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サイエンスに則って優れた製品を開発する力をもち、さらに純
粋性・安全性の担保された原料を調達できるルートと、それを
厳密に確認・管理できるプログラムが備わっている。──それ
こそがNSP・シナジーの強みだと考えます。私たちは自然の治
癒力をすべての人 と々共有し、そしてその過程で歴史的な結
果を残していくというビジョンを掲げています。その実現のた
めにも、製品や信念を、より多くの人々に届けなくてはなりませ
ん。今後も私たちの挑戦は続きます。そしてその道を切りひらく
ために必要不可欠なのが、シナジー・ジャパンの皆さんの存
在です。アジアの勢いはますます加速し、いまやだれにも止め
ることができません。皆さんが大きな結果を残し続けているこ
とをよろこび、感謝しています。

テレンス・ムアヘッド
Terrence Moorehead

NATURE’S SUNSHINE PRODUCTS (NSP）  
President & CEO

Message
from the President
代表者挨拶

シナジーの親会社

Message
from the President
代表者挨拶
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シナジーは現在大きな成長の過渡期にいます。そして、その
成長をけん引してるのがアジアであり、日本です。私たちが
シナジー・ジャパンにかける期待は大きく、その成長を注視
せずにはいられません。今後も余すところなくサポートを行っ
ていきます。私は、これからも何度となく日本に足を運ぶこと
になるでしょう。皆さんとお会いできる機会が増えると思うと
わくわくします。今後もシナジーは新しい挑戦を続けていきま
す。成功を一緒に祝福できることを楽しみにしています。

ダン・ノーマン
Dan Norman

シナジーワールドワイド社長

愛するシナジー・ジャパンファミリーの皆さん、Aloha！　私は
様々な挑戦や成功を通してお互いをサポートする、思いやり
のある素晴らしいファミリーの一員であることを幸せに思っ
ています。より成熟した企業へと成長していく中で、皆さんが
ともに支えあい、配慮し、小さな奇跡を起こして続けてきたこ
と。そして、ご自身やご家族のために成し遂げてきた全ての
ことを誇りに思います。私たちは今、かつてないほどの成長
と成功への次のステージへと踏み出しました。健康に役立
つ製品、人生を変えるようなチャンス、そして何よりも、私た
ちをまだ経験したことのない場所へと導いてくれるリーダー
たちが、私たちにはついています。愛すべき日本の人々や文
化に対する特別な思いを胸に、このような素晴らしい皆さん
とともに人生を送れることは、祝福されているといえるでしょ
う。私はこれからも世界中でよりよいものを残し、日本で輝か
しいレガシーをつくるために努力し続けます。

ベン・マガレイ
Ben Magalei

シナジーワールドワイド 副社長
シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社 社長
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l e a v e  a  l e g a c y

シナジーは、

革新的で高品質の健康ソリューションによって

世界中の多くの人々の人生に

幸福と成功をもたらすことをミッションとしています。

シナジーの製品に込めたこだわりと思いが

今を生きる人々の心のゆとりと

奉仕精神あふれる社会へとつながり、

それらがレガシーとして

未来に残ることを願っています。

最良の製品を通して
より多くの人々が
幸せにつながる社会を。
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タイベトナム

マレーシア
インドネシア

フィジー

日本

インパクトファウンデーションとは、「自然の癒しの力を共有する」という
コンセプトのもと、ネイチャーズサンシャインプロダクツ(NSP)と
シナジーワールドワイドによって設立された慈善団体です。
シナジー・ジャパンでは、インパクトファウンデーションの趣旨に賛同し、
様々な社会貢献活動をHeart to Heartと称して日本独自に行っています。
今後もビジネスの発展とともに、
より一層力を入れていきます。

寄付などの社会奉仕を
通じて、誰ひとり
取り残されない社会を。

児童養護施設に寄付・食料寄贈
（2017,2019にも活動）

児童養護施設への寄付

児童養護施設で
奉仕活動

児童養護施設へ
扇風機寄贈

児童養護施設への寄付筑波愛児園児童の
インターンシップの
受け入れ（2017-2019）

熊本地震において児童養護施設
への寄付・支援物資寄贈

2015 2016 2017 2018 2019

インドネシア

ベトナム

フィジー

タ　イ

マレーシア国　内

熊　本
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「豪雨災害」義援金寄付

筑波愛児園へのパソコン寄付

ティンガティンガアートへの支援

近年多発する豪雨・大雨災害で被災された方 を々支援する
ため、チャリティ対象のプロモーション品のご購入金額のう
ち100円を義援金とするとともに、シナジー・ジャパンからの
拠出金を合算して寄付しました。
「令和２年7月豪雨災害」義援金寄付 ■ 寄付先：日本赤十字社 熊本県支部
「令和３年7月大雨災害」義援金寄付 ■ 寄付先：日本赤十字社 静岡県支部

当社商品ザンブローザプロモーションのチャリティ分
を、茨城県つくば市の児童養護施設「筑波愛児園」の
パソコン環境改善のための一助として寄付させていた
だきました。筑波愛児園ご担当者さまより、ぜひ2020
年の感謝をお伝えしたいと、お子さまたちの寄せ書き
メッセージをいただきました。

アフリカ・タンザニアにあるティンガティンガ芸術村で製作さ
れている現代アートのアーティストの自立支援をサポートす
るために、チームレベルのタイトルを達成された方にティン
ガティンガのアートグッズをプレゼントしています。シナジー
メンバーの活躍が社会貢献活動に直接結びつく海外プロ
ジェクトとして継続支援を行っています。

みんなの
喜んだ顔が見れて
嬉しかったです！

個性豊かなアーティストの活動を
応援！

2020--

国　内

国　内

国　外
Recent Topics

01
子ども食堂支援「フードドライブ」
親が共働きであるなどの理由で自宅で1人で食事をとる子
どもたちに皆で食べる楽しさや暖かさを提供したいという
思いで活動を行っている「子ども食堂」。当社では、「フード
ドライブ」という家庭で余っている食べ物などを持ち寄り、そ
れらをまとめて団体に寄付する活動を行っています。
■ 寄付先：北区子ども食堂ネットワーク事務局
　　　　　社会福祉法人北区社会福祉協議会　他1件

国　内

To
pics

To
pics

To
pics

To
pics
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私たちシナジーワールドワイドは
世界有数のヘルス＆ウェルネス企業

ネイチャーズサンシャインプロダクツの
グループカンパニーです。

NSPの100％子会社として設立され
たシナジーワールドワイド・ジャパン
は、信頼あるNSPの自社工場によって
生産された製品を通して、健康の改
善をするだけではなく、製品をお使い
いただく方々の人生を変えることを目
指しています。

NSPは創業者であるジーンとクリスティンのヒューズ夫妻によって
ハーブのサプリメントを製造する小さなファミリー会社として1972年に設立され、
2022年で50周年を迎えました。

“NATUREの自然”と“SUNSHINEの日光”が融合し、NATURE'S 
SUNSHINEで太陽、野原、植物を表すよう設計されています。

NSP Roots

G
ro

up
 C

o
m

pa
ni

es

NATURE'S
SUNSHINE

50th
ANNIVERSARY

1972-2022

Logo Mark Concept

NATURE

+
SUNSHINE NATURE'S

SUNSHINE

NSP and SYNERGY

SYNERGY Mission

シナジーの親会社であるNSP
（NATURE’S SUNSHINE PRODUCTS）は

1972年の創業以来、高品質な原材料を用い、
科学に根ざした優れた製品を提供することで、世界有数の

ヘルス＆ウェルネス企業のひとつに成長しました。
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NSPとシナジーをより深く
知っていただくために、

様々な情報を数字でまとめました。

今では当たり前となったカプセル
状のサプリメント。この画期的なア
イデアはNSPの創業者によって生
み出されたのが始まりです。

世界で初めて
ハーブをカプセル化

シナジーワールドワイド
は、グローバル展開にあ
たり、マーケットの洗練さ
れた日本で挑戦すること
を選びました。日本での
ビジネスを成功させるこ
とこそが、今後の発展の
礎になると考え、現在に
至っています。

1st
数字で紹介する
NSPとシナジー

NSPは創業以来、無借金経営を続ける
優良企業として、お客様はもちろん、バ
リューチェーンにも信頼の高い企業と
して健全な経営を続けています。

無借金経営

0 円

Number withNumber with

NSP and SYNERGYNSP and SYNERGY

1999年
シナジーの日本進出

2021年サロンリニューアル
オープン時撮影
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100

シナジーワールドワイドは日本を含め
28カ国に展開しています。

28
世界

カ国

アメリカの経済誌フォーブスでは、開放
性と誠実さを併せ持つモデル企業とし
て親会社であるNSPとシナジーを評価
し、アメリカで最も信頼のおける100の
企業に選定しています。

経済誌
「フォーブス」が選ぶ

1
社

NSPは米国最高のビジネス賞と
称されるAmerican Business 
Awards2021にて、6つのスティー
ビーアワードを受賞しました。

アメリカンビジネスアワードで

6つ
の賞を受賞
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NSPは創業以来、着実
に成長してきました。ウェ
ルネスの世界市場が大
きく成長を遂げる中、さ
らなる大きな飛躍を遂げ
ようとしています。

確実な製品を送り出すために、開発から出荷まで自社で管
理。重要拠点となる工場ではFDA（米国食品医薬品局）が
定める「cGMP認証」を与えられており、すべての工程の安
全性が確保されていると認められています。

2020年上半期▶ 2021年上半期

売上成長率

15.3％

自社管理

100％

シナジー製品のほとんどはNSPの自社工場で生産。原材料の調達
から商品として出荷されるまで全製造工程における品質検査項目は
600項目以上に及びます。

製品
検査646項目

約
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最高の品質を届　
世の中に星の数ほどあるサプリメントですが、その製造工程を公開している
会社は少なく、他社に製造を委託しているケースも多くあります。シナジーは
安心して最高品質の製品をご愛用いただくために、100％自社管理の元、
各種認証機関に認められた製造、品質管理を行っています。

開発から出荷まですべて   　

シナジー製品の製造工場は、信頼性・安全性を裏付ける
国際機関からの認証を取得しています。

徹底した安全衛生と品
質が確保されているこ
とを保証

すべての製品が同規
格で製造されているこ
とを保証

製品製造における厳格
なチェック体制が敷か
れているかを保証

先進科学と医学の専門知識を組み合わせ、分
子構造レベルでの検証を行った上で、錠剤やカ
プセルなどの試作品がつくられます。

0101
研究
・開発

0303

原材
料調達

0202
臨床

試験

試作品は安全性と有効性を判断するため
に臨床試験が行われ（動物実験は行いま
せん）、臨床品質評価に合格したものの
みが製造プロセスへと進みます。

原材料はNSP独自の厳しい基準を通過したも
ののみが世界各地から集められ、科学的な成
分テストを行います。
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0505
品質
検査

 け続けるために。
　　を自社工場で管理

厳格なルールに基づき
無農薬栽培が行われ
ていることを保証

品質検査を行う第三者
機関の信頼性が担保さ
れている保証

製品安全性、成分表
示の信頼性などについ
て保証

品質管理部門にはハーブ、ミネラル、ビタミン、
微生物の４つの専門ラボがあり、各製造工程の
中で600項目以上もの品質検査が行われます。

お客様のお手元に届く製品のラベルには、使用
したすべての原材料が記載されています。製品
を安心してお使いいただきたいという私たちの
誠意と誇りの表れでもあります。

温度や空調環境など厳格に管理された製造環
境はFDA（米国食品医薬品局）が定めるGMP
認証を取得。完璧を追求した環境の中で製造
されています。

NSP工場
in U.S.A

0606 出荷

0404
製造

製造、パッキング、
ラベル管理、保管
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代表者挨拶

leave  a  l e g acy

Impac t  Founda t i on

NSP  and  SYNERGY

数字で紹介するNSPとシナジー

最高の品質を届け続けるために。

02

04

06

08

09

12

21 Nutr it ion

16 ELITE HEALTH

22

24

25

26

28

29

30

31

32

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

プロアルギナインプラス®シトラスベリー

プロアルギナインプラス®グレープ

プロアルギナインプラス® プロガード

ビオーム ベーシックス

マルチビタミン &  ミネラル スティック

オメガ 3&6

エッセンシャルグリーン

フィトグリーン

ハーバル DT

ビオーム DT

ビオーム プロビオティック

シナマックス®

ミスティカ™ 

シナジー ノニプラス

ザンブローザ

パワー パルメット

ダブルバーン

サイナープロティン ココア

サイナープロティン レギュラー

スリムスマート ヘルスシェイク

シナジー酵素

エネベイト

エネポリス

ビューティーコラーゲンゼリー エクストラ

C o n t e n t s

14



メンバー登録をされる方へ

栄養機能食品一覧

及び製品に関する注意事項

72

74

68 Selection

49 Skin Care

52 ラマーラ

ラマーラ デイリー N クレンザー
ラマーラ ラディアンスオイル
ラマーラ スキン AC トナー
ラマーラ リヴィーリングアイクリーム
ラマーラ MB エマルジョン
ラマーラ エクスフォリエイティング クレンザー
ラマーラ RV コンセントレイト
ラマーラ CC サンシールド
ラマーラ シンプルケアパック
ラマーラ デイリーケアパック
ラマーラ フルラインパック
ラマーラ ハイドレイティング シャンプー
ラマーラ ハイドレイティング コンディショナー
ラマーラ NR ボディーウォッシュ
ラマーラ RP ボディーローション
ラマーラ RN ハンドクリーム
ラマーラ ST ベラジェル

50 sL i FE

sLiFE モイスチャーミスト
sLiFE フェイシャル モイスチャライザー

65 Other Products
65

67

ホタル™

シナフレッシュ エクストラ

ペパーミントオイル

64 ハーバルハンドソープ
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エリートヘルスとは、シナジーワールドワイドの親会社であるNSPの
研究施設「ヒューズ リサーチ＆イノベーションセンター」の科学者、
研究者、医学博士たちによって開発されたプログラムです。
臨床試験に基づき、健康であることの根源を見据え、人が本来もつ
「健康になろうとする力がきちんと機能するようサポートする」こと
がエリートヘルスの考え方です。このプログラムは、年齢、スポーツ習
慣、体型などを問わず、どなたでも実践が可能です。なぜなら、健康
になろうとする潜在能力は、すべての人に備わっているからです。
エリートヘルスはマイクロビオームの働きを追求することで、人が健
康で活動的になり、視野を広げ、人生の様 な々ステージをわくわくし
た心で楽しみ、自由をもたらすことを応援します。

マイクロビオームの視点に基づき
健康になろうとする力を解き放つ。
それが、エリートヘルスプログラム。
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ふたつのステップでなりたい自分へ。

水溶性・不溶性と働きの異なる2種類の食物繊維を豊富に配合した食物繊維含有食品。ビフィズス菌の育成に
関わる発酵性食物繊維も含まれており、植物の繊維質を利用して身体の中をすっきり快調に整えます。よく混ぜ
ると少しとろみのあるおいしいドリンクに。

ビオーム DT

ココア風味のプロテインシェイクです。9種類の必須アミノ酸と2種類の非必須アミノ酸を含有し、良質なタンパク
質の基準値（アミノ酸スコア100）を満たしています。グリセミック指数の低い果糖を採用しているので糖分が気
になる方にも安心です。

サイナープロティン ココア

L-アルギニンとL-シトルリンの相乗効果で人体にとって重要な働きをするNO（一酸化窒素）を積極的に産生さ
せ、身体のめぐりを高めるシナジーの主力製品です。

プロアルギナインプラスⓇシトラスベリー

水なしでサラサラ飲めるビフィズス菌・乳酸菌含有食品です。小さなスティックに、粒状カプセルに詰めたビフィ
ズス菌と乳酸菌、善玉菌の餌となる顆粒状オリゴ糖が収まっています。1日3袋を摂取することにより、60億個
の生きた菌を摂取できます。

ビオーム プロビオティック　

ビタミンやミネラル、必須脂肪酸、CoQ10など多くの有用成分を1パックに集約。その優れた成分バランスで、エ
リートヘルスプログラムが効果的に働くようサポートします。

ビオーム ベーシックス

マイクロビオームキットを使った
1週間のプログラムで

健康な身体づくりの基礎を築く

［ 最初の1週間用プログラム ］

Option 1：Microbiome Maintenance

Option 2：General Health

Option 3：Weight Management

［ 次の1か月用プログラム ］

ステップごとの詳細は18～20ページをご覧ください。

人体にはおよそ100兆を超える細菌や微生物が独自の生態系を築いており、
共存しています。こうした細菌叢を総称して「マイクロビオーム」と呼んでお
り、近年の研究では、その多くが生命活動に欠かせない存在であり、健康
維持に大きな役割を担う「偉大なミクロのネットワーク」であることが明らか
になってきました。人が健康であろうとするパワーの根源であるマイクロビ
オームの影響力を知ることが、ウェルネスにおける重要な鍵となるのです。

マイクロビオームとは？
What’s the Microbiome?

