーの方はご注意ください。
クレジットカード等の磁気カードに接触させないでください。カードの磁気が抜ける可能性
があります。

美波動は電磁波をカット
するのではなく、歪んだ人
工波を中和あるいは緩和
し、それらを有用なエネル
ギーに変換するというコ
ンセプトのアイテムです。

コーヒーカップの下に置い
たり、ステレオの上に置い
たり色々使えます。

5,500円多機能
本体材質：アルミ合金

電磁波・静電気対策にお勧め！

美波動Bhado
人気
repeat

一般医療機器
登録商品

サイズ：5×8×0.1cm　重さ：約11ｇ
本体材質：アルミ合金 サイズ：最長19cm（※留め金で長さ変更可能）　重さ：4g

素材：アルミ真鍮、本金仕上げ（24金コーティング）

本体材質：アルミ合金
サイズ：約20×10×厚さ0.2cm

重さ：48g　材質：シリコン

サイズ：約30cm　重さ：約8g
本体材質：アルミ合金

一般医療機器届出番号:
34B2X0008FT0019
サイズ：3×1.8×0.2cm　約10g（チェーン約68cm）　重さ：10g
本体材質：プレート：アルミ合金　チェーン：ステンレス

サイズ：5×3×0.3cm　重さ：12g
本体材質：アルミ合金

用途に合わせて9アイテムご用意しました

対応に！
携帯電話・スマートフォ
ンなどの裏面に貼り付
けてください。

サイズ：直径約1.8cm　重さ：約1g以下
本体材質：アルミ合金

ウイルス、花粉等のアレ

ルゲン対策、臭い対策が

手軽に出来るアイテム

使用方法
空間・対象物に向けて直接噴霧してください。

成分：安定型次亜塩素酸ナトリウム＋純水

細菌・ウイルス、更に花粉、ダ
ニなどのアレルゲン物質対
策にお薦めです。また臭いも
瞬時に消臭。第三者専門検査
機関により目や口に入った
場合の安全性確認済み。

50mL（200ppm）   770円
500mL（200ppm）   1,870円
詰替え用 1L（200ppm）   

2,640円

お部屋に

外出時に

帰宅後に

トイレに

人と環境にやさしい成分で、『ウイルス』
『菌』『臭い』『アレルゲン物資（花粉・ダニ）』
対策に！

トイレタイム、外食後の服の臭い、アレルゲン物質が気になる方に

CHLOsh
人気
repeat

部屋の臭い、ウイルス、カビが気になる方に

SANOかびブロック
norix201G

体 は 食 べ た 物 で

作 ら れ る 。J E S が

自信を持ってお勧めする

食 シ リ ー ズ で す 。

健康の事を考えた美味しい飴

からだニコニコ飴
人気
repeat

希望の命水、マヌカハニー、プロポリス、コパイ
バマリマリ、日本山人参5年根、等を配合した
とっても贅沢な飴。体が欲しがる優しい甘さで、
飴というよりサプリ感覚！！

原材料：黒糖、水飴（甘藷、【国産】）、蜂蜜（マヌカハニー）、食塩（皇帝塩）、ステビア、プロポリス、コパ
イバマリマリ、日本山人参5年根パウダー

110ｇ   1,620円

「希望の命水」
入り商品

120g   1,980円

設 置 例

本来赤く見えるはずはない遠赤外線
ですが、心理的な効果を狙って赤くな
る暖房機がよくあります。これらは、
赤い可視光線と近赤外線が出ている
ので、実際のところ遠赤外線の割合は
相対的に低く、効果も少なくなります。

遠赤外線パワーが
世界トップクラス！

Point

4

Point

3

サンラメラは温風を出さないから、
乾燥せずホコリやカビを舞い上げ
ません。疫力の低い赤ちゃんやア
レルギー体質の方にも、嬉しい暖
房機です。また、お肌の乾燥や、の
どを痛めたりする心配も要りません。

