
MC-Ⅱ EX なめらかな動きをサポート 
配合成分：マルトデキストリン（国内製造）、MSM（メチルサルフォニルメタン）、⻄洋ヤ
ナギ抽出物、鶏軟骨抽出物（非変性Ⅱ型コラーゲン含有）、サメ軟骨エキス、キャッツクロ
―抽出物、N−アセチルグルコサミン、デキストリン/HPMC、ビタミン C、ステアリン酸
カルシウム、塩化カリウム、二酸化チタン（着色料）、ビタミン B1、二酸化ケイ素、（一部
にエビ、カニを含む） 
 
内容量：27.3ｇ（1 カプセル重量 455ｘ60 カプセル） 
名称：非変性Ⅱ型コラーゲン・ＭＳＭ（メチルサルフォニルメタン）含有食品 
保存方法：本品は、直射日光や高温多湿を避け、涼しい場所に保管して下さい。 
保存上のご注意：カプセルは濡れた手で触れないようにしてください。 
お召し上がり方：1 日 2 カプセルを目安に、水又はぬるま湯でお召し上がりください。 
ご注意：●原材料をご参照の上、アレルギーをお持ちの方はお召し上がりにならないでくだ
さい。●薬を服用あるいは通院中のかたはお医者様とご相談の上お召し上がりください。●
商品により多少の色の違いや成分特有のにおいがありますが、品質には問題ありません。●
乳幼児の手の届かないところに保管してください。●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に
食事のバランスを。 
 
栄養表示成分（2 カプセル 910ｍｇあたり）：エネルギー/3.47kcal：たんぱく質/0.05g：脂質
/0.04g：炭水化物/0.74g：食塩相当量/0.006g 
 
アメリカで 4 つの特許を取得している「UC-Ⅱ」を 1 日の有効量とされる 40mg 配合。 
UC-Ⅱは、通常Ⅱ型コラーゲンとは異なり、タンパク質構造がほぼ維持された、有用な非変
性Ⅱ型コラーゲンです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NMN2250 
配合成分：マルトデキストリン（国内製造）、NMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)、ブ
ドウ果皮エキス末、デキストリン、マルトデキストリン、マカ抽出物/HPMC、結晶セルロ
ース、トリプトファン、ニコチン酸アミド、ビタミン B12、葉酸、ビタミン B1、ビタミン
B2、ビタミン B6、ステアリン酸カルシウム、二酸化チタン（着色料）、パントテン酸カルシ
ウム、ビタミン D 
 
内容量：13.59ｇ（1 カプセル 302mg x 45 カプセル） 
名称：NMN 含有食品 
保存方法：直射日光及び高温多湿の場所を避け、常温で保存してください。 
保存上のご注意：カプセルは濡れた手で触れないようにしてください。 
お召し上がり方：1 日 1〜3 カプセルを目安に、水又はぬるま湯でお召し上がりください。 
ご注意：●原材料をご参照の上、アレルギーをお持ちの方はお召し上がりにならないでくだ
さい。●体調や体質によりまれに合わない場合があります。その場合は摂取量を減らすか、
中止してください。●薬を服用あるいは通院中の方、妊娠及び授乳中の方医師にご相談の上
お召し上がりください。●商品により多少の色の違いや成分特有のにおいがありますが、品
質には問題ありません。●乳幼児の手の届かないところに保管してください。●開栓後はキ
ャップをしっかり閉めて保管し、お早めにお召し上がりください。●食生活は、主食、主菜、
副菜を基本に食事のバランスを。 
 
栄養表示成分（3 カプセルあたり）：エネルギー/3.39kcal：たんぱく質/0.2g：脂質/0.02g：
炭水化物/0.62g：食塩相当量/0.00g 
 
NMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)を主要成分に、ブドウ果皮エキス末、マカ抽出物、
トリプトファン、ニコチン酸アミドを配合しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