マイクロビオームキット構成品目

Second StepFirst Step

17



First Step

エリートヘルスプログラムのファーストステップでは、健康づくり
の基礎として体内環境を整えることを目指します。様 な々視点
から健康づくりへとアプローチする5種類の製品を使って１週
間の推奨プログラムを実行します。なりたい自分への土台づく
りのために、より忠実に実践いただくことをおすすめします。

マイクロビオームキットを1 週 間 継 続して摂る推 奨プログラム

マイクロビオームキット

まずは１週間のプログラムで体内環境を整える。
健康の基礎をつくる専用キット

Microbiome Kit

※ビオーム DT、プロアルギナインプラス®、サイナープロティン ココアを混ぜて一度に飲んでいただいてもかまいませんが、その場合は別途水分をたっぷり摂ることをおすすめします。
※1回に飲む水分量が多すぎると感じる方は、ビオーム DTやプロアルギナインプラス®を間食代わりや就寝前など、時間をずらして飲むことをおすすめします。

間食として1袋を250mlの水とよく
混ぜて飲む

ビオーム DT

1袋を約250mlの水とよく混ぜて飲む

ビオーム DT

添付スプーン１杯を200ml程度の水
または牛乳などに溶かして飲む

サイナープロティン ココア

1袋をそのまま、もしくは水などと
一緒に噛まずに飲む

ビオーム プロビオティック

1袋を約250mlの水とよく混ぜて飲む

ビオーム DT

1袋を約240mlの水とよく混ぜて飲む

プロアルギナインプラス®シトラスベリー

添付スプーン１杯を200ml程度の水
または牛乳などに溶かして飲む

サイナープロティン ココア

1袋をそのまま、もしくは水などと
一緒に噛まずに飲む

ビオーム プロビオティック

1袋を水またはぬるま湯と一緒に飲む

ビオーム ベーシックス

1袋を約250mlの水とよく混ぜて飲む

ビオーム DT

1袋を約240mlの水とよく混ぜて飲む

プロアルギナインプラス®シトラスベリー

添付スプーン１杯を200ml程度の水
または牛乳などに溶かして飲む

サイナープロティン ココア

1袋をそのまま、もしくは水などと
一緒に噛まずに飲む

ビオーム プロビオティック

1袋を水またはぬるま湯と一緒に飲む

ビオーム ベーシックス

朝 昼 夜

Microbiome KitMicrobiome Kit
マイクロビオーム 1週間専用キット
製品番号 96480

チャリティ ［マイクロビオーム 1週間専用キット構成品目］
ビオーム DT、プロアルギナインプラス®シトラスベリー
サイナープロティン ココア×2
ビオーム プロビオティック、ビオーム ベーシックス

41%OFF

製品番号 96481 ¥28,680（税込） CV 100
新規登録の際の
初回注文に限り
割引価格でご提供

エントリー価格

34%OFF

¥32,080（税込） CV 100
メンバー価格

34%OFF

¥45,830（税込）
標準小売価格 マイクロビオームキットは

チャリティ対象製品です。
ご購入金額のうち100
円が、支援を必要とする
子どもたちへの寄付金と
なります。ご協力よろしく
お願いいたします。
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ファーストステップの１週間プログラムを終了後は、いよいよ３つのオプションが用意さ
れたセカンドステップへ。1週間プログラムの製品をそのまま継続愛用して健康維持を
めざす「マイクロビオームキット（OPTION１）」、日々の忙しさに負けない体づくりをサ
ポートする「ヘルスガードキット（OPTION２）」、無理なくウェイトコントロールの実現を
サポートする「ウェイトマネジメントキット（OPTION３）」からお選びください。

１週間プログラムで体内環境を整えた後、
なりたい自分に合わせて３つのオプションからチョイス！

Second Step ターゲットヘルスTarget Health

O P T I O N  3

Weight Management
ウェイトマネジメントキット（チャリティ）

O P T I O N  1

Microbiome Maintenance
マイクロビオームキット（チャリティ）

O P T I O N  2

General Health
ヘルスガードキット（チャリティ）

•ビオーム DT×2
•プロアルギナインプラス®シトラスベリー
•サイナープロティン ココア×2
•ビオーム プロビオティック
•ビオーム ベーシックス

•ビオーム DT×2
•プロアルギナインプラス®シトラスベリー
•ミスティカ™ 
•シナマックス®
•シナジー ノニプラス
•エッセンシャルグリーン

•ビオーム DT×2
•プロアルギナインプラス®シトラスベリー
•サイナープロティンレギュラー
•ダブルバーン

１か月以上継続して摂る推奨プログラム（1日1食置き換えを目安に）

● それぞれの製品のラベルに沿った摂り方で、1か月継続してキットの製品をお摂りください。
● セカンドステップについては、3食のうち1食を置き換える形でお摂りいただくことをおすすめします。お召し上がり方
※１か月以上継続してお摂りください

チャリティとは？

シナジー・ジャパンではインパクトファウン
デーション（6-7ページ参照）の趣旨に賛
同し、さまざまな社会貢献活動を日本独自
に行っています。「チャリティ」と記載のある
製品やパックのご購入金額のうち100円
が、社会貢献活動に役立てられています。 フィジーの児童養護施設で奉仕活動（2018年） タイの児童養護施設へ59台の扇風機を寄贈（2019年）
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1週間プログラムで整えた身体の健康維持が目的です。目安として3食
のうち1食をキットの製品に置き換え、最低1か月かけて推奨プログラム
を実行することで、身体の中をすっきり快調に整えます。

O P T I O N  1 Microbiome Maintenance

ファーストステップで整えられた身体に、消費メカニズムに着目したダブ
ルバーンと良質タンパクで身体をつくるサイナープロティンを補給する
ことにより、高い達成度でウェイトコントロールの実現をサポートします。

O P T I O N  3 Weight Management

ウェイトマネジメントキットはチャリティ対象製品です。ご購入金額のうち100円が、支
援を必要とする子どもたちへの寄付金となります。

Weight Management KitWeight Management Kit
ウェイトマネジメントキット
製品番号 96473
［ウェイトマネジメントキット構成品目］
ビオーム DT×2、プロアルギナインプラス®シトラスベリー
サイナープロティン レギュラー、ダブルバーン

チャリティ

Microbiome KitMicrobiome Kit
マイクロビオームキット
製品番号 96482
［マイクロビオームキット構成品目］
ビオーム DT×2、プロアルギナインプラス®シトラスベリー、
サイナープロティン ココア×2、ビオーム プロビオティック、ビオーム ベーシックス

チャリティ

マイクロビオームキットはチャリティ対象製品です。ご購入金額のうち100円が、支援
を必要とする子どもたちへの寄付金となります。

ビオーム DTを軸に、シナジーの健康づくりのコアともいえる主力製品を
組み合わせました。ファーストステップで整えられた身体の中に元気を
注ぎ込み、負けない身体づくりをサポートして健康を守ります。

O P T I O N  2 General Health

Health Guard KitHealth Guard Kit
ヘルスガードキット
製品番号 96471
［ヘルスガードキット構成品目］
ビオーム DT×2、プロアルギナインプラス®シトラスベリー、
ミスティカ™ 、シナマックス®、シナジー ノニプラス、エッセンシャルグリーン

チャリティ

ヘルスガードキットはチャリティ対象製品です。ご購入金額のうち100円が、支援を必
要とする子どもたちへの寄付金となります。

Second Step ターゲットヘルスTarget Health

30%OFF

メンバー価格

¥34,480（税込） CV 200

30%OFF

標準小売価格

¥49,260（税込）

14%OFF

メンバー価格

¥36,590（税込） CV 200

14%OFF

標準小売価格

¥52,270（税込）

22%OFF

メンバー価格

¥44,230（税込） CV 200

22%OFF

標準小売価格

¥63,190（税込）
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ザクロ ブドウ果皮

L-アルギニンのエキスパートと身体のめぐりを追究
する研究チームが共同で開発した製品です。健康
維持に重要な役割を担うアミノ酸L-アルギニンが
5,000mgも配合されています。このアミノ酸が、若 し々
さと健康の維持に欠かせない体内物質NO（一酸化
窒素）の産生に大きく貢献し、めぐりを高めて若 し々く
活力溢れる身体づくりをサポートします。

健康で若々しい毎日をサポートする
シナジーのロングセラー商品

PROARGIPROARGI-9+9+®CITRUS BERRYCITRUS BERRY
プロアルギナインプラス® シトラスベリー
製品番号 96461
標準小売価格 ¥14,200（税込）　メンバー価格 ¥9,940（税込）　CV 60
粉末清涼飲料 300g（30袋）
［栄養成分］（1袋：10gあたり）
エネルギー  15kcal、タンパク質  0g、脂質  0g、炭水化物  4g、食塩相当量  0.0076g、ビ
タミンC  60mg、ビタミンD  50.0㎍、ビタミンK  20㎍、ビタミンB6  2.0mg、ビタミンB12
6.0㎍、葉酸  200㎍、L-アルギニン  5,000mg
［原材料名］
ザクロ実粉末、L-シトルリン／L-アルギニン、クエン酸、甘味料（キシリトール、スクラロー
ス）、リンゴ酸、香料、微粒二酸化ケイ素、D-リボース、ブドウ果皮色素、ビタミンC、ブドウ
果皮抽出物、ビタミンD、ビタミンB6、葉酸、ビタミンK、ビタミンB12

プロアルギナインプラス® シトラスベリー
製品番号 96472
標準小売価格 ¥14,200（税込）　メンバー価格 ¥10,040（税込）　CV 60
粉末清涼飲料 300g（30袋）
※チャリティ プロアルギナインプラス®シトラスベリーをご購入いただくと、ご購入金額のうち
100円が支援を必要とする子どもたちへの寄付金となります。

特徴成分

※直射日光を避け、乾燥した涼しい場所で保存してください。
※体調によってはお腹がゆるくなることがあります。気になる方は水の量を多めにし、時間をか
けてゆっくりお召し上がりください。

1日1～2回を目安に、1袋を約240mlの水に加え、よくかき混ぜてからお召し上が
りください（お好みで水の量を調整してください）。

チャリティ

プロアルギナインプラス®は、アメリカの権
威ある医療文献「PDR（米国医師用デジ
タル参考書）」に「世界でもトップクラスの
L-アルギニンサプリメントであり、L-アルギ
ニンに関して徹底的に研究・リサーチを
重ねて開発している製品である」など、具
体的に評価をされています。PDRはクリ
ニックや調剤薬局にも常備され、多くの専

門家たちが信頼する参考書であり、製品
として非常に高い信頼性を有しているこ
とを意味します。
※プロアルギナインプラス®は、あくまでも栄養補助食品
としてPDRに掲載されています。プロアルギナインプ
ラス®が、さも処方薬であるかのような表現は、薬機法
に抵触します。PDR掲載の件をお話になる際は、ルー
ルを逸脱しないよう表現にご注意ください。
※代表してアメリカのパッケージの製品が掲載されてい
ます。

権威ある医療文献「 P D R 」に掲 載

Column

動画を
Check!
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L-アルギニンと

L-シトルリンのパワー

プロアルギナインプラス®

NO（一酸化窒素）は、主に血管の内皮でつくられるガス状の
物質で、身体のめぐりに働きかける重要な役割を担っていま
す。プロアルギナインプラス®に含まれるL-アルギニンは、体内
で分解される際にNOをつくりだす働きを持っています。
同時に、L-アルギニンがNOを産生する際に副産物として生

み出されるL-シトルリンは一定量に達するとL-アルギニンに転
換される性質を持ち、L-アルギニンのNO産生を助ける働きを
持っています。このサイクルを活性化させることで身体のめぐ
りがサポートされ、若 し々さと健康維持につながっていきます。
※1998年には、人体におけるNOの働きやL-アルギニンによるNO産生サイクルを発見した
科学者たちが、ノーベル医学・生理学賞を受賞しています。

N
エヌオー

O（一酸化窒素）の産生サイクルを活性化。
身体のめぐりを高めて、若々しさをサポート

PROARGIPROARGI-9+9+®

日本でスイカから発
見されたアミノ酸。L-
アルギニンとの相乗
効果でNOを活発に
生成させる。L-シトルリンがL-アルギニンに転換する

ことで、一酸化窒素が繰り返し産生され、
NOが継続的に働く。

様々な生理機能に作用する健
康維持に欠かせないアミノ酸。
体内で生成されるが30代半ば
から徐々に減少するため、積極
的な補給が必要。

一酸化窒素産生サイクル

めぐりをサポート
NO（一酸化窒素）

L-シトルリン

L-アルギニン

この過程での副産物としても
L-シトルリンが再生される。

相乗効果

L-ア
ルギ

ニン
がN
Oを産

生
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ザクロ ブドウ果皮

人気ロングセラー商品プロアルギナインプラス®の、もう
ひとつのフレーバーがすっきりした味わいのグレープ。天
然の甘味料「羅

ら

漢
かん

果
か

」とグレープ香料を使用しており、多
くの皆様にご愛飲いただいています。L-アルギニンの含
有量もそのままに、若 し々さと健康をサポートします。

L-アルギニン含有量はそのままに、
すっきりさっぱりとした味わいに

PROARGIPROARGI-9+9+®GRAPEGRAPE
プロアルギナインプラス® グレープ
製品番号 96467　標準小売価格 ¥14,260（税込）　メンバー価格 ¥9,980（税込）　CV 60
粉末清涼飲料 315g（30袋）
［栄養成分］（1袋：10.5gあたり）
エネルギー  15kcal、タンパク質  0g、脂質  0g、炭水化物  4g、食塩相当量  0g、ビタミンC  60mg、ビタミンD  
62.5㎍、ビタミンK  20㎍、ビタミンB6  2.0mg、ビタミンB12  6.0㎍、葉酸  200㎍、L-アルギニン  5,000mg
［原材料名］
ザクロ実粉末、L-シトルリン／L-アルギニン、クエン酸、香料、L-酒石酸、微粒二酸化ケイ素、甘味料（ラカンカ
抽出物）、D-リボース、ブドウ果皮色素、ビタミンC、ブドウ果皮抽出物、ビタミンD、葉酸、ビタミンB6、ビタミンK、
ビタミンB12

※直射日光を避け、乾燥した涼しい場所で保存してください。
※体調によってはお腹がゆるくなることがあります。気になる方は水の量を多めにし、時間をかけてゆっくりお召し上が
りください。

1日1～2回を目安に、1袋を約240mlの水に加え、よくかき混ぜてからお召し上がりください（お好みで水
の量を調整してください）。

2019年、プロアルギナインプラス®シトラス
ベリーが世界最初で最大の栄養補助食
品のドーピングプラットフォーム「ケルンリス
ト®」で公開されました。これは製品がラベ
ルチェックと第三者機関でラボ分析に合
格したことを意味し、コンディショニングに
配慮するアスリートにとって大きな判断材
料になります。
※ケルンリスト®に製品がリストされているからといって、そ

の製品に禁止物質が厳密に含まれていないわけでは
ありません。
※単にプロホルモン、蛋白同化ステロイド、刺激剤など
の物質による汚染のリスクが大幅に減少することを
意味します。

※ドーピング防止規則違反の潜在的なリスクを評価する
のはアスリートの責任です。
※一般に、ケルンリスト®などの認知されたアンチドーピン
グプログラムによって禁止物質について定期的にテス
トされている製品は、禁止物質を含むリスクを大幅に
低減します。

ドーピング防 止に高い信 頼 性を誇る「ケルンリスト®」に公 開

Column

動画を
Check!
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パン酵母抽出物 フラクトオリゴ糖

ビタミンC、D、B6、B12、亜鉛、フルーツエキスといっ
た健康維持にうれしい成分を独自配合。さらに健
康的で負けない毎日をサポートする成分β-グルカ
ンを80％以上の高純度で含む「パン酵母抽出物」
と、善玉菌の餌になり健康的な体内環境維持を後
押しする「フラクトオリゴ糖」を配合。プロガード単体
だけでなくプロアルギナインプラス®と一緒にとること
でさらに多様で豊富な栄養素を摂取することがで
きます。

プロアルギナインプラス®の姉妹品
健康的でアクティブな毎日を

PROARGIPROARGI-9+9+®PROGUARDPROGUARD
プロアルギナインプラス® プロガード
製品番号 96468　標準小売価格 ¥13,730（税込）　メンバー価格 ¥9,610（税込）　CV 50
粉末清涼飲料 174g（30袋）
［栄養成分］（1袋：5.8gあたり）
エネルギー  8kcal、タンパク質  0.03g、脂質  0.03g、炭水化物  5g、食塩相当量  0.0058g、ビタミンC  485mg、ビタミンD  
25.0㎍、ビタミンB6  2.3mg、ビタミンB12  9.0㎍、亜鉛  11.6mg
［原材料名］
フラクトオリゴ糖、エリスリトール、パン酵母抽出物（β-1,3/1,6-グルカン含有）、リンゴ果実エキス、ブドウエキス、マルトデキスト
リン、ザクロ実粉末、オレンジエキス、サトウキビ、食用油脂（中鎖脂肪酸油）／香料、ビタミンC、酸化防止剤（ブドウ種子抽出
物、ミックストコフェロール）、甘味料（ステビア抽出物、ラカンカ抽出物）、グルコン酸亜鉛、微結晶セルロース、安定剤（ヒドロキ
シプロピルメチルセルロース）、加工デンプン、ビタミンB6、ビタミンD、ビタミンB12

1日1回を目安に、1袋を約240mlの水に加え、よくかき混ぜてからお召し上がりください。プロアルギナインプラス®と一緒
に召し上がる場合は、350～500ml程度の水に、両方を加えてよくかき混ぜてお召し上がりください（お好みで水の量を
調整してください）。

特徴成分

動画を
Check!
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ニンジン精製魚油 ウコン

ブロッコリートマト グレープフルーツ

アルファルファオレンジ キャベツ

ン

特徴成分

13種類のビタミン、12種類のミネラル、オメ
ガ3系脂肪酸、月見草油、CoQ10、L-カル
ニチンなど多くの有用成分を1パックに集
約。身体が求める基礎的栄養成分を効率
よく摂取できる製品です。パケットタイプな
ので持ち運びにも便利なうえ、飲み忘れも
防ぐことができます。多種類をまとめて摂れ
るので手軽です。ビオーム ベーシックスで、
健康維持に欠かせない栄養素をしっかり
補給して、アクティブにお過ごしください。

健康維持に欠かせない栄養素を
ひとつのパケットに集約

栄養補助食品として、1日1～2パックを目安に、水またはぬるま湯と一緒にお召し上がりください。

BIOME BASICSBIOME BASICS ビオーム ベーシックス

製品番号 96462　標準小売価格 ¥13,730　メンバー価格 ¥9,610　CV 50
植物成分・CoQ10・ビタミン・ミネラル及び精製魚油加工食品 160g（270カプセル） 30パック
［栄養成分］（1パックあたり）
エネルギー  17kcal、タンパク質  0.9g、脂質  0.4g、炭水化物  2g、食塩相当量  0.01g、ビタミンB1
1.1mg、ビタミンB2  1.2mg、ビタミンB6  1.6mg、ビタミンB12  2.4㎍、ビタミンC  100mg、ビタミンD  6.0㎍、
ビタミンE  67.0mg、ビタミンK2  24㎍、葉酸  200㎍、ナイアシン  16mg、パントテン酸  5.0mg、ビオチン  
150㎍、亜鉛  3.3mg、カルシウム  250mg、鉄  2.8mg、銅  0.3mg、マグネシウム  125mg、ヨウ素  75㎍、
マンガン  0.2mg、セレン  20㎍、クロム  40㎍、モリブデン  36㎍、βカロチン  1300㎍、バナジウム  9㎍、
DHA  72mg、EPA  108mg、γ-リノレン酸  30mg、CoQ10  14mg、L-カルニチン  9mg
［原材料名］
DHA・EPA含有精製魚油、月見草油、カラシ菜、野菜乾燥粉末（レッドビート、ニンジン、ウコン、トマト、ブロッ
コリー、グレープフルーツ、オレンジ、キャベツ、ローズマリー）、アルファルファ（遺伝子組換えでない）、ケルプ
粉末、大麦、CPP（乳由来カゼインホスホペプチド）、アセロラ抽出物、西洋サンザシ、ローズヒップ、トウガラ
シ、CoQ10、L-カルニチン酒石酸塩、レモン、ショウガ、ブルーベリー、ヒマワリ種子油、ビルベリー、メロン抽
出物（小麦含む）、ブドウ種子抽出物／サンゴカルシウム、セルロース、ステアリン酸カルシウム、ビタミンC、ビ
タミンE、粉末セルロース、微粒二酸化ケイ素、緑茶抽出物、L-アルギニン、β-カロチン、ショ糖脂肪酸エステ
ル、ナイアシン、ビオチン、クエン酸鉄、トコトリエノール（パーム由来）、香料、パントテン酸Ca、ビタミンP（レモ
ン・オレンジ由来）、クルクミン、ビタミンD、ビタミンK、ビタミンB6、葉酸、増粘剤（グァー）、ルテイン、ビタミン
B1、ビタミンB2、酸化防止剤（ビタミンE、ローズマリー抽出物、ビタミンC）、ビタミンB12、＜被包剤＞HPMC、
ゼラチン、グリセリン、カラメル色素

