
 

 

 

 

 

 

エルダース栄養科学研究所 
 

商品カタログ 
Revised : October 2019 

 

1833 Kalakaua Ave., #407 

Honolulu, HI 96815 

Phone : (808) 949-2920  Fax : (808) 949-2923 

Toll Free : 1-800-310-1770 

（日本）国際フリーダイヤル：0034-800-100048 

ハワイ直通電話：03-6868-5877 

 

E-mail : info@eldersinternational.shop 

Website : www.eldersinternational.shop 

 

 

http://www.eldersinternational.shop/


*These statements have not been evaluated by the food and drug administration. These products are not intended to diagnose, treat, cure or 
prevent disease. 

( 2 ) 

 

「HEAL THE BODY with MINERALS」 

 

幻冬舎 刊 

エルダース栄養科学研究所 

ドクター・鈴木 ベンジャミン 著 

 

 42 歳で脳血栓で倒れ 7 年もの間闘病生活を経験し、その間に「自分の身体を知る 

ことから人生が始まる」と悟った著者が以来 20 年の栄養薬理学の研究成果を解り 

やすく解説。 

 

 「永遠の人生」とは何か。それは信仰者が言う

Eternal Life を意味するのではなく、病魔を退け、 

生命力を高め、維持し、健やかに老いて、いわば

Completion of life とでもいうべく「人生を完結する

こと」こそが著者の目指す「栄養学」の目標。 

 

生命曲線を 40 歳を境に急激に降下させるのではなく

100 歳までなだらかに維持し、全き健康のうちに人生

を完結させることが著者のサプリメント研究の究極

の目標という。 

 

● ミネラルバランスは生命の基本 

● 運勢はミネラルで変えられる 

● 糖尿病とガンを征する “ピロール農法” 

 

日本の全国書店・Amazon で好評販売中 

ハワイでのご注文はエルダース栄養科学研究所まで。 
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 #1：M10-8 SS：キトサン・コンプレックス（180 錠）$120.00- 

～病魔を退け、生命力を高め、維持し、健やかに老いて人生を完結させる～ 

ノルウェー産の高純度キトサンを主成分に、「有害物質の吸着と排出」「免疫強化」 

「老化（酸化）抑制」のために特別調合された統合サプリメント 

 

キトサンは、カニやエビの殻から抽出され酵素分解された動物性食物繊維の 1 つ

であり、ダイオキシン・農薬・塩素・ウィルスなどの有害物質、水銀・鉛・アル

ミニウムなどの重金属に吸着し、それらを体外に排出させることで、体内の解毒

（デトックス）効果をもたらします。体内に吸収されやすい低分子水溶性キトサ

ンを主成分に、ガン転移防止・免疫細胞の活性化に効果的とされるキトサンオリ

ゴ糖、ウィルスに対する強力な破壊力を持つとされるライソザイム、免疫修復の

主役グルタオチン、CoQ10、天然の免疫強化酵素 S・O・D、カタラーゼ、腸内

細菌ビフィダスなど、世界最高水準の調合をしています。 

 

● 次の諸症状に用いられています。 

高血圧、コレステロール、中性脂肪、動脈硬化、喘息、リュウマチ、気管支炎、癌、大腸炎、膀胱炎、腎臓病、肝

臓病、糖尿病、湿疹、胃炎、ヘルペス、痔、老衰、白血病、前立腺肥大、腸ポリープ、腫れ物、皮膚病(シミ、ニキ

ビ)、過体重、肥満など。 

 

● 摂り方：朝・晩 3 錠ずつ、または朝・昼・晩 2 錠ずつ（1 日計 6 錠）を食後にお召し上がり下さい。 

 

ノルウェー産高純度キトサン 

（低分子水溶性） 

免疫強化、老化防止、メタボリック症候群の予防、慢性疲労の回復、公害、薬害物質の排除 

キトサンオリゴ糖 キトサンの 100 倍の効果。ガンの転移防止、免疫細胞の活性化 

ライソザイム  キトサンのナノ化推進、ウィルスの破壊力 

カルニチン 慢性疲労、メタボリック症候群の改善 

グルタチオン 抗ガン、抗酸化（細胞、肝臓、肺、心臓、腎臓） 

CoQ10   心臓保護、糖尿病、脂肪代謝 

アルファリポ酸   脂肪肝のアルコール分解不能の助け、心臓のリスクを補う。中性脂肪を減少、体重減  

マイタケ 免疫力強化、1-3D グルカン、関節炎、浄血、肝臓 

アストラガラス 抗ガン力で全米ハーブのトップ 

パウダルコ（別名タヒボ） 抗ガン力、貧血 

セルラーゼ 繊維質分解酵素 

ホーソンベリー 心臓を守る 

ライコピン 強力抗酸化剤 

S.O.D 酵素 フリーラジカルから細胞を保護 

カタラーゼ酵素 細胞賦活力 

アスタキサンチン 心臓、血管、糖尿 

ビフィズス菌 腸内友好細菌 
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● ノルウェー産の高純度キトサン 

世界で最も豊かな国と評されるノルウエーは海洋資源国家であり、ノルウェーにおけるキトサンの製造は国営会社で行わ

れています。ノルウェーの国としての威信をかけて作られたキトサンは品質も世界 No.1 であり、ノルウェーでは様々な

研究データと共に「キトサンはガンをはじめ、各種免疫強化に役立つ。」と広く認知され、キトサンの役割りは次のよう

なものだと説明されています。（１）免疫の強化（２）老化の抑制（３）メタボリック症候群の予防（４）慢性疲労の回

復（５）公害、薬害物質の排除 

● ガン転移防止のキトサンオリゴ糖 

東北薬科大学、北海道大学などの研究によって、キトサンを使って作られるキトサンオリゴ糖が、ガン転移防止に効果的

という報告がされました。また、免疫細胞の 1 つである NK 細胞を活性化させる研究報告もあります。M10-8 SS キトサ

ン・コンプレックスには、高比率でキトサンオリゴ糖が配合されています。 

● キトサンの吸収を高め、ウィルスをも切り刻むライソザイム酵素 

キトサンとキトサンオリゴ糖を徹底的に切り刻んでナノ化し、血液への吸収を高めるライソザイム酵素は、ウィルスに対

する強力な破壊力を持つとされます。 

● 脂肪燃焼を助けるカルニチン、グルタチオン、CoQ10、アルファリポ酸 

カルニチン、グルタチオン、CoQ10、アルファリポ酸が一緒に働き、あなたの細胞の中のミトコンドリア（細胞の発電

所）に脂肪を貯めないで完全燃焼させます。中でも特にグルタチオンは、細胞のみならず血管、脳、心臓、免疫細胞、腎

臓、皮膚などの酸化を防ぐだけでなく、ガンや老化の防止、疲労からの回復力が驚異的な素材でもあります。この 4 点セ

ットが、慢性疲労やメタボリック症候群などによって引き起こされる健康リスクを回避し、糖尿病による脂肪代謝の低下

を改善したり、脂肪肝のアルコール分解不能を助け、また様々な心臓病のリスクを未然に防ぎます。 

● 強力な抗酸化力と免疫力をもたらすマイタケ 

マイタケは、ベータ D-1,3 グルカンの宝庫であり、バクテリア、ウィルス、カンジダ菌などと闘う強力な抗酸化力をも

ち、免疫力の強化をもたらします。 

● 強力な抗ガン力・心臓を守るハーブ（アストラガラス、パウダルコ、ホーソンベリー） 

世界には幾千という種類のハーブが売られていますが、アメリカ栄養学界では、それらの中で最も強力な抗ガン力を持つ

ハーブはアストラガラス（Astragalas）だと述べています。多くの治癒例がある南米原産のハーブのパウダルコ（別名タ

ヒボ）、そして伝統的に伝えられてきた心臓を守るホーソンベリーの実も成分に含まれています。 

● 強力抗酸化剤のリコピン、SOD 酵素、カタラーゼ 

リコピンは地中海の食文化を守ってきた健康の源であるトマトから摂られる強力抗酸化剤です。S.O.D.酵素（Superoxide 

dismutase）は細胞を酸化させようと襲いかかってくる恐ろしいフリーラジカルから細胞を守り、カタラーゼ（Catalase）

酵素はこうした毒性物質を粉砕してくれます。 

● 強力な抗酸化力アスタキサンチン 

アスタキサンチンはベータカロチンやルテインなどより 10 倍もの抗酸化力を有し、ビタミン E よりも 100 倍強く、その

効果は心臓血管、糖尿病ネフローゼ、筋肉強化、眼精強化、眼精疲労、ピロリ菌、皮膚、脂肪代謝、ストレス、免疫アッ

プなどに広く及ぶものです。 
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 #2：M10-8 ドクターズ・プログラム（60 錠）$195.00- 