サンラメラは、人体に最も有
効な遠赤外線を放射すること
ができるといわれるセラミッ
ク板を使っています。そのため、
遠赤外線「のみ」を放射し、無
駄・ムラがない放熱をします。

部屋の温度差を少なくし、均一に
するので、頭だけが温まり、足下が
寒いといった心配がありません。

熱い陶器に紙をくっつけても
引火しないのと同じ原理です。
※上部は熱くなります。触ら
ないでくださいサンラメラは
転倒防止装置、加熱防止装置
付きです。

デザインと価格が
変更になりました。

600W型 1200W型

無駄ムラ無し！
遠赤外線のみを放射

Point

5

Point

1 Point

2

成分:二酸化塩素（非引火性/有毒性なし）
注意：容器が転倒、落下の恐れのある場所では固定してください。

チェスト上段
飾り棚上段

トイレ
収納棚
上段

冷蔵庫の上

SOD、アルギニン、コエンザ
イムQ10、全てのアミノ酸、
必須ビタミン、豊富なミネラ
ル、トリプトファン（心の安
定の元）、ヒドロキシプロリ
ンなど約50種もの豊富な
栄養素を含有しています。

一般的なハチミツには含ま
れていない天然抗菌成分、 
食 物 メ チ ル グ リ オ キ
サ ー ル（MGO）が な ん と
400mg/1kg も含まれて
います！

ブラジルの厳しい環境
下で育った野生蜜蜂が、
ウイルスや細菌等から
巣内を守るために作り
出した天然物質がプロ
ポリスです。

ステビアは砂糖の
300倍の甘さなのに
カロリーはわずか1/9
以下の理想的な天然
甘味料です。

『ぱぱっとミネラル』は単
一ミネラルではなく36
種類以上のミネラルが
バランス良く含まれて
います。

インディオたちが1万年
以上に渡って受け継いで
来た特別な樹『コパイバ』
から採取されるオイルで
す。アマゾン近隣地域では
家庭の常備品です。

満潮時だけの海水を
使い、陶器の遠赤外線
と太陽の光だけで自然
結晶させた手間ひま
かけた天然の塩です！

日本山人参5年根 ぱぱっとミネラル
コパイバマリマリ

マヌカハニー
MGO400＋

プロポリス
ステビア

皇帝塩

注目 注目

19,800円

シングル   16,500円
セミダブル   19,800円

注目

SHIELD

ANTI 
VIRUS

FOODS

0120-998-711商品のご注文
お問合せは
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人気
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「希望の命水」
入り商品

レトルトカレーなのにこの栄養価!
鹿肉はコラーゲン、鉄分、DHA など栄養価が非常
に高く一流のアスリートにも大人気 ! JESこだわり
商品の活用はもはや定番!
化学調味料や合成保存料・合成甘味料・合成着色料
等々、完全無添加のこだわりレトルトカレーです。

200g（1人前）   1,000円

ジビエとは狩猟で捕獲した野生鳥獣の
肉を意味します。
ジビエはフランス料理においては、貴
族の高級食材として古くから重宝され
愛されてきた歴史があります。

旨鹿カレーに使われているジビエ肉は
丹波の鹿肉です。
丹波の鹿は主に丹波栗を好んで食べて
いるので、独特のビター感があり、野生
の臭みがなくて柔らかいのが特徴です。
非常に栄養価も高く、高タンパクなの
に低カロリー、DHA、鉄分、ビタミン
B2、オメガ3系のαリノレン酸などが
含まれています。

健康維持に役立つ優れた肉ですが、難
点としてはほとんど市場に出回らない
こと。狩猟できても条件が整わない限
り、食肉として流通できないのです。
この手に入りにくい鹿肉、そしてその
中でも特に高品質の鹿肉を使ったのが
旨鹿カレーです。

自然の恵みをぎっしりと詰め込んだ本格ジビエカレー
もちろん他の素材も厳選されたもの。
貴重な鹿肉を活かすために、だし＆栄
養スープ、ハイオレックひまわりオイル、
そして栄養の塊とも言える日本山人参
など贅沢な素材を使っています。