このマークのついた製品には、『サ
イナープロベース』（アブラナ科の野
菜、緑黄色野菜、柑橘系フラボノイド
などに含まれる抗酸化物質をベース
にしたNSP独自の栄養成分）が配合
されています。

栄養機能食品（74-75ページ参照）
ビタミンB1、B2、B6、B12、C、E、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、
葉酸、亜鉛、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム

動画を
Check!
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ビオーム ベーシックスで補給できる栄養成分

あらゆる細胞に存在し、若 し々
さを維持しようとする重要成分
CoQ10。このCoQ10は年齢と共
に産生量が減ってくるため、外か
ら補うことが大切です。このカプ
セルにはCoQ10をはじめ植物の
有用成分フィトケミカル、酵素、カ
テキンなど、注目の抗酸化成分
が凝縮されています。

CoQ10／アルファルファ／大麦／クルクミン／西洋サンザ
シ／ローズヒップ／アセロラ／カプサイシン／βカロチン／
アントシアニジン／ショウガ／トマト／柑橘系フラボノイド／
メロン抽出物／ポリフェノール／カテキン／L-アルギニン／
L-カルニチン／トコトリエノール／ルテイン

CoQ10と豊富な抗酸化成分

カルシウムを身体に役立てるに
は、マグネシウムが必要。珊瑚カ
ルシウムは、カルシウムとマグネ
シウムを2：1の理想的なバランス
で含有しています。カルシウムの
吸収力をアップするため、ビタミ
ンDとCPP（カゼインホスホペプ
チド）、ビタミンKも配合。

珊瑚カルシウム／ビタミンD／ビタミンK／CPP（乳由来）

バランスのよい珊瑚カルシウム

良質なγ-リノレン酸を豊富に含
む月見草油（EPO）と、抗酸化作
用を持つビタミンEをたっぷり配
合。食事からは摂りにくいγ-リノ
レン酸を、効率よく身体に供給し
ます。

月見草油／ビタミンE

月見草油とビタミンE

青魚に含まれる必須脂肪酸DHA
とEPAを、同時に摂れるソフトカ
プセル。DHAとEPAはどちらも体
内では産生できず、食物から摂ら
なくてはならない大事な栄養素
ですが、食の欧米化に伴い、摂取
しにくくなっています。

DHA（ドコサヘキサエン酸／EPA（エイコサペンタエン酸）

DHAとEPAを同時に摂取

アルファルファとカラシ菜の有用
成分を原料に、ヨウ素もプラス。
体内では産生できない重要なミ
ネラルのうち、必須ミネラル9種類
を補給できる、優れたミネラル総
合カプセルです。

亜鉛／鉄／銅／ヨウ素／マンガン／セレン／クロム／モリ
ブデン／パナジウム

必須ミネラル9種類を補給

サイナープロベース配合のマルチ
ビタミンカプセル。炭水化物・タ
ンパク質・脂質を体内でエネル
ギーに変えるために必要なビタミ
ン類を中心に、野菜やハーブ成
分も豊富に配合。身体にたくさん
の有用成分を届けます。

βカロチン／ビタミンB1／ビタミンB2／ビタミンB6／ビタミン
B12／ビタミンC／葉酸／ナイアシン／パントテン酸／ビオ
チン／サイナープロベース／アルファルファ／大麦／トウガ
ラシ

マルチビタミンのカプセル
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顆粒タイプのスティック1本で
「ビタミン」「ミネラル」を簡単摂取
そのままでも水と混ぜても摂取可能な、顆粒タイプのサプリメントで
す。飲みやすく、飽きのこない「はちみつレモン味」。また、８種類の厳
選された国産野菜ミックスと７種類の国産フルーツ果汁ミックスに加
え、抗酸化成分に着目した11種類の植物原料も配合。さらに、若 し々
さと健康の維持にかかせないCoQ10、L-カルニチン、L-アルギニン
も配合しました。栄養強化のためにオメガ 3&6やビオーム ベーシッ
クスと組み合わた摂取もおすすめです。

1日1袋を目安にそのままで、または1袋あたり250ml程度の水によく溶かしてお召し上がりください。　乳幼児・小児は本製品の摂取を避けてください。

MULTIVITAMIN & MINERAL STICKMULTIVITAMIN & MINERAL STICK
マルチビタミン & ミネラル スティック
製品番号 23445　標準小売価格 ¥8,400（税込）　メンバー価格 ¥5,900（税込）　CV 35
植物成分・CoQ10・ビタミン・ミネラル含有食品 75g(2.5g×30袋)
［栄養成分］（１袋：2.5gあたり）
エネルギー  6.5kcal、タンパク質  0.14g、脂質  0.13g、炭水化物  1.19g、食塩相当量  0.015g、ビタミンB1  1.1mg、ビタミンB2  1.2mg、ビタミンB6  1.6mg、ビタミンB12  2.4㎍、
ビタミンC  100mg、ビタミンD  8.0㎍、ビタミンE  67mg、葉酸  150㎍、ナイアシン  16mg、パントテン酸  5.0mg、ビオチン  150㎍、亜鉛  3.3mg、カルシウム  250mg、マグネシウ
ム  125mg、鉄  2.8mg、銅  0.4mg、ヨウ素  75㎍
［原材料名］
ドロマイト（ドイツ製造）、マルトデキストリン、ビタミンＥ含有植物油、クロム含有酵母、セレン含有酵母、緑茶抽出物、アセロラ末、ヨウ素含有酵母、乳タンパク分解物、サンザシエキ
ス、ローズヒップ末、コエンザイムQ10、L-カルニチンL-酒石酸塩、加工油脂、レモン末、野菜混合粉末（大麦若葉、ケール、紫さつまいも、ほうれん草、南瓜、人参、桑の葉、大葉）、果
汁混合末（デキストリン、いよかん、和梨、日向夏、さくらんぼ、やまぶどう、シークワサー、いちご）、マンガン含有酵母、モリブデン含有酵母、ビルベリー果汁末、ブドウ種子抽出物、ブ
ルーベリー果汁末、ウコン抽出物、メロン抽出物（小麦を含む）／V.C、加工デンプン、甘味料 （ステビア）、酸味料、グルコン酸亜鉛、クエン酸鉄Na、プルラン、アルギニン、ナイアシ
ン、二酸化ケイ素、香料、微結晶セルロース、パントテン酸Ca、グルコン酸銅、V.B₆、酵素処理ヘスペリジン、V.B₁、V.B₂、β-カロテン、ビオチン、葉酸、マリーゴールド色素、V.K、V.D、
V.B₁₂

マルチビタミン & ミネラル スティックの豊富な栄養素

ビタミンD

カルシウム

ビタミンK

セレン含有酵母

モリブデン含有酵母

鉄

銅

マグネシウム

マンガン含有酵母

クロム含有酵母

亜 鉛

ヨウ素

ビタミンC

ビタミンE

ビタミンB1 ビタミンB2

ナイアシン 葉 酸

ビオチンパントテン酸

ビタミンB6 ビタミンB12

11種類のビタミン

6種類のミネラル

サポート成分

8種類の国産野菜 抗酸化成分を含む11種類の植物原料

若々しく健康的に

7種類の国産果汁ミックス

大麦若葉 ブルーベリー果汁末

伊予柑

南瓜 メロン抽出物

エネルギー生産に
かかせない成分

脂肪代謝に
重要

NOの生産サイクルを
活性化し身体の
めぐりに働きかける

ブドウ種子抽出物

あまおう

大葉 ビルベリー果汁末

日向夏

ほうれん草 セイヨウサンザシ
抽出物

ローズヒップ末

さくらんぼ

桑の葉 ウコン抽出物

シークワーサー

アヤムラサキ マリーゴールド色素

緑茶抽出物

やまぶどう

人参 アセロラ末

和梨

ケール 国産レモン末

アブラナ科の野菜、緑黄色野菜、柑橘系フラ
ボノイドなどに含まれる抗酸化物質をベー
スにした栄養成分を配合※

※ サイナープロベースの基礎となるサイナー理論（アブラナ科の野菜、緑黄色野菜、柑橘系フラボノイドなどに含まれる抗酸化物質をベースにした栄養成分を配合)に基づく処方です。

CoQ10 L-カルニチン L-アルギニン

栄養機能食品（74-75ページ参照）
ビタミンB₁、B₂、B₆、B₁₂、C、E、ナイアシン、パン
トテン酸、ビオチン、葉酸、亜鉛、カルシウム、マ
グネシウム、鉄、銅

動画を
Check!
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体内で合成できない
必須脂肪酸を1粒に凝縮
青魚に含まれるオメガ3系脂肪酸のDHA・EPAに加えて、オメガ6
系脂肪酸であるγ-リノレン酸、α-リノレン酸とリグナンを含む亜麻
仁油をソフトカプセル1粒に凝縮。必須脂肪酸の「オメガ3系脂肪
酸」「オメガ6系脂肪酸」がクリアな思考をサポートし、さらに女性の
健康を整え、めぐりゆくイキイキとした身体を維持します。

OMEGA 3&6OMEGA 3&6
オメガ 3&6
製品番号 23415　標準小売価格 ¥5,000（税込）　メンバー価格 ¥3,500（税込）　CV 20
DHA・EPA含有加工食品 22.2g（740mg（内容物510mg）×30カプセル）
［栄養成分］１カプセル （740mg） あたり
エネルギー  5kcal、タンパク質  0.2g、脂質  0.5g、炭水化物  0.04g、食塩相当量  0～0.003g
［原材料名］
ゼラチン（国内製造）、EPA含有精製魚油、γ-リノレン酸含有植物油、亜麻仁油、DHA含有精製魚油、DHA・EPA含有油脂、精製魚油／グリセリン、酸化防止剤（V.E、V.C、ローズ
マリー抽出物）

1日1カプセルを目安に、水またはぬるま湯と一緒にお召し上がりください。

魚油に多く含まれる「DHA」や「EPA」に
は、クリアな思考を保ち、青魚のサラサラ
成分が身体のめぐりを維持する特徴があ
ります。また、子どもの健全な発育にも重
要な役割を果たし、母乳や粉ミルク等にも
含まれています。しかし、これら栄養素が
豊富に含まれている魚の摂取量は、日本

人の食生活が肉中心にシフ
トされたことから年々減って
いるため、サプリメント等を
利用し、最適な摂取量を心
掛けて上手に取り入れる必
要があります。

魚の摂取量が減った、
苦手という方に

Column

資料：厚生労働省「国民栄養の現状」（～平成5年）、「国民栄養調査」（平成６～
平成14年）、「国民健康・栄養調査報告」（平成15～28年）、「国民健康・
栄養調査結果の概要」（平成29年～）
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日本人の
魚離れが
進みます

進む日本人の魚離れ
魚介類と肉類の1 人 1 日当たり摂取量の推移（経年変化）

オメガ 3&6に含まれる栄養素
女性の健康を整える

γ-リノレン酸

リグナン

「ルジリサ」というハーブの種子からとれる
「ボラージオイル」を採用！
月見草油の2倍以上の含有量

亜麻仁油に含まれるポリフェノール

酸化しやすいオイルを酸化から守る

ビタミンE ビタミンC ローズマリー抽出物

マグロ、カツオ、微細藻類由来の「DHA」「EPA」
含有率の高いオイルを厳選してミックス

クリアな思考と健康に

体内で「DHA」「EPA」に変換

DHA

α-リノレン酸

EPA

動画を
Check!

29

01 N
utrition             02 Skin C

are             03 O
ther Products             04 Selection



ローズマリー（葉） レモングラス（葉）

小麦（葉）

スペアミント（葉・花弁）

アーティチョーク（葉）

トマト（果実）大麦

ペパーミント（葉）

オート麦（麦芽）

ケール（葉）

セージ（葉）

タイム（葉）

19種類の野菜とハーブを凝縮した、現代人に不足しがちな野菜成分を手
軽に補給できる製品。クロロフィルが豊富なウィートグラス（小麦葉）を主原
料に、食物繊維が豊富なオート麦や大麦、ビタミン･ミネラルたっぷりのケー
ル、その他様 な々野菜やハーブをブレンドした健康づくりのベースとなるおい
しいグリーンドリンクです。野菜不足が気になる方に、とくにおすすめです。

19種類の野菜とハーブのチカラを
１スティックで効率的にチャージ

厚生労働省の推奨する１日の野菜摂取
量の目標値は350gといわれています。野
菜摂取量の内訳を見てみると淡色野菜
230g、緑黄色野菜120gとなっており、実
は健康面では、量だけではなく種類の多
さも重要視されています。しかし、毎食い

ろいろな野菜をバランスよく
食べることは簡単ではありま
せん。手軽に栄養を補え、よ
り多くの原料を取り入れてい
るサプリメントをチョイスする
ことがとても大切です。

野菜摂取で大切なのは
量だけではない！？

Column

製品番号 96460　標準小売価格 ¥9,100（税込）　メンバー価格 ¥6,370（税込）　CV 35
小麦葉・麦芽・大麦混合食品 150g（30袋）
［栄養成分］（1袋：5gあたり）
エネルギー  20kcal、タンパク質  1g、脂質  0g、炭水化物  3g、ナトリウム  10mg（食塩相当量  0.02g）
［原材料名］
小麦（葉）、オート麦（麦芽）、大麦、レモングラス（葉）、アーティチョーク（葉）、キュウリ（実）、オクラ（実）、セロリ
（種）、パセリ（葉）、ホウレンソウ（葉・茎）、ケール（葉）、ブロッコリー（花弁）、キャベツ（葉）、トマト（果実）、ペ
パーミント（葉）、ローズマリー（葉）、セージ（葉）、スペアミント（葉・花弁）、タイム（葉）／微粒二酸化ケイ素

1日1回を目安に、1袋（5g）を500mlの水に混ぜてお召し上がりください。

ESSENTIAL GREENSESSENTIAL GREENS
エッセンシャルグリーン

動画を
Check!

特徴成分

120%

100%

80%

60%

40%

20%

野菜 果物
0%

不足
18%

充足
82%

不足
46%

充足
54%

現代人の野菜・果物不足は顕著に

目標値に対して野菜は18％、果物は46％が不足している。

野菜・果物の摂取量　充足率と不足率
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体をすっきりさせる
グリーンのパワー

コールドプレス製法で高い栄養素を抽出

圧搾時に熱を加えず、強い圧力をかけてすり潰す、
コールドプレスという手法で抽出しているため、
香りや品質、栄養素は高いまま保たれます。

アルファルファ抽出物
貴重な微量元素やミネラル、
葉緑素（クロロフィル）を含む
アルファルファの抽出物

大麦抽出物
ビタミンやミネラル類、

葉緑素（クロロフィル）を含む
大麦の抽出物

鉄クロロフィリンナトリウム
（鉄葉緑素）

天然の植物源から
抽出されたクロロフィルペースト

さわやかでほんのり甘みのある
飲みやすいペパーミント味の

清涼飲料水
リフレッシュ効果の

ハーブ

ペパーミントオイル
新鮮なペパーミントの
地上部分から抽出したオイル

ペパ
新鮮
地上

ペパーミント香るグリーンドリンク「フィトグリーン」は、さまざまなシーンでリフ
レッシュしたい方を応援します。朝の眠気覚まし、仕事の合間のブレイクタイ
ム、食後のお口直し等におすすめです。天然由来の原料でできたナチュラ
ルグリーンハーブドリンク。 栄養損失が少ないコールドプレス製法で抽出し
た、アルファルファと大麦の抽出物をはじめ、 さらにペパーミントオイルや鉄
クロロフィリンナトリウム（鉄葉緑素）といった緑の植物が持つ栄養素を豊富
に含んでいます。

ぺパーミントフレーバーで
心も体もすっきりさわやか

動画を
Check!

製品番号 23194　標準小売価格 ¥8,100（税込）　メンバー価格 ¥5,700（税込）　CV 35
清涼飲料水 730ｍl
［栄養成分］（5mlあたり）
エネルギー  17kcal、タンパク質  0g、脂質  0g、炭水化物  4g、食塩相当量  0g
［原材料名］
ペパーミントオイル、アルファルファ抽出物、大麦抽出物／増粘剤（グリセリン）、着色料（鉄葉緑素）

PHYTO GREENPHYTO GREEN
フィトグリーン

※開栓後は冷蔵庫で保管してください。

栄養補給の飲料として、よく振ってから１日１～２回、5ml（小さじ1杯）を目安に250ｍl程度の水によく
溶かしてお召し上がりください。
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ニンニク セイヨウタンポポアロエ クランベリー

HERBALDTHERBALDT ハーバル DT

製品番号 96455　標準小売価格 ¥6,940（税込）　メンバー価格 ¥4,860（税込）　CV 33
ハーブ加工食品 39g（90カプセル）
［栄養成分］（1カプセルあたり）
エネルギー  1kcal、タンパク質  0.04g、脂質  0.02g、炭水化物  0.3g、食塩相当量  0.005g
［原材料名］
アロエ葉肉（粉末）、クランベリー、カンゾウ、ニンニク、セイヨウタンポポ、ナカバギシギシ、マリアアザミ、エキ
ナケア、クログルミ、ケルプ、ゴボウ、コロハ、ショウガ、レッドクローバー、アカニレ、クローブ、スピルリナ、トウガ
ラシ、ビロードアオイ、フェンネル、ベニバナ、ペパーミント、トウモロコシ、ローズマリー／微結晶セルロース、
ショ糖脂肪酸エステル、微粒二酸化ケイ素　＜被包材＞HPMC

1日1回、2～3カプセルを目安に、水またはぬるま湯と一緒にお召し上がりください。

ハーブのチカラで体内環境を整え、
吸収しやすい身体をサポート
24種類の厳選された天然ハーブを配合。植物の様々な部位
を細かく粉砕し、そのままでは飲みにくい素材もスムーズに体
内に取り込めるようカプセル化しています。粘性のある成分が
ゆっくり通り抜けることで体内環境を無理なく整え、後から摂る
栄養素を効率よく吸収する手助けをします。身体の中からすっ
きりさせたい方、体の中から美しくなりたい方におすすめです。

ハーブはラテン語で「草」を意味するHerba
（ヘルバ）を語源としており、これが変化
して現在の英語のハーブ（Herb）に定着
し、「健康や美容に役立つ植物」として広
く活用されるようになりました。ハーブの特
徴は、心と身体へ穏やかに働きかけてサ
ポートをしてくれること。バランスを整える

ことで心身を本来の健やかな状態に導く
という、伝統療法の考えに通じるものでも
あります。ちなみに西洋医学で使用される
処方薬も、植物に含まれる成分の中から
有効な成分を取り出し、人工的に合成す
ることでつくられるようになりました。元を
たどればハーブが礎になっているのです。