 

低分子キトサン！キトサンオリゴ糖の濃縮版！ SS キトサンの医科向け商

品で、リウマチやガン、ウィルス対策にも抜群の効力発揮し、治りにくい

風邪にも即効性があります。本当に必要な時の救世主としてお使いくださ

い。 

 

● 摂り方：1 回 1 錠、1 日 2 回（朝・夕）。治療目的には 1 日朝夕各 2 錠 

 

 

 

 #3：M10-8：エムビー・ピーエイチビー（180 錠）$78.00-          

  

23 種類もの栄養素を結集した天然珊瑚カルシウム・サプリメント。体内の

ミネラルバランス（MB）と pHバランス（PHB）を整え、関節症や骨粗し

ょう予防にも。更に、MB・PHB は神経伝達を助け、アルツハイマーの予

防にもなる栄養素を加えています。MB・PHB で心臓ポンプという筋肉が

丈夫になります。     

           

● 摂り方：1 回 3 錠、1 日 2 回（朝・夕） 

 

 

 

 #4：M10-8：コロン・コロニー（100 錠）$36.00-     

 

コロンコロニーは、単なる便秘薬ではありません。副作用もなく、癖にも

なりません。コロンコロニーは他に類をみない 13 種もの貴重なハーブが相

乗的に働き、胃腸の炎症を鎮めて pH 値を正し、腸内友好バクテリアを増

やします。理想体重の実現やフィットネスにも役立ちます。 

 

● 夕食後 1～4 錠（症状に応じて）。 
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 #5：M10-8：スーパーフコイダン（140 錠）$290.00-     

 

厳選されたメカブから独自の技術により抽出・精製・粉末化したフコイダン

をふんだんに取り入れた多機能性サプリメント。フコイダンの効果を相乗的

に高めるマイタケとアストラガラスを成分として加えました。免疫賦活作用、

抗アレルギー、抗腫瘍・抗ガン作用、抗ウイルス・抗菌作用、抗ピロリ菌・

抗潰瘍作用、コレステロール低下作用、 血糖上昇抑制作用、血液凝固阻止

作用、肝機能向上作用、整腸作用などを期待される方にお勧めです。 

 

● 摂り方：健康維持：1 日 4 錠を朝晩に分けてお摂りください。 

 

 #6：M10-8：ヤング（328.5g / 粉末）$112.00- 
 

成長ホルモンが年齢と共に減っていくと、様々な障害が出やすくなります。

つまり、加齢による体脂肪量の増加（中年太り）、骨密度の低下（骨粗しょ

う症）、肌の荒れなどを防止するためには成長ホルモンの分泌促進が必要な

のです。シトルリンは、別名スーパーアミノ酸とも言われ、シトルリンの働

きとしては、持久力、筋力、精力アップ、疲労回復効果（体内のアンモニア

を素早く除去）、集中力、記憶、やる気アップ、むくみ、冷え症の改善、ア

ンチエイジング、美肌効果などがあります。 

 

● 摂り方：添付のスプーン一杯、約 10 グラムを水かジュースに溶かして早朝又は就寝前の空腹時

（成長ホルモンは就寝２時間後に分泌が活発になります）、あるいは激しい運動をした直後に。 

 

 #7：Ｍ10-8：グルタチオン（60 錠）$58.00-   

 

グルタチオンは強度の抗酸化力を持つ物質で肝臓で作られ、赤血球や白血

球の働きを守り、炭水化物の代謝に必要とされ、老化防止や高脂血症にも

役立ちます。汚染物質から身体の細胞が受けるダメージを緩和し、アルコ

ールなど酒類から肝臓を守ります。その他に白内障や角膜疾患を予防し、

抗酸化作用でシミの原因を予防する効果があります。 

 

● 摂り方：1 回 1～2 錠、1 日 1 回～2 回 
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 #8：Ｍ10-8：テストステロン・ベネフィット（60 錠）$78.00-   

 

男女両性用のホルモンバランスを維持強化するための栄養サプリメントで

す。細胞レベルでミトコンドリアとその中での COQ10 の消耗を防いだり、

ATP の合成を助けたり、新陳代謝を促進します。 

 

● 摂り方：1 日 2 錠 

 

 

 

 #9：Ｍ10-8：ブラッド・シュガー・サポート（90 錠）$68.00-   

 

血糖値コントロール、糖尿病予防に。普段の食生活でよく食べる炭水化物は、

小腸内でスクラーゼと呼ばれる酵素によって分解され、体内に吸収されると

糖分となって血糖値を急激に上昇させます。L-アラビノースは、このスクラ

ーゼの働きを阻害するため、糖分の分解を抑制し、急激な血糖値の上昇を抑

制する働きがあります。血糖値コントロールと膵臓機能を高めるインスリン

の生成を促すといわれるカキエキス、ナマコ、ペルナ・カナリキュラス、ハ

ーブ、ビタミン・ミネラル成分も配合。 

 

● 摂り方：予防目的は 1 日 2 錠、治療目的は 1 日 3 錠（食前） 

 

 #21：天使のパン：スーパーフーズ鈴木酵素（125g / 粉末）$38.00-   

 

ミネラルを始め、アサイの 5 倍の抗酸化・美容成分があると言われる“マ

キベリー”、腸内細菌、飽和脂肪酸、蛋白質、酵素など 43種の選りすぐり

のオーガニック原料で構成しました。近代食品科学に一石を投じる「ス

ーパーフーズ」です。 

 

● 摂り方：ティースプーン 1 杯を豆乳やアップルジュース等と混ぜてお

召し上がりください。（開封後は冷蔵庫に保管してください。） 
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 #22：天使のパン：ナチュラル・レスベラトロール（60 錠）$49.00-   

 

レスベラトロールは、延命・長寿の遺伝子「サーチュイン」を活性化し、

オーバー摂取したカロリーさえも低減して細胞の若さを守ります。 

【レスベラトロールの働き】 

1. 心臓と血管を丈夫にし、コレステロール値を正常化します。2. 免疫を強

化し、フリーラジカルと闘います。3. 食事後の過酸化脂質発生を防ぐ力に

なります。4. 脳の記憶力を守ります。5. 血圧、循環を守り血管を丈夫にし

ます。6. 若く、引き締まったフレッシュなお肌作りに役立ちます。 

● 摂り方：１日１錠 

 

 #23：天使のパン：UC-II コラーゲン（60 錠）$48.00-   

 

「非変性Ⅱ型コラーゲン（UCⅡコラーゲン）」とは、鶏胸部軟骨を原料

に特殊技術で抽出されたコラーゲンで、従来の市販されているコラーゲ

ンとは全く違います。関節炎の多くはこの非変性コラーゲンの再生と破

壊のバランスが崩れて起きるのです。UCⅡコラーゲンは小腸の免疫機関

に働くので、免疫抵抗を起こさせないで吸収され、必要な部位に届き、

関節炎などの痛みを軽減すると考えられています。 

 

● 摂り方 : 症状の予防には寝る前に１錠(1 日 1 回)、症状がある場合は朝と晩 1 錠 (1 日２回)、痛み

や症状が辛い場合は朝と晩 2 錠(1 日２回) 

 

