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ネットかお電話でご利用いただけます。
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〔医療機関名 :福田内科クリエック〕

インターネット (スマホやパソコン)でいつでもご注文可能です。

お支払い方法 。・・クレジットカード、代金引換 ※代金引換手数料無料

●■盤譲議 ・ば響
=`・

I~警T瑠 圏 雪 圏 圏 圏 鶴 醐 曽田 :
目

繭隔鉗鶴圏口‐回圏
■lif′

"′''1:'¨‐・"‐手  ̈二E

https : //d i rect. mssco.j p

ｏヽ腱
ロ

０

ヽ

医療機関名、クリニック番号、ご注文内容をお伝えください。

画面.0120由 11日 3805 〔フリーダイヤル〕

9:30～,11:30/12:30～ 16:30(土 日祝日、夏季休暇、年末年始を除く)

お支払い方法 。・ 0代金引換のみ ※代金引換手数料550円

Xいずれのこ注文方法の場合も、お客様都合によるご注文のキヤンセル、返晶には対

応いたしかねますので、予めご了承ください。

※合計金額 フ′560円 (税込)以上のご注文は送料が無墜です。

フ′560円 (税込)未満の場合は、フア0門 (税込)の送料が発生します。

お飲みになるサプリメントの選択や用量等につきましては、法律上、MSSでは

ご対応いたしかねますので、お掛かりの医療機関様にご相談ください。
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クリニック番号 :904電話でダイレクト

【お問合せ先】 L■ cc 株式会社 MSS
IV日 )`｀) 〒160‐ 0022東京都新宿区新宿2-1‐ 12 PMO新宿御苑前6F 固面.0120-8140-84
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【MSSサプリメント製品一覧】
※サブ リメン トは税込み価格です。

数 量 数量

数量

〔メモ〕

合計金額 円

※商品合計金額7′ 560円 (税込)以上のご注文は送料が無料です。

7′ 560円 (税込)未満の場合は、770円 (税込)の送料がかかります。
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亜鉛 4′ 104円

カルシウム&マグネシウム 5′ 940円

6′ 480円アドレマグ200ビオ

8′ 100円コエンザイムQ10ミセル

オリーブX(30粒 ) 3′ 564円

6′696円オリーブX(60粒 )

フ′020円グルコラロイチンMB
6′480円イソフラボンX
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5′ 940円ラク トフェリンX

メタジエニツクス

MSS DU0 MSS DU0

4′ 860円
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SPM Active・

SPMアクティブ 餐ま幸電靴‐‐十■

からだのホメオスタシス (恒 常性)に着目したサプリメントです。

SPM(Specialized Pro¨ resolving Mediators)は 、からだに良いとされる

オメガ3系脂肪酸であるEPA、 DHAが代謝されてできる物質です。

EPA、 DHAに加えて、SPMの働きが注目されています。

EPA由 来のSPM 18-ヒ ドロキシエイコサペンタエン酸 (18-HEPE)

DHA由来のSPM 17-ヒ ドロキシドコサヘキサエン酸 (17-HDHA)

蜀 製品の詳細については、医師にご相談ください。

■ お召 し上がり方

1日 あたり2粒を目安に、水などとともにお召し上

がりください。

■お取 り扱いの注意

●開封後はチャックをしっかり閉め、なるべくお

早めにお召し上がりくださもヽ。●お子様の手の届

かない場所へ保管してください。●乾燥剤が入つ

ております。誤って飲み込まないようご注意くださ

い。●体調・体質によりまれに合わない場合が

あります。その場合はご利用を中止してください。

●妊娠・授乳中の方やお薬を服用されている方

は、医師にご相談ください。

■標準価格:10,692円 (税抜価格:9,900円 )

■ 商品のお問い合わせ

メタジェニックス株式会社

Fax 03-6384-2392

団info@metagenics.co.jp

栄養成分表示:2粒 (1460mυ あたり標準組成:2粒 (1460mυ あたり  製剤の性状

エネルギー …̈………10.86 kcal

たんぱぐ質 …̈・………0.30g

脂   質 …̈………・1.04g

炭 水 化 物 …̈………・0.08g

食塩相当量 …̈……̈ 0.004g

食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、

食事のバランスを。

EPA ・…・……̈・̈・̈………・・・・̈ 100 nlg

DHA・ ……………………………・200 rng

15 4mm
o92mm(最 大部分)

Ger.ti. Pol.!!dl -laruqi trlilriNcr

鶉 Metagenics・

内 容 量

賞味期限

保存方法

原産国名

海洋性脂質加工食品

海洋性脂質濃縮物 (サバを含む)[スペイン製造]、 ゼラチン

/グリセリン、微粒二酸化ケイ素、ミックストコフェロール

43.8g(730mg× 60粒 )

製品包装裏面に記載

冷暗所で保存してください。

アメリカ合衆国

名 称

原材料名

販売者

メタジェニックス株式会社
〒160-0022東 京都新宿区新宿 2-1-12 PMO新 宿御苑前 6階

Te1 03-6384-2391

販売提携

株式会社 MSS
〒160・ 0022東 京都新宿区新宿2-1-12 PMO新宿御苑前 6階

■`el.03-5366-0208

開発元

Metagenics′ lnc。

25 Enterprise Suite 200

Aliso Vieり o′ CA 92656,じ SA
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ウルトラフローライムノブースター