■アレンジレシピ　『カレー炒飯』

①  フライパンにひまわりオイルを引き、
にんにくを軽く炒め、香りが出たら長
ネギを入れ更に炒め火を通します。

②  ご飯を入れて軽く混ぜ、旨鹿カレーと
命水を入れしっかり炒めて混ぜます。

③  水気が無くなってきたら塩、こしょう、
醤油を入れなじませます。

④  お皿に盛り卵黄を乗せパセリを振った
ら出来上がり。

原材料：鹿挽肉（国産）、野菜（たまねぎ、にんじん、しょうが）、トマトピューレ、ひまわり油、オニオンソテー、
てん菜糖蜜、チキンエキス、濃縮りんごペースト、トマトペースト、カレールウ、カレー粉、だしの素、
香辛料、小麦粉、食塩、ボトルドウォーター、日本山人参粉末、（一部に小麦・大豆・鶏肉・りんごを含む）

「魚には丸ごと食べたら天寿を全うできる全栄養が
ある。丸ごと一尾を利用するんじゃ」という祖父の
思いを受け継ぎ、魚まるごとの栄養と旨味を凝縮し
た「だし＆栄養スープ」が完成しました。（開発者談）
使いやすいのでお料理に振りかけたり混ぜたり、
そのまま溶かしてスープにしても美味しい万能タイプ
です。
※独自製法により脂肪分や不純物は除去しています。

500g   3,375円

とにかく美味しい!化学処理一切なし!吸収力に
優れたペプチドタイプ。

召し上がり方
大さじ山盛り一杯約10ｇをカップー杯のお湯で溶いて、一日に2～3回
お飲みください。
お料理のだしとして使用したり、出来上がったお料理に直接振りかけ
ても美味しいです！

原材料：澱粉分解物(キャッサバ芋・タイ)、
カタクチイワシ(福岡・長崎県近海)、カツ
オ(鹿児島県近海)、昆布(北海道)、原木
栽培椎茸(山口県)、無臭ニンニク

「ペプチド」化とは、たんぱく質が分解されて
アミノ酸として吸収される一歩手前の分子結
合のことです。
分子が小さい為、栄養吸収に極めて優れて
おり、単体のアミノ酸よりも豊富な栄養素
を持っています。

『だし＆栄養スープ』は消化器官に負担
をかけず、僅か30分で血液の吸収が可能
です。
乳幼児、ご高齢者、体力の落ちた方にも
優しい一品です。

どんなお料理にも合う!
味噌汁に

お好み焼きに
カレーにも中華料理に

お湯に
溶かせば
美味しい
スープに!

くせが無く使いやすいオイルをお探しの方に

ハイオレックひまわりオイル

良い油とは

油はお料理には欠かせません。しかし油には良い油と
悪い油があるのをご存知でしょうか。
悪い油とは、酸化しやすい油です。酸化して体内で過
酸化脂質を作り悪影響を及ぼします。
一方良い油とは酸化しづらい油です。ハイオレックひ
まわりオイルは、オレイン酸を85％も含んでおり、高
温で使っても酸化しづらく、揚げ物にも最適。
胃もたれしにくい油です。

150℃

140℃

100℃ 150℃ 200℃

210℃

140℃～150℃

ごま油

ハイオレック
ひまわりオイル

コーン油

サラダ油

食用油の臨界温度

食用油の臨界温度とは→有害物質への分解が始まらない限界の温度

フランス・EU・日本。3つのオーガニック認証を受ける
世界的にも希少なひまわりオイルです。
南仏プロバンス地方で出来たオーガニックひまわりを
フランスの老舗メーカー“ジュール・ブロシュナン社”
が低温圧搾製法にて丁寧に抽出しました。ビタミンE
もとっても豊富で美容にも嬉しく、油のクセもない
のでどんな料理にも合うのが人気です。
そのままスプーン1杯を飲むのもお勧めです。