新・爽快人生 中高年男女の人に言えない悩みに 
原材料名：ノコギリヤシ末（国内製造）、マカエキス末、デキストリン、ガラナ末、酵⺟（亜
鉛含有）、カボチャ種⼦エキス末、冬⾍夏草末、酵⺟エキス末、乾燥ローヤルゼリー/加工で
んぷん、ゼラチン、ビタミン E、着色料（クチナシ） 
内容量：26.4g〔1 カプセル重量 440 ㎎（内容量 370 ㎎） ⅹ 60 カプセル〕 
名称：マカエキス加工食品 
保存方法：本品は、直射日光や高温多湿を避け、涼しい場所に保管して下さい。 
保存上のご注意：カプセルは濡れた手で触れないようにしてください 
お召し上がり方：1 日 2〜4 カプセルを目安に、水又はぬるま湯でお召し上がりください。 
ご注意：●原材料をご参照の上、アレルギーをお持ちの方はお召し上がりにならないでくだ
さい。●薬を服用あるいは通院中のかたはお医者様とご相談の上お召し上がりください。●
商品により多少の色の違いや成分特有のにおいがありますが、品質には問題ありません。●
乳幼児の手の届かないところに保管してください。●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に
食事のバランスを。 
栄養表示成分（4 カプセル 1.76g 中）：エネルギー/6.80kcal：たんぱく質/0.26g：脂質/0.08g：
炭水化物/1.26g：食塩相当量/0.03g 
内容成分（4 カプセル 1.76g 中）：マカエキス/200mg：ノコギリヤシ/200mg：カボチャ種
⼦エキス/140mg：ガラナ/160mg：冬⾍夏草/100mg：酵⺟エキス/70mg：ローヤルゼリー
/20mg 
 
中高年男女の人に言えない悩みに…マカ、ノコギリヤシ、カボチャ種⼦エキス、ガラナ、冬
⾍夏草、酵⺟エキス、ローヤルゼリー、亜鉛を配合しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ルンブル Q 
原材料名：玄米胚芽油（国内製造）、ミミズ乾燥粉末、コエンザイム Q10（還元型）、ブドウ
果皮抽出物、グレープシードオイル、食用油脂/ゼラチン、グリセリン、ビタミン C、着色
料（カラメル）、ビタミン B1、ビタミン E、ビタミン B6、ひまわりレシチン、葉酸、ビタ
ミン B12、ビタミン D3 
内容量：27.9ｇ（1 カプセル重量 465 ㎎ ⅹ 60 カプセル） 
名称：ミミズ乾燥粉末（ＬＲ末Ⅲ）含有食品 
保存方法：直射日光及び高温多湿の場所を避け、常温で保存してください。 
保存上のご注意：カプセルは濡れた手で触れないようにしてください。 
1 日あたりの接種目安量：1 日 2〜4 カプセルを目安に、水又はぬるま湯でお召し上がりく
ださい。 
ご注意：●本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁⻑官による個別審査を受けたもので
はありません。●本品は、多量接種により疾病が治癒したり、より健康が増進するものでは
ありません。1 日の接種目安量を守ってください。●葉酸は胎児の正常な発育に寄与する栄
養素ですが、多量摂取により胎児の発育が良くなるものではありません。●原材料をご参照
の上、食品アレルギーをお持ちの方はお召し上がりにならないでください。●薬を服用ある
いは通院中の方はお医者様とご相談の上、お召し上がりください。●商品により多少の色の
違いや成分特有のにおいがありますが、品質には問題ありません。●乳幼児の手の届かない
ところに保管してください。●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。 
栄養表示成分（4 カプセル 1.86g 中）：エネルギー/11.38kcal：たんぱく質/0.59g：脂質/0.86g：
炭水化物/0.32g：食塩相当量/0.003g：ビタミンＢ１/20.0mg(833〜1667％)、ビタミンＢ
2/10.0mg(357〜714％)、ビタミンＢ6/8.2mg(315〜630％)、ビタミンＢ12/40.0μg(833〜
1667％)、葉酸/200.0μg(41〜83％)、ビタミン D/5.0μg(45〜91％)、ビタミン E/13.4mg(106
〜212％) 
 
18 種のアミノ酸を含むミミズ乾燥粉末（LR 末Ⅲ）をはじめ、コエンザイム Q10（還元型）、
ブドウ果皮抽出物（レスベラトロール含有）、グレープシードオイル、ビタミン B 群、ビタ
ミン C、ビタミン D、葉酸などをバランスよく配合しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 