美容や健康に役立つ植物「ハーブ」

Column

特徴成分

動画を
Check!
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シナジーの親会社であるNSPは約50年もの間ハーブの研究を続けてきまし
た。創業者であるジーンとクリスティンのヒューズ夫妻は、まさにハーブのパイ
オニアといえるでしょう。
夫妻がハーブをビジネスとしたきっかけは、夫のジーンがスプーン1杯のカ
イエンペッパーを飲み続けることに負担を感じていたこと。そこで妻のクリ
スティンがハーブをカプセルに入れようと提案したことですべてが始まりま
した。
ハーブというとすぐにイメージされるのは葉の部分です。しかし実際は、葉
（葉茎、花穂）や種子、果実、根・根茎、樹皮、花など植物のさまざまな部位
が使われています。そんなハーブの恵みをひとつのカプセルに摂り入れると
いう革新的なアイデアは大きな衝撃を持って周囲に広がりました。
1972年にハーブをカプセル化した最初の会社となったNSPは小さな家族
経営の事業から、今では世界有数のヘルスカンパニーのひとつへと成長しま
した。

現在は600以上の製品を取扱っている。

NSPはハーブサプリメントのパイオニア

33

01 N
utrition             02 Skin C

are             03 O
ther Products             04 Selection



オオバコ種皮末

キャベツ

リンゴ果実

亜麻仁

ブロッコリー

厚生労働省の調査によると日本人の食物
繊維摂取量は不足していることがわかっ
ています。食物繊維といえば、便通にとて
も関わりが深いというイメージがあります
が、その他にも、身体に備わるさまざまな
機能を正常に保つために重要な働きをし
てくれることでも知られており、健康維持

の心強い味方です。働
きの異なる水溶性と不
溶性の2種類があり、幅
広い食材に含まれてい
るため、サプリメントで目
標値を効率的に補うこ
とも大切です。

食物繊維、不足していませんか？

Column

水溶性・不溶性の2種の
食物繊維を豊富に含有
オオバコ種皮やイヌリン、様 な々野菜・果実成分、
スーパーシードとも言われる亜麻仁などを原材
料に、水溶性・不溶性の２種の食物繊維が身体
の中をすっきり快調に整えます。ビフィズス菌の
育成に関わる発酵性食物繊維やアミノ酸L-グル
タミンも体内環境を整える手助けをします。

栄養補給の飲料として、1日2～4袋を目安に、1袋を250ml程度の水でよく混ぜてすみやかにお召し上が
りください。少しとろみのあるおいしいドリンクです。

BIOMEDTBIOMEDT ビオーム DT

製品番号 96459　標準小売価格 ¥11,570（税込）　メンバー価格 ¥8,100（税込）　CV 50
食物繊維含有食品 224g（28袋）
［栄養成分］（１袋：8gあたり）
エネルギー  25kcal、タンパク質  0g、脂質  0g、炭水化物  5g（うち糖質  1g、食物繊維  4g）、食塩相当量  
0.02g
［原材料名］
オオバコ種皮末、イヌリン（チコリ由来）、リンゴ果実食物繊維、野菜乾燥粉末（ブロッコリー、キャベツ、ニンジ
ン、ビート、トマト、ローズマリー）、ウコン粉末、亜麻仁、リンゴ果汁エキス、オリーブ葉エキス／L-グルタミン、増
粘多糖類（アラビアガム、グアー、キサンタンガム）、酸味料、天然香料（ラズベリー、シトラスブレンド）、微粒二
酸化ケイ素、甘味料（ステビア）、酸化防止剤（緑茶抽出物、ブドウ種子抽出物）

20
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総数 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80才以上
0

（g）

厚生労働省 「平成29年国民健康・栄養調査結果の概要」より作成

18-69歳の男性は20g、女性は18gが目標値だが、
18gを達成している年代すらないという結果に。

日本人の平均食物繊維摂取量

すべての世代が食物繊維不足

動画を
Check!

特徴成分
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健康的な体内環境の維持にははさまざま
な要因が関わっていますが、その中でも、
善玉菌の数は特に重要だと言われてい
ます。善玉菌を増やす方法はふたつあり、
ひとつはビフィズス菌・乳酸菌などの善玉
菌を直接摂取する方法。しかし、これらの
菌は胃酸に弱く、長期間住み着くことはで

きないため、生きたまま毎
日腸に届けることが必要で
す。ふたつめは、もともと住
み着いていた善玉菌を増
やす方法。これは、善玉菌
のエサとなるオリゴ糖など
を届けることで実現します。

善玉菌（ビフィズス菌）優勢な
体内 環境をつくろう

Column

最大60億個※の菌を
生きたまま腸まで届ける
水なしでサラサラ飲めるビフィズス菌・乳酸菌
含有食品。小さな粒状カプセルに詰めたビフィ
ズス菌と乳酸菌、善玉菌の餌となる顆粒状オリ
ゴ糖。これら3種類の成分をトリプルアクション
システムで効率よく身体に届けます。多層構造
のカプセルが菌を胃酸から守って生きたまま腸
まで届けるので、1日最大60億個※の生きた菌
を摂取できます。
※1日3袋を摂取した場合

BIOME PROBIOTICBIOME PROBIOTIC
ビオーム プロビオティック
製品番号 94745　標準小売価格 ¥5,600（税込）　メンバー価格 ¥3,900（税込）　CV 20
ビフィズス菌・乳酸菌含有食品 17.36g（28袋）
［栄養成分］（1袋：0.62gあたり）
エネルギー  1.7kcal、タンパク質  0.004g、脂質  0.12g、炭水化物  0.5g、食塩相当量  0.0004g、ビフィズ
ス菌  10億個、乳酸菌  10億個
［原材料名］
エリスリトール（国内製造）、オリゴ糖（ラフィノース）、食用油脂、マルトデキストリン、ビフィズス菌末（乳成分を
含む）、アシドフィルス菌末、ガセリ菌末 ／ グリセリン、増粘多糖類、乳化剤（大豆由来）、酸味料、微粒酸化
ケイ素、香料、pH調整剤、塩化カリウム、着色料（カロチノイド）、塩化カルシウム

栄養補給の飲料として、1日1～3袋を目安に、そのままもしくは水などと一緒に噛まずにお召し上がりく
ださい。

光岡知足著『腸内細菌の話』より改変
ビフィズス菌は乳児の頃が最も多く、加齢とともに減少する。

加齢とともに減少するビフィズス菌
年代別の腸内細菌に占めるビフィズス菌の割合

99%以上 約10% 1%以下

乳児 成人 60歳ごろ

ビ
フ
ィ
ズ
ス
菌

そ
の
他
の
腸
内
細
菌
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ラズベリーザクロ ブドウ果皮

60種類以上の天然ミネラルが凝縮されたフルボ酸を主原料に、11種類の
ビタミン、15種類のアミノ酸を配合した身体にうれしいドリンクタイプのサプ
リメントです。フルボ酸とは7500万年前の地層に含まれる有機酸で、コロイ
ド化された天然ミネラルの宝庫。シナマックスなら、たった15mlで豊かな栄
養成分が効率よく身体に吸収されます。ザクロやベリーの風味が生きてい
る、すっきりした味わいです。

体内のミネラルバランスを整える
フルボ酸含有ドリンク

SYNEMAXSYNEMAX® シナマックス®

製品番号 96466　標準小売価格 ¥7,560（税込）　メンバー価格 ¥5,290（税込）　CV 35
清涼飲料水 730ml
［栄養成分］（15mlあたり）
エネルギー  7kcal、タンパク質  0g、脂質  0g、炭水化物  2g、食塩相当量  0.051g
［原材料名］
フルボ酸、コーンシロップ、果糖、ラズベリー粉末、ラズベリー果汁、ザクロ実粉末、ザクロ抽出物、海塩／クエ
ン酸、クエン酸ナトリウム、ビタミンC、ブドウ果皮抽出物、保存料（安息香酸ナトリウム）、ナイアシンアミド、葉
酸、ビタミンB2、パントテン酸カルシウム、ビタミンB1、ビタミンE、酵素、ビタミンB6、ビタミンB12、β-カロテン、
L-アラニン、L-アルギニン、L-セリン、L-ヒスチジン、L-イソロイシン、L-ロイシン、L-リシン、L-メチオニン、L-チ
ロシン、L-フェニルアラニン、L-トレオニン、L-バリン、L-グルタミン、グリシン、L-プロリン、ビタミンD3

※賞味期間が短いため、お早目にお飲みください。
※開栓後は冷蔵庫で保存してください。

よく振ってから1日1～2回、1回15mlを目安にお召し上がりください。

命を終えた植物や動物を微生物が分解
し、土に還す。その工程を何百年と繰り返
し、最終的にできた最終生成物から抽出
された有機酸がフルボ酸です。数多くのミ
ネラルをひき寄せ結合し、60種類以上の
ミネラルを生命体の細胞へ運び込む働き
を持っているのが特徴です。
自然循環の中で生まれた土壌のフルボ酸
が植物を元気に育み、それを小動物が食

し、肉食動物、そして私たち人間もいただ
く。そんな連鎖を通して、フルボ酸を摂取
していました。しかし、現代はフルボ酸が
著しく減少し、限られた地域の地層でしか
採取できなくなっています。シナマックスに
使われるフルボ酸は、恐竜が君臨してい
た7500万年前の地層から採取されてお
り、まさに究極のオーガニック成分といえ
るでしょう。

究極のオーガニック素 材「フルボ酸」

Column

動画を
Check!

特徴成分
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クランベリー

レッドラズベリーコンコードグレープ

ウルフベリー

レッドグレープ

エルダーベリー

ブルーベリー

ビルベリー

アサイー

ザクロ

アマゾンで自然栽培されたスーパーフルーツ「アサイーベリー」を主原料に、
天然果実を10種類もブレンド。アサイーベリーは活性酸素と闘う成分アント
シアニンの含有量が驚くほど高く、その量はブルーベリーやビルベリーをもし
のぐといわれています。エイジングケアや美しい素肌のために、また、読書量
やパソコン仕事の多い方にもおすすめしたい製品です。

高い抗酸化力を誇る
現代人のためのスペシャルドリンク

MISTICAMISTICA™ ミスティカ™

製品番号 96463　標準小売価格 ¥7,560（税込）　メンバー価格 ¥5,290（税込）　CV 32
清涼飲料水 730ml
［栄養成分］（30mlあたり）
エネルギー  20kcal、タンパク質  0g、脂質  0g、炭水化物  5g、食塩相当量  0g
［原材料名］
アサイー濃縮物、コンコードグレープ濃縮物、レッドグレープ濃縮物、ブルーベリー濃縮物、レッドラズベリー
濃縮物、レッドラズベリー、クランベリー、ブルーベリー、ウルフベリー抽出物、エルダーベリー抽出物、ビルベ
リー濃縮物、ザクロ抽出物、ブドウ種子抽出物／大豆レシチン、増粘剤（キサンタンガム）、保存料（安息香
酸Na）

※開栓後は冷蔵庫で保存してください。

よく振ってから1日1～2回、1回30mlを目安にお召し上がりください。

アサイーは、ブラジル原産のヤシ科の植
物です。木の高さは25～30mにもなり、果
実の外見はブルーベリーに似ていて、果
実の95％は硬い種で可食部分は5％ほ
どしかありません。濃紫色の果実が示す
通り、ポリフェノールが豊富で、鉄分やビタ
ミンE、オレイン酸などの不飽和脂肪酸と

いった豊富な栄養素や抗酸化成分を蓄
えているため、アマゾンの先住民が貴重
な栄養源としてきました。また、このような
豊かな栄養成分から、スーパーフードのひ
とつ※として数えられています。
※一般社団法人日本スーパーフード協会では、主要10
種類のスーパーフードのひとつとしてアサイーが選ば
れています。

南米生まれのスーパーフード「アサイー」

Column

動画を
Check!

特徴成分
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ノニ レッドラズベリーコンコードグレープ

アロニア

レッドグレープ ブルーベリー

ピルベリーザクロ リンゴ 緑茶

高品質のノニだけを選りすぐり、アロニア果汁やベリー類などアントシアニンを
豊富に含む果実由来成分をブレンドした、飲みやすくておいしいノニ飲料。
活性多糖類やビタミン、ミネラル、アミノ酸、食物繊維など、ノニには140種類
以上に及ぶ栄養成分がたっぷり。健康生活に積極的な方はもちろん、生活
習慣に反省点がある方にこそおすすめしたい製品です。

140種以上もの栄養素を含むノニに
さらに栄養をプラスして飲みやすく！

製品番号 96465　標準小売価格 ¥8,800（税込）　メンバー価格 ¥6,160（税込）　CV 40
清涼飲料水 730ml
［栄養成分］（30mlあたり）
エネルギー  15kcal、タンパク質  0g、脂質  0g、炭水化物  4g、食塩相当量  0.013g
［原材料名］
混合果汁濃縮物（レッドグレープ濃縮物、コンコードグレープ濃縮物、ブルーベリー濃縮物、レッドラズベリー
濃縮物）、果糖、ノニ果実粉末、ノニ濃縮物、ブドウ果皮抽出物、リンゴ抽出物、ブルーベリー粉末、ザクロ抽
出物、アロニア果汁粉末、ビルベリー抽出物／クエン酸、緑茶抽出物、ラズベリー香料、増粘安定剤（キサン
タンガム）、保存料（安息香酸Na）

※開栓後は冷蔵庫で保存してください。

よく振ってから1日1～2回、1回30mlを目安にお召し上がりください。

SYNERGY NONI PLUSSYNERGY NONI PLUS
シナジー ノニプラス

ノニはポリネシアを原産とし、2000年以上
も前から重用されてきたハーブの一種で
す。果実や果汁には、ビタミンCやビタミン
B群などのビタミン類、カリウムやカルシウ
ムなどのミネラル類、豊富なアミノ酸、β‐
カロテン、オレイン酸、リノール酸など、なん
と140種類以上もの栄養成分を含有。さ
らに、現地では葉や根っこ、木の皮まで余
すことなく使われていたことから、神様の

贈り物と呼ばれてきました。
ノニの果実は成熟するにつれて、独特の
匂いを発しますが、この匂いはヒトの母乳
にも含まれる中鎖脂肪酸によるもの。そ
のままでは飲食に適しているとはいえま
せん。そこでシナジー ノニプラスはノニに
様々な果実由来成分などをブレンドして
飲みやすく、さらに栄養もプラスしました。

ノニは神様からの贈り物！？

Column
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レッドラズベリーコンコードグレープマンゴスチン

ブドウ種子

レッドグレープ ブルーベリー

クコの実 リンゴ 緑茶ブドウ果皮

マンゴスチンをはじめ様々なベリー類の濃縮液をブレンドしたおいしい果実
ミックスジュースです。これらの果実にはアントシアニン、カテキンなどのポリ
フェノールが豊富に含まれており、さらには植物栄養素の中でも抗酸化力
がずば抜けて強いといわれるキサントンも含有。2005年の発売以来、幅広
い年齢層の方に支持され続けてきたロングセラー製品です。

高レベルの抗酸化力で、
活性酸素から身を守る

ZAMBROZAZAMBROZA ザンブローザ

製品番号 96454　標準小売価格 ¥8,800（税込）　メンバー価格 ¥6,160（税込）　CV 35
果実ミックスジュース（清涼飲料水） 730ml
［栄養成分］（15mlあたり）
エネルギー  10kcal、タンパク質  0g、脂質  0g、炭水化物  2g、食塩相当量  0.005g
［原材料名］
マンゴスチン濃縮還元液、ブドウ・ブルーベリー・ラズベリー混合濃縮液、水溶性クコ実抽出物、リンゴ抽出
物／ブドウ果皮抽出物、保存料（安息香酸ナトリウム）、緑茶抽出物、ブドウ種子抽出物

※開栓後は冷蔵庫で保存してください。

よく振ってから、1日15～30mlを目安にお召し上がりください。

淡い酸味と上品な甘みが特徴のマンゴ
スチン。19世紀に東南アジアを統治して
いた大英帝国のビクトリア女王が「わが
領土にあるマンゴスチンをいつも味わえ
ないのは遺憾である」と語ったというエピ
ソードから「フルーツの女王」ともいわれて
います。原産は主に東南アジアで、2003
年までは植物検疫法の関係で生の果実
は輸入できませんでした。

マンゴスチンの注目成分は果皮に含まれ
る「キサントン」。1855年ドイツの学者に
よって初めて発見されたポリフェノールの
一種で、フラボノイドに似た構造をしてお
り、非常に高い抗酸化成分を有していま
す。自然界では200種類近いキサントン
が確認されていますが、マンゴスチンの果
皮には、じつに40種類以上のキサントン
が含まれていることがわかっています。

すべての女性に捧げたいフルーツの女王
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ノコギリヤシ サフラワー（紅花） カボチャ種子

ブラックジンジャーニンニク ムイラプアママリアアザミ

マカ 大豆胚芽エゾウコギ

サトウキビワックス

3粒あたり、480㎎のノコギリヤシエキスを配合。さらに、亜鉛やビタミンE
をはじめ、渡り鳥のスタミナ源として知られるオクタコサノールを含有す
るサトウキビワックス抽出物や、イソフラボンを含有する大豆胚芽抽出物
など多彩な原料をカプセルにぎゅっと凝縮しました。

活力を諦めない！
毎日をもっとあなたらしく

 1日3粒を目安に、水などと一緒にお召し上がりください。

POWER PALMETTOPOWER PALMETTO パワー パルメット

製品番号 22466　標準小売価格 ¥10,600（税込）　メンバー価格 ¥7,400（税込）　CV 45
ノコギリヤシエキス含有加工食品 50.4g（90粒）
［栄養成分］（3粒： 1.68g あたり）
エネルギー  10.45kcal、タンパク質  0.54g、脂質  0.82g、炭水化物  0.22g、食塩相当量  0～0.02g、ビタミ
ンE  11.0mg、亜鉛  8.5mg、ノコギリヤシエキス  480mg
［原材料名］
ノコギリヤシエキス（インド製造）、ゼラチン、サフラワー油、亜鉛含有酵母、カボチャ種子抽出物、ビタミンE含
有植物油、サトウキビワックス抽出物、マリアアザミ抽出物、ニンニク抽出物、ムイラプアマ抽出物、ブラックジン
ジャー、エゾウコギ抽出物、マカ抽出物、大豆胚芽抽出物／グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ビタミンC、
レシチン（大豆由来）、L-アルギニン、カカオ色素、調味料（タウリン）、環状オリゴ糖

ノコギリヤシは別名ソーパルメット（Saw 
palmetto）と呼ばれており、ノコギリ状の
とがった葉を持つことにちなんで名前が
つけられました。オレイン酸、ラウリン酸な
どの脂肪酸や、植物ステロール（フィトステ
ロール）を豊富に含んでいます。ノコギリヤ
シというと、中高年男性向けの製品とうけ

とられがちですが、パワーパルメットは、こ
の他にバイタリティーをサポートする多様
な原料を配合。中高年男性だけでなく、忙
しい毎日や加齢など、活気に満ちた生活
から遠のいていると感じている方にもおす
すめします。

バイタリティーあふれる健康的な生活をサポート

Column
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ビタミンE、亜鉛
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黒コショウ

ガラナ種子ガルシニア果皮 オレンジ果皮

トウガラシ緑茶

ガルシニア果皮抽出物を主成分に、ガラナ種子エキスや緑茶抽出物、シ
ネフリン、カプサイシンなど消費メカニズムに着目した自然由来の成分が
バランスよく配合されており、余った糖分が脂肪酸合成に向けられるの
を抑制します。グリコーゲンの生成を高めるので、無理のないウェイトマ
ネジメントをサポートします。