ラクトバチルス属プランタラム HEAL9

※ CFU:Colony Forming Unit(コ ロニー形成

単位)の 略で、生きた菌の数を数える際の単

位 として使用されます。数値が大きいほど、

たくさんの生きた菌が存在しています。

タフな環境にも対応、運しく生きるからだの健康をサポートします。

強いからだづくりのために。

ラクトバチルス属パラカゼイ 8700:2 5億 CFU/1粒

5億 CFU/1粒

Remove Reptace Reinoculate Regenerate RetainMetagenics 5R Strategy

■ お召 し上がり方

1日 あたり1粒を目安に、水などとともにお召し

上がりください。

■お取 り扱 いの注意

●本製品は冷蔵品です。●開封後はチャックを

しっかり閉め冷蔵保存し、なるべくお早めにお召し

上がりください。●お子様の手の届かない場所ヘ

保管してください。●乾燥剤が入っております。

誤って飲み込まないようご注意ください。●体調・

体質によりまれに合わない場合があります。その

場合はご利用を中止してください。●妊娠・授乳

中の方やお薬を服用されている方は、医師にご相

談ください。

■標準価格 :5,940円 (税抜価格:5,500円 )

■ 商品のお問い合わせ

メタジェニックス株式会社

Fax 03-6384-2392

団info@metagenics.co.jp

鸞 製品の詳細については、医師にご相談ください。

栄養成分表示:1粒 (378mυ あたり 標準組成:1粒 (378mυ あたり    製剤の性状

エネルギー ………■52 kcal

たんぱく質 …̈…0.02g

月旨     [雪 :・ …̈0.006g

炭 水 化 物・……0.35g

食塩相当量・…0.0005g

L.パラカゼイ8700:2… …̈ 5億 CFU

L.プランタラム H EAL9……5億 CFU

194mm o663mm

食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、

食事のバランスを。 鶉 Metagenics'
!ri."i r l!.ic,rnr; inr., 1i fll,:, l,ol

90m

乳酸菌加工食品

コーンスターチ [アメリカ合衆国製造]、 乳酸菌 (L.パラカ

ゼイ8700:2、 L.プランタラム H EAL9)/′ HPMC、 増粘剤

(ジェランガム)、 ステアリン酸Mg
ll.34g(378mg× 30粒 )

製品包装裏面に記載

10°C以下で保存してください。

アメリカ合衆国

称名

原材料名

内 容 量

賞味期限

保存方法

原産国名

販売者

メタジェニックス株式会社
〒160-0022東 京都新宿区新宿 2-1-12 PMO新 宿御苑前 6階

Te1 03-6384-2391

株式会社 MSS
〒160-0022東 京都新宿区新宿2-1-12 PMO新宿御苑前 6階
′
I｀el.03-5366-0208

開発元

Metagenics′ lnc.
25 Enterprise Sulte 200

Aliso Vleio′ CA 92656′ USA
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Glutagenics'

議 Metagenics

Glutagenics'
グルタジェニックス

グルタジェニックス

Glutagenics"

おなかの健康にエネルギー源として欠かせない

L― グルタミンを豊富に配合しました。

さらに、カンゾウ抽出物 とアロエベラ抽出物が優 しくからだをいたわります。

L‐ グルタミン
L― グルタミンは、日々食事摂取とともに消費されるエネルギーを賄うため、からだに欠

かせない栄養素です。

カンゾウ抽出物
からだによいといわれるカンゾウを、マイルドなかたち (グ リチルリチンを除去)に して

抽出、配合しました。

身近にある多肉植物アロエは胃腸にやさしい植物。グルタジェニックスが使用するアロ

エ抽出物は、苦み成分 (ア ロイン)が除去されています。
アロエベラ抽出物

Remove . Replace Reinoculate Regenerate' RetainMetagenics 5R Strategy

■お召 し上がり方

1日 あたり1包を目安に、水などとともにお召し

上がりください。

■お取 り扱 いの注意

●開封後はなるべくお早めにお召し上がりくださ

い。●お子様の手の届かない場所へ保管してくだ

さい。●体調・体質によりまれに合わない場合が

あります。その場合はご利用を中止してください。

●妊娠・授乳中の方やお薬を服用されている方

は、医師にご相談ください。

■標準価格 :5,400円 (税抜価格:5,000円 )

■商品のお問い合わせ

メタジェニックス株式会社

Fax 03-6384‐ 2392
団infO@metageniCS.CO.ip

晰 製品の詳細については、医師にご相談ください。

※L―グルタミ 使用実績順によるものです。

栄養成分表示:1包に330mg)あ たり標準組成:1包 (4,330mυ あたり  製剤の性状

エネルギー………1.65 kcal

たんぱく質・……・0.01g

月旨      E彗・……̈0.01g

灰 水 化 物・̈・̈̈ 0.38g

食塩相当量……0.007g

食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、

食事のバランスを。

じグルタミン……………・…3,500 mg

カンゾウ抽出物……………̈ 500 mg
(グ リチルリチン除去)

