
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～健やかライフのお手伝い～ 

 
このチラシは不定期の発行になりますのでご了承くださいませ。 

 ただし税込 5000 円未満の場合は一律税込み 540 円です 

離島（北海道含む）のお客様は別料金になります。 

 友の会 

お電話 

友の会担当者に直接ご注文下さいませ。 

0120－66-8028 へ 

 月～金 午前 9 時から午後 5 時 

ご注文の方法について 

5.000 円以上は送料無料（離島は別料金） 

販売価格はすべて税込み表示です。 

2018年 

春・夏 号 

×6本セット（1箱） 

×48本セット（2箱） ×10袋セット 

×5袋セット 

×12本セット（1箱） 

熱湯割 出し入りみそ汁の素 はくばく もち麦ごはん プロポリス キャンデイ 

ゴティエ 130 500ml入 はくばく もちもち十六穀 

延 命 酢 

お椀に入れてお湯を注ぐ

だけで本格お味噌汁の出

来上がり！お好みでワカ

メや野菜を入れてもおい

しい♪お味噌汁以外にも

「様々なお料理に幅広く

使えて便利」とリピータ

ー会員様が増えていま

す。酢味噌和えにもおス

スメです。 

モチ麦ごはんは水溶性、

不溶性のＷの食物繊維が

4 倍、押し麦の 1.5 倍、

白米の 25 倍も含まれて

います。ぷちぷちっとし

た食感がとてもおいし

く、炊きたてはもちろ

ん、お弁当やおにぎりに

も最適です。 

ブラジル産の高品質なプ

ロポリスを使用。のどの

お守りとして、のどの調

子が悪い方、人ごみに行

くとき、のどを使う仕事

の方に最適です。ミツバ

チが作り出す「天然の守

る力」キャンデイ。ピリ

ッとした辛さがクセにな

ります！ 

霧島連山の地下 100 メ

ートルの地下水脈からく

み上げた希少なお水（国

内ミネラルウオーター）

です。シリカ、炭酸水素

イオン、カルシウム、バ

ナジウム、マグネシウ

ム、カリウムを配合した

まさにオールインワンウ

オーターです 

新感覚。そのまま食べる。又

は、まぜるだけ！もちもち十

六穀は過熱加工済みなので炊

き立てのお米に混ぜたり、サ

ラダやヨーグルト、カレーラ

イスなどにふりかけるだけの

簡単に味わえる雑穀です。い

つものご飯に混ぜるだけで高

い栄養価をプラス！ 

トマトやキャベツ等の野菜、じゃこ等の簡単酢漬け、お漬物、酢味噌和え、酢

の物はもちろん、お醤油さしのように食卓において身近な食品にぜひ、かけて

お召し上がりください。納豆やとろろごはんも、さっぱり一味かわりますよ♥ 

一押しは、野菜をスライス、塩もみしてから、わかめやシラスなどを混ぜ

合わせ酢の物に！また、豆乳で割ってさっぱりミルクビネガーに！会員様

から超大好評！リピーター会員様から「家族で延命酢が欠かせない」とい

うお声を頂きました！ 

ホッと一息 厳選されたおすすめの「お茶」のご紹介 
でるでる 大容量 48パック入り 

       

しょうが ルイボスティー24包入り 

はとむぎ茶 36包入り 葉酸＋ルイボスティー24包入り イチョウ葉エキス茶 20包入り 

宮崎県産東方ごぼう茶 30包入り 
一息つきたいときにおすす

めのノンカフェイン＆ノン

クールなお茶です。 

しょうがの高貴な香りが特

徴でどなたでもおいしくお

召し上がりいただけます。 

授かり期の方やママさんに

もおすすめの葉酸たっぷり

のお茶です。ママを応援す

る健康茶。ノンカフェイン

なので就寝前でも安心して

お飲みいただけます。 

植物由来の素材でブレンド 

美味しく飲めるイチョウ場エキ

スのお茶です。 

エビスグサの種子、緑茶、みか

んの果皮、玄米、柿葉、杜仲茶

を配合しました。 

ごぼうは 100％宮崎産東

方ごぼうを使用。契約農家

から直接仕入れ裁断、遠赤

外線乾燥、高圧蒸気殺菌、

酵母発酵を経て発効熟成ご

ぼう茶に完成いたします。 

こだわりの焙煎で香ばしい

香りと微かな甘さで豊かな

味わいに仕上がりました。

ホットでも冷たくしてもお

いしいです。 

 

