
夏休みキャンペーン 3 回目 

7 月 10 日（水）～8 月 6 日（火）まで 4 週にわたって 

1 週間期間限定サプリメントキャンペーンをお届けいたします。 

 

7 月 24 日(水)～30 日（火）までのキャンペーンは、 

夏休み元気っ子企画です！！ 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
EPA と DHA オメガ 3 脂肪酸 

EPA と DHA は自然の中で共に発生し、体内で相乗的に働きます。EPA は適切な神経と脳細胞の機能のための

代謝サポートを提供し、DHA は構造的なサポートを提供します。細胞膜に存在する EPA は、免疫システムや炎症

状態をサポートしています。DHA は主に脳内の細胞膜に存在し、脳機能をサポートします。これらの機能的なオメ

ガ３脂肪酸やビタミン E は、吸収不良と酸化ストレスに対抗するために必要とされています。 

 

＊1 スピークスムース 
スピークスムースには、高濃度のオメガ 3 が抗酸化ビタミンとともに配合されており、酸化物質を還元し、炎症など

に対しても健康的な反応を促す働きをします。このサプリメントには 2 種類のビタミン E（d-アルファトコフェロールと

ガンマトコフェロール）が含まれています。 

A スペクトラムメイトカプセル               B.  スペクトラムメイトパウダー 
      ビタミン C チュアブル                      ビタミン C チュアブル  

スピークスムース ＊1                  スピークスムース 
ピクノゲノール   ＊2                   ピクノゲノール 
虫よけスプレー  ＊4                   虫よけスプレー 
日焼け止め     ＊5                   日焼け止め 

   合計￥22,255.→￥21,980.              合計￥21,815.→￥21,590. 
 
C  BrainChild ビタミン-レモン             D. BrainChild ビタミン-レモン 

＆ミネラル-NO フレイバ ―＊3             虫よけスプレー 
スピークスムース                      日焼け止め 
日焼け止め                         ハミガキ粉（バブルガムフレイバー）２個＊ 6 

 虫よけスプレー  
合計￥27,460.→￥.27,200.              合計￥13,800.→￥13,570. 

http://www.nbnus.net/shopexd.asp?id=489�


ガンマトコフェロールは窒素ベースのフリーラジカルから守り、この働きはアルファトコフェロールにはありません。 

D-アルファトコフェロールは、細胞膜の脂質部分で強力な抗酸化物質として機能しています。十分な d-アルファが

ない場合、オメガ 3 脂肪は酸化し、機能的な状態を保持することができなくなると考えられています。 

この 2 つの栄養素は、脂肪を含む細胞の外側の膜の酸化を防ぎ、オメガ 3 の健康な有益性をより増強させるよう

相乗的に働いていきます。 

大匙１杯の成分 

サプリメント成分表示 

推奨服用量 大さじ一杯 ４歳以下の%DV  成人と４歳以上の個人%DV 

カロリー 60 
 

 

Calories from Fat 脂肪のカロリー 45 
 

 

トータル脂肪 5 g 
 

8+ 

飽和脂肪酸 1 g 
 

5+ 

トランス脂肪酸 0 g * * 

多価不飽和脂肪酸 2 g * * 

一不飽和脂肪酸 1 g * * 

コレステロール 30 mg 
 

10 

ナトリウム 15 mg 
 

1 

トータル炭水化物 5 g 
 

2+ 

糖 0 g * * 

ビタミン E  
  

 

( d-アルファトコフェロール) 500 IU 5,000 1,665 

(ガンマトコフェロール) 200 mg * * 

ビタミン K 2.3 mg * 2,875 

オメガ-3 多価不飽和脂肪酸 
  

 

エイコサペンタエン酸(EPA)  725 mg * * 

ドコサヘキサエン酸(DHA) 275 mg * * 

オメガ-6 多価不飽和脂肪酸 
  

 

ガンマリノレン酸(GLA) 60 mg * * 

+2000 カロリーダイエットに基づいた一日の所要量(DV)におけるパーセンテージ。 

* 一日の所要量は定められていません。 

 