使用方法
炒め物、揚げ物等の他にドレッシングに使ったり、スプーン1杯を
そのまま食べても。

原材料：食用オーガニックひまわり油

500mL   1,674円

オレイン酸驚異の85％以上含有！
高温でも酸化しにくい！
高温で熱しても酸化しにくいので揚げ物に
使っても胃もたれしにくく、コレステロール
のバランスを整えます。

油のクセがないので料理がとっても
美味しく仕上がる！
油のクセがないのでお料理の邪魔をしません。
お子様のオヤツ作りにもお勧め！

美容に嬉しい“ビタミンE”がとって
も豊富！

『抗酸化脂質』として体内で有害な物質が出
来るのを防いでいます。酸化しにくくさらっ
とした浸透性と保湿性なので肌や髪にも。

ハイオレックひまわりオイルがとってもいい
理由とは？

包装なし 
   3,400円

包装あり 
   3,510円

化粧箱入り
   ひまわりオイル2本セット

フタを閉じた
状態

High oleic
Sunflower oil
ミニリーフレット

                 入り 

High oleic
Sunflower oil
専用化粧箱

大切なあの方に良い油の贈り物
Gift set

300mL   562円
720mL   1,080円

使用方法
醤油本来のうまみが多いので、さしみなどのつけ醤油、おひたし
などのかけ醤油、焼き物、煮物等にお薦めです。

原材料：有機大豆（国産、遺伝子組み換えでない）、有機小麦（国産）、食塩

厳選された国内産有機栽培大豆、国内産有機栽培小麦
を使用し、100年以上の歴史を有する昔ながらの木桶製
法で発酵・熟成。厳密に検査され、有機 JAS 認証された
醤油です。
香りがよく、うまみが多いので、つけ醤油にも、煮物にも
最適です。

醤油はうまくなければ意味がない

弓削多醤油は1913(大正12)年創業。
約40年前より国産丸大豆醤油の醸造に取り組み、1993(平成5)
年からは有機大豆を使った醸造が主体となりました。

「醤油のうちの8割が脱脂加工大豆、丸大豆はたった2割だけ。
また、その大豆の中で、国産大豆のシェアは3％しかありま
せん。

これは納豆屋さんとか豆腐屋さ
んも含めての数字です。醤油屋で国産の丸大豆を使って
いるところは本当に少ない。なかでも有機は特に希少で
す。」と
現在の4代目社長　弓削多洋一さん。

「醤油は食品なので安心して口に入れられるものでなくてはいけない、醤油は調味
料なのでうまくなければ意味がない」との信念のもと、醤油を作り続けています。

「これは旨い！」
それは埼玉県の三芳パーキングエリア
にある、ラーメン店での出来事だ。

JES 本井社長が、新潟から東京への
帰り道、立ち寄ったラーメン屋だった。
さほど味は期待せずに注文したが、
予想は大きく裏切られた。

とにかく旨いのである。
大のラーメン好きの社長だが、これだ
けの味のラーメンにはそうそう出会う
ことはなかった。

その旨さはスープから来ていた。
麺にからんだスープ、そしてスープの
もとであろう醤油の味わいが例えよう
のないほど美味しい。

この醤油は一体どこのメーカーの醤油
だろう？
店先に掲げてある看板を見上げる。

「しょうゆの旨み　香りを
お客様へ伝えたい。
埼玉県産丸大豆を原料に
杉桶で熟成した　こだわり」

と掲げてある。
店主のこだわりが伺えた。

『弓
ゆ げ た

削多醤油・・・』
麺をすすりながら再び味わう。
香りも味も飽きが来ない。
珍しくスープを最後まで飲み干す。

「この醤油は凄い…！ JES でも取り
扱いたい。」

これが弓削田醤油を取り扱うきっかけ
でした。

国際味覚審査機構（iTQi）で、「有
機しょうゆ」が7年連続で優秀味
覚賞の「三ツ星」を受賞し、合わせ
て最高賞の「ダイヤモンド味覚賞」
を初受賞した。
ダイヤモンド味覚賞は、過去10年
間で7回優秀味覚賞三ツ星を受賞
した製品に与えられる最高賞。
日本国内の商品でも数少なく、醤
油では初めての受賞。