NEO グルコサミン EX 
配合成分：N−アセチルグルコサミン（韓国製造、日本製造）、コラーゲンペプチド、サメ
軟骨抽出物（コンドロイチン含有）/グルコサミン塩酸塩、結晶セルロース、ステアリン酸
カルシウム、ビタミン C、ヒアルロン酸、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、パントテン酸カ
ルシウム、香料、ビタミン B16、ビタミン B2、ビタミン B1、葉酸、ビタミン B12、（原材
料の一部にエビ、カニ、ゼラチンを含む） 
 
内容量：36.9ｇ（1 粒重量 330 ㎎ｘ120 粒） 
名称：グルコサミン含有食品 
保存方法：本品は、直射日光や高温多湿を避け、常温で保管して下さい。 
保存上のご注意：カプセルは濡れた手で触れないようにしてください。 
お召し上がり方：1 日 6 粒を目安に、水又はぬるま湯でお召し上がりください。 
ご注意：●原材料をご参照の上、アレルギーをお持ちの方はお召し上がりにならないでくだ
さい。●体調や体質によりまれに合わない場合があります。その場合は摂取量を減らすか、
中止してください。●薬を服用あるいは通院中の方、妊娠及び授乳中の方医師にご相談の上
お召し上がりください。●商品により多少の色の違いや成分特有のにおいがありますが、品
質には問題ありません。●乳幼児の手の届かないところに保管してください。●開栓後はキ
ャップをしっかり閉めて保管し、お早めにお召し上がりください。●食生活は、主食、主菜、
副菜を基本に食事のバランスを。 
 
栄養表示成分（6 粒（1.98ｇあたり）：エネルギー/7.7kcal：たんぱく質/0.85g：脂質/0.04g：
炭水化物/0.99g：ナトリウム/2.04mg：ビタミンＣ/19mg 
グルコサミン塩酸塩/750mg：N−アセチルグルコサミン/400mg：コラーゲンペプチド（魚
皮由来）/376mg：ヒアルロン酸/19mg：サメ軟骨抽出物（コンドロイチン含有）/19mg 
 
ここが違う！ 
1,W 配合：N−アセチルグルコサミン・植物由来のグルコサミン 
2,N―アセチルグルコサミンの体内での利用率はグルコサミンの 3 倍のパワー！ 
3,1 日わずか 6 粒で OK! 
 
【N ｰアセチルグルコサミン】は、ヒアルロン酸などのグリコサミノグリカンの構成成分で
あり、その産生を促したり炎症を抑制したりするとの報告があります。グリコサミノグリカ
ンは皮膚や関節液などに広く分布しておりさまざまな役割を担っていますが、これらは年
齢とともに変質、減少してしまうことが知られています。 
【N ｰアセチルグルコサミン】は年を重ねる体に不可欠なアンチエイジング成分として注目
されています。 



新カルシウムα  +グルコサミン・コンドロイチン 
配合成分：ドロマイト（国内製造）、鮫軟骨抽出物、粉末還元⻨芽糖水飴、デキストリン、
コラーゲンペプチド（魚由来）/グルコサミン塩酸塩、グリセリン脂肪酸エステル、香料、
クエン酸第一鉄ナトリウム、ビタミンＤ３、（一部にゼラチン、大豆を含む） 
 
内容量：120ｇ（1 粒重量 400 ㎎ｘ300 粒） 
名称：ドロマイト・グルコサミン含有食品 
保存方法：本品は、直射日光や高温多湿を避け、常温で保管して下さい。 
保存上のご注意：開栓後はキャップをしっかり閉めて保管し、お早めにお召し上がりくださ
い。カプセルは濡れた手で触れないようにしてください。 
お召し上がり方：1 日 10 粒を目安に、水又はぬるま湯でお召し上がりください。 
ご注意：●本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁⻑官による個別審査を受けたもので
はありません。●本品は、多量接種により疾病が治癒したり、より健康が増進するものでは
ありません。1 日の接種目安量を守ってください。●原材料をご参照の上、アレルギーをお
持ちの方はお召し上がりにならないでください。●体調や体質によりまれに合わない場合
があります。その場合は摂取量を減らすか、中止してください。●薬を服用あるいは通院中
の方は、医師にご相談の上お召し上がりください。●商品により多少の色の違いや成分特有
のにおいがありますが、品質には問題ありません。●妊娠又は授乳中の方のご使用はお避け
ください。●乳幼児の手の届かないところに保管してください。●食生活は、主食、主菜、
副菜を基本に食事のバランスを。 
 