成分：オイルブレンド（魚油：[アンチョビ、サバおよび/またはイワシ]、ボリジ油）、水、キシリトール、グリセリン、アラビアゴム、天

然のオレンジフレーバー、d-アルファ、ガンマ、天然混合トコフェロール（洗練された大豆油由来）、クエン酸、キサンタンガム、グ

アーガム、ベータカロチン、ソルビン酸、パルミチン酸アスコルビル、フィトナジオン、メナキノン。 



＊2 ピクノゲノール 
ニュー・ビギニング・サプリメント局のピコノゲノール®カプセルは 25mg の純水で特許のあるホルファグ

リサーチ社の松の木のエキスから抽出されています。これはヨーロッパ海岸の松の木 PINUS から特別

に生成されており、これは環大西洋の南側、フランスの海岸沿いに育ちます。ピコノゲノール®は最も

パワフルな天然のフリーラジカル掃除人で必須の体内細胞への酸化ダメージを減少させます。実際に、

ほとんどない抗酸化物の 1 つで、脳内の血液を通過して神経システムや循環器系でフリーラジカルに

対し対抗します。ビタミン C と E の効果性はピコノゲノール®によって増強されるため、抗酸化の有益な

機能のために全てを一緒に摂ることも可能です。 

☆2006 年に行われたスタディが、ヨーロッパの子供と思春期の精神医学ジャーナル(The Journal of 

European Child and Adolescent Psychiatry)の 6 月 17 日版に掲載され、注意欠陥/多動性(ADHD)の症

状が、1 ヶ月間毎日ピコノゲノール®を摂取することで大きく減少したことが、発表されました。二重盲プ

ラシーボコントロール試験のスタディでは、ピコノゲノールは多動性を減少、注意力、集中や運動視覚

調整がプラシーボグループより改善しました。 

１粒の成分： 

サプリメントの成分表示 

推奨服用量 1 粒 %DV 

内容量 120  

Pycnogenol ｮ (from Pinus Pilaster) 25 mg * 

他成分: セルロース, ゼラチン(カプセル) 、植物性ステアリン酸 

 

 

＊3 BrainChild ビタミン-レモン＆ミネラル-NO フレイバ ― 

ブレインチャイルド(BrainChild)社のスペクトラムサポートフォーミュラは科学的にも効能で、吸収率が高

く、生化学的利用率の高い重要なビタミンやミネラルが代謝的にも必須な割合で配合されています。 

このブレインチャイルドニュートリッショナル商品は、栄養士であり研究者でもある自閉症二人の子供を

もつ父親、マイケル・ラング氏によって開発され、スペクトラムの子供たちが必要とする特定で広範囲の

代謝ニーズに答えるサプリメントです。このスペクトラムサポートフォーミュラは、洗練された特定の栄

養素とオーガニックハーブが含まれており、健康なバランスとリズムから外れた体内のシステムに対す

る代謝サポートを提供します。このフォーミュラは、卵、麦、麦芽、グルテン、乳製品、イースト、コーン、

精製された砂糖は含まれていません。 

http://www.nbnus.net/shopexd.asp?id=320�
http://www.nbnus.net/shopexd.asp?id=308�
http://www.nbnus.net/shopexd.asp?id=358�


Part A – ビタミン 小匙６杯の成分 

サプリメント成分表示  

推奨服用量  
ティースプーン６

杯（30ｍｌ）  

混合カロテノイド(シオヒゲムシ由来)  6000 IU  

ビタミン C （アスコルビン酸カル シウム）  500 mg  

ビタミン D3 （コレカルシフェノー ル）  200 IU  

天然ビタミン E （ｄ-α-酢酸トコフェロール）  125 IU  

ビタミン B1 （塩酸チアミン）  20 mg  

ビタミン B2 （リボフラビン 5-リン酸）  20 mg  

ビタミ ン B3（ナイアシ ンアミドとヘキサナ イアシン酸イノシトール）  20 mg  

ビタミ ン B6 （ピリドキサールリ ン酸）  20 mg  

葉酸(ホリナートカルシウム)  500 mcg  

ビタミン B12 （シアノコバラミン）  600 mcg  

ビオチン  500 mcg  

ビタミン B5 （パントテン酸カルシ ウム）  100 mg  

（クエン酸）コリン  60 mg  

（一リン酸）イノシ トール  80 mg  

ビオフラボノイド  150 mg  

TMG(トリメチルグリシン)  100 mg  

L-グリシン  100 mg  

DMAE （重酒石酸ジメチルア ミノエタノール  40 mg  

N-アセチル-L-システイン  

有機栽培、アルコールフリーのハーブ抽出ブレンドは以下のものが含まれています：  

アシュワガンダ根、ゴボウ根、レンゲソウ根、サルサパリラ根、フェンネル種、イチョウ葉、ゴツコ

ラ葉、ギムネマシルベスター葉、ミルクシッスル種、ゴミシ果実  

15 mg  

他成分：純水、: 純水, キサンタンガム, kosher ベジタブルグリシンとカリウム、天然 レモン＆ラ

イム香味料  

                             



Part B– ミネラル 小匙６杯の成分 

サプリメント成分表示  

推奨服用量  6 Tsp (30 ml)  