（2018年6月　埼玉新聞・読売新聞）

世界中の「味」審査、ベルギーで弓削多醤油が最高賞
７年連続「三ツ星」、ダイヤモンド味覚賞を初受賞

きっかけは本井社長が「旨い！」
と唸った醤油ラーメン

100％国産原料を使用した信州
木桶二段仕込みの長期熟成の
天然味噌です。ミシュラン二つ
星店、米大統領来日時の会食会
場の料亭等、超一流の料理人も
使うお味噌です。

召し上がり方
お味噌汁はもちろん、お野菜に付けて食べるのもお勧めです。

原材料：【米糀味噌】大豆( 国産 )、米 ( 国産 )、食塩／酒精 【麦麹味噌】大豆（国産）、大麦（国産）、
食塩／酒精 【玄米糀味噌】大豆( 国産 )、玄米 ( 国産 )、食塩／酒精

　米糀味噌　500g   928円
　麦麹味噌　500g   1,080円
玄米糀味噌　500g   1,620円

全国の有名店や超一流の料理人が絶大な信頼
を寄せている人が、明治38年から続く味噌と醤
油を製造する蔵の三代目「大久保醸造店」の大
久保文靖さんです。
こだわりの職人大久保さんの作る味噌は「天然
醸造の二段仕込み製法」の味噌です。

一般的な味噌は、大豆を煮て潰し、塩と麹を入
れて発酵させて作ります。

大量生産する場合は、発酵中の味噌を加温して強制的に発酵を促進させますが、こ
の場合、発酵時間が短いため天然の旨味が引き出せません。
このため砂糖や化学調味料を添加して人工的に旨味を増やして美味しさを整えて
いるのが多いようです。

一方、大久保さんの味噌は、そもそも大量生産は
考えていません。
また味噌の作り方は、まず大豆を煮た後に麹菌
をつけ、大豆そのものを発酵させた「豆麹」を作
ります。

そして別工程で「米糀」や「麦麹」を作り、最後にこれらと塩を合わせて発酵
させるという大変手間暇をかけた二段階仕込み製法をとっています。

しかも最近では珍しい木桶に入れて長期間じっく
りと発酵・熟成させていますので、天然の旨味と栄
養が豊富。
その上何度煮返しても香りが飛ばない味わい深い
味噌ができるのです。

もちろん使用する原料の大豆は遺伝子組み換えで
ない国産品です。
小麦は皇室に献上している農家から特別に分けて
もらったものなど、厳選された国産品の素材を使
用しています。

一般的な味噌と二段仕込みで作った味噌では『二輪駆動の車』と『四輪駆動の車』
ぐらいパワーが違うと大久保さんは仰っています。

まさに『四輪駆動』を思わせる豆麹のパワーが奥深い滋味と、風味豊かな味わい
と香りを作り出しています。
この味噌には人間に必要なミネラルやビタミン、
タンパク質（必須アミノ酸）、脂質はもちろんの事
人の体内ではつくることの出来ないオメガ3系
の必須脂肪酸などの栄養成分も豊富に含まれて
います。