 #24：天使のパン：トータルビューティー（90 錠）$47.00-   

 

若々しい肌・髪・爪を内側から育むサプリメント。可溶性で体内に吸収さ

れやすくしたケラチン（皮膚や毛髪・爪など人の最外層を覆っているタン

パク質）、調理や加熱により失われやすく食品からの摂取が困難なＭＳＭ

（コラーゲン、ケラチンの生成に関与するミネラル）に各種ビタミンやヒ

アルロン酸をバランス良く配合。 

 

● 摂り方：食後 1 日 3 錠 
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 #31：Organic Theory：メモリー（90 錠）$80.00-   

 

特許成分 DMG が新たに脳神経伝達物質（ニューロトランスミッター）を

生み出し、脳細胞の活性を促進させる脳の栄養。思考や記憶が難しくなっ

たり情報や会話がフォローできなくなった人たちの脳神経機能のサポート

のために作られたサプリメント。脳神経伝達物質を生成させ、活性化し、

脳の血流を活発にし、外部からのストレス侵入を消去するよう働きます。 

 

● 摂り方：朝、昼、晩の１日３回、各１錠（１日計３錠）食後 

 

 

 #32：Organic Theory：コレストシュア（90 錠）$49.00-   

 

コレストシュアは、レッドライス・イースト、ポリコサノール、サイトス

テロール、CoQ10、クロミウム、EPA, アーティチョーク、ググリピッ

ドなどのユニークな配合で、コレステロールの正常化をサポートする。 

 

● 摂り方：朝、昼、晩 1 錠ずつ（1 日計 3 錠）食後 

 

 

 

 #33：Organic Theory：スーパーオメガ 3 EPA/DHA（120 錠）$72.00-   

 

オメガ３脂肪酸は、まず第一に血圧やコレステロール値を正常化する。従

って、健康維持に欠かせないが特に心臓、脳、すべての体中の細胞膜にと

って必要だと言えます。身体機能の維持に必要なホルモン前駆体プロスタ

グランジン（ＰＧＥ３）は、オメガ３の主要な成分であるエイコサペンタ

イン酸（ＥＰＡ）とドコサヘクサン酸（ＤＨＡ）から成るオメガ３は深海

魚から採れる脂肪酸で、極低温搾油され、当社のスーパーオメガ 3 は特に

ダイオキシンや魚類の汚染物質を完全に除去しているから安心です。 

 

● 摂り方：1 日 2 錠、食事と共に摂る。 
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 #34：Organic Theory：メタボリック・マックス（180 錠）$89.00-   

 

39 種に及ぶビタミン、ミネラルを駆使して製造されたマルチビタミン。メ

タボリック・マックスは日々の代謝を促進し、エネルギーレベルを高めま

す。抗酸化活性、ストレス除去、過酸化脂質除去、AGE 老化原因物質除去、

コレステロールの正常化、心臓血管の健康維持及び低温化体温への熱発生

サポート等々の他、骨の健康、目の健康や神経系にまで対応。 

 

● 摂り方：１日 6 錠（何度かに分けて食事と一緒に） 

 

 

 #41：アルカ・カーム（226g / 粉末）$36.00-   

 

アルカ・カームはマグネシウムとポタシウム(カリウム)によって体液の pH

バランス、即ち、弱アルカリバランスを作るパウダーミックスです。体液の

pH バランスを回復させ、血圧のコントロールを助け、体内で水素の生成に

役立ちます。 

 

● 摂り方：小スプーン 1 杯を水に溶かし、1 日 2 回お飲み下さい。 

 

 

 #42：アレジー・リクィッセンス（120ml / 液体）$68.00-   

 

ホメオパシー的アプローチと厳選されたハーブ処方で、不快なアレルギーの諸症

状をパワフルに和らげます。液体処方なので、吸収がよく即効性があります。 

 

● 摂り方：慢性症状の方：一日 2 回、1 スポイト分を舌下に滴下します。 

（食事時間からは 30 分以上離してください。） 

 

● 急性症状の方：急に重い症状が出たときは、10～15 滴を 15 分おきに舌下に滴下します。3 時間以

上はしないでください。症状が穏やかになったら、10～15滴を 1時間おきに舌下に滴下します。8時

間以上はしないでください。症状がさらに穏やかになり慢性化したら「慢性の方」の量で摂ってくだ

さい。 
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 #43：アミノ・コンプリート（120 錠）$49.95-   

 

アミノ・コンプリートは、スポーツで体を使う方、ストレスの多い方にぴった

りなのはもちろんのこと、体脂肪の燃焼や美肌・美髪にも貢献します。 

 

● 摂り方：1 日 4 錠 

 

 

 

 

 #44：アストラガラス ハーブ液（60ml / 液体）$39.95-   

 

ガン一般のハーブ液。アメリカ栄養学界において最も強力な抗ガン力を持つとい

われるハーブ。 

アストラガラスは自然の治癒力、防御力に作用し、免疫システムを強化します。

ガンに対して効果的なアメリカ最新のハーブといえばアストラ ガラスといえる

でしょう。  

 

● 摂り方：１日に 50 滴を３回（朝、昼、晩）服用してください。 

 

 

 #45：ビルベリープラス（60 錠）$29.95-   

 

ビルベリー（ブルーベリーの原生種）は、①動脈硬化を改善する、②衰えた記

憶力も改善する、③血管内の血流障害壁を通過する力がある、④脳の老化を取

戻す、⑤脳内貧血を予防する、⑥癌転移を防ぐ効果が期待されます。 

また、ビルベリーが持つ抗酸化物質は、ビタミン C やコラーゲンの美容効果を

倍増させることがわかっています。 

 

● 摂り方：１回１錠、１日１～２回 食事と共にお摂りください。 
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 #46：ブラッド・プレッシャー・サポート（90 錠）$39.95-   

 

血圧降下のためのサプリメント。 

 

● 摂り方：1 回１～2 錠、1 日 3 回 

 

 

 

 

 

 

 #47：ボロン・コンプレックス（100 錠）$25.00-   

 

ボロンはカルシウムの吸収を高め、有用性を活発化させるビタミン D の

働きにも必要不可欠なミネラルです。ボロンとは、本来、野菜や果物に

含まれるミネラルであり、野菜と果物が中心の食生活では丈夫な骨や関

節機能が維持されるのは、ボロンの効果によるもので、関節症や骨粗鬆

症を予防・改善してくれます。カルシウム密度が減りつつある閉経後の

女性にもお勧めです. 

 

● 摂り方：平均的には MB-PHB を朝･夕に各３錠ずつ摂り、ボロンを 1

日１錠加えて下さい。 

 

 #48：ブレイン・サポート（60 錠）$39.95-   

 

血液循環は生命活動の中心。血液こそが栄養、活力、酸素を身体中に運ぶか

らです。ブレイン・サポートは脳神経細胞と神経伝達物質･ニューロンの活性

化を促進するため、ギンコ･ビローバ、フォスファティディールコリン、Ｌカ

ルニチン、ＤＨＡパウダー、コリン、イノシトールを配合し、記憶力、血行、

アルツハイマー、喘息、耳鳴り、心臓病など広く効果が期待されます。 

 

● 摂り方：１回１錠、１日 2 回 お食事と共にお摂りください。 
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#49：CBD オイル（30ml / 液体）$69.00- 

#50：CBD オイル ソフトジェル（60 錠）$115.00-   

 

～精神作用・幻覚作用のない安全な大麻草オイル～ 

 

大麻草の「種と茎」から摂れるカンナビジオール（CBD）は、てんかんの発

作を筆頭に、不眠症、痛み（頭痛、胃痛、歯痛など）、食欲不振、吐き気、

皮膚炎、統合失調症、抜け毛、アルツハイマーなど、100 近くの疾患に関し

て、世界保健機構（WHO）は CBD に関する有効性と安全性を高く評価して

います。 

 