アロエベラ抽出物 ………・ 50 mg

瘍 Metagenics・
i..r.i,. .,ilinr 3 Ifrfiiti rlri: I c,

内 容 量

賞味期限

保存方法

原産国名

グルタミン・カンゾウ抽出物含有加工食品

Lグルタミン[アメリカ合衆国製造又は日本製造]、

カンゾウ抽出物、香料/アロエベラ抽出物

129.9g(4,330mg× 30包 )

製品箱背面および分包裏面に記載

冷暗所に保存してください。

アメリカ合衆国

名  称

原材料名

販売者

メタジェニックス株式会社
〒160-0022東 京都新宿区新宿 2-1-12 PMO新 宿御苑前 6階

Te1 03-6384-2391

販売提携

株式会社 MSS
〒160-0022東京都新宿区新宿2-1-12 PMO新宿御苑前 6階
′
I｀el.03-5366-0208

開発元

Metagenics′ lnc.
25 Enterprise Suite 200

Aliso Vle」 o′ CA 92656′ USA
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Endefen'
I Melageni(s

Endefen'

エンデフェン

複数のプレバイオティクス、ケイ皮末、緑茶抽出物、ビタミンC、

アスタキサンチンなどを、メタジェニックス独自の配合比率で調整。

多面的なアプローチでからだの調子を整えます。

プレバイオティクス

ケイ皮

アスタキサンチン

食物繊維や難消化性オリゴ糖などを総称してプレバイオティクスといいます。

クスノキ科の常緑樹の樹皮を乾燥させたもので、「シナモン」としてよく知られています。

エビや鮭、力二などに含まれる赤色の色素で、β‐力ロテン、リコピンなどと同じ力ロテノイドの一

種です。

Remove . Replace' Reinoculate' Regenerate' RetainMetagenics 5R Strategy

■お召 し上がり方

60～ 120mLの水などに、別売リスプーン(容量

30cc)山盛り1杯 (約 15g)を 溶かしてお召し上が

りください。

※シェーカーを使用すると溶けやすく手軽に

摂取できます。

■ お取 り扱いの注意

●開封後はチャックをしっかり閉め、なるべくお早

めにお召し上がりください。●お子様の手の届か

ない場所へ保管してください。●乾燥剤が入つて

おります。誤って飲み込まないようご注意ください。

●製品中の食物繊維により、摂取初期にお腹の張

りを感じる場合があります。●体調・体質によりま

れに合わない場合があります。その場合はご利用

を中止してください。●妊娠・授乳中の方やお薬

を服用されている方は、医師にご相談ください。

●色のバラつきや粉末中に斑点が見られたり、特

有のにおいが ございますが、原料由来のものであ

り、品質には問題ございません。

■標準価格 :7,560円 (税抜価格:7,000円 )

■商品のお問い合わせ

メタジェニックス株式会社

Fax 03‐ 6384‐ 2392
団info@metagenics.co.jp

蜀競製品の詳細については、医師にご相談ください。

栄養成分表示:15gあ たり 標準組成 :15gあ たり

エネルギー……61.9 kcal

たんぱく質……0.88g

月旨   1質 ……1.64g

炭 水 化 物 …10.90g

食塩相当量…0.032g

ビタミンC……・300 mg

カ リ ウ ム……130 mg

カルシウム………34 mg

プランテインフルーツ末……2,000 mg

リンゴ末…………………………2,000 mg

イヌリン ……………………………・250 mg

アラビノガラクタン………1,500 mg

緑茶抽出物……………………250 mg

(エピガロカテキンガレート(EGCG卜 100mp
レシチン …̈………………………1,000 mg

(総 リン脂質 ………………・………970 mg)

キシリトール………………………950 mg

ケイ皮末 ………̈ …̈…………………700 mg

アスタキサンチン………………・500 μg

製剤の性状

鶉 Metagenics・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、

食事のバランスを。
ar."|?r. !ilrf L3l : rr.i:ri f Ii, I'Lr
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米ヌカ・プランテインフルーツ含有加工食品

米ヌカ[アメリカ合衆国製造]、 プランテインフルーツ末、リンゴ末、米シ

ロップ、ケイ皮末、イヌリン/アラビノガラクタン、レシチン(大豆由来)、 キ

シリトール、アスコルビン酸Ca、 緑茶抽出物、香料、ヘマトコッカス藻色素

450g

製品包装裏面に記載

冷暗所に保存してください。

アメリカ合衆国

名 称

原材料名

内 容 量

賞味期限

保存方法

原産国名

販売者

メタジェニックス株式会社
〒160-0022東 京都新宿区新宿 2-1-12 PMO新 宿御苑前 6階

Te1 03-6384-2391

販売提携

株式会社 MSS
〒160-0022東 京都新宿区新宿2-1-12 PMO新宿御苑前 6階

Te1 03-5366-0208

開発元

Metagenics′ lnc。

25 Enterprise Suite 200

A‖ SO Vieり o′ CA 92656′ USA
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スペクトラザイム