消費メカニズムに着目した成分で
ウェイトマネジメントによりよい結果を

DOUBLEBURNDOUBLEBURN ダブルバーン

製品番号 96464　標準小売価格 ¥11,260（税込）　メンバー価格 ¥7,880（税込）　CV 50
ガラナ種子加工食品 96.3g（180カプセル）
［栄養成分］（1カプセルあたり）
エネルギー  0kcal、タンパク質  0g、脂質  0g、炭水化物  1g未満、食塩相当量  0g
［原材料名］
ガルシニア果皮抽出物、ガラナ種子抽出物、オレンジ果皮抽出物／緑茶抽出物、微結晶セルロース、トウガラ
シ粉末、ステアリン酸カルシウム、黒コショウ抽出物
＜被包剤＞HPMC

※この製品にはカフェインが含まれています。

1日3回、1回2～3カプセルを目安に水またはぬるま湯と一緒にお召し上がりください。

ウェイトマネジメントにおいてカロリーコン
トロールは大切な要素です。INを減らして
OUTを増やす、つまり食事で摂るカロリー
は減らして、運動で消費するカロリーを増
やすことが基本となります。そんな日々の
頑張りを効率化するためには、サプリメン
トの助けをかりるのも有効です。

特にダブルバーンの主成分となるガル
シニア果皮抽出物はヒドロキシクエン酸
（HCA）というウェイトマネジメントに欠か
せない栄養素が多く含まれており、健康
的に効率のよいウェイトマネジメントを行
うことが期待できます。

カロリー消費を効率化することは可能！？

Column

動画を
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Column

大豆 ブロッコリー ウコン トマト ニンジン

レッドビート ローズマリー キャベツ オレンジ グレープフルーツ

このマークのついた製品には、『サ
イナープロベース』（アブラナ科の野
菜、緑黄色野菜、柑橘系フラボノイド
などに含まれる抗酸化物質をベース
にしたNSP独自の栄養成分）が配合
されています。

プロテインが苦手という方にお試しいただきたいのが、上品な飲み口のココ
ア風味。身体づくりに興味のある方、ウェイトコントロールを考えている方は
もちろん、食が細くなってタンパク質不足からくる筋力低下などが気になる
方にもおすすめです。

幅広い世代の方に。
上品な甘さのココア風味

アミノミノ酸酸アミ
スコスコアス
1010000

製品番号 96457　標準小売価格 ¥12,190（税込）　メンバー価格 ¥8,530（税込）　CV 45
大豆タンパク加工食品 1,200g
［栄養成分］（製品添付スプーン1杯：30gあたり）
エネルギー  117kcal、タンパク質  18g、脂質  1g、炭水化物  9g、食塩相当量  0.50g、ビタミンA  120㎍、
ビタミンB1  0.4mg、ビタミンB2  0.5mg、ビタミンB6  0.7mg、ビタミンB12  2㎍、ビタミンC  20mg、ナイアシン  
7mg、パントテン酸  2mg、カリウム  150mg
［原材料名］
分離大豆タンパク（遺伝子組換えでない）、果糖、ココアパウダー、野菜乾燥粉末（ブロッコリー、ウコン、トマ
ト、ニンジン、レッドビート、ローズマリー、キャベツ、オレンジ、グレープフルーツ）、なたね油／レシチン、ビタミン
C、イースト、メチオニン、ナイアシンアミド、ビタミンP（レモン・オレンジ由来）、パントテン酸カルシウム、ビタミン
B12、ビタミンA、ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミンB2

栄養補給の食品として、1日に添付スプーン1杯（30g）をコップ1杯（200cc）程度の水または牛乳などに
溶かしてお召し上がりください。

SYNERPROTEIN SYNERPROTEIN COCOACOCOA
サイナープロティン ココア

タンパク質（プロテイン）は、筋肉や骨、臓
器、髪の毛、爪などあらゆる身体づくりに
使われる栄養素です。そのほか、身体を機
能的に働かせるための「ホルモン」や「酵
素」、身体を守るために働く「免疫体」をつ

くる材料にもなります。体内のタンパク質は
日々つくり替えられており、体内に蓄積する
ことができません。だからこそ、意識して摂取
したい栄養素のひとつなのです。

身体の 1 6 ％はタンパク質でできている
糖質ほか 6％

タンパク質 16％

脂質 15％

水分 63％

栄養機能食品（74-75ページ参照）
ビタミンＢ1、Ｂ2、Ｂ6、Ｂ12、ナイアシン、パントテン酸

動画を
Check!

栄養機能食品（
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大豆 ブロッコリー ウコン トマト ニンジン

レッドビート ローズマリー キャベツ オレンジ グレープフルーツ

このマークのついた製品には、『サ
イナープロベース』（アブラナ科の野
菜、緑黄色野菜、柑橘系フラボノイド
などに含まれる抗酸化物質をベース
にしたNSP独自の栄養成分）が配合
されています。

必須アミノ酸は9種類あり、バランスよく摂
ることが大切です。右の桶のイラストのよ
うに、１枚の板が短いと、他が長くても水
はこぼれてしまいます。このように、ひとつ
のアミノ酸が少ない（第１制限アミノ酸）
と、他のアミノ酸がどれだけ多くても意味

がありません。第１制
限アミノ酸の量が増え
れば、アミノ酸スコアは
100に近くなり、この点
数が近いほど良質なタ
ンパク質といえます。

良質タンパクの基準値（アミノ酸スコア100）を満たすプロテイン製品です。
9種類の必須アミノ酸と２種類の非必須アミノ酸を含有しています。グリセ
ミック指数の低い果糖を採用しているので、糖分が気になる方でも安心。遺
伝子組換え大豆や合成香料、着色料、保存料は不使用です。

良質な大豆タンパクを簡単に。
甘味を抑えたプレーンタイプ

アミノミノ酸酸アミ
スコスコアス
1010000

製品番号 96458　標準小売価格 ¥12,190（税込）　メンバー価格 ¥8,530（税込）　CV 45
大豆タンパク加工食品 1,200g
［栄養成分］（製品添付スプーン1杯：30gあたり）
エネルギー  117kcal、タンパク質  20g、脂質  1g、炭水化物  7g、食塩相当量  0.56g、ビタミンA  120㎍、
ビタミンB1  0.4mg、ビタミンB2  0.5mg、ビタミンB6  0.5mg、ビタミンB12  2㎍、ビタミンC  45mg、ナイアシン  
7mg、パントテン酸  2mg、カリウム  70mg
［原材料名］
分離大豆タンパク（遺伝子組換えでない）、マルトデキストリン、果糖、野菜乾燥粉末（ブロッコリー、ウコン、トマ
ト、ニンジン、レッドビート、ローズマリー、キャベツ、オレンジ、グレープフルーツ）、なたね油／レシチン、ビタミン
C、イースト、メチオニン、ナイアシン、ビタミンP（レモン・オレンジ由来）、パントテン酸カルシウム、ビタミンB12、ビ
タミンA、ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミンB2

栄養補給の食品として、1日に添付スプーン1杯（30g）をコップ1杯（200cc）程度の水または牛乳などに
溶かしてお召し上がりください。

SYNERPROTEIN SYNERPROTEIN REGULARREGULAR
サイナープロティン レギュラー

栄養機能食品（74-75ページ参照）
ビタミンＢ1、Ｂ2、Ｂ6、Ｂ12、C、ナイアシン、パントテン酸

動画を
Check!

アミノ酸バランス良い

無駄が出て
すべて利用されない

※必須アミノ酸のバランスを桶に例えると、
　板はアミノ酸、板の高さはアミノ酸レベルを示しています。

すべてが体内で
十分に利用される
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アミノ酸スコアをご存 知ですか？
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バニラ風味で飲みやすいプロテインシェイク。タイムリリース製法で乳タンパ
ク、大豆タンパク、ホエイパウダーに含まれるアミノ酸がそれぞれ時間をおい
て体に届くことにより、長時間にわたって段階的に栄養素が身体に届きま
す。栄養や筋肉量を損なわずに※身体を絞る手助けをします。
※バランスの取れた食生活と適度な運動を継続した場合

空腹を我慢せず、筋肉も落とさず、
健康的なウェイトコントロールを応援

スリムな身体を目指すために、食事を抜い
たり、ある食品だけ食べ続けたりするので
は、健康的なウェイトコントロールはできま
せん。カロリーを落とすことばかり優先する
と、身体を維持するために必要な栄養素
まで不足してしまい、体調不良やリバウン
ドにもつながってしまいます。
身体をつくる「タンパク質」はもちろん、避

けてしまいがちな「糖質」や「脂質」も健康
的な身体を維持するためには大切。また
ウェイトマネジメント中に不足しがちなビ
タミンやミネラル、糖質、脂質の吸収を遅
らせるサポートをする食物繊維も上手に
摂ることが、理想的なボディメイクには必
要です。

健康的に体を絞るキーワードは効率とバランス

Column

製品番号 96456　標準小売価格 ¥12,190　メンバー価格 ¥8,530　CV 20
タンパク加工食品 975g
［栄養成分］（添付スプーン 3杯： 65g あたり）
エネルギー  275kcal、タンパク質  24g、脂質  6g、炭水化物  30g（糖質  25g、食物繊維  5g）、食塩相
当量  0.79g、ビタミンB1  0.5～1.3mg、ビタミンB2  0.6mg、ビタミンB6  0.7～1.8mg、ビタミンC  21mg、
ビタミンE  5.0～12.5mg、ナイアシン  7mg、パントテン酸  3.5mg、葉酸  140㎍、ビオチン  105㎍、カル
シウム  352mg、銅  0.8mg
［原材料名］
分離乳タンパク、マルトデキストリン、分離大豆タンパク（遺伝子組換えでない）、果糖、タンパク質濃縮ホ
エイパウダー、クリーミングパウダー、チコリー抽出物、なたね油、中鎖脂肪酸トリグリセリド、食塩／香料、
クエン酸カリウム、増粘多糖類、甘味料（ステビア）、ビタミンC、ビタミンE、ビオチン、ニコチン酸アミド、グ
ルコン酸銅、パントテン酸カルシウム、葉酸、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンB1（一部に大豆・乳成分を
含む）

※容器ごとよく振ってからフタを開けてご使用ください。

SLMsmart health shakeSLMsmart health shake
スリムスマート ヘルスシェイク

栄養補給の食品として 、１日に添付のスプーン3杯（ 65g ）をコップ1.5杯程度（約300cc） の水・
牛乳などに溶かしてお召し上がりください。

アミノミノ酸酸アミ
スコスコアス
101000

ブレンダーボールの威力でなめらかにシェイクできる便利なシェーカー。
底まで手が入るので、しっかり洗えます。

POWER SHAKERPOWER SHAKER パワーシェーカー

製品番号 94677　標準小売価格 ¥1,300　メンバー価格 ¥900
ブレンダーボール付き

栄養機能食品（74-75ページ参照）
ビタミンB1、B2、B6、E、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、
ビオチン、カルシウム、銅
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先進の研究から生まれた高機能水エス
ライフウォーターが配合されています。

ハス 赤ワイン 青パパイヤ果皮

ヒトの体内には、生まれた時から「消化酵
素」と「代謝酵素」が備わっており、互いに
バランスを取り合っています。しかし、それ
らの酵素は量が決まっているため消化・
吸収に消化酵素を使いすぎると代謝酵素

が不足してしまいます。その時助けとなる
のが外から摂る「食物酵素」。食物から酵
素を補充することで消化酵素を節約し、
代謝酵素がたっぷり使える状況をつくっ
ておくことで健康が維持されるのです。

代謝酵素が多めのバランスが◎

Column

64種類もの野草をはじめ、野菜、果物、海藻など計90種類もの植物由来エ
キスを乳酸菌、麹菌、酵母菌の３種の微生物の力で発酵・熟成しました。ハ
ス胚芽エキス、赤ワインエキス、L-カルニチンなど様 な々有用成分も配合し、
酵素の力で健康的な毎日をサポートします。

90種類もの原材料から
発酵エキスを抽出

SYNERGY KOSOSYNERGY KOSO シナジー酵素

製品番号 94734　標準小売価格 ¥12,800（税込）　メンバー価格 ¥8,900（税込）　CV 50
清涼飲料水 500ml
［栄養成分］（30mlあたり）
エネルギー  46.5kcal、タンパク質  0g、脂質  0g、炭水化物  11.6g、食塩相当量  0.01g、マグネシウム  
33.9mg
［原材料名］
水、オリゴ糖液糖（国内製造）、黒糖、ガラクトオリゴ糖液糖、野草発酵エキス（りんご、やまいもを含む）、ハス胚
芽抽出物、赤ワイン抽出物、ラカンカ抽出物、L-カルニチン、青パパイヤ果皮抽出物、MSM／塩化マグネシウ
ム、安定剤（ペクチン）、クエン酸、保存料（安息香酸ナトリウム）

※開栓後は冷蔵庫で保存してください。また、薄めた状態で長時間保存しないでください。

よく振ってから、付属の計量カップを利用して、1日20～30mlを目安にそのまま又は水などで薄めてお召
し上がりください。

食べたものを吸収
しやすく分解する

新陳代謝や免疫力
などを正常に保つ

消化酵素

代謝酵素

お得な3本セットもご用意

18%OFF

製品番号 94741

標準小売価格　

¥31,600（税込）

18%OFF

メンバー価格

¥22,000（税込）　CV 120

付属の計量カップ

0

特徴成分
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1.2mg
1.5mg

125%B1

1.4mg
1.6mg

114%B2

1.3mg
2.0mg

153%B6

2.4μg
6.0μg

250%B12

13mg
20mg

153%B3

4.8mg
10.0mg

208%B5

ビタミンB群（6成分）において栄養機能食品に該当しています。

マカ

ガラナ マテ茶 緑茶

高麗紅参末 ステビア

※この製品にはカフェインが含まれています。

エネルギッシュで健康的な
毎日を送りたいあなたを応援！

ENERVATEENERVATE エネベイト

製品番号 22217　標準小売価格 ¥7,900（税込）　メンバー価格 ¥5,500（税込）　CV 30
粉末清涼飲料 120g（30袋）
［栄養成分］（1袋： 4g あたり）
エネルギー  14.48kcal、タンパク質  0.17g、脂質  0.06g、炭水化物  3.31g、食塩相当量  0.0028g、ビタミ
ンB1  1.5mg、ビタミンB2  1.6mg、ビタミンB6  2.0mg、ビタミンB12  6.0㎍、ナイアシン  20mg、パントテン
酸  10.0mg、カフェイン  60mg
［原材料名］
フラクトオリゴ糖（韓国製造）、マルトデキストリン、マテ茶乾燥エキス、ガラナエキス、ブドウ種子エキス、緑茶
抽出物、高麗紅参末、マカ抽出物／酸味料、加工デンプン、塩化K、甘味料（ステビア）、微粒二酸化ケイ素、
カフェイン、ナイアシン、パントテン酸Ca、香料、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンB1、ビタミンB12

1日１袋を目安に、1袋を400ml程度の水によく溶かしてお召し上がりください。

ガラナやマテ、高麗紅参、マカといったエナジー系原
料の他、緑茶抽出物やビタミンB群、フラクトオリゴ糖
などの健康的な毎日をサポートする原料を贅沢に配
合。カフェインは60mg、さわやかでおいしい柚子風
味は天然香料を使用しています。カロリーや炭水化
物、塩分が気になる方にもおすすめです。

栄養機能食品エネベイト

栄養機能食品（74-75ページ参照）
ビタミンB1、B2、B６、B12、ナイアシン、パントテン酸

（ご注意）栄養機能食品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。
 多量摂取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。一日の摂取目安量を守ってください。

栄養素等表示基準値2015（18歳以上、基準熱量2,200kcal）

エネベイト １袋（4g）あたりの数値

*B3はナイアシン、B5はパントテン酸を指します。

特徴成分

動画を
Check!
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良質の水抽出プロポリスとローヤルゼリー
エキスをベースに、高麗人参、冬虫夏草、
マカ、ガラナ、遊離アミノ酸L-オルニチンと
いった、注目のエネルギー補給成分を豊
富に配合したパワフルなエナジードリンク
です。

ミツバチパワーと活力成分で
今日の元気をサポート

ENEPOLISENEPOLIS エネポリス

製品番号 94742　標準小売価格 ¥8,600（税込）　メンバー価格 ¥6,000（税込）　CV 35
清涼飲料水 500ml（50ml×10本）
［栄養成分］（1本50mlあたり）
エネルギー  35.0kcal、タンパク質  0.2g、脂質  0g、炭水化物  8.6g、食塩相当量  0.18g
［原材料名］
水、ブドウ糖果糖液糖（国内製造）、水抽出プロポリスエキス、ローヤルゼリーエキス、高麗人参エキス、黒酢、
L-オルニチン、冬虫夏草エキス、マカエキス、ガラナエキス、ラカンカエキス／クエン酸、クエン酸Na、ビタミン
C、調味料（タウリン）、カフェイン、甘味料（ステビア）、香料、ビタミンB6、ナイアシン、ビタミンB2、ビタミンB1、
パントテン酸Ca、ビタミンB12

※この製品にはカフェインが含まれています。

1日1～2本を目安に、開栓後すぐにお飲みください。

エネポリスの主成分であるプロポリスと
ローヤルゼリー。プロポリスにはフラボノイ
ド、可溶性タンパク質、アミノ酸、有機酸な
ど多様な栄養成分が含まれているのが特
徴です。プロポリスには特有の臭みがあり
ますが、エネポリスではブラジル産プロポ

リスを水抽出してさらりとした飲み口を実
現しました。また、ローヤルゼリーは女王蜂
が食べることができる特別食。ビタミン、ミ
ネラル、アミノ酸が豊富に含まれており、多
くの卵を産み続けるためのエネルギー源
でもあります。

プロポリスとローヤルゼリー

Column

先進の研究から生まれた高機能水エス
ライフウォーターが配合されています。

実
蜂
ミ
多
源

高麗人参 プロポリス

冬虫夏草 マカ ガラナ

ローヤルゼリーエキス

特徴成分
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低分子で吸収しやすい魚由来の「マリンコラーゲンペプチド」を
3,000mg配合しました。そしてシナジーが厳選し独自の基準で組
み合わせた「コンプレックス（複合体）」が、よりナカからの「キレイ」
を引き出します。「カシスミックス味」を採用。お休み前にもうれしい
1袋あたり20kcalのコラーゲンゼリーです。ソトからの「キレイ」を意
識した「ラマーラ」と併用いただくことで、「コンプレックス」成分がダ
ブルでアプローチし、より理想とするご自身へと導きます。