人間の体内には、ECS（エンド・カンナビノイド・システム）という身体

調節機能があり、これにより、食欲や痛み、免疫調整、感情抑制、運動機

能、神経保護、認知と記憶などが滞りなく行われます。加齢やストレス、

生活習慣で ECS のはたらきが弱ると『カンナビノイド欠乏症』となり、

体の不調の原因となります。CBD を摂ることで ECS のはたらきを取り戻

すことができ、過剰になった神経を落ちつかせるので、リラックス効果も

あります。 

 

● 液体タイプの摂り方： 

・1 日 1 スポイト（1ml 程度）を舌下に滴下して、飲み込む前に口の中でなじませてください。 

・慢性痛でお悩みの方：痛みを感じる箇所に滴下して、お塗りください。 

・睡眠障害でお悩みの方：足裏の土踏まずに滴下して、お塗りください。 

 

● ソフトジェルタイプの摂り方： 

・1 日 1 錠 

 

※精神作用のあるテトラヒドロカンナビノール（THC）という成分は、大麻草の「葉と穂（花）」に多く含まれており、

この部位の使用は禁止され、麻薬取締法でも禁止されている成分です。CBD が 

抽出される「種と茎」には THC がほとんど含まれていないため、精神作用・幻覚作用はありません。 

※日本の「大麻取締法」第一条には、“「大麻」とは、大麻草及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びそ

の製品（樹脂を除く）並びに大麻草の種子及びその製品を除く。‘とあります。つまり、「種と茎」から摂れるカンナビジ

オール（CBD）は、日本国内でも利用して問題ないということになります。 
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 #51：クロミウム 200mg（100 錠）$19.95-   

 

血糖値降下に効果。体内での糖代謝に欠かせない微量ミネラル。長期の服用は

若さの維持に効用。 

 

● 摂り方：１回１錠、１日１～２回を食事と共にお摂りください。 

 

 

 

 

 #52：コラーゲン・コンプレックス（60 錠）$35.00-   

 

コラーゲンは組織と組織を結びつけ細胞同士が支えあう働きをします。コラ

ーゲンは又、軟骨や骨、歯を健康に保つ助けになります。ビタミンAやE、脂

肪の酸化を防ぐ働きをするのもコラーゲンです。ですから、ビタミンC、ビタ

ミン E、ALA などを一緒に摂れば驚く程の美肌が得られるでしょう。コラー

ゲン・コンプレックスは、お肌にとって必要な栄養素を配合した製品です。 

 

● 摂り方：１回１～2 錠、１日１～2 回 食後にお摂りください。 

 

 

 #53：イブニングプリムローズ油 500mg（90 錠）$29.95-   

 

月見草オイルはその 8～15%が GLA（ガンマーリノレン酸）。GLA に関する多

くの研究は、喘息、生理不順、リュウマチ、関節炎の苦痛を和らげる効果のあ

ることを証明しています。 

 

● 摂り方：１回１錠、１日３回 
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 #54：フィーメールバランス（90 錠）$49.00-   

 

更年期女性の生理的な変化に対応したフォーミュラ。 

 

● 摂り方：１回１～2 錠、１日１～2 回 食後にお摂りください。 

 

 

 

 

 

 #55：ギンコビローバ 120mg（100 錠）$39.95-   

 

ギンゴビローバは、脳内血流促進や血栓の予防と治療に役立つとされます。脳細

胞の活性化と血管を拡張し血流を良くする働きがあり、ギンコライドは、脳内の

活性酸素を抑止し、脳細胞をダメージ（酸化）から守ることが報告されています。

このために痴呆症の予防・ボケ、脳梗塞、脳内疾患に注目されています。 

 

● 摂り方：１回１錠、１日 1～2 回 食事と共にお摂りください。 

 

 

 #56：グルコベラ（90 錠）$66.50-   

 

グルコベラは、血糖値を安定させ、栄養素の消化吸収、食事と運動と体重の

バランス、毒素の排出、そして細胞を酸化から守るのに役立つアロエベラが

原料のユニークなサプリメントです。身体のエネルギー貯蔵をかく乱する恐

れのある有害なフリーラジカルを探し出して破壊するのを助ける働きもあり

ます。 

 

● 摂り方：毎回のお食事の 15～20 分前に 2 カプセルずつお摂り下さい。 
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 #57：グリケーション・プロテクション・スペシャル（60 錠）$89.00-   

 

アンチエイジングの概念として、注目されているのが「糖化（グリケーション）」と

いう現象です。糖化とは、体内のたんぱく質と糖が結合して、AGEs（糖化最終産物）

*を生成することであり、糖化は酸化よりも老化を早めるという研究データが出てい

ます。その AGEs の蓄積が、肌の老化、骨の質の低下、動脈硬化、糖尿病の合併症、

認知症など、体全体の老化につながると言われています。グリケーション・プロテ

クションは糖化に対抗し、アンチエイジングを助けるよう開発されました。 

* AGEs（エイジズ）とは、Advanced Glycation End Products の略語。終末糖化産物という、タンパク質の糖化反応によ

って作られる生成物のことです。高温で調理された食べ物（ステーキ肉や揚げ物など）には有害な AGEs が多く発生して

います。 

● 摂り方：１回１錠、１日２～３回。 

 

 #58：ヘイフィバー・サイナス・コンプレックス（90 錠）$80.00-   

 

ヘイフィバー・サイナスは副作用の心配がいらない自然のハーブ処方です。不快

なアレルギー、喘息、鼻炎、そして喉の症状を緩和するよう、フォーミュラされ

ました。 

 

● 摂り方：1 回 1～２錠を 1 日 3 回。（できれば空腹時に） 

 

 

 

 #59：イミューン・システム・サポート（120 錠）$150.00-   

 

イミューン・システム・サポートは、免疫機能の維持と強化をサポートします。

アストラガラス、ビタミン、レイシを始めとしたキノコなど選りすぐりの成分

と配合が、体全体の調子を整え、内臓が元気に働くよう設計しました。免疫機

能が強く活性化していれば、細菌、ウイルスやその他の病原性微生物の侵入を

防ぐだけでなく、体内でつくられる異常細胞の広がりを抑えることが可能なの

です。 

 

● 摂り方：大人 1 日 3 回、1 回 1～2 錠 お食事時にお摂りください。 
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 #60：イミューノスプレー（29.5ml）$29.00-   

 

イミューノスプレーは免疫機能の維持と強化をサポートするように配合されていま

す。イミューノスプレーに配合されていますエキナセアは多くの研究で、インフル

エンザ、ヘルペス、ポリオなどのさまざまな感染源となる微生物に対する、免疫強

化活性と抗ウイルス活性が解明されています。免疫機能が強く活性化していれば、

細菌、ウイルスやその他の病原性微生物の侵入を防ぐだけでなく、体内でつくられ

る異常細胞の広がりを抑えることができます。 

 

● 摂り方：1 回 2 スプレー、1 日 2～3 回 

 

 #61：コラーゲン II-XS（120 錠）$78.00-   

 

コラーゲン II-XS（KollaGen II-XS）は 25 年以上に及ぶコラーゲン・リサーチの産

物です。関節を構成している軟骨主要成分を集結させ、最適に吸収できる、より高

い分子量を研究しました。人による 1 ヶ月の臨床調査の結果、関節の一般的な痛み

や動かしたときの痛みが減り、伸縮性が良くなったとの結果が出ています。水溶性

の成分ですので、胃に負担がかかりません。 

 

● 摂り方：1 日 4～6 錠を 6 オンス（180ml）のオレンジジュースまたはビタミン

C ドリンクで服用。できれば朝食前の空腹状態で、20 分は食事をしないのが理想です。 

 

 #62：L-5HTP 100mg（60 錠）$58.00-   

 

L-5-HTP はマメ科のグリフォルニアという植物から抽出されたトリプトファン

（アミノ酸の一種）を含むサプリメントです。トリプトファンは脳で生成される

セロトニンの元となるもので、脳神経伝達機能の向上に役立ちパーキンソンやア

ルツハイマーの改善・予防に効果を発揮します。エルダース社の L-5-HTP はそ

の効果をより一層強化するためにビタミン C とビタミン B６を配合してあります。 

 