主要栄養素 (炭水化物・たんぱく

質・脂質)を、幅広いスペクトル

でカバーする非動物性由来の酵素

を含有。

非動物性酵素は、シーンを選ばず

安定して健康をサポートします。

アミラ…ゼ
マルタ…ゼ
ラクターゼ
インベルターゼ

プロテアーゼ l

プロテアーゼ :l

プロテアーゼ l‖

ペプチダーゼ

リバ…ゼ

アムラフル…ツ

糖質関連酵素

たんぱく質関連酵素

脂質関連酵素

アーユルヴェーダ3大果実の一つ。“アムラ"

はサンスクリット語で看護師の意。

Remove Rep lace Reinoculate' Regenerate' RetainMetagenics 5R StrategY

■お召 し上がり方

1日 あたり2～ 6粒 を目安に、水などとともにお

召し上がりください。

■お取 り扱いの注意

●開封後はチャックをしっかり閉め、なるべくお早

めにお召し上がりください。●お子様の手の届か

ない場所へ保管してください。●乾燥剤が入つて

おります。誤って飲み込まないようご注意ください。

●体調・体質によりまれに合わない場合がありま

す。その場合はご利用を中止してください。●妊娠。

授乳中の方やお薬を服用されている方は、医師に

ご相談ください。●カプセル内の粉末中に原料由

来の黒～黒褐色の粒が見られますが、品質には間

題ございません。

■標準価格 :8,856円 (税抜価格:8,200円 )

■商品のお問い合わせ

メタジェニックス株式会社

Fax 03-6384-2392

団infO@metageniCS.CO.ip

晰 製品の詳細については、医師にご相談ください。

栄養成分表示:2粒 (852mυ あたり 標準組成:2粒 (852mυ あたり    製剤の性状

エネルギー………2.62 kcal

たんぱく質……0.078g

脂    1質 ……0.006g

灰 水 化 牛勿¨̈・0.564g

食塩相当量…̈ 0.007g

食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、

食事のバランスを。

プロテアーゼ l……10,000 PC units

プロテアーゼ |卜…100,000 USP

プロテアーゼ‖卜…20,000 HUT units

アミラーゼ……………10,000 DU

リパーゼ
｀̈
…̈…………1,000 LU

セルラーゼ……………1,000 CU

ペプチダーゼ……・……・3∞ UN!ヽ

マルターゼ……̈………・300 DP

ラクターゼ………………̈ 200 LAC U

インベルターゼ………・200 SUMNER

アムラフルーッ……………20 mg

鶉 Metagenics・
lip..-l: ?.1err 3L hr!!i?ir l!rt! t o,l

内 容 量

賞味期限

保存方法

原産国名

プロテアーゼ等含有酵素加工食品

アムラフルーツ末 [イ ンド製造]/酵素 (乳 。大豆・小麦

由来)、 HPMC、 セルロース、香料、微粒二酸化ケイ素

76.68g(426mg× 180粗[)

製品包装裏面に記載

冷暗所に保存してください。

アメリカ合衆国

名 称

原材料名

194mm 0663mm

販売者

メタジェニックス株式会社
〒160-0022東 京都新宿区新宿 2-1-12 PMO新 宿御苑前 6階

Te1 03-6384-2391

販売提携

株式会社 MSS
〒160-0022東 京都新宿区新宿2-1-12 PMO新宿御苑前 6階
′
I｀ el.03-5366-0208

開発元

Metagenics′ lnc.

25 Enterprise Suite 200

A‖ so Vie」 o′ CA 92656′ USA

日
ロ

120mm



SpectraZywe'
Gluten Digest

e Metage!!c5

SpectraZy r re
Gluten Digest

※ グルテンとは小麦粉で作られた食品中にみられるたんぱく質で、グリアジンとグルテニ

ンという2種類のたんぱく質が強力に結合してできています。

スペクトラザイム

グルテンダイジェスト

グルテン摂取が気になる方に。

グルテン摂取の機会が多くなりがちな現代人の食生活に配慮しました。

AN‐ プロリルエンドプロテアーゼ 強酸性の環境においても安定性を失いません。

Remove ' Replace Reinoculate ' Regenerate ' RetainMetagenics 5R Strategy

■お召 し上がり方

1日 あたり2粒を目安に、水などとともにお召し上

がりくだ
｀
さい。

■お取 り扱いの注意

●開封後はチャックをしっかり閉め、なるべくお

早めにお召し上がりください。●お子様の手の届

かない場所へ保管してください。●乾燥剤が入つ

ております。誤つて飲み込まないようご注意くださ

い。●体調・体質によりまれに合わない場合が

あります。その場合はご利用を中止してください。

●妊娠・授乳中の方やお薬を服用されている方

は、医師にご相談ください●カプセル内の粉末中

に原料由来の黒～黒褐色の粒が見られますが、

品質には問題ございません。

■標準価格 :9,612円 (税抜価格:8,900円 )

■商品のお問い合わせ

メタジェニックス株式会社

Fax 03-6384-2392

団infO@metageniCS.CO.ip

蝙 製品の詳細については、医師にご相談ください。

栄養成分表示:2粒 (946m」 あたり 標準組成:2粒 (946mυ あたり  製剤の性状

エネルギー …̈…………3.80に al

たんぱく質 ……………̈ 0.34g

月旨    g彗 |・
・…………̈ 0.06g

灰 水 化 物 …・…・̈・  0.49g

食塩相当量 ……………0.002g

食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、

食事のバランスを。

ペプチダーt2｀ ……̈・232,000 PF'l

‐‐‐.■■‐■,■‐||

218m「n o733mm

arr.."i | ;ia,rtiil iilriiiair ilri iir.