栄養表示成分（10 粒（4,000mg あたり）：エネルギー/11.34kcal：たんぱく質/0.52g：脂質
/0.10g：炭水化物/2.09g：食塩相当量/0.032g：ビタミン D/4μg：カルシウム/310mg：マ
グネシウム/155mg 
ドロマイト/1552mg：グルコサミン/752mg：鮫軟骨抽出物（コンドロイチン含有）/600mg：
コラーゲンペプチド（魚皮由来）/128mg：クエン酸第一鉄ナトリウム/10mg 
 
吸収の良いとされるドロマイトに「グルコサミン」、「コンドロイチン」を一緒に配合した理
想的な健康食品です。 
 
 
 
 
 
 
 



プラズマローゲン ヒトをサポート 
配合成分：鶏ムネ⾁抽出物（国内製造）、α−GPC 加工食品（α−GPC（グリセロホスホコ
リン）、加工油脂、デンプン）、L−カルニチン L−酒⽯酸塩、ホスファチジルセリン含有リ
ン脂質末（ホスファチジルセリン含有リン脂質、イソマルト）/HPMC、結晶セルロース、
葉酸、ビタミン E、二酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム、ベタイン、ビタミン B12、ビ
タミン B6、ビタミン B2、ビタミン B1、キサンタンガム、（一部に鶏⾁、大豆を含む） 
 
内容量：7.86ｇ（1 カプセル重量 262 ㎎ｘ30 カプセル） 
名称：プラズマローゲン含有食品 
保存方法：本品は、直射日光や高温多湿を避け、常温で保管して下さい。 
保存上のご注意：カプセルは濡れた手で触れないようにしてください。 
お召し上がり方：1 日 1 カプセルを目安に、水又はぬるま湯でお召し上がりください。 
ご注意：●原材料をご参照の上、アレルギーをお持ちの方はお召し上がりにならないでくだ
さい。●体調や体質によりまれに合わない場合があります。その場合は摂取量を減らすか、
中止してください。●薬を服用あるいは通院中の方は、医師にご相談の上お召し上がりくだ
さい。●商品により多少の色の違いや成分特有のにおいがありますが、品質には問題ありま
せん。●妊娠又は授乳中の方のご使用はお避けください。●乳幼児の手の届かないところに
保管してください。●開栓後はキャップをしっかり閉めて保管し、お早めにお召し上がりく
ださい。●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。 
 
栄養表示成分（1 カプセルあたり）：エネルギー/1.27kcal：たんぱく質/0.02g：脂質/0.04g：
炭水化物/0.19g：食塩相当量/0.003g 
 
ヒトをサポート 
プラズマローゲン・α−GPC・ホスファチジルセリン・L−カルチニン酒⽯酸塩・ビタミン
B 群（B1、B2、B6、B12、葉酸） 配合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



美ローレ プラセンタ 100 豚プラセンタエキス末含有加工食品 
配合成分：オリーブ油（スペイン製造）、豚プラセンタエキス末、酵⺟エキス、ビール酵⺟、
加水分解エラスチン、米抽出物/ゼラチン、グリセリン、ビタミン C、ビタミン E、ヒアル
ロン酸、植物レシチン（大豆由来）、パントテン酸 Ca、ビタミン B1、ビタミン B2、ビタミ
ン B6、ビタミン B12 
 
内容量：56.4ｇ（1 粒重量 470 ㎎ｘ120 粒） 
名称：豚プラセンタエキス末含有加工食品 
保存方法：本品は、直射日光や高温多湿を避け、常温で保管して下さい。 
保存上のご注意：カプセルは濡れた手で触れないようにしてください。 
お召し上がり方：1 日 2〜4 粒を目安に、水又はぬるま湯でお召し上がりください。 
ご注意：●原材料をご参照の上、アレルギーをお持ちの方はお召し上がりにならないでくだ
さい。●体調や体質によりまれに合わない場合があります。その場合は摂取量を減らすか、
中止してください。●薬を服用あるいは通院中の方は、医師にご相談の上お召し上がりくだ
さい。●商品により多少の色の違いや成分特有のにおいがありますが、品質には問題ありま
せん。●妊娠又は授乳中の方のご使用はお避けください。●乳幼児の手の届かないところに
保管してください。●開栓後はキャップをしっかり閉めて保管し、お早めにお召し上がりく
ださい。●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。 
 