● 摂り方：1 日１錠 
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 #63：L-カルニチン 500mg（60 錠）$45.00-   

 

心臓、肝臓、筋肉などへの脂肪堆積を防ぐ。コレステロール、中性脂肪など脂

肪の血中レベルをコントロール。ビタミン C, E などの抗酸化ビタミンの効果を

強めるほか、脳神経の老化を防ぐ働きの為アルツハイマー病、記憶力強化、慢

性疲労症候群、重度肥満症、糖尿病治療に用いられている。（アルツハイマー病

には特にフォスファタディールセリンとの併用が奨められる）Ｌ-カルニチンは

メタボリック症候群のための 4 種の神器の 1 つである。 

 

● 摂り方：1 回 1 錠、１日 1～2 回、食間に。 

 

 #64：レシチン 1200mg（100 錠）$19.95-   

 

レシチンはすべての細胞膜の成分であり、余分な脂肪を分解し、洗い流す力が

非常に強いので、コレステロールの安定、心臓発作、記憶力減退、関節炎、皮

膚病、神経炎などの治療に広く使われています。特にレシチンは大量のコリン

を含むことから、コリンと同義語として用いられています。従ってレシチンの

摂取はコリンの供給でもありますので、そこから脳神経伝達物質であるアセチ

ルコリンが増え、アルツハイマーの改善に効果があると考えられています。 

 

● 摂り方：1 回 1 錠、1 日 2～4 回 

 

 #65：リポソーマル・ビタミン C 1000mg（60 錠）$58.00-   

 

ビタミン C は、非常に重要な抗酸化作用を持つ栄養素です。リポソーマ

ル・ビタミン C は、従来型ビタミン C サプリの特徴である難点（水溶性～

ほとんどが吸収されず体外に出てしまう。胃に障りやすい）をカバーする

21 世紀型のビタミン C です。 

※従来のビタミン C サプリは 20％しか人体に吸収されませんが、リポソー

ム型だと 90％吸収されると言われています。 

 

● 摂り方：朝夕のお食事 15 分前に 1 錠を十分なお水でお飲み下さい。(1 日 2 錠)  

他のサプリメントや食べ物と一緒にお摂りにならないで下さい。 



*These statements have not been evaluated by the food and drug administration. These products are not intended to diagnose, treat, cure or 
prevent disease. 

( 19 ) 

 #66：リバーサポート（60 錠）$55.00-   

 

血中ホモシステイン上昇を抑えるために必要なビタミン、そして肝臓を守る抗

酸化物質 NAC、またウコンなど各種ハーブのコンビネーションが肝臓を守るグ

ルタチオンや酵素を体内生成し、組織を再生させ、血液を浄化させる価値ある

サプリメント。特にお酒を飲んだり、タバコを吸う人にはお勧めです。 

 

● 摂り方：1 日 2 錠 朝、晩１錠ずつ 

 

 

 #67：L-リジン 500mg（100 錠）$19.95-   

 

L-リジンは必須アミノ酸の一つ。体内で充分必要な量は日常の食品からは摂取

しにくい。ヘルペスや口内炎などの抑制、予防に効果的。 

 

● 摂り方：1 日 3 回、1 錠ずつ、食事と食事の間にお摂りください。 

 

 

 

 

 #68：L-タウリン（100 錠）$29.95-   

 

脳細胞は年齢と共に収縮していきますが、アミノ酸の一種であるタウリンが新し

い脳細胞の増加を促すことが解ってきました。特に記憶力を司る「海馬の脳細胞

のレベル」の回復とパーキンソン患者の回復が著しいのです。タウリンは年齢と

共になくなりますが、脳や心臓、腎臓に特に著しい傾向があります。その他の期

待できるタウリン効果（タウリンは 500mg1,000mg/ day）：肝機能・脂肪肝の改

善、コレステロールの低下、アルコールの分解、高血圧症の予防、疲労回復等 

 

● 摂り方： 1 回 1～2 錠、食間に。 

 

 



*These statements have not been evaluated by the food and drug administration. These products are not intended to diagnose, treat, cure or 
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 #69：ルンブロキナーゼ（60 錠）$78.00-   

 

血液サラサラ、心臓・脳血栓・脳梗塞予防と対策に。ミミズは古来より漢方薬と

して用いられていますが、ルンブロキナーゼは、赤ミミズ（Lumbricus rubellus）

から得られたタンパク分解酵素です。この酵素が線維溶解活性を示すことが、日

本の研究者らによって発見されました。血栓など血液の流れが悪くなることで起

こるさまざまな障害は、心筋梗塞、肺梗塞、肝臓病など、重篤な症状をもたらし

ます。ルンブロキナーゼは、医薬品の副作用によくありがちな出血のリスクを伴

わず、血栓だけを溶かす働きを持つ天然の溶解剤と言われています。 

 

● 摂り方：食事 1 時間前か、食事 2 時間後にお摂りください。 

  予防に：1 回 1 錠、1 日２回 

  症状のある方：１回２～３錠、１日２回  

 

 #70：ルテイン・プラス 20mg（30 錠）$29.95-   

 

白内障・緑内障予防と改善、ゆがみやぼけ（視力）を改善、紫外線・フリーラジ

カルから目を保護。 

 

● 摂り方：1 回 1 錠、1 日 1～3 回  

（お食事と一緒に摂られた方が効果的です） 

 

 

 

 #71：マキュガード（60 錠）$65.00-   

 

視力、白内障、視神経に良いものです。近年、メソゼアキサンチンと呼ばれるカ

ロテノイドが、老化した黄斑形成の密度を高めるサポートをすることが明らかに

なりました。本商品は、ルテイン、トランスゼアキサンチン、メソゼアキサンチ

ンを含んでおり、視覚を正常に保つために必要なフォーミュラになっています。 

 

● 摂り方：1 日 1 回 1 錠 (食前・食後どちらでもよい) 



*These statements have not been evaluated by the food and drug administration. These products are not intended to diagnose, treat, cure or 
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 #72：マックス・ハイドレート・タブレット（10 個 8 本入り）$54.00-   

 

持ち運びに便利なチューブ入りで、水に溶かして飲みやすいシトラスフレー

バーの発泡性電解質（イオン）。日常の動作から激しい運動まで、高品質の電

解質が、最高のパフォーマンスを発揮して長続きさせるお手伝いをします。

カプセルや錠剤が苦手な方、脱水症状の恐れのある方、持久力をつけたい方、

運動をされる方、こむら返りでお困りの方にお勧めです。 

 

● 摂り方：1 日の回数は活動に応じて。身体を動かす時に。1 回 1 錠を 4-6 

oz(約 120-180 ml)の水に溶かしてお飲み下さい。水の量はお好みで。 

 

 #73：マキシ・ビジョン（120 錠）$68.00-   

 

目の健康をサポートする事に特化しつつ体にも良い栄養素：ビタミン、ミネラル、

カロチノイド、アミノ酸等 35 種類以上もバランスよく配合したフォーミュラ。

さらに１日あたりビルベリー300mg、ルテイン 20mg、ゼアキサンチン 4mg も摂

れるように配合。フルーツや緑色の葉物野菜から取れるルテインやゼアキサンチ

ンは天然カロチノイド。ヒトの体の網膜の黄斑部にはこのルテインとゼアキサン

チンが存在し、抗酸化作用により網膜に有害な脂質の過酸化を防いでくれます。 

 

● 摂り方：1 日 2 回：朝 2 錠、夕 2 錠。食事と共にお摂りください。 

 

 #74：メガ・ベンフォチアミン 250mg（120 錠）$49.95-   

 

糖尿病の改善、合併症防止、老化原因物質 AGE の防止効果に。ベンフォチ

アミンは、“知られざる若返り薬”でもあり、また、脂溶性のため、腸から吸

収されやすいという特徴があります。糖分の代謝と細胞のエネルギー生産を

正常化するので、糖尿病の改善に加え、老化予防、神経痛、ガン消滅やダイ

エット効果など、驚くべき結果が報告されているのです。特に油分、糖分過

剰な現代人にとっては必要な栄養素と言えるでしょう。 

 