蝙 Metagenicsや

内 容 量

賞味期限

保存方法

原産国名

ペプチダーゼ含有加工食品

ペプチダーゼ [フ ランス製造]、 セルロース、HPMC、 香料、

ステアリン酸Mg、 微粒二酸化ケイ素

42.57g(473mg× 90粒 )

製品包装裏面に記載

冷暗所に保存してください。

アメリカ合衆国

名 称

原材料名

販売者

メタジェニックス株式会社
〒160-0022東 京都新宿区新宿 2-1-12 PMO新 宿御苑前 6階

Te1 03-6384-2391

販売提携

株式会社 MSS
〒160-0022東 京都新宿区新宿2-1-12 PMO新宿御苑前 6階

Te1 03-5366-0208

開発元

Metagenics′ lnc.
25 Enterprise Suite 200

AliSO Vieり o′ CA 92656′ USA

T
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SpectraZyl芍he°

⊂ompletePa⊂k
SpectraZy,ヽe

Con、 pletePack

スペクトラザイム コンプリートパック

幅広い食物摂取に対応できる10種類の酵素を配合したスペクトラザイム (2粒 )と、

グルテンとともに摂取したい酵素から成るグルテンダイジェスト(1粒)を、

ひとつのパックにまとめました。

スペクトラザイム 主要栄養素 (炭水化物。たんぱく質・脂質)に バランスよく働く非動物性由来の酵素を配合

※ グルテンとは小麦粉で作 られた食品中にみられる

たんぱく質で、グリアジンとグルテニンという2種

類のたんぱく質が強力に結合 してできています。

スペクトラザイム
グルテンダイジェスト

強いたんぱく結合をもつグルテンに対応する

AN― プロリルエンドプロテアーゼを配合

■
■
■
■

〓
■

■

■
■
日

Remove Replace' Reinoculate Regenerate' RetainMetagenics 5R Strategy

■ お召 し上がり方

1日 あたり1～3包を目安に、水などと

ともにお召し上がりください。

■お取 り扱 いの注意

●開封後はチャックをしっかり閉め、な

るべくお早めにお召し上がりください。

●お子様の手の届かない場所へ保管

してください。●乾燥剤が入っておりま

す。誤って飲み込まないようご注意くだ

さい。●体調・体質によりまれに合わ

ない場合があります。その場合はご利

用を中止してください。●妊娠・授乳

中の方やお薬を服用されている方は、

医師にご相談ください。●カプセル内

の粉末中に原料由来の黒～黒褐色の

粒が見られますが、品質には問題ござ

いません。

■標準価格 :7,452円

(税抜価格:6,900円 )