栄養表示成分（4 粒あたり）：エネルギー/10.4kcal：たんぱく質/0.91g：脂質/0.67g：炭水化
物/0.16g：食塩相当量/0.009g 
 
本品にはデンマーク産の豚プラセンタを使用しています。デンマークは、豚が問題となる家
畜病に全く汚染されていない世界でも数少ない国のひとつです。高度な衛生環境水準を保
った環境で育った純度 100％プラセンタ抽出粉末を 1 カプセル中に 100mg 使用。プラセン
タにはアミノ酸やビタミン、ミネラルなど多くの成分が含まれており、美容を心がける方、
食事のバランスが悪い方などにおすすめです。美容と健康維持に役立つ素材としてお役立
て下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 



ローヤルゼリーFC1200 
配合成分：乾燥ローヤルゼリー、粉末還元⻨芽糖水飴/卵殻カルシウム、クエン酸鉄ナトリ
ウム、ショ糖脂肪酸エステル、アラビアガム、二酸化ケイ素、ゼラチン、グリセリン、結晶
セルロース、シェラック、ビタミン B12、ビタミン D、カルナウバロウ、葉酸、（一部に卵、
ゼラチンを含む） 
 
内容量：76.5ｇ（765 ㎎ｘ100 粒）（1 粒中生ローヤルゼリー換算 1200 ㎎相当） 
名称：調整ローヤルゼリー粒  
保存方法：本品は、直射日光や高温多湿を避け、常温で保管して下さい。 
保存上のご注意：カプセルは濡れた手で触れないようにしてください。 
お召し上がり方：1 日 2〜3 粒を目安に、水又はぬるま湯でお召し上がりください。 
ご注意：●本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁⻑官による個別審査を受けたもので
はありません。●本品は、多量接種により疾病が治癒したり、より健康が増進するものでは
ありません。1 日の接種目安量を守ってください。●葉酸は胎児の正常な発育に寄与する栄
養素ですが、多量接種により胎児の発育が良くなるものではありません。●原材料をご参照
の上、アレルギーをお持ちの方はお召し上がりにならないでください。●体調や体質により
まれに合わない場合があります。その場合は摂取量を減らすか、中止してください。●薬を
服用あるいは通院中の方は、医師にご相談の上お召し上がりください。●商品により多少の
色の違いや成分特有のにおいがありますが、品質には問題ありません。●乳幼児の手の届か
ないところに保管してください。●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。 
 
栄養成分表示（3 粒 2.1ｇあたり）：エネルギー/8.19kcal：タンパク質/0.48g：脂質/0.10g：
炭水化物/1.34g：食塩相当量/0.02g： 
鉄/6.8μg（100％）：ビタミンＢ１2/2.4μg(100%)：葉酸/200.0μg(83.3%)：ビタミン D3/5.0
μg(90.9%) 
一日当たりの接種目安量に含まれる機能に関する表示を行っている栄養成分の量が栄養素
等表示基準値（18 歳以上、基準熱量 2,200kcal）に占める割合（栄養素等表示基準値 2015） 
 
ローヤルゼリーは必須アミノ酸、ビタミン、ミネラルなどをバランスよく含んだ食品です。
1 粒あたりに生ローヤルゼリー換算で 1200 ㎎配合しています。 
 
 
 
 
 
 



スッポンにんにく卵⻩油プレミアム  
配合成分：EPA・DHA 含有精製魚油、にんにく末、菜種油、食用油脂、発酵⿊にんにく末、
卵⻩油、⿊酢もろみ末、すっぽん粉末、米粉、すっぽん卵粉末、⿊酢/ゼラチン、グリセリ
ン脂肪酸エステル、ビタミン E、ビタミン B1 
 