● 摂り方：１日１～４カプセル 食前、食後、どちらでもかまいません 
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 #75：マグネシウム・タブレット（10 個 8 本入り）$48.00-   

 

持ち運びに便利なチューブ入りで、水に溶かして飲みやすいオレンジフレ

ーバーの発泡性マグネシウム。マグネシウムは体内で 300以上の生化学反

応に関わり、あらゆる面で心身をサポートします。カプセルや錠剤が苦手

な方、筋肉痛・筋肉疲労のある方、うつを予防したい方、糖尿病予防・血

糖値低下を目指す方、片頭痛のある方、運動機能を向上させたい方、睡眠

障害のある方にお勧めです。 

 

● 摂り方：1 日 2 回、食物と一緒に、またはお食事の際に。1 回 1 錠を 4-

6 oz(約 120-180 ml)の水に溶かしてお飲み下さい。水の量はお好みで。 

 

 #76：メラトニン（120 錠）$19.95-   

 

脳松果体で作られるホルモン。不眠や時差ボケを解消し、乳ガン予防に効果が

あります。副作用や毒性はないが、成長期の人、妊婦や授乳期の人、ホルモン

服用者、腎臓病患者はさけた方が良いです。 

 

● 摂り方：就寝前 20 分前に１錠お摂りください。 

 

 

 

 #77：メチル B-12（100 錠）$55.00-   

 

アルツハイマー予防に。ビタミン B12（メチルコバラミン）は活性補酵素のた

め、一般的なビタミン B などが必要とする体内吸収の際の転換が必要ない為、

その分、吸収力と活性力がより高く効果的です。ビタミンはフルーツやケール

やホウレン草といった葉物野菜からも摂取できますが、調理やその過程で（マ

イクロウェーブクッキングを含む）ほとんどが破壊されてしまう為摂取が難し

いとされています。 

 

● 摂り方：１日１錠 口の中で溶かしてお摂りください。 
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 #78：NAC600（120 錠）$66.50-   

 

NAC（Ｎ・アセチルシステインの略）は、体内でグルタチオンに変わり、肺を

大掃除して活性酸素や炎症を一掃します。徹底的に「酸化を防ぐ」事で、ガン、

心臓発作、ウィルス、細菌などの危険から体を守ります。 

 

● 摂り方：1 回 1～2 錠、1 日 2～4 回 食事と食事の間にお摂りください。 

 

 

 

 #79：オメガ 3-6-9（120 錠）$76.00-   

 

中性脂肪を低下させるには必須脂肪酸と呼ばれる植物系と魚類系の総合脂肪酸

が重要です。炎症を正し､糖尿病、心臓病、高血圧、高コレステロール、更年

期障害、湿疹、喘息、機能亢進症、関節痛の治療に欠かせません。 

 

● 摂り方：１回１錠、１日 3 回 食事と共にお摂りください。 

 

 

 

 #80：プロジェステロン（29.5ml / 液体）$19.00-   

 

女性特有のホルモンバランスの崩れからくる不快な症状の緩和や女性らしさを

保ちたい方にお勧めです。FDA 認可のホメオパシーガイドラインによって製造

された天然素材の安全な液体です。 

 

● 摂り方： 

スポイト 10 滴を 1 日に 3 回に舌の下に落としてください。 2 分間舌下で液剤を

保持した後、飲み込みます。食前食後の 30 分間はあけてお飲みください。飲み

込んだ後の 5 分間は、うがいや飲食を控えてしっかりと馴染むようにしてくだ

さい。 
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 #81：レナル・コンプレックス（60 錠）$36.00-   

 

レナル・コンプレックスは腎臓の働きを助け、活力や生命力を強化するのに

役立つサプリメントです。天然の力を考慮して、4 種類の薬用ハーブとニュ

ージーランドで完全管理精製した乾燥腎腺エキスを肝油性ビタミン A と共に

効果的に配合しました。 

 

● 摂り方：1 回 1 カプセル、1 日 1～3 回 食後にお摂りください。 

 

 

 #82：SAM-e 200mg（30 錠）$44.00-   

 

脳内ホルモンのセロトニン、ドパミンなどの生成を助け、アルツハイマー、

脳神経細胞の若返りに寄与する。アルツハイマー改善、脳神経細胞の若返り。 

(冷暗所で保管してください。) 

 

● 摂り方：１回１錠、１日１回、就寝前に。 

 

 

 

 #83：ソウパルメットプラス（120 錠）$55.00-   

 

前立腺肥大に対応。亜鉛、ピジウム、カボチャ種油、ネトル根、リコピンを配

合しました。 

 

● 摂り方：予防には 1 回 2 錠、1 日 2 回をベースに。 

治療には 1 回 4 錠を 1 日に 3 回に増量して食事と共に。 
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 #84：セラトン・ドーパミン液（118ml / 液体）$38.00-   

 

ストレスフルな現代人の疲労回復に役立ちます。特に、うつ病、線維筋痛、パ

ーキンソン、記憶喪失、アルツハイマー、知能障害、統合失調症(精神分裂症)、

顔面神経痛や顔面歪曲症などのために、FDA 認可のホメオパシーガイドライ

ンによって製造された天然素材の安全な液体です。上記の症状がなくても、神

経を使って疲労した一日の夜などに、セロトニン・ドパミンは非常にストレス

の解消に役立ちます。 

 

● 摂り方：大スプーン１杯分を空腹時(早朝、就寝前)に 1日２回お召し上がり下さい。コップの水に

溶かしても、そのまま直接口に入れてもよい。） 

 

 #85：ストマック（30ml / 液体）$29.00-   

 

むかつき、イライラ症状に。RET とは Reflex Emotional Therapy、「感情反射セラピー」

の頭文字です。この名前が示す通り、不快な身体的症状や疾病の裏には感情の問題が

あることが多いのです。特に胃腸は感情に敏感な臓器で、胃腸症状の 8 割はストレス

や消化しきれない思いが原因とされています。RET ストマックはそうした精神面をサ

ポートしながら、胃腸の不調な状態を改善するよう処方されました。 

 

● 摂り方：1 日 4 回、5 滴を舌下に滴下します。（その前後 30 分は食事を控えて下さ

い。） 

 

 #86：スプリーマ・ドフィラス（120 錠）$45.00-   

 

腸内友好菌 8 種を配合。悪玉菌を減らし友好菌(善玉菌)を増やす。 

有益な菌をたくさん摂ることは、腸の健康をアップさせ、さらに免疫力の強化

に繋がります。 

 

● 摂り方： 1 日 1 回、1～2 錠 お食事中にお摂りください。 
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 #87：タイロ・コンプレックス（60 錠）$29.50-   

 

甲状腺機能正常化のために作られたホメオパシーの内分泌腺抽出物。ニュージーラ

ンド政府の認承による完全オーガニック牛の甲状腺を極低温処理して製造されまし

た。（甲状腺、副腎、脳下垂体、脾臓、胸腺、視床下部） 

 

● 摂り方：１日１～４錠（症状による）食後にお摂りください。 

 

 

 #88：タイロイド・ベーシックス（120 錠）$68.00-   

 

甲状腺は、発汗、発熱、ホルモンバランスなど様々な代謝機能をサポートする

のが甲状腺です。ビタミン、ミネラル、ハーブブレンド。 

 

● 摂り方：１回２錠、１日２回 お食事と共にお摂りください。 

 

 

 

 

 #89：トレースミネラル・コンプレックス（120ml / 液体）$38.00-   

 

トレースミネラルはミクロミネラルとも呼ばれる微量元素群のことで、代表例と

して、亜鉛、鉄、銅、マンガン、クロミウム、セレニウム、ヨードなどがありま

す。トレースミネラルを含むミネラル群は 200 種存在するといわれるが、その多

くは地中にあり、16 種のビタミン、12 種のアミノ酸、3 種の脂肪酸と共に 60 種

のミネラルが必須栄養素群といわれる。「ミクロ」即ち、極めて微量なミネラルは

海水や古い地層の岩石や穀物、野菜、海草から抽出する貴重なミネラル群なので

ある。 

 