■商品のお問い合わせ

メタジェニックス株式会社

Fax 03‐ 6384-2392
団info@metagenics.co.jp

【スペクトラザイム2粒】
エネルギー ……………………・… 2.62 kcal

たんぱく質 ………………………0.078g

脂    質 …………̈…………0.006g

炭 水 化 物・・・・・・.・¨̈・̈¨̈¨̈ ・̈0.564g

食塩相当量 …̈̈…………‐……0.007g

【スペクトラザイムグルテンダイジェスト1粒】

エネルギー …………………………1.90 kcal

たんぱく質 …̈……………………0■7g
脂    質 ………………………̈ 0.03g

炭 水 化 物・̈ ・̈…・̈¨̈・̈̈¨̈ 0.245g

食塩相当量 ………………………‐o.o01g

【スペクトラザイム 2粒】

プ[コうFラフーゼ ! ¨̈ 1̈0,000 PC units

プ[コフーアーゼ || ・̈・100,000 USP

プロテアーゼ‖|……20,000 HUT units

アミラーゼ ……………10,000 DU

リパーtf¨ ¨̈ ・̈̈¨̈¨̈ 1,000 LU

セルラーゼ ……………・1,000 CU

ペプチダーゼ ……・̈…… 300 UNITS

マリレターゼ
｀
・………………・300 DP

ラクターゼ …̈……………‐200 LAC U

インベルターゼ
｀
…………200 SUMNER

アムラフルーツ ……………20 mg

【スペクトラザイムグルテンダイジェスト1粒】

ペプチダーゼ  ・̈¨116,000 PPI

【スペクトラザイム】

【スペクトラザイム列レテンダイジェスト】

、
218mm c733m「

ノ

鰊 製品の詳細については、医師にご相談ください。

栄養成分表示 :1包 1,325mgあ たり   標準組成:1包 1,325mgあ たり    製剤の性状

食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、

食事のバランスを。 蝙 Metagenics'
t,r.nri: Piiieirt'r! iiroirTn !r i ,l{r

プロテアーゼ・ペプチダーゼ等含有酵素加工食品

【スペクトラザイム】

アムラフルーツ末 [インド製造]/酵素 (乳・大豆・小麦由来)、 HPMC、 セル

回―ス、香料、微粒二酸化ケイ素

【スペクトラザイムグルテンダイジェスト】

ペプチダーゼ[フランス製造]、セルロース、HPMC、香料、ステアリン酸Mg、 微粒二酸化ケイ素

39.75g(1包 1,325mg× 30包)賞 味期限 製品包装裏面に記載

冷暗所に保存してください。  原産国名 アメリカ合衆国

原材料名

名 称

内 容 量

保存方法

販売者

メタジェニックス株式会社
〒160-0022東 京都新宿区新宿 2-1-12 PMO新 宿御苑前 6階

Te1 03-6384-2391

株式会社 MSS
〒160-0022東 京都新宿区新宿2-1-12 PMO新宿御苑前 6階
′
I｀el.03-5366-0208

開発元

Metagenics′ lnc.
25 Enterprise Suite 200

A‖ so Vie」 o,CA 92656′ USA

|,titヽ ,ヽ ヽ
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CandiBactin― AR・

キャンディパクティンAR

キャンディバクティンAR

伝統のハーブ抽出物をブレンド・濃縮 し、カプセルに込めました。

摂取後、ハーブの芳香が感じられます。

タイムは、南欧の地中海沿岸原産のハーブ (学 名 :

Thymus vulgaris)で 、シソ科の植物です。抽出方法

の違いによって、レッドとホワイトに区別されます。

オレガノは、ヨーロッパから中央アジア原産のハーブ

(学名 :Origanum Vulgare)で 、シソ科の植物です。

セージは、南欧の地 中海沿岸原産 のハーブ (学 名

salvia omcinalis)で 、シソ科の植物です。

レモンバームは、ヨーロッパ中・南部から西アジア、北ア

フリカ原産のハープ(学名 :Melssa omcinalis)で、シソ

科の植物です。葉に爽やかなレモンの芳香があります。

エッセンシャルオイル (精油 )

植物の香り成分を、花や葉、果皮、根など

を蒸す、皮を搾るなどで抽出したエッセ

ンスです。

ハープ
ハーブ (Herb)の語源は、ラテン語の草

H erba(ヘ ルバ)に 出来します。日本では

厚生労働省が、その範囲を明確に規定し

ています。

レッドタイムオイル

(チモール)

オレガノオイル

(カ ルバクロール)

セージ葉抽出物

レモンバーム葉

抽出物

Remove Replace'Reinoculate Regenerate RetainMetagenics 5R Strategy

■お召 し上がり方

1日 あたり1～ 3粒 を目安に、水などとともにお

召し上がりください。

■お取 り扱いの注意

●開封後はチャックをしっかり閉め、なるべくお早

めにお召し上がりください。●お子様の手の届か

ない場所へ保管してください。●乾燥剤が入って

おります。誤って飲み込まないようご注意ください。

●体調・体質によりまれに合わない場合がありま

す。その場合はご利用を中止してください。●妊娠 。

授乳中の方やお薬を服用されている方は、医師に

ご相談ください。

■標準価格 :6,480円 (税抜価格:6,000円 )

■商品のお問い合わせ

メタジェニックス株式会社

Fax 03-6384‐ 2392
団info@metagenics.co.jp

蜀 製品の詳細については、医師にご相談ください。

栄養成分表示:1粒 (1,063mυ あたり標準組成:1粒 (1,063mυ あたり   製剤の性状

エネルギー …̈……4.5 kcal

たんぱく質……̈ 0.40g

月旨     1質 ………0.30g

灰 水 化 物 ………0.05g

食塩相当量……0.003g

食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、

食事のバランスを。

レッドタイムオイル……………180 mg

(チモール …………………55～130 mg)

オレガノオイル………̈…………100 mg

(カルバクロール…………55～80 mg)

セージ葉抽出物 …̈…………・…75 mg

レモンバーム葉抽出物…・……50 mg 22.7mm O8.2mm

irri4i. L:-iir!r!d: -1trni 1r r.liL: {,u

隋 Metagenics'

レッドタイムオイル・オレガノオイル含有加工食品

米ヌカオイル[メキシコ製造]、 ゼラチン、レッドタイムオイル、オレ

ガノオイル、セージ葉抽出物、レモンバーム葉抽出物/グリセリン、

アナトー色素、微粒二酸化ケイ素、レシチン(大豆由来)

63.78g(1,063mg× 60米立)

製品包装裏面に記載

冷暗所に保存してください。

アメリカ合衆国

名 称

原材料名

内 容 量

賞味期限

保存方法

原産国名

販売者

メタジェニックス株式会社
〒160-0022東 京都新宿区新宿 2-1-12 PMO新 宿御苑前 6階

Te1 03-6384-2391

販売提携

株式会社 MSS
〒160-0022東 京都新宿区新宿2-1-12 PMO新宿御苑前 6階
′
r｀ el.03-5366-0208

開発元

Metagenics′ lnc.