ナカからの「キレイ」を意識した、
おいしいコラーゲンゼリー

1日1袋を目安に、そのままお召し上がりください。冷やすとより一層おいしくお召し上がりいただけます。

BEAUTY COLLAGEN JELLY EXTRABEAUTY COLLAGEN JELLY EXTRA
ビューティーコラーゲンゼリー エクストラ
（単品） 製品番号 23371　標準小売価格 ¥11,300（税込）　メンバー価格 ¥7,900（税込）　CV 45
（２箱セット） 製品番号 96238　標準小売価格 ¥18,000（税込）　メンバー価格 ¥12,600（税込）　CV 70
ゼリー（コラーゲンペプチド含有食品）600g （30袋）
［栄養成分］（１袋：20gあたり）
エネルギー  20kcal、タンパク質  3.36g、脂質  0g、炭水化物  1.96g、食塩相当量  0.14g、V.E  7.0mg
［原材料名］
水、コラーゲンペプチド（ゼラチンを含む）（国内製造）、還元水あめ、水抽出プロポリスエキス、ローヤルゼリーエキス、寒天、ザクロ果汁、混合ハーブエキス（マル
トデキストリン、ドクダミ、セイヨウサンザシ、ローマカミツレ、ブドウ葉）、ツバメの巣エキス末、シルク加水分解物、セラミド含有米抽出物、エラスチン（魚由来）、セ
ラミド含有ビート抽出物／酸味料、ゲル化剤（増粘多糖類）、V.C、カラメル色素、香料、甘味料（スクラロース、ステビア）、V.E、ヒアルロン酸、乳化剤（大豆由来）

「キレイ」を引き出すサイクルのヒミツ
シナジーが独自に組み合わせた成分により、ナカからの「キレイ」を引き出します。

3000

低分子で吸収しやすい魚由来の

配合
mg （サポート成分）

（しっとり）

（イキイキ）

モイストバリア
コンプレックス

（すこやか）

リカバキープ
コンプレックス

はずむ毎日の源

混合
ハーブエキス

マリンコラーゲン

ビタミンCツバメの巣
エキス末

エラスチン
( 魚由来 )

マリンコラーゲンペプチド

シルク
加水分解物 ヒアルロン酸 ビタミンE水抽出

プロポリスエキス
ローヤルゼリー
エキス

セラミド含有
ビート抽出物

セラミド含有
米抽出物

ドクダミ セイヨウサンザシローマカミツレ ブドウ葉

バルーンアップコンプレックス

動画を
Check!
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KISUIからsLiFEへリブランドしました。※1

sLiFEは、シナジーのsとLiFEを組み合わせた名称で、
サイエンスと自然の恵みを融合し、
質の高い生活をサポートします。
先進の研究から生まれた特殊な高機能水
エスライフウォーターをベースに、
数々の天然美容成分を豊富に配合。
現代人の肌をストレスから遠ざけ、
健やかに輝く素肌へと、sLiFEが導きます。

先進の研究から生まれ
た高機能水エスライフ
ウォーターが配合されて
います。

※1製品名・製品番号は変わりますが、商品の中身(処方)、
　  内容量及びその他ラベル記載事項、価格・CVについては
　  従来どおりで変更はありません。

ストレスに負けない肌へ
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紫外線や環境ストレスによるダメージから肌を保護して整え、ハリとツ
ヤを与えて透明感のある素肌へと導きます。顔はもちろん首や肩、足
腰など、日焼けが気になる箇所や疲れを感じた箇所のリフレッシュに
も。外出先でも手軽にお使いいただけます。

優れた保湿力を誇る２種の高機能ヒアルロン酸と３種のセラミド、アル
ガンオイルや乳酸桿菌など注目成分に加え、植物エキスもたっぷり
配合。

ダメージを浄め、
肌力を高める全身用化粧水

保湿にこだわりぬいた配合で
肌を一番いい状態へ

製品番号 23361　標準小売価格 ¥7,000（税込）　メンバー価格 ¥4,900（税込）　CV 30
全身用化粧水 120ml
［成分表示］
水、BG、ダイズ種子エキス、メマツヨイグサ種子エキス、ゲットウ葉エキス、ザクロ果実エキス、アルテロモナ
ス発酵エキス、ハトムギ種子エキス、トレハロース、アルギニン、グリセリン、1,2－ヘキサンジオール、クエン酸
Na、クエン酸、フェノキシエタノール

sLiFE Moisture MistsLiFE Moisture Mist
sLiFE モイスチャーミスト

肌から15cmほど離してスプレーし、手のひらでなじませてください。

製品番号 23362　標準小売価格 ¥8,600（税込）　メンバー価格 ¥6,000（税込）　CV 33
保湿クリーム 50g
［成分表示］
水、BG、スクワラン、グリセリン、ペンチレングリコール、ベヘニルアルコール、シア脂、（アクリル酸ヒドロキシエ
チル／アクリロイルジメチルタウリンNa）コポリマー、ヒアルロン酸PG、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸
Na、水溶性プロテオグリカン、セラミド1、セラミド3、セラミド6Ⅱ、アルギニン、ザクロ果実エキス、コメヌカエキ
ス、乳酸桿菌／セイヨウナシ果汁発酵液、マンダリンオレンジ果皮エキス、ソメイヨシノ葉エキス、アルガニア
スピノサ核油、バオバブ種子油、アロエベラ葉エキス、ユビキノン、他

sLiFE Facial MoisturizersLiFE Facial Moisturizer
sLiFE フェイシャル モイスチャライザー

パール粒1～2個分ほどを顔や首、気になる箇所にやさしくなじませてください。
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ハーブとマイクロビオームの研究を重ねてきたシナジーが
美肌菌＊に着目し、ようやくたどり着いたひとつの答え、
それがラマーラです。
＊マイクロビオームの一種で、皮膚に常に存在する微生物のこと。

シナジーがお届けする待望のコスメ・ラマーラ

今も、これからも、
心まで輝かせてくれる自信肌へ。
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ラマーラの特筆すべきポイントは、厳選された陸のハーブと海のハーブによってつくられた
独自成分「ラマーラ 発酵ハーブコンプレックス」を配合していることにあります。
外部刺激と戦う「スキンベール（肌バリア機能）」を守り、
肌が向かおうとするなめらかでみずみずしい状態へと導きます。

I 'amaraの独自成分

発酵ハーブコンプレックスとは？

美肌菌がつくる

スキンベールによって肌は健やかに守られる。

発酵ハーブコンプレックス

最適なバランスで配合 

なめらかにつやめく肌に整えます

陸のハーブ
発酵グリーンティー

みずみずしくうるおう肌に整えます

海のハーブ
海藻類

１年中降り注ぐ紫外線、急激な
気温変化、浮遊するチリやホコ
リなど、肌は常に外部からの刺
激を受けており、そうした要因か
ら肌を守るバリア機能を私たち
は「スキンベール」と呼んでいま
す。そのスキンベールを健康に
保つ上で重要な役割を担って
いるのが「美肌菌」です。美肌菌
をサポートすることが肌の健康
を保ち、今とこれからの美しさを
叶えていきます。

美肌菌の
餌

プロバイオティクス

プレバイオティクス

肌

スキンベール

美肌菌
美肌菌

美肌菌美肌菌美

外部
刺激

プロバイオティクスである美肌菌
が、餌となるプレバイオティクスを吸
収することで、マイクロビオームが
整えられ、健やかなスキンベールを
維持することができます。
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私たちの体の中や肌の表面には、
100兆を超える微生物が生息しているといわれています。
そのうち、肌の上に存在し、美肌に導く作用をしている
微生物を、私たちは「美肌菌」と呼んでいます。
美肌菌は、産道を通って生まれてきた際に、
母親からもらいうけた微生物がはじまりで、24時間365日、
つねに肌をうるおし、外部刺激から肌を守ってくれています。

美肌のカギを握る「美肌菌」

ラマーラの

4つのPOINTPOINT

What's 美肌菌 ?

01

02

03

04

健やかなスキンベールを維
持し、外部刺激に負けない
なめらかな肌へと導きます。

赤み、乾燥、ニキビなどの肌ト
ラブルの予防に役立ちます。

今の肌が美しく整うだけで
なく、将来の肌もつややか
に保たれ、ゆるぎない自信
肌へと輝いていきます。 繊細なお肌にもやさしい処

方を心がけています。

100兆を超える
微生物

美肌菌

美肌菌

美肌菌

美肌菌

なめらかでつややかな
肌を守ります。 

肌トラブルを回避し、
健やかな肌へ。

歳を重ねても
ずっと美しく。

安心・安全にずっと
使い続けられるものを。

POINT

POINT

POINT

POINT
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Skin Care ProgramSkin Care Program

Daily CareDaily Care

Simple CareSimple Care

Special CareSpecial Care

DAILY N
CLEANSER
デイリー N 
クレンザー

SKIN AC
TONER
スキン AC 
トナー

MB
EMULSION

MB
エマルジョン

RADIANCE
OIL

ラディアンス
オイル

REVEALING
EYE CREAM
リヴィーリング
アイクリーム 

RV
CONCENTRATE

RV
コンセントレイト

EXFOLIATING
CLEANSER
エクスフォリ
エイティング
クレンザー 

洗顔料 化粧水 乳  液美容液 アイクリーム 美容液洗顔料

ラマーラシリーズの
ヒーロー

プロダクト！

週２－３回の
お手入れで
自信肌に

目元の乾燥が
気になる方へ

RV
コンセントレイト

※２

エクスフォリ
エイティング
クレンザー

※２

スキンケアの順 番

※1ラディアンスオイルは、お手持ちの化粧品に単品として加えていただくこともできます。
※2エクスフォリエイティング クレンザーとRVコンセントレイトは週２～３回ご使用ください。
★ラマーラのラディアンスオイルは、ブースターとして化粧水の前に使用することをおすすめしています。お好みに合わせて化粧水の後などにもご使用いただけます。

デイリー 
N クレンザー

デイリー 
N クレンザー

ラディアンス
オイル※１

ラディアンス
オイル※１

スキン AC
トナー

スキン AC
トナー

リヴィーリング
アイクリーム

リヴィーリング
アイクリーム

MB 
エマルジョン

MB 
エマルジョン

CC 
サンシールド

洗顔料 洗顔料 美容液★美容液 化粧水 アイクリーム 乳液 日焼け止め

RV
コンセントレイト

※２

動画を
Check!

動画を
Check!

Information Demonstration
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半透明のやわらかなジェルタイプ。水分をたっぷり含んだ、繊細できめ細かい泡で、つる
んとなめらかな肌へ。低濃度AHA(クエン酸)成分でやさしく角質を取り除き、毎日、肌へ
の負担なくご使用いただけます。

洗顔のあとに使用するだけで肌をたっぷりうるおし、しっとり感も持続。次に使う化粧品
の浸透（*角質層まで）をサポートしてくれる美容液として、スキンケアの準備を整えます。

これひとつで、角質とキメを毎日ケア。
肌にやさしいクレンジングジェル

たっぷりのハーブを高濃縮で配合。
みずみずしく肌に広がるブースター

I'amara DAILY N CLEANSERI'amara DAILY N CLEANSER
ラマーラ デイリー N クレンザー 
製品番号 22968　標準小売価格 ¥5,000（税込）　メンバー価格 ¥3,500（税込）　CV 18
洗顔料 120ml
［成分表示］
水、グリセリン、ココアンホジ酢酸2Ｎａ、ラウリルヒドロキシスルタイン、塩化Ｎａ、ココイルグリシンＫ、サッカ
ロミセス培養液、プロパンジオール、（アクリレーツ／アクリル酸アルキル（C10－30））クロスポリマー、チャ葉
エキス、ノウゼンカズラ花エキス、乳酸桿菌発酵液、ダイサンチク水、アルゲエキス、メシマコブエキス、トレハ
ロース、海水、ヤシ脂肪酸Ｋ、トロメタミン、クエン酸、他

I'amara RADIANCE OILI'amara RADIANCE OIL
ラマーラ ラディアンスオイル 
製品番号 22736　標準小売価格 ¥9,300（税込）　メンバー価格 ¥6,500（税込）　CV 35
美容液 30ml
［成分表示］
水、グリセリン、サッカロミセス培養液、チャ葉エキス、パンテノール、ノウゼンカズラ花エキス、ダイサンチク水、
カンゾウ根水、アラントイン、アルゲエキス、メシマコブエキス、カフェイン、トレハロース、海水、ラミナリアディギ
タータエキス、アルギニン、マカデミアナッツ油、アーモンド油、ホホバ種子油、アスタキサンチン、他

特 徴 成 分

特 徴 成 分

チャ葉エキスサッカロミセス
培養液

［ 陸のハーブ ］

アルゲエキス

［ 海のハーブ ］

チャ葉エキスサッカロミセス
培養液

［ 陸のハーブ ］

ラミナリア
ディギタータエキス

アルゲエキス

［ 海のハーブ ］

手のひらに2～3回プッシュし、少し水を含ませ、しっかり
泡立てます。やさしくマッサージするように丁寧に洗った
後は、ぬるま湯できれいに洗い流してください。

使用方法

スポイトに半分程度を手のひらにとり、顔全体を包み込
むようにそっと押さえてなじませてください。洗顔後のお
肌に、または化粧水ご使用の後にお使いください。

使用方法
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陸と海のハーブで作られた独自成分「ラマーラ 発酵ハーブコンプレックス」が、すばやく
肌に浸透し、うるおいをチャージ。肌の内側から乾きをケアし、健やかな肌へと導きます。

ターンオーバーによってゆらぎやすくなった肌をアデノシンがケアし、ハリと弾力のある生
き生きとした表情をサポートします。肌への密着力が高く、目元をやさしく包み込みます。

ハーブのシャワーでやさしく包み込み
肌を整えるミスト化粧水

ピンとハリのある目元へ。
集中ケアのアイクリーム

I'amara REVEALING EYE CREAMI'amara REVEALING EYE CREAM
ラマーラ リヴィーリングアイクリーム
製品番号 22977　標準小売価格 ¥9,300（税込）　メンバー価格 ¥6,500（税込）　CV 35
アイクリーム 15ml
［成分表示］
水、グリセリン、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、水添ポリデセン、DPG、マンゴー種子脂、セチルリン
酸Ｋ、ノウゼンカズラ花エキス、乳酸桿菌発酵液、ダイサンチク水、ビフィズス菌培養溶解質、アルゲエキス、
カフェイン、トレハロース、海水、ラミナリアディギタータエキス、サッカロミセス培養液、チャ葉エキス、アデノシ
ン、メシマコブエキス、ヒアルロン酸Ｎａ、他

特 徴 成 分

I'amara SKIN AC TONERI'amara SKIN AC TONER
ラマーラ スキン AC トナー
製品番号 22969　標準小売価格 ¥5,000（税込）　メンバー価格 ¥3,500（税込）　CV 18
化粧水 120ml
［成分表示］
水、グリセリン、（C12－14）パレス－12、グリセレス－26、プロパンジオール、カプリリルグリコール、クエン酸
Ｎａ、エチルヘキシルグリセリン、ラベンダー油、ノウゼンカズラ花エキス、乳酸桿菌発酵液、ダイサンチク水、ビ
フィズス菌培養溶解質、カラフトコンブエキス、クエン酸、アロエベラ葉エキス、メシマコブエキス、カフェイン、ト
レハロース、海水、サッカロミセス培養液、チャ葉エキス、リナロール

カラフトコンブエキス

特 徴 成 分

チャ葉エキスサッカロミセス
培養液

［ 陸のハーブ ］ ［ 海のハーブ ］

チャ葉エキスサッカロミセス
培養液

［ 陸のハーブ ］

ラミナリア
ディギタータエキス

アルゲエキス

［ 海のハーブ ］

目をつぶった状態で、15～20cmほど離して3～４プッ
シュ程スプレーしてください。その後、軽くタッピングして
肌になじませます。

使用方法

小豆大のサイズを指先にとり、目元やまぶた上部にやさ
しく指でのばし、軽くタッピングしてなじませます。

使用方法
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水分保持力に優れたヒアルロン酸が水分保護膜を形成し、うるおいを閉じ込めるので、しっと
り感が持続。白色のミルクタイプで、肌に軽くのびるやわらかいテクスチャーが特徴です。

肌の水分量を底あげし
なめらかにうるおす乳液

I'I'amara MB EMULSIONamara MB EMULSION
ラマーラ MB エマルジョン
製品番号 22976　標準小売価格 ¥9,300（税込）　メンバー価格 ¥6,500（税込） CV 35
乳液 50ml
［成分表示］
水、DPG、エチルヘキサン酸セチル、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、パンテノール、ノウゼンカズラ花エキス、乳酸桿菌
発酵液、ダイサンチク水、ビフィズス菌培養溶解質、カラフトコンブエキス、メシマコブエキス、トレハロース、海水、ラミナリアディギ
タータエキス、サッカロミセス培養液、チャ葉エキス、ヒアルロン酸Ｎａ、クエン酸ステアリン酸グリセリル、マンゴー種子脂、スクワラ
ン、他

肌に付着したミクロな微粒子汚れから毛穴の汚れまですっきりやさしく洗い流し、つるつるの
透明肌へと導きます。

肌の老廃物や外部刺激物質を
すっきりクレンジング

l’amara EXFOLIATING CLEANSERl’amara EXFOLIATING CLEANSER
ラマーラ エクスフォリエイティング クレンザー
製品番号 22966　標準小売価格 ¥5,400（税込）　メンバー価格 ¥3,800（税込）　CV 20
洗顔料 100ml
［成分表示］
水、ラウリルグルコシド、プロパンジオール、セルロース、ココベタイン、（アクリレーツ／アクリル酸アルキル（Ｃ１０－３０））クロスポ
リマー、トロメタミン、カプリリルグリコール、塩化Ｎａ、エチルヘキシルグリセリン、グレープフルーツ果皮油、グリコール酸、アルゲ
エキス、イブキ木部エキス、乳酸桿菌発酵液、ラミナリアディギタータエキス、カラフトコンブエキス、ヤエヤマアオキエキス、サッカロ
ミセス培養液、チャ葉エキス、オウゴン根エキス、ビルベリー果実エキス、セイヨウヤドリギ葉エキス、ベルガモット果実油、ローズマ
リー葉油、孔雀石抽出物、１，２－ヘキサンジオール、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、ホホバエステル、メボウキ油、トコフェ
ロール、リモネン

手のひらに1～2回プッシュし、顔全体に
均一にのばしてなじませてください。

使用方法

適量を手に取り、マッサージするように優
しく洗顔してください。その後、ぬるま湯で
十分に洗い流してください。週２～３回の
ご使用をおすすめします。

使用方法

特 徴 成 分

カラフトコンブエキスチャ葉エキスサッカロミセス
培養液

［ 陸のハーブ ］

ラミナリア
ディギタータエキス

［ 海のハーブ ］

特 徴 成 分

チャ葉エキスサッカロミセス
培養液

［ 陸のハーブ ］

ラミナリア
ディギタータエキス

アルゲエキス

［ 海のハーブ ］

カラフトコンブエキス
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ディープクレンジングしたあとのスキ
ンバリアをしっかりと整え、外部刺激
による肌トラブルから守ります。