● 摂り方：食前 20～30 分に小さじ半分を舌下に落として下さい。(１日１回) 
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 #90：トレースミネラル液体（15ml / 液体）$4.99-   

 #91：トレースミネラル液体（120ml / 液体）$39.00-   

 

トレースミネラル液体は即吸収型の総合ミネラル濃縮液です。すべてのミネラルは約

200 種あると言われますが、どんなミネラルが不足しても病気になります。 

例: 関節炎、リュウマチ、痛風、高血圧、便秘、抜け毛、ツメ(薄

い、固い、欠ける)、肥満、前立腺肥大、血行不良、糖尿等。 

 

● 摂り方：数滴を水に溶かして飲んで下さい。(１日１回) 

 

 

 #92：ユビキノール Co.QH 100mg（60 錠）$69.00-   

 

Co.Q10（物質名：ユビキノン）が、新しい細胞活性型の Co.QH®（物質名：ユ

ビキノール）となりました。従来の Co.Q10 より吸収力が飛躍的に向上し、抗

酸化力もより強力になりました。細胞の酸化を食い止め、ひとつひとつの細胞

の中でエネルギーを作るミトコンドリアの働きを活性化する為、エネルギーの

産生度が向上。体液が酸化しやすい人や pH バランスの狂っている人に最適で

す。肝臓機能、脳機能、免疫機能の強化を促進します。 

 

● 摂り方： 1 回 1 錠、1 日 1～3 回 食事と共にお摂りください。 

 

 #93：ウルトラ C1000mg（100 錠）$39.95-   

 

ビタミン C の最高級品でバイオフラボノイド、ルチン､ヘスペリジン、アセロ

ラ、ローズヒップから成る C コンプレックスで処理されています。ガンの予防

や免疫の強化に欠かせないばかりでなく、血圧、コレステロール、高脂血症、

ストレスの治療に必要です。 

 

● 摂り方：1 回 1 錠、1 日 1～3 回 食事と共にお摂りください。 
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 #94：ウルトラミネラルズ（100 錠）$39.95-   

 

丈夫な骨を作るミネラルの代表はカルシウムですが、カルシウムだけでは吸収

されず、マグネシウムやマンガン、リン、ビタミンＤなどの協力が必要です。

ウルトラミネラルは主要ミネラルのすべてと更に 72 種類の微量元素群を提供し

ます。（M10-8 MB-PHB と併用可） 

 

● 摂り方：１日 4 錠（朝、夕 2 錠ずつ）お食事と共にお摂り下さい。 

 

 

 

 #95：ウルトラベジーエンザイム（60 錠）$39.95-   

 

栄養吸収消化のための総合的酵素の全て。脂肪も蛋白質も炭水化物もすべてを

分解し、酵素パワーで適切な吸収と排泄を行ないます。 

酵素は人間にとって必須であり、細胞や器官における同化吸収作用を促進させ

るが、酵素の力は個人によって大きく異なるため、充分な酵素バランスを保つ

ためには日常の新鮮な食品が必要になります。 

（M10-8 コロン・コロニーと併用可） 

 

● 摂り方：食前に１錠お摂りください。 

 

 #96：ウルトラグリーンズ（125g / 粉末）$36.00-   

 

単なる青汁ではありません。驚異のウルトラグリーンズパウダーは世界

の学界が注目している 42 種の植物栄養源から成っています。 

 

● 摂り方：ティースプーン 2 杯 ジュースやお好きなお飲み物に溶かし

てお召し上がりください。 
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 #97：バレリアン・ルート 125mg（125 錠）$22.90-   

 

鎮痛剤として不眠症状の改善に役立ちます。時として痛みの緩和や筋肉の痙攣

をリラックスさせる効果があります。 

 

● 摂り方：１回１錠、就寝 30 分前にお摂りください。 

 

 

 

 

 

 #98：バナデイル・サルフェイト（100 錠）$24.95-   

 

バナジウムはインシュリンのような働きをすることによって糖分過多やコレス

テロール代謝、乳ガンの予防、また、骨や歯のミネラル不足にも効果がありま

す。 

 

● 摂り方：1 回 1/2 錠～1 錠、1 日 1～2 回。 

摂取適量は決められていませんが、バナジウムはトレースミネラル（微量元素）

ですので、1回半錠ずつ朝・夕にお試しになったり、血糖値を測るなどして効果

を確かめてから増やして下さい。 

 

 

 #99：ビーガンエナジー（405g / 粉末）$58.00-   

 

遺伝子組み換え作物、グルテン・大豆を除く植物由来素材だけで作られ

たプロテインパウダー。優れた栄養成分である天然エンドウ豆のタンパ

ク質に亜麻・麻を配合することにより体内への吸収率を高めました。た

っぷりのバチルスコアグランス（熱や酸に強い乳酸菌）が、生きたまま

腸に届き消化をサポートします。 

 

● 摂り方：1 日に付属のスプーン 1 杯（約 15 日分）をスムージー、豆乳、

野菜ジュース、お水などと混ぜてお召し上がりください。 
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 #100：ビンポセチン（60 錠）$27.00-   

 

脳の血流改善に良いビンポセチン。老化防止、若返り、記憶減退予防に。 

 

● 摂り方：１回１錠、1 日 1 回～２回 食事と共にお摂りください 

 

 

 

 

 

 

 #101：ビジョンサポート（60 錠）$39.95-   

 

視力の健康をサポート。 ビルベリー、アイブライト、マリーゴールドの花から

抽出したルティン、トマト抽出のライコピン、シトラスバイオフラボノイド、

タウリン、ミックスカロチノイド、ベータカロチン、セレニウムなどを配合。  

 

● 摂り方：１日２錠 お食事と共にお摂りください。 

 

 

 

 

 #102：ビタミン E エマルジョン（90 錠）$39.95-   

 

天然ビタミン E（d-アルファトコフェロール）400IU はアルファ、ベータ、

ガンマー、デルタ、トコフェロールを生成する最も強力な抗酸化ビタミン。

免疫強化、血行促進、心臓病やガン予防、老化をくいとめる 

栄養素の一つです。 

 

●摂り方：１日１錠 食後にお摂りください。 
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≪           書籍・その他健康関連商品          ≫ 

 

 #201：「病院にかからない健康法」 $15.00-   

 

全米医師の 10 人に 6 人がサプリメントを取っている！ 

20年後のあなたは糖尿病にもならず、ガンにもならず、心臓発作にも襲われ

ず、パーキンソンにもアルツハイマーにもならず、70 歳、80 歳と幸せに年

を重ねていく自信がありますか？ 

 

出版社：明窓出版 (2006/12) 

ドクター鈴木ベンジャミン著 

 

 #202：「癒されざる者」 $15.00-   

 

“医療の欺瞞を野放しにするな” 

日本の明日を守るのはあなた自身です。 

 

出版社：明窓出版 (2011/12) 

ドクター鈴木ベンジャミン著 

 

 

 

 #203：「明日はあるか」 $15.00-   

 

～医者が教えてくれない、本当に健康になるための方法～ 

「今日のこの貧困国家に、あなたに問いたい。どのように生きるべきか、明日は

あるか・・・と。」（本文「はじめに」より抜粋） 

約 35年にわたり自社ブランドで商品を生み出し続ける研究者が、病気知らずの体

を作るためのサプリメントを徹底解説。 

 

出版社：幻冬舎 (2016/11) 

ドクター鈴木ベンジャミン著 
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 #204：本セット（#201～#203） $30.00-   

 

「病院にかからない健康法（#201）」「癒されざる者（#202）」「明日はあるか（#203）」 

ドクター鈴木ベンジャミン著書の 3 冊セット 

 

 

 #205：「HEAL THE BODY with MINERALS」 $15.00-   

 