ローヤルゼリー キャンデイ 

王乳旬ローヤルゼリーキ

ャンディは、品質と鮮度

にこだわった最高級のロ

ーヤルゼリーをたっぷり

含んだ健康キャンデイで

す。 

でるでる 顆粒タイプ 14包入り 

       ハブ茶、センナ太茎（食用部

位）、カッツシーア、アラタ、

玄米、ミカンの果皮、ゴーヤ

を原料にしたお茶です。毎朝

ニッコリ「でるでる♬」毎日

の快適を応援するお茶です。 

「でるでる」の顆粒タイプ食品

です。スティックタイプなので

携帯にも便利。お口でサッと溶

けるので食べやすく、更に嬉し

いオリゴ糖、レモン風味、ビタ

ミンＣ入り。 

通常価格 756 円 （6 本だと 4.536 円） 
×6袋セット（1箱） 
通常価格 486 円 （6 袋だと 2.916 円） 

通常価格 648 円 

（5 袋だと 3.240 円） 

そのまま食べられるのが嬉しい♬ 

×5袋セット 
通常価格 648 円 

（5 袋だと 3.240 円） 

通常価格 1.080 円 （12 本だと 12.960 円） 

1本あたり 

833円 

「配達」、並びに「配送ご希望」などがござい

ましたらお気軽にご相談くださいませ。 

通常価格 2.529 円のところ 

Ｗ2倍量入り（お徳用） 

       

通常価格 2.160 円のところ 通常価格 1.620 円のところ 通常価格 3.024 円のところ 

通常価格 1.620 円のところ 通常価格 1.944 円のところ 通常価格 1.296 円のところ 

53％引 53％引 50％引 50％引 

50％引 48％引 45％引 

1 本 1100ｇ入 50ｇ入り 12 袋入

り 

1 袋 100ｇ入 

1 袋 100ｇ入 

1 袋 100ｇ入 

900ｍｌ入 

http://agesage.blogspot.jp/2013/07/blog-post_11.html
http://agesage.blogspot.jp/2013/07/blog-post_11.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.1/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.1/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.1/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.1/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わさびの守り神 
ぬめりもピカピカ！抗菌・防虫 

 