25 Enterprise Sulte 200

Aliso Vieり 0′ CA 92656′ ∪SA

120mm



Probioplex'
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Probioplex'
lntensive Care
‐コ■́ ′́●.● ●

t.Fiq!!'r :rutii?.ilir
プロバイオプレックス インテンシブ ケア

母乳成分の研究成果を、独自の配合組成に結集しました。

毎日の元気を応援します。

イムノグロブリン 製造工程の工夫により、消化の過程を経ても安定した形を維持できます。

ラクトフェリン 多くの哺乳動物の乳に含まれ、ヒトの母乳、特に初乳に多く含まれている成分です。

ラクトパーオキシダーゼ 乳や唾液中に含まれる酵素です。

ヨウ素 食品中に存在するミネラルです。

ヒトのからだが健康を維持するために、必要な栄養素です。

Remove Replace' Reinoculate Regenerate' RetainMetagenics 5R Strategy

■お召 し上がり方

1日 あたり1包を目安に、水などとともにお召し

上がりください。

■お取り扱いの注意

●開封後はなるべくお早めにお召し上がりくださ

い。●お子様の手の届かない場所へ保管してくだ

さい。●体調・体質によりまれに合わない場合が

あります。その場合はご利用を中止してください。

●妊娠・授乳中の方やお薬を服用されている方

は、医師にご相談ください。

■標準価格 :7,776円 (税抜価格:7,200円 )

■商品のお問い合わせ

メタジェニックス株式会社

Fax 03‐ 6384‐ 2392
団info@metagenics.co.jp

鸞 製品の詳細については、医師にご相談ください。

栄養成分表示:1包 (5,000mυ あたり標準組成:1包 (5,000mυ あたり  製剤の性状

エネルギー……14.82 kcal

たん lJ:く 質…… 2.00g

月旨      f竃 |・
¨̈¨̈・0.3g

灰 水 化 物・……・2.00g

食塩相当量・……・0.01g

ヨ ウ 素………・…75 μg

食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、

食事のバランスを。

免疫グロブリン …̈………・218 mg

ラクトフェリン…………・…・ ……80 mg

ラクトパーオキシダーゼ……20 mg

隋 Metagenics・
l,r,rii r i,rla.t.3;:trc!lir rlrlr I o,

乳清たんぱく。ラクトフェリン含有加工食品

乳清たんぱく濃縮物 (乳成分。大豆を含む)[アメリカ合

衆国製造]、 フラクトオリゴ糖、マルトデキストリン、ヨウ

素含有酵母/ラクトフェリン、ラクトパーオキシダーゼ

150g(5,000mg× 30包)

製品箱背面および分包裏面に記載

冷暗所に保存してください。

アメリカ合衆国

名 称

原材料名

内 容 量

賞味期限

保存方法

原産国名

販売者

メタジェニックス株式会社
〒160-0022東 京都新宿区新宿 2-1-12 PMO新 宿御苑前 6階

Te1 03-6384-2391

販売提携

株式会社 MSS
〒160-0022東 京都新宿区新宿2-1-12 PMO新宿御苑前 6階
′
I｀el_03-5366-0208

開発元

Metagenics′ lnc.

25 Enterprise Suite 200

Aliso VieJo′ CA 92656′ USA
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UltraFl ra'
BiomePro

* Metageni(s

UltraFl ; ra
BiomePro

.‐ ,ルトラフロー,バイオームプロ
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8種の乳酸菌株を配合。

幅広い菌株スペクトルで、毎日の健康的な生活を支えます。

ラクトバチルス属

ビフィドバクテリウム属

ラムノサス GG
プランタラム Lp… 115

アシドフィルス NCFMO
パラカゼイ Lpc… 37

ラムノサス HN001

ラクチス B卜 04

ラクチス B卜 07

ラクチス HN019

100億 CFU/1粒

100億 CFU/1粒

62.5億 CFU/1粒

50億 CFU/1粒

25億 CFU/1粒

100億 CFU/1粒

62.5億 CFU/1粒

25億、CFU/1粒

)*(CFu:Colony Forming Unit

(コ ロニー形 成単位)の 略で、

生 きた菌の数を数 える際の単

位 として使用 され ます。数値

が大 きいほど、た くさんの生

きた菌が存在 しています。

Remove ' Replace Reinoculate Regenerate RetainMetagenics 5R StrategY

■ お召 し上がり方

1日 あたり1～2粒 を目安に、水などと

ともにお召し上がりください。

■ お取 り扱いの注意

●本製品は冷蔵品です。●開封後は

チャックをしっかり閉め、冷蔵保存し、な

るべくお早めにお召し上がりください。

●お子様の手の届かない場所へ保管し

てください。●乾燥剤が入っております。

誤って飲み込まないようご注意くださ

い。●体調・体質によりまれに合わな

い場合があります。その場合はご利用を

中止してください。●お薬を服用されて

いる方は、医師にご相談ください。

■標準価格 :7,452円

(税抜価格:6,900円 )