こだわりの職人、大久保さん
の作る極上味噌

手間暇かけた二段仕込みの木桶長期熟成味噌

良質でマルチ使える便利な出汁をお探しの方に

だし＆栄養スープ 注目

自宅で簡単手軽に本格ジビエカレー

旨鹿カレー 注目

昔ながらの木桶仕込み味噌をお探しの方に

大久保醸造 味噌
注目

昔ながらの製法にこだわった醤油をお探しの方に

弓削多（ゆげた） 有機しょうゆ
注目

人気
repeat
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新商品
NEW

甘く食味の優れた
品種。
現在日本の栽培さ
れる最もポピュラー
なりんご。
もちろんジュース
や加工品にしても
美味しい。

ふじ ジョナゴールド 王林（おうりん）
程よい酸味と果汁
が多めなのが特長
の生食にも加工用
にも適したりんご。
ジュースなどにする
ことで酸味を楽し
める。

11月秋の終わり
頃が旬の黄白色の
りんご。現在では
生産量はふじとつ
がるに次いで多い。
果汁が多く甘みと
香りが強いため
女性に人気。

希望の雫の
主な原材料

となるりんご

原種の黒米と黒煎り玄米に野生種の穀物や
野生果実を大地に蒔けば発芽する状態で丸
ごと粉末にしています。精製・成分調整もせ
ず、生きたままのポリフェノール等で生体
恒常性を高めるさらっとした吸収しやすい
飲み物です。

800g   8,964円

召し上がり方
小さめのカップに大さじ山盛り2杯(約25g)を80～90㏄の湯か水
で撹拌してお飲みください。濃さはお好みの濃さで。水や湯を多く加
えますとサラリと薄く感じます。

原材料：黒米・黒大豆・黒胡麻・黒松の実・黒加倫(カシス)クラフトオリゴ糖、黒煎り玄米、野生植物
抽出ミネラルマグマ

野生種 黒大豆野生種 黒米

野生種 黒胡麻野生種 黒松の実

野生種 カシス

古代食 くろごとは

黒米うるち、黒大豆、黒ごま、黒松の
実、黒カシスを天日干しで乾燥させ、
自然製法によって水溶性ペプチド粉
末にしています。
このため消化器官に負担をかけず
に吸収できます。商品名は陰陽五行
説における「黒五」由来。黒い五種類
を組み合わせることで、各素材の不
足する栄養素を相互に補完し野生
種の備えた生命力をさらに増強し
ています。
もちろん農薬・化学肥料一切不使用。

（日本食品分析センターにて270種
の農薬検査をクリア）

ハチミツの王様マヌカハニー。
TVやマスコミでは『もうこれは薬に近い・・・』と
大絶賛！もちろん人工甘味料無添加・加熱処理
など一切されていません。

「マヌカ」はニュージーランドの先住民 マオリ
族が強靭な生命力を持つ「復活の木・癒やしの木」
と呼び長年健康に役立ててきました。
このマヌカの花から採蜜出来る期間は1年のう
ちわずか6週間と短くとても貴重なハチミツです。
そしてほかのハチミツにはほとんど含まれて
いないMGO(食物メチルグリオキサール）とい
う特別な天然成分を豊富に含んでいます。

朝食に良質な栄養を手軽に摂りたい方に

古代食 くろご
注目

無農薬のはちみつをお探しの方に

EUオーガニック はちみつ

良質なハチミツをお探しの方に

マヌカハニー

デイリーケア

スペシャルケア

食物メチルグリオキサールの略。
商品ラベルに記載されている数値は、マヌカハニー
1kg あたりに含まれる MGO 含有量（mg）を表します。

ユニーク・マヌカ・ファクター（Unique Manuka 
Factor) の略。
独立機関による品質マークで、ニュージーランド産
のマヌカハニーであることを認証するものです。

マヌカハニーのグレード MGO／UMFとは

毎日の習慣に 美味しく続けたい方に

より健康を求める方に マヌカの実力を求める方に

ウルトラケア

紅茶やコーヒーの飲
み物に入れたり垂ら
したりお好みで。

スプーンですくって
そのまま食べても
美味しい♪

50ｇ   972円
250g   3,240円

250g   7,020円

MGO115＋ ／ UMF6＋

MGO400＋ ／ UMF13＋ MGO573＋ ／ UMF16＋

250g   10,800円
250g 250g

250g50g

召し上がり方
適量をそのまま召し上がったり、お料理などに入れてご使用ください。
ご注意：ハチミツは商品の特性上、加熱処理しておりませんので1歳未満の乳児には与えないでください。