● ミネラルバランスは生命の基本 

● 運勢はミネラルで変えられる 

● 糖尿病とガンを征する“ピロール農法” 

 

出版社：幻冬舎 (2018/10) 

ドクター鈴木ベンジャミン著 

 

 

 #206：ピロール茶（100g） $18.00-   

 

ピロール茶にはビタミン B12・葉酸が多く含まれています。 

このビタミン B12・葉酸は造血ビタミンと言われて、主に赤血球をつくる

働きがあります。その他に、胎児の中枢神経系など新しい細胞を作るとき

に必要な栄養素でもあり、妊娠中のお母さん方にもとても良いお茶です。 
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コスメプラウド・コレクションのご紹介 
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 #401：メイクアップ BB リムーバー   $65.00-   

 

美肌への近道は、汚れを取ることから始まります。毎日使うものだからこそ、高品質リム

ーバーを！メイクをしっかり落としながら、潤いを守ることを第一に考えたクレンジング

ジェルミルク。純金と高機能美容オイル（バオバブオイル）配合で肌に負担をかけないト

リートメント処方採用。 

 

 

 #402：ゴールド・アクア・クレンジングフォーム   $65.00-   

 

洗顔は泡が命。洗顔しながらお肌を活性化。ナノと純金 24Ｋのマイナスイオンの相乗効

果でお肌を活性化。アンチエイジング効果のある植物エキスをたっぷり配合。 

 

 

 

 #403：ゴールド・アンバーリッチローション   $90.00-   

 

金やプラチナのナノコンドロイドと琥珀成分の配合で、しみ、くすみを防ぐ美容効果、し

わ、たるみを作らない老化防止、活性酸素を除去する酸化防止など、肌本来の活力、治癒

力を高めます。 

 

 

 #404：プラチナ・ディープトリートメント   $115.00-   

 

プラチナをナノテクにより微粒子にする事で、お肌に有害な活性酸素（老化）を、除去

することに成功。プラチナの他に、新成分アルジルリン（塗るボトックスと断言できる

ほど、画期的なしわ改善効果があります。）など、肌の活性化に欠かせない多くの成分が

贅沢に含まれています。 

 

 

 

http://www.amazon.com/gp/product/images/B0026FAZSE/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=3760911&s=beauty
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 #405：ゴールド・リバイタリッチ・エマルジョン   $135.00-   

 

ゴールド リバイタリッチ エマルジョンは、ナノ化したゴールドのマイナ

スイオンで、肌のバリアーを一旦開き、超微粒子ミネラル水により、有効

な抗酸化成分、保湿成分を確実に肌の基底部へ届けます。 

 

 

 #406：ゴールド・リバイタライザー   $100.00-   

 

ゴールドによるイオン効果が、肌にたっぷり潤いを浸透させます。ゴールドリバ

イタライザーはゴールド(純金）による自然なイオン効果で、肌内部の角質層の

さらに奥「基底層」にまで働きかけ、古くなった角質を安全にとりのぞくだけで

なく、有効成分の浸透性保湿性を促進させます。 

 

 

 #407：ゴールド・マルチ・リジュブネイティング・ピートパック   $72.00- 

 

フィンランドの最高級Ｈ８グレードのピートに、純金ナノコロイド、及び、保湿成

分として新たに、トレハロース、セラミドコンプレックス（セラミド混合エキス）

を添加したコスメプラウドだけの最高級Ｈ８グレードのピートパック。 

 

 

 

 

 #408：ゴールド・レジリエンス・アイセラム EX   $110.00- 

 

目元をしっかり保湿して、ハリや弾力を与えてくれる、なめらかでコクのある

アイクリームです。女性ホルモンと同じ作用のある「プエラリアミリフィカ根

エキス」や、水分を保持しお肌のバリア機能を強化する「グルコシルセラミド」

を配合。 
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 #409：パーフェクト UV ディフェンスモイスチャーベール   $45.00- 

 

紫外線吸収剤を配合せず安全で、あらゆる紫外線から徹底的にお肌を守る新日焼止

めです。 なめらかなつけ心地で肌にしなやかにフィットし、肌への負担、白浮き

などをカットした処方です。 つけているのを忘れてしまうほどの軽やかさで、長

時間紫外線をしっかりカットするので日常からレジャーまで快適に過ごせます。ノ

ンケミカル、ノンパラベン、無鉱物油。 

 

 

 #410：UV ツーウェイケーキファンデーション   $65.00- 

 

特許を取得した特殊製法で、高品質シルクマイカ（絹雲母）を高配合粉体間に

静電気防止する事により、驚くほどの肌への密着性を実現し透明感のある化粧

崩れしないキレイが持続します。世界で始めてこの特殊パウダーに純金をコー

ティングし、その光拡散効果で、しみ、くすみ、しわをしっかりかくします。 

プエラリアミリフィカ（植物性女性ホルモン）と純金の相乗効果で肌の酸化を

防ぎながら、くすみの無い、はりや潤いのある、もっちりした健康なお肌に導

きます。（UV カット効果 SPF26 PA++） 

 

 #411：ゴールド・ボタニカル・フェイスマスク（5 包入り）$78.00- 

 

新素材と最先端有効成分の融合による圧倒的な浸透・保湿・細胞の活

性化を目的としたゲルマスク。医療でも用いられる密着性の高い植物

性由来の国産バイオセルロースマスクに表皮幹細胞と真皮幹細胞を活

性化させる 2 つの植物幹細胞エキスを軸とした成分を配合。加齢とと

もにしぼむ肌細胞そのものを活性化・増殖化させるセルケアで再生力

を取り戻します。 
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≪            コスメプラウド・ヘッドスパシリーズ          ≫ 

 

 #413：リペアリングヘアシャンプー （450ml）$48.00-   

 

■アミノ酸系洗浄成分をベースに“フルボ酸”を 20％高配合したスカルプシャンプー 

■毛母細胞を活性化させヘアサイクルを整える、微細藻類“プレクラン”配合 

■ヒアルロン酸より保湿・保水効果の高い褐藻類の食物繊維“フコイダン”他配合 

■古くから生薬として知られる“甘草根エキス”や“オタネニンジン根エキス”配合 

 

 

 

 #414：リペアリング・トリートメント・ヘアマスク（200g）$38.00-   

 

■ “フルボ酸”を 20％高配合したヘアトリートメント 

■毛母細胞を活性化させヘアサイクルを整える、微細藻類“プレクラン”配合 

■ヒアルロン酸より保湿・保水効果の高い褐藻類の食物繊維“フコイダン”配合 

■植物由来のエモリエント成分が毛髪に潤いとツヤを与えます。 

■天然のコンディショニング成分が紫外線から毛髪を守ります。 

■ドライヤーの熱から毛髪を守り、修復します。 

 

 

 #415：リペアリング・スカルプ・エッセンス $78.00-   

 

■養毛成分のプレクラン、地黄エキス、タモギ茸エキス、細胞賦活成分のプラセンタ

エキス、フルボ酸、シイタケエキスで、ハリ・コシのある髪にします。 

■女性ホルモン様作用のダイズ種子エキス、ジオウエキス、ビワ葉エキス、血行促進

のチンビエキスで、抜け毛予防。 

■セラキュート F、ナノ化 CMC,加水分解コラーゲン、フコイダンで、潤いのある頭

皮と髪にします。 

■皮脂対策成分、抗菌成分、抗炎症成分のローヤルゼリーエキス、クララ根エキス、

グリチルリチン酸２K で、クリーンな頭皮にします。 
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エルダース栄養科学研究所 

1833 Kalakaua Ave., #407 

Honolulu, HI 96815 

Phone : (808) 949-2920  Fax : (808) 949-2923 

Toll Free : 1-800-310-1770 

（日本）国際フリーダイヤル：0034-800-100048 

ハワイ直通電話：03-6868-5877 

 

E-mail : info@eldersinternational.shop 

Website : www.eldersinternational.shop 

http://www.eldersinternational.shop/