■ 商品のお問い合わせ

メタジェニックス株式会社

Fax 03-6384-2392

団infO@metagenics.co.jp

鼈擬製品の詳細については、医師にご相談ください。

栄養成分表示:1粒 (369mg)あたり標準組成:1粒 (369mυ あたり 製剤の性状

エネルギー ………2.37 kcal

たんぱく質 …̈0.141g

月旨     E彗 |・
・̈・0.017g

灰 水 化 物・・…・̈0.42g

食塩相当量 …̈0.006g

食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、

食事のバランスを。
鯰 Metagenics

194mm φ663mm

ari, rl i L.re:l,r lirro, 
"i 

r!rrirl.n

LラムノサスGG… …………100億 CFU B.ラクチスBI‐ 04… 100億 CF∪

LプランタラムLp‐ 115… …100億、CF∪  B.ラ クチスBI‐ 07… 62.5億 CFU

L.アシドフィルスNCFM● 6̈25億、CFU BラクチスHN019… 25億 CFU

LパラカゼイLpc-37  --50億 CF∪

L.ラムノサスHN001¨ ………25億 CFU

乳酸菌・ビフィズス菌加工食品

乳酸菌 (L.アシドフィルスNCFM。、L.ラムノサス GG、 L.プランタラム

Lp-115、 L.パラカゼイLpc-37、 L.ラムノサス HN001)[アメリカ合衆

国製造]、 ビフィズス菌 (B.ラクチス Bl-04、 B.ラ クチス Bi-07、 B.ラクチ

スHN019)/HPMC、 セルロース、ステアリン酸Mg、 微粒二酸化ケイ素

11.07g(369mgX30粒)

製品包装裏面に記載

10°C以下で保存してください。

アメリカ合衆国

名 称

原材料名

内 容 量

賞味期限

保存方法

原産国名

販売者

メタジェニックス株式会社

〒160-0022東 京都新宿区新宿 2-1-12 PMO新 宿御苑前 6階

Te1 03-6384-2391

販売提携

株式会社 MSS
〒160-0022東 京都新宿区新宿2-1-12 PMO新宿御苑前 6階

`I｀

el.03-5366-0208

開発元

Metagenics′ lnC.

25 Enterprise′  Suite 200

A‖ so Vieり 0′ CA 92656,USA
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20年以上にわたり研究され、

そのメリットがよく解明されて

いる乳酸菌株 2種 類 を配合

(合計 20億 CFU*)。

女性 に飲みやすい、小さめの

設計です。

ラクトバチルス属
ロイテリ RC… 140 10億 CF∪/1粒

ラクトバチルス属

ラムノサス GR… 10
10億 CFU/1粒

*CFU:Colony Forming Unit(コ ロニー形成単位)の 略で、生きた菌

の数を数える際の単位として使用されます。数値が大きいほど、たく

さんの生きた菌が存在 しています。

Remove RepIace Reinoculate Regenerate RetainMetagenics 5R Strategy

■お召 し上がり方

1日 あたり1粒を目安に、水などとともにお召し

上がりください。

■ お取 り扱いの注意

●本製品は冷蔵品です。●開封後はチャックを

しっかり閉め、冷蔵保存し、なるべくお早めにお召

し上がりください。●お子様の手の届かない場所

へ保管してください。●乾燥剤が入っております。

誤って飲み込まないようご注意ください。●体調・

体質によりまれに合わない場合があります。その

場合はご利用を中止してください。●妊娠・授乳

中の方やお薬を服用されている方は、医師にご相

談ください。

■標準価格 :5,400円 (税抜価格:5,000円 )

■商品のお問い合わせ

メタジェニックス株式会社

Fax 03‐6384‐ 2392
団 infO@metageniCS.CO.ip

鰈 製品の詳細については、医師にご相談ください。

栄養成分表示:1粒 (227.15mg)あたり 標準組成:1粒 (227.15mυ あたり 製剤の性状

エネルギー …̈…………0.9 kcal

たんぱく質 …̈………0.01g

E旨    響重|・……・…・0.002g

zマ 水 化 牛勿・̈¨̈・̈̈¨̈0.2g

食塩相当量 …………0.002g

食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、

食事のバランスを。

L.ロイテリRC-140… ……10億 CFU

L.ラムノサス GR10………10億 CFU

15 8mm
15 5Cmm

鯰 Metagenics'
,:,rit.r: l:r:.,rtrr 1i:r.i,ii Ilir:,,1:ol

称名 乳酸菌加工食品

マルトデキストリン [フ ランス製造]、 乳酸菌 (L.ロ イテリ

RC-140、 L.ラ ムノサス GR-10)/HPMC、 セルロース、

ステアリン酸Mg、 酸化チタン

6.8145g(227.15mg× 30粒 )

製品包装裏面に記載

10°C以下で保存してください。

アメリカ合衆国

原材料名

内 容 量

賞味期限

保存方法

原産国名 90mm

メタジェニックス株式会社
〒160-0022東 京都新宿区新宿 2-1-12 PMO新 宿御苑前 6階

Te1 03-6384-2391

販売提携

株式会社 MSS
〒160-0022東 京都新宿区新宿2-1-12 PMO新 宿御苑前 6階

Te1 03-5366-0208

開発元

Metagenics′ lnC.
25 Enterprise Suite 200

A‖ so Vie」 o′ CA 92656′ USA