昔ながらの製法で作られた天然塩をお探しの方に

深層海塩ハイソルト

青森県産のりんごを使った美味しいジュース

希望の雫

多くのぶどうジュースとは異なり無
添加、しかも水も一滴も加えられてい
ません。
濃い色、濃縮感はワインと見間違うほ
どの100％純粋なぶどう絞り汁です。
そのまま酵母を加えれば発酵してワ
インができる品質です。

お好みの飲み方で、そのままの味を楽
しんだり、薄めて飲んでも♪

暑い夏にはよく冷やして氷を入れて
ストレート、冬はホットでも美味しく
いただけます。
またゼリーやお菓子作り、料理のソー
スなどいろいろ楽しめます。

もちろん美味しいだけではありません。
ミネラルやビタミンなどカラダに必要
な多種類の栄養素が含まれています。
赤ワインで有名なポリフェノールで
すが、ぶどうジュースの方がより健康
維持に良いとの報告もあるようです。

ワイン用のぶどう、ヴィニフェラ
に属する醸 造用のぶどうを搾っ
ただけのぶどうジュース（輸入元：
オーストリア）。
国内では一流ホテルや三ツ星ホテ
ルなどでも採用され、シェフも唸
るほどの甘くて美味しいぶどう
ジュースです。
ワインと同じく収穫された年度に
よって味が少し異なることも魅力
の一つです。

無農薬の果汁ジュースをお探しの方に

エーデルルーベ オーガニックス
トラウベンモスト（ぶどうジュース）

葡萄品種：Zweigelt 100%（赤）
葡萄品種：Grüner Veltliner 100%（白）

（赤） （白）

1箱   5,076円

オーストリア、ニーダーエステライヒ州産、
ワイン用のぶどう“ヴィニフェラ種”を
使用しています。

『希望の命水』をお好みの味で楽しみたい方に

フレーバードロップス

OAK HONEY OAK HONEY オークオーク
〜香ばしい黒糖のようなコク〜Spain

ヨーロッパナラの樹液が
主な蜜源。深く濃厚な味と
モルトの香りが特徴です。
オリゴ糖が非常に豊富です。

Rose HarmonyRose Harmony  ローズハーモニーローズハーモニー
〜神秘的で優雅なハニー〜Austria
純度の高いアカシアのはち
みつに希少なオーガニック
ダマスクローズの花びらを
浸け込んだ贅沢なはちみつ
です。

THYME HONEY THYME HONEY タイムタイム
〜若さを求める方に〜Spain

キリッとした味わいとハー
ブ独特の個性的な香りが持
続します。魚やお肉の下処
理にも効果的です。

はちみつの品質は、はちみつが
採れる環境でほぼ決まります。
オーガニックはちみつは土壌汚
染や大気汚染など無縁な自然保
護地区等に巣箱を設置し、ミツ
バチの健康状態や周りの自然環
境も常に確認しています。

採蜜から瓶詰めまでの全工程で
40度未満で管理されていますの
で、はちみつが本来持つビタミ
ンやミネラル、生きた酵素など
が豊富に詰まっています。

ご注意：はちみつは商品の特性上、加熱処理しておりませんので1歳未満
の乳児には与えないでください。

お待たせ致しました！
毎年大好評！
令和3年産 南魚沼産コシヒカリ
の発売です！

農業用ミネラル『ミネチット』P5
（「有機 JAS」認定肥料）をフル活

用する事でより良質で更に美味
しいコシヒカリになりました！

120g…1,296円

120g…2,160円

120g…1,296円

化粧箱入り
リボン付き

各5Kg   4.960円

セット内容

オーク・ローズハーモニー・タイム各×1瓶
（各120ｇ）

原材料：水、クエン酸、天然香料、甘味料（ステビア）
原産国：ニュージーランド

人気

伊豆大島の深度200m の井戸から汲み上げ
た良質な深層海水。その海水を低温加熱し、
一番初めに結晶した塩だけを集めました。
通常の塩造りの1割しか取れない貴重な塩
で塩分濃度が低くミネラルも豊富。
お料理の味をグンと引き立てます。「私の
料理にはこの塩が欠かせません！」という
シェフも。