さまざまな肌悩みにしっかりアプローチ
ひときわ輝くゆるぎない自信肌へ

カラフトコンブエキス

特 徴 成 分

チャ葉エキスサッカロミセス培養液

［ 陸のハーブ ］

ラミナリア
ディギタータエキス

［ 海のハーブ ］

l’amara RV CONCENTRATEl’amara RV CONCENTRATE
ラマーラ RV コンセントレイト

製品番号 22967　標準小売価格 ¥9,700（税込）　メンバー価格 ¥6,800（税込）　CV 40
美容液 30ml
［成分表示］
水、グリセリン、グリセレス－２６、ヒアルロン酸Ｎａ、グレープフルーツ果皮油、セイヨウヤドリギ葉エキス、ヤエヤマアオキエキス、乳酸桿菌発酵液、ビフィズ
ス菌培養溶解質、ビルベリー果実エキス、セイヨウタンポポ葉エキス、カラフトコンブエキス、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、イブキ木部エキス、ラミ
ナリアディギタータエキス、オウゴン根エキス、サッカロミセス培養液、チャ葉エキス、カニナバラ果実油、ベルガモット果実油、ローズマリー葉油、メボウキ
油、セラミドＮＰ、メチルグルセス－２０、プロパンジオール、カプリン酸ポリグリセリル－４、（アクリロイルジメチルタウリンアンモニウム／ＶＰ）コポリマー、カ
プリリルグリコール、カルボマー、トロメタミン、エチルヘキシルグリセリン、ホホバエステル、コレステロール、トコフェロール、リモネン

適量を手に取り、均一にお肌に伸ばして
なじませてください。週２～３回のご使用
をおすすめします。

使用方法

SPF50+、PA++++で紫外線からしっかりガードしながらも、ストレスフリーな軽やかな使用感
が魅力です。保湿・美容成分で優しく肌のうるおいを守ります。お手持ちの洗浄料でスムーズ
に落とすことができます。ラベンダー系の液色でお化粧下地にもお使いいただけます。

最高レベルのプロテクションで
肌を紫外線から守ります

l’amara CC SUN SHIELDl’amara CC SUN SHIELD
ラマーラ CC サンシールド

製品番号 23244　標準小売価格 ¥5,600（税込）　メンバー価格 ¥3,900（税込）　CV 20
日やけ止めクリーム 50g
［成分表示］
水、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、酸化チタン、ＤＰＧ、オクチルドデカノール、ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル安息香酸ヘキシル、ラウリン酸メチ
ルヘプチル、酸化亜鉛、プロパンジオール、オクトクリレン、ＢＧ、ＰＥＧ－９ジメチコン、ペンチレングリコール、含水シリカ、グリセリン、ナイアシンアミド、アデ
ノシン三リン酸２Ｎａ、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Ｎａ、加水分解コラーゲン、水溶性コラーゲン、テルミナリアフェルジナンジアナ果実エキス、ト
ウキ根エキス、マンダリンオレンジ果皮エキス、メリッサ葉エキス、マタタビ果実エキス、テンニンカ果実エキス、ハトムギ種子エキス、チャ葉エキス、ビルベ
リー葉エキス、コショウソウ芽エキス、オクラ果実エキス、アリストテリアチレンシス果実エキス、ミロタムヌスフラベリフォリア葉／茎エキス、レシチン、グリチル
リチン酸２Ｋ、トコフェロール、ヒマシ油、ベヘニルアルコール、（ＶＰ／エイコセン）コポリマー、ラウリルカルバミン酸イヌリン、（アクリル酸ヒドロキシエチル
／アクリロイルジメチルタウリンＮａ）コポリマー、ハイドロゲンジメチコン、酸化鉄、グンジョウ、シリカ、変性アルコール、香料

日焼け止め選びの基準「 S P F 」と「 P A 」

Column

日焼け止めを選ぶ際に参考にしたいのが
「SPF」と「PA」という表示です。これは日
焼け止めの紫外線予防効果のこと。SPF
とは肌に炎症を引き起こし、シミ・ソバカス
等の原因をつくるUV-Bの防止効果。PA
は肌を黒くし、肌の弾力を失わせるUV-A
の防止効果を表しています。日焼け止め
を選ぶ際は防止効果の高さを参考に選
ぶのが基本となります。

真
皮

表
皮

シミ・ソバカス

PA

UVA
最高値はPA++++

SPF

UVB
最高値はSPF50+

しわ・たるみ

※国内最高値

用感
ムーズ

SPF50+ PA++++

適量を手に取り、むらなくお肌にのばして
ください。効果を保つために、汗等をふい
た後は、こまめにぬり直してください。

使用方法

59



［パック内容］
ラマーラ デイリー N クレンザー×1
ラマーラ スキン AC トナー×1
ラマーラ MB エマルジョン×1
ラマーラ リヴィーリング アイクリーム×1
ラマーラ ラディアンスオイル×1
ラマーラ エクスフォリエイティング クレンザー×1
ラマーラ RVコンセントレイト×1

I'amara Simple Care PackI'amara Simple Care Pack
ラマーラ シンプルケアパック
製品番号 95793

27%OFF

メンバー価格

¥9,800（税込） CV 60

27%OFF

標準小売価格

¥14,000（税込）
［パック内容］
ラマーラ デイリー N クレンザー×1
ラマーラ スキン AC トナー×1
ラマーラ ラディアンスオイル×1 

l’amara Full Line Packl’amara Full Line Pack　
ラマーラ フルラインパック
製品番号 95922

20%OFF

メンバー価格

¥29,800（税込） CV 200

20%OFF

標準小売価格

¥42,600（税込）

I'amara Daily Care PackI'amara Daily Care Pack
ラマーラ デイリーケアパック
製品番号 95794

25%OFF

メンバー価格

¥19,800（税込） CV 120

25%OFF

標準小売価格

¥28,300（税込）
［パック内容］
ラマーラ デイリー N クレンザー×1
ラマーラ スキン AC トナー×1
ラマーラ MB エマルジョン×1
ラマーラ リヴィーリング アイクリーム×1
ラマーラ ラディアンスオイル×1
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ヘア & ボディケア
陸と海で見つけた独自の複合成分と
親会社NSPが持つ50年のノウハウが
髪と素肌の美しさを完成させます。
ラマーラを通じて私たちは
「自然の癒しの力」を
お届けします。

ラマーラ（l’amara）という名前は、サンスクリット語で「永遠に美しきもの」「純粋・ありのまま」を意味する
「アマーラ」に、「陸（La）」と「海（Mar）」を組み合わせた言葉です。
その名前が表すように、ラマーラブランド最大の特徴である複合成分「l’amara コンプレックス」は、
陸と海の成分で構成されています。
ヘア & ボディケア製品ではそれを「l’amara ハーブコンプレックス」と呼びます。

l ’amara最大の特徴

l’amara コンプレックス

最適なバランスで配合 

うるおいを与え健やかに整えます

海のハーブ
海藻類

陸のハーブ
ベタイン

l ’amara コンプレックス

La
Land

Amara
Beauty

ヘア & ボディケア

l’amara ハーブコンプレックス

Mar
Sea
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植物由来の洗浄成分がきめ細かい濃密な泡となって汚れを洗
い流し、みずみずしくさっぱりとした素肌へ導きます。また、うるお
いを素肌に届けながら肌バランスを整えます。

濃密な泡でやさしく洗い上げ、
みずみずしく健康的な肌へ

l’amara NOURISHING BODY WASHl’amara NOURISHING BODY WASH
ラマーラ NR ボディーウォッシュ

製品番号 23350　標準小売価格 ¥3,710（税込）　メンバー価格 ¥2,600（税込）　CV 15
ボディーウォッシュ 300ml
［成分表示］
水、ヤシ油アルキルグルコシド、グリセリン、スルホコハク酸ラウレス２Ｎａ、ココイルグリシンＫ、オレオイルメチルタウリンＮａ、ベタイン、塩化Ｎａ、シアバ
ターノキエキス、ココヤシ果実エキス、ヒジキエキス、ニゲラサチバ種子エキス、カプリリルグリコール、安息香酸Ｎａ、エチルヘキシルグリセリン、クエン酸、
クエン酸Ｎａ、フィチン酸Ｎａ、１,２-ヘキサンジオール、ニュウコウジュ油、グレープフルーツ果皮油、ジュニペルスメキシカナ油、ベルガモット果実油、ショウ
ガ根油、ローズマリー葉油、レモン果皮油、リモネン

特 徴 成 分

ベタイン
(テンサイ由来)

［ 陸のハーブ ］

ヒジキア
（ヒジキエキス）

［ 海のハーブ ］

頭皮と髪を健やかに保ちながらうるおいを届けます。豊かで
濃密な泡が髪と頭皮の摩擦を抑え、植物由来の洗浄成分
がやさしく洗い上げます。

やさしく洗い上げ、
うるおいのある健やかな髪と頭皮へ

l’amara HYDRATING SHAMPOOl’amara HYDRATING SHAMPOO
ラマーラ ハイドレイティング シャンプー

製品番号 23345　標準小売価格 ¥3,290（税込）　メンバー価格 ¥2,300（税込）　CV 12
シャンプー 300ml
［成分表示］
水、オレフィン（Ｃ１４-１６）スルホン酸Ｎａ、グリセリン、ココベタイン、ＤＰＧ、塩化Ｎａ、１,２-ヘキサンジオール、ヒドロキシアセトフェノン、テトラデセン、カプリ
リルグリコール、硫酸Ｎａ、ヘキサデセン、ポリクオタニウム-１０、ニュウコウジュ油、リモネン、クエン酸、ジュニペルスメキシカナ油、グレープフルーツ果皮
油、スピルリナマキシマエキス、ココヤシ果実エキス、クエン酸Ｎａ、フィチン酸Ｎａ、ショウガ根油、ベルガモット果実油、グリチルリチン酸２Ｋ、ローズマリー
葉油、ベタイン、アラントイン、レモン果皮油、ショウガ根エキス、ウコンエキス、ニュウコウジュ樹脂エキス、安息香酸Ｎａ、キサンタンガム、トリ（カプリル酸／
カプリン酸）グリセリル

特 徴 成 分

ベタイン
(テンサイ由来)

［ 陸のハーブ ］

スピルリナ
（スピルリナマキシマエキス）

［ 海のハーブ ］

髪の表面に形成されたうるおいベールがつややかでなめら
かな髪のコンディションを長時間保ちます。また、ヘアダメー
ジから守り健康的な髪に。

しなやかな手触りと
つややかで健康的な髪へ

l’amara HYDRATING CONDITIONERl’amara HYDRATING CONDITIONER
ラマーラ ハイドレイティング コンディショナー

製品番号 23346　標準小売価格 ¥3,290（税込）　メンバー価格 ¥2,300（税込）　CV 12
コンディショナー 300ml
［成分表示］
水、グリセリン、セテアリルアルコール、パルミチン酸エチルヘキシル、ベヘントリモニウムクロリド、プロパンジオール、スピルリナマキシマエキス、ベタイン、ア
ラントイン、レモン果皮油、ウィタニアソムニフェラ根エキス、コショウ種子エキス、ポリクオタニウム-１０、イソプロパノール、カプリル酸グリセリル、エチルヘキ
シルグリセリン、ニュウコウジュ油、クエン酸Ｎａ、フィチン酸Ｎａ、クエン酸、１,２-ヘキサンジオール、ショウガ根油、キサンタンガム、トリ（カプリル酸／カプリ
ン酸）グリセリル、ニゲラサチバ種子エキス、ジュニペルスメキシカナ油、グレープフルーツ果皮油、ベルガモット果実油、ローズマリー葉油、リモネン

特 徴 成 分

ベタイン
(テンサイ由来)

［ 陸のハーブ ］

スピルリナ
（スピルリナマキシマエキス）

［ 海のハーブ ］

ぬらした髪に適量をつけてしっかり泡立て
て洗い、その後充分に洗い流してください。

使用方法

シャンプー後の濡れた髪に適量をつけて
髪全体になじませます。その後すすぎ流し
てください。

使用方法

適量をボディタオルかボディスポンジに
取って泡立て、身体全体をやさしく洗ってく
ださい。その後充分に洗い流してください。

使用方法
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うるおいを補給しながらトラブルの多い現代肌を整えます。また、
油分と水分の均衡を保ち、外部の有害環境による刺激から肌の
うるおいを守り健やかに保ちます。

肌を整えうるおいにみちた
保湿リッチボディローション

l’amara REPLENISHING BODY LOTIONl’amara REPLENISHING BODY LOTION
ラマーラ RP ボディーローション

製品番号 23347　標準小売価格 ¥3,710（税込）　メンバー価格 ¥2,600（税込）　CV 15
ボディーローション 200ml
［成分表示］
水、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、グリセリン、エチルヘキサン酸セチル、ステアリン酸ソルビタン、シア脂、ヒジキエキス、アルギニン、ベタイン、
コーヒー種子エキス、ナツシロギクエキス、タイツリオウギ根エキス、ＢＧ、セテアリルアルコール、プロパンジオール、カプリリルメチコン、オリーブ油脂肪酸
セテアリル、ＤＰＧ、オリーブ油脂肪酸ソルビタン、カプリル酸グリセリル、ポリアクリレート-１３、イソステアリルアルコール、エチルヘキシルグリセリン、（アクリ
ロイルジメチルタウリンアンモニウム／ＶＰ）コポリマー、アルキル（Ｃ３０-４５）セテアリルジメチコンクロスポリマー、ヤシ油脂肪酸ＢＧ、水添ポリイソブテ
ン、カルボマー、１,２-ヘキサンジオール、ラウリン酸ポリグリセリル-１０、パルミチン酸エチルヘキシル、フィチン酸Ｎａ、キサンタンガム、イソステアリン酸ソル
ビタン、エチルセルロース、ニュウコウジュ油、グレープフルーツ果皮油、ジュニペルスメキシカナ油、ダマスクバラ花油、ベルガモット果実油、ショウガ根
油、ローズマリー葉油、レモン果皮油、パチョリ油、ベチベル根油、リモネン

特 徴 成 分

ベタイン
(テンサイ由来)

［ 陸のハーブ ］

ヒジキア
（ヒジキエキス）

［ 海のハーブ ］

紫外線や乾燥による刺激を受けた肌表面を健やかに整え落ち
着かせます。軽く伸びの良いジェルがすばやく浸透。しっかりとう
るおいを届けます。

アロエベラとl’amara コンプレックスの融合
心地よく肌コンディションを整える

l’amara SOOTHING VERA GELl’amara SOOTHING VERA GEL
ラマーラ ST ベラジェル

製品番号 23349　標準小売価格 ¥3,710（税込）　メンバー価格 ¥2,600（税込）　CV 15
ベラジェル 200ml
［成分表示］
水、グリセリン、１,２-ヘキサンジオール、ベタイン、アルギニン、ヒジキエキス、アロエベラ液汁、プロパンジオール、カルボマー、（カプリリル／カプリル）グルコ
シド、ラウリン酸ポリグリセリル-１０、カプリル酸グリセリル、エチルヘキシルグリセリン、オレイン酸ポリグリセリル-１０、フィチン酸Ｎａ、キサンタンガム、トリ（カ
プリル酸／カプリン酸）グリセリル

特 徴 成 分

ベタイン
(テンサイ由来)

［ 陸のハーブ ］

ヒジキア
（ヒジキエキス）

［ 海のハーブ ］

乾燥しやすい手肌にしっかりうるおいを補給して保湿。また、薄い
うるおいバリアを肌に形成し、たっぷりのうるおいを閉じ込めて長
時間キープします。

うるおいバリアで包みこむ
肌なじみの良いハンドクリーム

l’amara RENEWING HAND CREAMl’amara RENEWING HAND CREAM
ラマーラ RN ハンドクリーム

製品番号 23348　標準小売価格 ¥3,710（税込）　メンバー価格 ¥2,600（税込）　CV 15
ハンドクリーム 50ml
［成分表示］
水、グリセリン、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、グリセレス-２６、炭酸ジカプリリル、シア脂、セテアリルアルコール、セチルリン酸Ｋ、ベタイン、ヒジキ
エキス、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Ｎａ、コーヒー種子エキス、タイツリオウギ根エキス、ポリアクリル酸Ｎａ、プロパンジオール、水添パーム油脂肪
酸グリセリズ、ステアリン酸エチルヘキシル、セスキステアリン酸メチルグルコース、ＤＰＧ、カプリル酸グリセリル、エチルヘキシルグリセリン、キサンタンガ
ム、トリデセス-６、フィチン酸Ｎａ、１,２-ヘキサンジオール、ニュウコウジュ油、グレープフルーツ果皮油、ジュニペルスメキシカナ油、ダマスクバラ花油、ベル
ガモット果実油、ショウガ根油、ローズマリー葉油、レモン果皮油、パチョリ油、ベチベル根油、リモネン

特 徴 成 分

ベタイン
(テンサイ由来)

［ 陸のハーブ ］

ヒジキア
（ヒジキエキス）

［ 海のハーブ ］

※各製品、キャップ内側の中蓋シールを外してからご使用ください。（ラマーラ RP ボディーローションは除く）

ご使用の際は、ポンプを表示されている
方向に回してノズルを上げてください。適
量を必要に応じて全身の必要な部分にご
使用ください。やさしく肌になじませてくだ
さい。特にお風呂上りにお使いいただくこ
とで、肌のうるおいをより一層保つことが
できます。

使用方法

清潔な手に適量をとり、手指に塗り伸ばし
てください。繰り返しご使用いただけます。

使用方法

適量を必要に応じて、全身の必要な部分
にご使用ください。やさしくなじませてくだ
さい。くりかえしご使用いただけます。特に
お風呂上りにお使いいただくことで、肌の
うるおいをより一層保つことができます。

使用方法
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シナジー初のハンドソープが誕生しました。27種類の植物系成分を配合。洗浄成
分から植物系成分を使用し、肌への負担を減らした自然派処方のハンドソープで
す。肌のうるおいを保ちながら、きめ細かな泡立ちで汚れを落とし、手肌を清潔に
洗い上げます。

植物成分豊かな泡で
やさしく洗い上げ

ハーバルブレンド

お肌のサポート成分に使用している植物

肌にうるおいを
与える。

肌をすこやかに
保つ。

洗浄成分に使用している植物

ヤシ油系とオリーブ系由来の洗浄成分と、植物系由来のアミノ酸系洗浄成分をブレ
ンド。うるおいを保ちながら洗浄サポート。

ヤシ

キラヤ

オリーブ

ムクロジ

パーム

カンゾウ

サトウキビ タピオカ

きめ細かな泡立ちと泡切れをサポート。

カンゾウ ローズマリー

メマツヨイグサ ダイズ セイヨウオオバコ アサイヤシ ゴボウ アロエ トウモロコシ

HERBAL HAND SOAPHERBAL HAND SOAP
ハーバルハンドソープ
製品番号 23486　標準小売価格 ¥5,100（税込）　メンバー価格 ¥3,600（税込） CV 20
ハンドソープ 500ml
［原材料名］
水、ヤシ脂肪酸K、コカミドメチルＭＥＡ、ラウラミドプロピルベタイン、ラウラミンオキシド、ラウリン酸ポリグリセ
リル-１０、ＰＰＧ-９ジグリセリル、グリセリン、ペンチレングリコール、塩化Ｎａ、ローズマリー葉油、セイヨウハッカ
油、クエン酸、クエン酸Ｎａ、ＢＧ、ホウケイ酸（Ｃａ/Ｎａ）、ココイルグルタミン酸ＴＥＡ、ココイルグルタミン酸２
Ｎａ、カンゾウ根エキス、ココイルトレオニンＮａ、ココイルグルタミン酸Ｎａ、アサイヤシ果実エキス、酸化銀、ゴ
ボウ根エキス、トウモロコシ胚芽油、メマツヨイグサ種子エキス、グリチルリチン酸２Ｋ、ローズマリー葉エキス、オ
リーブ油ＰＥＧ-７カルボン酸Ｎａ、アロエベラ葉エキス、キラヤ樹皮エキス、ダイズ種子エキス、ムクロジ果皮エ
キス、セイヨウオオバコ種子エキス