開封後は約 90日間持続します！ 

生ごみや冷蔵庫の消臭、米びつの防虫に 

ワサビ由来成分「アリルからし油」の力で 
ワサビに含まれる成分が悪臭成分と科学的に反応し、におい

を香りでごまかすのではなく、においの原因とる菌を抑制し

て消臭、抗菌します。臭いの気になるところにいれるだけなの

でどなたでも簡単、便利。本当に手放せなくなる守り神です♬ 2.5ml×2 本入 

肝油グミ（深海サメエキス配合） 

小さなお子様からお年寄りまで おいしく栄養補給 

ビタミンＡ ビタミンＤ スクワレン 

成長期のお孫様にも 

美味しいバナナ味 

水がなくても噛んで食べられるので手軽に栄養補給。よく噛

んでお召し上がりください♪たっぷり 100 粒入りです！ 

国産グルコサミン 72ｇ（300ｍｇ×240粒） 
ペルシャ ザクロエキス 

500ml入り 

デンタルポリス 3本シュリンク 
1本 100ｇ入り 3本セット 

セラムシルクフィブロイン 10ｇ×30包入り 

 ラ・グリシーヌ 
300ｇ入り 

リズムナイト 

ラクトゼリー 

ア ミ ロ コ  

レアル発酵黒生姜 

プロポリス配合歯磨き粉で 

歯肉炎や歯周病予防に！ 

●グルコサミンとは 
アミノ糖の一種で体内ではタンパク質とくっついて存在しています。自然

界ではカニ、エビ等の殻を構成しているキチン質の主要成分として多く存

在しています。 

●安全な原料を使用しています 
グルコサミン（カニ、エビ由来）、コンドロイチン（サメの軟骨抽出物質）

非変性Ⅱ型コラーゲン（鳥軟骨抽出物） 

絹含有食品 

ピーチ味ゼリータイプ 

本品はシルクに含まれるフィブロイン蛋白のみを

特殊な製法で抽出したサプリメントです。おいし

く食べて体の内側から健康をサポートします！ 

東京農学の教授と共同研究開発した商品です 

ｗ乳酸菌が１２００憶個！ 

フェカリス菌ＦＫ-23.フェカリス菌ＥＣ-12含有 
1200 憶個もの乳酸菌コラーゲンとヒアルロン酸を加えた栄養

補助食品です。食べやすいゼリータイプなので小さなお子様か

らどなた様でも毎日の健康づくりにぜひお役立てください。 

30包入り 

酵素処理アスパラガス抽出物 
90粒入り 

150粒入り 

厳選された本場のクラチャイダムエキス使用 

クラチャイダムはアミノ酸や、ミネラルの含有量が大変多い食品です。辛

み成分の「ジンゲロン」が多く発酵の過程で「ショウガオール」成分に 

変換されるので発酵後は「ショウガオール」含有量が飛躍的に 

増加。厳選された本場の黒生姜を使用した今、話題の食品です！ 

 

健康な毎日のための 

  サプリメントゼリー 爽快な毎日爽やかな朝をサポートいたします！ 

ザクロは美容と健康をサポートいたします 
高品質なペルシャザクロを加水せずそのまま濃縮エキスに仕

上げました。ザクロは非常に栄養価が高く、美容のビタミンや

不足しがちな鉄分も豊富。お水で薄めて毎日の健康維持にぜひ

おすすめです♥（水で 5倍に薄めてお飲みいただけます） 

エネルギー系アミノ酸を 1000ｍｇ配合した頑張る方に 

お勧めのサプリメントゼリー商品です。日々の食生活にお悩

みに方や、やる気があっても気力。体力がついてこない…。

という方にお勧めです！ 

医薬部外品（薬用歯磨き） 

からだが喜ぶアミノ酸 

無着色・無香料だから安心、安全 

通常価格 2.138 円のところ 

通常価格 3.240 円のところ 
１袋 2袋 

３本 6本 

通常価格 2.592 円のところ 

通常価格 8.640 円のところ 

1本 2本 

和ＥＸゴールド 180ｇ入（6グラム×30包） 

発酵野草エキス 

＋黒しょうが 

厳選された栄養価の高い 80 種類以上の野草、果野

菜、海藻類を主に紅麹菌と酵母菌、乳酸菌で長期発酵

と熟成させ、さらに濃縮させました。素材の豊富な栄

養素がそのまま活きています。 

1包 20ｇ×30包 

通常価格 16.200 円のところ 

通常価格 19.440 円のところ 

通常価格 5.832 円のところ 

通常価格 13.824 円のところ 

通常価格 10.584 円のところ 通常価格 8.424 円のところ 

通常価格 12.960 円のところ 

通常価格 10.584 円のところ 

友の会にて特別価格にてご案内させて頂きます 
友の会担当スタッフまでお尋ねくださいませ 

友の会担当スタッフまでお尋ねくださいませ 友の会にて特別価格にてご案内させて頂きます 

友の会にて特別価格にてご案内させて頂きます 
友の会担当スタッフまでお尋ねくださいませ 

友の会担当スタッフまでお尋ねくださいませ 友の会にて特別価格にてご案内させて頂きます 
友の会担当スタッフまでお尋ねくださいませ 友の会にて特別価格にてご案内させて頂きます 

友の会担当スタッフまでお尋ねくださいませ 友の会にて特別価格にてご案内させて頂きます 

「アミノ酸」は生命の源となる大切な栄養成分です。 

健康的な毎日をサポートいたします。いつまでも健康で 

過ごしたい方、健康値が気になる方、若々しさをキープした

い方など健康維持のためにぜひおすすめです！ 

 

友の会担当スタッフまでお尋ねくださいませ 友の会にて特別価格にてご案内させて頂きます 

プロポリスエキス配合の歯磨き粉で健康な歯と口

腔に！口内を浄化爽快にするので口臭予防にも！ 

北海道産の天然アスパラガスから体に良い有効成分を抽出、 

濃縮し「ネムノス」を配合したサプリメント食品です。 

ネムノスとは体内時計を調節するネムノキ樹皮抽出物です。 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Banana_equivalent_dose
https://en.wikipedia.org/wiki/Banana_equivalent_dose
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