人気

200g   581円

2位
マンダリン レモン

ライム

これでお子様も『希望の命水』を
ジュース感覚で飲んでくれます♪

1位

希望の命水   30mL
水   150mL
フレーバードロップス   約5滴

美味しい！
お勧めレシピ

（コップ約1杯分）

使い方いろいろ！

ヨーグルトや
アイスなど
オヤツに♪

炭酸水に入れたり、
大人の楽しみ方で

ハイボールや焼酎にも♪

arrange

arrange

ニュージーランドで大人気のナチュラル
フレーバーです。
砂糖や人工甘味料、防腐剤の添加物不
使用！数滴加えるだけで美味しいお水
に！糖質、炭水化物、カロリーゼロ！
その日の気分で味を変えられるのが嬉
しいポイントです。

45mL   各528円
・マンダリン（オレンジ味。夏にお勧め。）
・レモンライム（さっぱりスッキリ味）
・ピーチ（女性に人気。甘い香り）
・パイナップル（酸味と甘味が絶妙）
・ストロベリーキウイ（果実のみずみずしさ）

古来から伝わる塩作りの塩を求める方に

キパワーソルト

本格的な讃岐うどんをご家庭で

讃岐純生うどん さぬきうどん
こだわりのお米が食べたい！という方に

南魚沼産 コシヒカリ 白米・玄米

南魚沼産の特別なコシヒカリは県外に流通しない
希少品です。

お話：生産者 貝瀬さん

『まるでワイン』のようなぶどうジュース

1000mL   各1,944円

ふじ・ジョナゴールド・王林を使用
した、ストレート果汁です。特殊製
法の「密閉搾り」で酸化防止剤（ビ
タミン C) を使わずに、りんご本来
の香り、美味しさを閉じ込めました。

原材料：りんご（青森県産）

1000mL   432円

讃岐うどんの本場、香川の「お土
産コンクール」で優勝した美味し
いうどんです。希望の命水入りで
更に美味しく

300g×1袋（２人前）   270円

※つゆなしタイプ

原材料：小麦粉、食塩、パウダーエッグ加工デンプン、酒精
製造元：香西麺業有限会社

南魚沼産の特別なコシヒカリは、
その大半が高級料亭や高級寿司
屋の他、縁故米として親族や関係
者の方々に全て買い取られてし
まう、とても希少なお米です。

我が家は代々この南魚沼コシヒ
カリを作り受け継いでいます。

今年も美味しいお米が出来まし
た！ミネラル農法で作った特別
なお米を是非食べてください！

使用方法
どんな料理にも合います。特におにぎり・お吸い物等でお試しください。
漬物も美味しく出来ます。

原材料：海水

使用方法
全てのお料理にお使い頂けます。

注意：わずかですが温泉卵のような匂いがするのは塩田の塩を熱焼成した為で、ご使用後少し時間が経てば消えます。
アルカリ性の為、おにぎりに使うとでんぷんと反応し、ご飯が黄緑色に変化する場合がありますが召し上がっても問題
ありません。　
原材料：天日塩（韓国）

「何も足さない、何も引かない、
自然からの贈り物」 有機栽培されたぶどうを使った

最高品質のぶどうジュース

BIO ハチミツ
ビーネ ビーネ

手間を惜しまず昔ながらの製法で
作られた塩田産天日塩を用い、特
許製法で高温焼成した「還元力を
備えた焼塩」です

250g   1,620円

新商品
NEW

注目

注目

1918

0120-998-711商品のご注文
お問合せは

人気
repeat 注目人気商品 秋.冬お勧め
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