カルシウム D-グルカレイト  100 mg  

マグネシウム (クレブスキレート*)  60 mg  

亜鉛(クレブスキレート*)  15 mg  

セレン(セレノメチオニン)  100 mcg  

マンガン(コハク酸)  2 mg  

クロム  25 mcg  

モリブデン (クレブスキレート*)  200 mcg  

カリウム (αケトグルタル酸)  25 mg  

メチルサ ルフォニルメタン (MSM)  200 mg  

有機酸アルコールフリーの専売ハーブ:バードック･ルート、中国産オウギ、ニレ樹皮  

他成分: 精製水、キサンタンガム, コシャーベジタブルグルセリン、ソルビン 酸カリウム  

BrainChild Nutritionals のスペクトラム・サポートフォーミュラは、卵、小麦、小麦胚芽油、グルテン、乳

製品、イースト、コーン、精製砂糖が含まれていません。 さらに、サリチル酸、フェノール類、安息香

酸の含有量が重視される天然成分は全て取り除くように細心の努力を払っており、人工着色料、人工

香味料、甘味剤あるいは保存料の安息香酸ナトリウムを含まれていません。 

＊4 虫よけスプレー  

 アンバーミンズ･ナチュラルソース社(Ambermin’s Natural Source)は、人体と環境における安全性

を考えていた生物学者によって設立され、石油化学物質は一切含まれていない、虫刺されや刺激を

阻止する生分解可能な虫除けスプレーを開発しました。通常の防虫剤に含まれるディート(DEET)の

代替として利用できる商品です。全てのオーガニックエッセンシャルオイルとアロエのミックスにより、

多くの種類の虫(蚊、はえ、昆虫、ダニ、アゴクチ虫、ノミ)除けに役立つでしょう。 

注意事項:妊娠、もしくはてんかんの症状がある方は、使用前に医師に相談してください。目に入った場

合は、水で洗い流してください。  

活性成分:シトロネラ、オレンジ、イトスギ、シダーウッド、ラベンダー、ローズマリー、ペニーロイヤルキ

ンセンカ -7％ 

不活性成分: 水、アロエベラ、アルコール、クエン酸－93％ 

http://www.nbnus.net/shopexd.asp?id=429�


＊5 日焼け止め      

New Beginnings のエコボディ日焼け止めは、有害な紫外線から自然で安全なバランスのと

れた保護を提供し、肌に栄養価の高いサポートを提供するオーストラリアの製品を導入し

ています。 

健康的で効果的なエコボディ日焼け止めは、科学的な紫外線吸収剤が使われていません。 

また、エコボディ日焼け止めは水和を維持、コラーゲンサポート、肌を修復するために有

力な酸化防止剤(緑茶およびグレープシード)、重要なアンチエイジング成分(シアバター、

ホホバおよびシリカ)を含んでいます 

他の特徴は次のものを含んでいます: 

• SPF 30 広域 UVA/UVB保護 

• 安定性のある優れた SPF 30 

• 耐水性に優れている 

• すべて天然成分だけを含みます 

• 無香料で低刺激性 

• お子様からお年寄りまで全てのお肌のタイプに有効 

• 毛穴を詰まらせない 

• べたつきが無く、白くなりません 

成分：カプリル酸トリグリセリド ビニフェラ種（ブドウ）種油、二酸化ケイ素、セラア

ルバ（蜜蝋）ブチロスパーマムパーキーシード、（シア）バター、トウダイグサ Antisyphilitca

（キャンデリア）ワックス、ポリヒドロキシステアリン酸、Simmondsia Chinensis（ホホ

バ油）、キュウリ（キュウリ）の種子エキス*、ローザ Cania（ローズヒップ）の種子油*、

カメリアシネンシス（緑茶）エキス*。 

*認定オーガニック      活性成分：酸化亜鉛 22% 

 

＊6 ハミガキ粉（バブルガムフレイバー） 
小児歯科医によって開発された、ブラナムキッズのフルオライドドフリーの歯磨き粉は、虫歯予防

に効果的なキシリトールが含まれており、ラウリル硫酸ナトリウム(SLS/陰イオン性界面活性剤の

一つ)のような有害な化学物質は含まれていません。この歯磨き粉の天然のフォーミュラは、歯の

掃除と歯垢を取り除くために、高濃度で構成されたキシリトールを含んでいます。 

ヤムヤムバブルガム歯磨き粉は飲み込んでも安全で、子供たちが好きな香味が配合されていま

す。 

http://www.nbnus.net/shopexd.asp?id=455�
http://www.nbnus.net/shopexd.asp?id=449�


キシリトールの利益 

-歯の壊変の危険性を軽減 

-歯のエナメルを再度ミネラル化するための補助 

-歯垢や他のバクテリアの形成を軽減 

-飲み込んでも安全－1963 以降アメリカ食品医薬品局(FDA)認定 

 

内容物: 純水、キシリトール、ステビア、クエン酸ナトリウム、バブルガム香味料、クエン酸、二酸

化チタン、珪藻土、カルボキシメチルセルロース、シリカ、ベタイン 

この商品は、SLS(洗剤)、グルテン、カゼイン、大豆、人工着色料、香味料、保存料は含まれてい

ません。 

 

 

 

 

これらの記載事項は FDA（米国食品医薬品局）の評価を受けていません。また、この商品はいか

なる病気の診断、治癒、治療、予防を目的としたものではありません。 

 