内容量：102ｇ〔（1 粒重量 425 ㎎ｘ60 粒）ｘ4〕 
名称：にんにく末含有加工食品 
保存方法：本品は、直射日光や高温多湿を避け、常温で保管して下さい。 
保存上のご注意：カプセルは濡れた手で触れないようにしてください。 
お召し上がり方：1 日 2 粒を目安に、水又はぬるま湯でお召し上がりください。 
ご注意：●原材料をご参照の上、アレルギーをお持ちの方はお召し上がりにならないでくだ
さい。●体調や体質によりまれに合わない場合があります。その場合は摂取量を減らすか、
中止してください。●薬を服用あるいは通院中の方は、医師にご相談の上お召し上がりくだ
さい。●商品により多少の色の違いや成分特有のにおいがありますが、品質には問題ありま
せん。●妊娠又は授乳中の方のご使用はお避けください。●乳幼児の手の届かないところに
保管してください。●開栓後はキャップをしっかり閉めて保管し、お早めにお召し上がりく
ださい。●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。 
 
栄養表示成分（2 粒 850ｍｇあたり）：エネルギー/4.68kcal：たんぱく質/0.34g：脂質/0.29g：
炭水化物/0.16g：食塩相当量/0.0004g 
 
⻘森産：にんにく末（福地ホワイト六⽚種）・発酵⿊にんにく末（福地ホワイト六⽚種） 
九州産：スッポン粉末、スッポン卵粉末 
⿅児島県福⼭町産：⿊酢、⿊酢もろみ末 
卵⻩油 ＤＨＡ/EPA 
 
こんな方におすすめです 
●美容に関心のある方 
●健康的な生活を心がけている方 
●多忙な方 
●いつまでもいきいきとした毎日を過ごしたい方 
●お酒をたくさん飲まれる方 
●生活習慣が気になる方 
 
若さと美しさの秘密 
スッポンの持つゼリーのような膠質の部分には、コラーゲンやコンドロイチン硫酸が多量



に含まれている。このコラーゲンやコンドロイチン硫酸は、主に関節や腱や皮膚などに多く
含まれ、弾力性をもたらし、保湿に優れ、十分な美肌効果が期待できる成分。スッポンと言
えば、スタミナや強壮剤の代表格ですが、美容に良い成分も多く含まれており、男性だけで
なく女性にも注目を集めています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



特選 桑の葉 京都産有機桑使用 
配合成分：有機桑の葉末、有機デキストリン、ヨモギ末、抹茶、ギムネマシルベスタ末、オ
リーブ葉末、 
 
内容量：120ｇ（2ｇｘ60 包） 
名称：有機桑の葉加工食品 
保存方法：本品は、直射日光や高温多湿を避け、涼しい所で保管して下さい。 
 
お召し上がり方：健康補助食品として毎日の健康補助のために、1 日 1〜2 包を目安に、水
又はぬるま湯、牛乳などに溶いてお召し上がりください。 
作り置きは避け、水などに溶かした後は速やかにお召し上がりください。 
ご注意：●原材料をご参照の上、植物アレルギーをお持ちの方はお召し上がりにならないで
ください。●天然由来原料を使用しておりますので、色調や風味等に多少ばらつきが生じま
すが、品質に問題はありません。●体調や体質によりまれに合わない場合があります。その
場合は摂取量を減らすか、中止してください。●薬を服用あるいは通院中の方、妊娠又は授
乳中の方は、医師にご相談の上お召し上がりください。●乳幼児の手の届かないところに保
管してください。●開封後は、なるべくお早めにお召し上がりください。●食生活は、主食、
主菜、副菜を基本に食事のバランスを。 
 
栄養表示成分（1 包あたり）：エネルギー/7.1kcal：たんぱく質/0.25g：脂質/0.11g：炭水化
物/1.27g：食塩相当量/0.0005g 
 
風味深く おいしい 特選 桑の葉 〔顆粒末〕 
京都産有機桑使用 
宇治抹茶、よもぎ、オリーブ葉、ギムネマシルベスタ、有機デキストリン 配合 
 
化学肥料、農薬を使用せず、京都産の【有機桑の葉】を使用した JAS 認定有機製品。 
ヨモギ、抹茶が加わりリニューアルしました。 
栽培する土壌の品質管理を厳しく行った桑園で栄養豊かに育てた【国産有機桑葉】を使用し
ています。 
桑園で栽培された【国産有機桑葉】は、刈り取ってすぐに洗浄し、特殊乾燥・粉砕し乾燥粉
末にします。 
「桑の葉」は【京都産有機桑葉】と宇治抹茶、よもぎ、オリーブ葉、ギムネマシルベスタ末、
有機デキストリンをバランス良く配合した安心で召し上がりやすい健康補助食品です。 
 