濡れた手に１プッシュのハンドソープを手に取り、泡立てた後、丁寧にすすぎます。
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暮らしまるごとhotaru™へ

hotaru™の使い方
粉末で
お洗濯には付属のスプー
ンを使い、油汚れには粉
を直接振りかけてお使い
ください。

水に溶かして
食器洗いや住まいのお
掃除には水に溶かしてス
プレーボトルでお使いく
ださい。

トイレのお掃除に
肌にやさしく除菌作用もあるのでトイレ掃
除におすすめです。

バイクや自動車のお掃除に
車やバイクはもちろん、機械類のお掃除
にもおすすめ。金属面もピカピ力に。

窓ガラス・床・家具のお掃除に
しつこい水垢や泥汚れにも。拭き跡が白く
なりにくいので、窓掃除もらくらく。

テレビ・パソコンのお掃除に
ホコリを寄せ付けやすいテレビやパソコン
などのお掃除に。

毎日のお洗濯に
しつこい皮脂やタンパク汚れ（血液）もキ
レイに。

食器洗いやキッチンのお掃除に
毎食の食器洗いはもちろん、レンジや換
気扇の油汚れにも威力を発揮。

浴室のお掃除に
入浴時にお肌が露出する浴室は、化粧品
にも使われる植物由来の界面活性剤を
使用したhotaru™でお掃除を。

Other ProductsOther Products
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洗濯用洗剤から、食器洗い、床磨きまで
人と環境にやさしい多目的粉末洗剤

商品名の由来ともなったホタルは、ご存知
の通り水がきれいな場所を好みます。シナ
ジーのhotaru™は生活排水によって海や
川の水を汚さず、ホタルが安心して住める
環境を守りたいという思いから、最新技術
を駆使して開発されました。また、水質環
境だけではありません。豪雨災害によって
餌であるカワニナが流されたり、護岸工事

によって住処が奪われ、その数は今も減
少しています。これらも人間の暮らしが無
関係ではありません。シナジーはhotaru™
に限らず、多角的に環境に配慮した製品
を追求します。性能や機能だけを追い求
めず、本当の意味で使って心地よく愛の
ある製品づくりを目指しています。

ホタルが住めるように、シナジーの環境への思い

Column

動画を
Check!

hotaruhotaru™ ホタル™

製品番号 94675　標準小売価格 ¥5,100（税込）　メンバー価格 ¥3,600（税込）　CV 20
多目的洗剤 1,000g
［原材料名］
界面活性剤（７%、アルキルグリコシド）、アルカリ剤（炭酸塩）、安定化剤（炭酸塩、亜硫酸塩）、工程剤（硫酸
塩）、酵素

100%植物由来の界面活性剤を使用し
た、人と地球にやさしい多目的粉末洗剤
です。石油系成分や化学物質を一切使
用せず、還元反応を利用して汚れを安心
な水に変えて落とす、新発想の洗剤。排
水後の生分解性は99%以上。海や川を汚
しません。用途に合わせて水に溶いてご
利用ください。

先進の研究から生まれた高機能水エスライフウォー
ターが配合されています。

生分解
99％

植物
由来

弱アル
カリ性

シナジーワールドワイド・ジャパン
社長  ベン・マガレイ

※製品ラベルの使用上の注意をよくお読みください。
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先進の研究から生まれ
た高機能水エスライフ
ウォーターが配合され
ています。

開花前に摘み取ったペパーミントの若葉を原料にした純度100％の
エッセンシャルオイル（精油）。そのさわやかな香りは、すぐに気分を爽
快にさせるすぐれた作用があります。

シナジーのロングセラー。
爽快な天然ペパーミントの香り

PEPPERMINT OILPEPPERMINT OIL
ペパーミントオイル
製品番号 96453　標準小売価格 ¥2,630（税込）　メンバー価格 ¥1,840（税込）　CV 10
香油 5ml
［原材料名］
100％天然ペパーミント油

虫歯を予防しながら歯を白くする
半透明のジェルタイプ歯磨き
3種類のリン酸ナトリウム（ポリリン酸、ピロリン酸、リン酸-水素）のパワーで歯
石沈着を防ぎ、ヤニやステインを除去して歯本来の白さを取り戻します。さわ
やかなペパーミント風味で口臭も予防。使用している全ての成分が天然由来
成分です。

適量を歯ブラシに取り、歯をブラッシングしてください。

製品番号 94672　標準小売価格 ¥3,000（税込）　メンバー価格 ¥2,100（税込）　CV 10
歯みがき 80g
［原材料名］
水、ソルビトール・グリセリン（湿潤剤）、エタノール（溶剤）、シリカ・ゼオライト（清掃剤）、キシリトール（矯味
剤）、炭酸水素Na（洗浄剤）、キサンタンガム（粘結剤）、ヒドロキシアパタイト（清掃剤）、香料（ペパーミントタ
イプ）（香味剤）、ポリリン酸Na・ピロリン酸4Na・リン酸2Na（洗浄剤）、コカミドプロピルベタイン（発泡剤）、グ
リチルリチン酸2K（矯味剤）、メントール（清涼剤）、スイカズラ花エキス・カミツレ花エキス・ローズマリー葉エ
キス（矯味剤）
※石油由来成分、フッ素不使用

SYNEFRESH EXTRASYNEFRESH EXTRA
シナフレッシュ エクストラ

マスクにシュッと
軽くスプレーするだけで、こもりがちなマスク
の内側もさわやかに。

ぞうきん掛けに
バケツの水に数的垂らして拭き掃除すれば、
お部屋全体を清涼感のあるリフレッシュ空
間に。

製品番号 94673　標準小売価格 ¥12,000（税込）　メンバー価格 ¥8,400（税込）　CV 40

5本セットもご用意

4本の価格でもう1本！
12,00
本！

00（税込00 込） メンバ込） バー価格バ 格 ¥8 40格¥
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人気製品によるお買い得なおすすめのセレクション

PROARGI-9+PROARGI-9+®CITRUS BERRYCITRUS BERRY
4BOX SET4BOX SET
プロアルギナインプラス®シトラスベリー4箱セット

PROARGI-9+PROARGI-9+® PROGUARD PROGUARD
CITRUS PACKCITRUS PACK
プロアルギナインプラス®プロガード シトラスパック

PROARGI-9+PROARGI-9+®GRAPEGRAPE
4BOX SET4BOX SET
プロアルギナインプラス®グレープ4箱セット

PROARGI-9+PROARGI-9+® PROGUARD PROGUARD
GRAPE PACKGRAPE PACK
プロアルギナインプラス®プロガード グレープパック

SelectionSelection

・プロアルギナインプラス®プロガード×2
・プロアルギナインプラス® シトラスベリー×2構成品目 ・プロアルギナインプラス®プロガード×2

・プロアルギナインプラス® グレープ×2構成品目

・プロアルギナインプラス® シトラスベリー×4構成品目 ・プロアルギナインプラス® グレープ×4構成品目

チャリティ

製品番号 96470

標準小売価格　

¥49,410（税込）

製品番号 96490

標準小売価格　

¥50,270（税込）

製品番号 96469

標準小売価格　

¥49,610（税込）

製品番号 96489

標準小売価格　

¥50,270（税込）

メンバー価格

¥34,590（税込） CV 200

メンバー価格

¥35,190（税込） CV 200

メンバー価格

¥34,730（税込） CV 200

メンバー価格

¥35,190（税込） CV 200

13%OFF

10%OFF

13%OFF

10%OFF

13%OFF

10%OFF

13%OFF

10%OFF

めぐりを高めて若 し々さをサポートする
L-アルギニン含有のロングセラー商品の４箱セットです。

姉妹品プロアルギナインプラス®とのパックで、
より健康的な毎日を。

すっきりとした味わいが人気の
プロアルギナインプラス®グレープの４箱セットです。

プロアルギナインプラス®グレープと一緒に飲むことで、
よりフルーティーな味わいを楽しめます。

チャリティチャリティ
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ENERVATE CITRUS PACKENERVATE CITRUS PACK  
エネベイトシトラスパック

ENERVATE GRAPE PACKENERVATE GRAPE PACK  
エネベイトグレープパック

・エネベイト×4
・プロアルギナインプラス® シトラスベリー×2構成品目 ・エネベイト×4

・プロアルギナインプラス® グレープ×2構成品目

・オメガ 3&6×1
・マルチビタミン ＆ ミネラル スティック×1構成品目

製品番号 96477

標準小売価格　

¥49,660（税込）
メンバー価格

¥34,760（税込） CV 200

17%OFF 17%OFF

製品番号 96478

標準小売価格　

¥49,660（税込）

製品番号 96400

標準小売価格　

¥12,100（税込）

メンバー価格

¥34,760（税込） CV 200

メンバー価格

¥8,500（税込） CV 50

17%OFF

10%OFF

17%OFF

10%OFF

プロアルギナインプラス®シトラスベリーとエネベイトの
パックで、いきいきとした毎日を応援します！

プロアルギナインプラス®グレープとエネベイトのパックも
ご用意しました。

ESSENTIAL GREENSESSENTIAL GREENS
4BOX SET4BOX SET
エッセンシャルグリーン 4箱セット

OMEGA & MULTIVITAMIN OMEGA & MULTIVITAMIN 
MINERAL STICK SETMINERAL STICK SET
オメガ & マルチビタミンミネラル セット

・エッセンシャルグリーン×4構成品目

チャリティ

製品番号 96491

標準小売価格　

¥30,940（税込）
メンバー価格

¥21,660（税込） CV 120

15%OFF 15%OFF

19種類の野菜とハーブを凝縮した
エッセンシャルグリーンの4箱セットです。

オメガ 3＆6とマルチビタミン＆ミネラル スティックを
セットでお得にお買い求めいただけます。

した
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BIOME SUPPORT PACKBIOME SUPPORT PACK  
ビオームサポートパック

POPULAR ITEM PACKPOPULAR ITEM PACK
ポピュラーアイテムパックチャリティ

チャリティ

・プロアルギナインプラス® シトラスベリー×2
・ビオーム DT×2
・ビオーム プロビオティック×2

構成品目
・プロアルギナインプラス®シトラスベリー×2
・エネベイト×1
・エッセンシャルグリーン×3

構成品目

マイクロビオームの観点から、
食物繊維や善玉菌の補給を意識したパックです。

シナジーの売れ筋製品3品で構成された、
発売後好評をいただいている大変お得なセットです。

製品番号 96485

標準小売価格　

¥52,660（税込）

16%OFF

製品番号 96488

標準小売価格　

¥50,210（税込）

21%OFF

メンバー価格

¥36,860（税込） CV 200

16%OFF

メンバー価格

¥35,150（税込） CV 200

21%OFF

オートシップ専用

ROYAL PACKROYAL PACK  
ロイヤルパック チャリティ

・シナマックス®×3
・ミスティ カ™×2
・シナジー ノニプラス×2

構成品目

ロングセラーのドリンクサプリメント３種類をそろえたパックです。

STYLE UP PACKSTYLE UP PACK  
スタイルアップパック

・プロアルギナインプラス® シトラスベリー×1
・エッセンシャルグリーン×1
・シナマックス®×2
・ビオーム ベーシックス×1
・ハーバル DT×1

構成品目

シナマックス®２本を含む５種類の製品をパックしました。
洗練された毎日を送りたいあなたに。

チャリティ

製品番号 96484

標準小売価格　

¥48,190（税込）

13%OFF

メンバー価格

¥33,730（税込） CV 200

13%OFF

製品番号 96486

標準小売価格　

¥51,400（税込）

13%OFF

メンバー価格

¥35,980（税込） CV 200

13%OFF

た、シナジーの売れ筋製品3品で
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WAKE UP PACKWAKE UP PACK  
ウェイクアップパック

BASIC PACKBASIC PACK  
ベーシックパック

BODY MAKE PACKBODY MAKE PACK  
ボディーメイクパック

CLEAN PACKCLEAN PACK  
クリーンパック

・プロアルギナインプラス® シトラスベリー×1
・エッセンシャルグリーン×1
・エネベイト×3
・サイナープロティン ココア×1

構成品目

・ダブルバーン×1
・ビオーム DT×1
・ビオーム プロビオティック×1
・ハーバル DT×1
・ビオーム ベーシックス×1
・エッセンシャルグリーン×1

構成品目

・プロアルギナインプラス® シトラスベリー×2
・エネベイト×2
・サイナープロティン ココア×1
・スリムスマートヘルスシェイク×1

構成品目

・プロアルギナインプラス® シトラスベリー×2
・エッセンシャルグリーン×2
・サイナープロティン ココア×1

構成品目

チャリティ チャリティ

エネベイトを中心に人気の製品をそろえたパックです。
パワーあふれる元気な1日のスタートに。

ビオーム ベーシックスをはじめ６種類もの多彩な
サプリメントを集めたパックです。

２種類のプロテインを含んだボディーメイクに関心のある方に
おすすめのパックです。

人気製品３種類をそろえたシンプルなパックです。
さわやかで健康的な体調維持に。

オートシップ専用

オートシップ専用

オートシップ専用

オートシップ専用

※　　　　　　　　製品は、オートシップ注文専用のパックです。オートシップ専用

製品番号 96483

標準小売価格　

¥51,140（税込）

13%OFF

メンバー価格

¥35,800（税込） CV 200

13%OFF

製品番号 96475

標準小売価格　

¥52,560（税込）

11%OFF

メンバー価格

¥36,790（税込） CV 200

11%OFF

製品番号 96476

標準小売価格　

¥60,270（税込）

12%OFF

メンバー価格

¥42,190（税込） CV 200

12%OFF

製品番号 96487

標準小売価格　

¥51,770（税込）

11%OFF

メンバー価格

¥36,240（税込） CV 200

11%OFF
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当書面は契約書面の一部です。同時にお届けした「プロダクトカタ
ログ」と合わせてご精読いただき、内容をご理解いただきますよう
お願いいたします。

BUSINESS RULES
ビジネスルール

JAN 2023

メンバー登録をされる方へ

概要書面

シナジーには、健康と豊かさをもたらす素晴らしい要素が揃っています。
高品質な製品、確かな企業基盤、そして革新的な報奨プランで、
あなたの人生を変える大きなチャンスをご提供いたします。
シナジーにお迎えできることを、心から楽しみにしています。

当書面は「概要書面」となります。
本契約締結前によくお読みください。

概要書面コード

シナジービジネスを
始めるにあたり

JAN  2023

ビジネスツールご紹介
皆さまのビジネス活動を応援するため、以下の印刷物を有料にてご提供しています。　　　　　　　　　　
日頃の活動に、ぜひとも有効にご利用ください。

プロダクトカタログ

取り扱い製品全品をご紹介しています。シナジーワールドワイドと親会
社NSPの製品開発へのこだわりや、健康を科学的に追及する姿勢も
ご紹介。ビジネス活動に欠かせないツールです。

※プロダクトカタログは、ウェルカムキットにも1冊同封されています。
※カタログ有効期間中に販売を開始した新製品や取り扱い終了製品が出た場合、
　またはデザインや採用成分が変更された場合など、掲載内容に相違が出ることがあります。
　ご了承ください。
※プロダクトカタログは、特定商取引に関する法律に基づく契約書面の一部です。

B5サイズ
製品番号 95147　メンバー価格￥350（税込）

ビジネスルール

ビジネスマニュアルの簡易版。ビジネス活動を行うにあたり、遵守すべ
き最低限のルールが記載されており、常に最新版をお持ちいただきたい
冊子です。

※「ビジネスルール」は、ウェルカムキットにも1冊同封されています。
※この冊子は、特定商取引に関する法律に基づく契約書面の一部です。

B5サイズ
製品番号 94680 メンバー価格￥250（税込）

サインアップセット

スポンサリングに必要なツール一式。シナジーにお誘
いする際、先方様に必ずお渡しください。ご登録前に
目を通していただく必要のある資料（概要書面）や、
登録に必要な用紙類がセットになっています。

※構成：「概要書面」／「登録申請書」（チームメンバー/個人用）／シナジー
オートシップ注文書／シナジー製品注文書／返信用封筒　各１部　（ビ
ニール封筒入り）

A4サイズ／ビニール封筒入り
製品番号 94679　メンバー価格￥150（税込）
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ご注文方法

ご注文継続特典

スポット注文

オートシップ注文と
プロダクトアンバサダー（PA）
プログラム及びその特典

必要な製品を必要な時に、単発でご注文いただ
く方法です。製品注文書の提出、またはオーダー
ラインへのご注文にて承ります。
※メンバー専用サイト《シナジーパルス》の場合は「注文」のアイコン
から手続きします。

上記のとおり、オートシップ注文とは、一度登録
すれば毎月定期的に製品が送られてくる便利な
システムです。ボーナス取得資格を得るためには
その月にオートシップ注文で120CV以上の製品
購入があることが条件となっていますが、200CV
以上のオートシップ注文を継続していただくこと
で、より大きな特典の対象となります。

プロダクトアンバ サダー
（PA）とは
200CV以上のオートシップ注文を3か月以
上継続すると、4か月目以降も200CV以上の
オートシップ注文を継続している限り、オート
シップ注文の価格が10%OFFとなり（CVはそ
のまま）、5か月目にはPA認定書とPAピンが授
与されます。
なお、登録月に200CV以上のオートシップ注
文の手続きをいただいた新規の方は、登録翌
月からPAが適用され10%OFFとなりPA認定
書とPAピンが授与されます。
※シナジーメイトは送料無料のみ適用となり、200CV以上の
ご購入で10%OFFのサービスは対象外です。

オートシップ注文
一度登録すれば、毎月定期的に製品が届く便利
なシステム。ご注文の内容変更が可能です。ボー
ナス取得条件でもあるため、ご愛用の製品を毎
月ご購入しながらボーナス資格も維持したい方
には、必須となる注文方法です。また、チームメン
バー、シナジーメイト問わず、すべてのオートシッ
プ注文が送料・手数料無料です。
※オートシップの自動処理日は毎月10日～25日（コンビニ支払／代
金引換は10日～15日）の間で設定してください。

詳細はお問い合わせください。

◎この還元率は、PAエリートの条件を満たしている限り有効です。
◎アップラインへのCV計上率は、どのレベルも従来どおり50%です。
◎リーダーオプションで登録した方がメイトインカムを得るには、新規のチームメンバー登
録者を1名以上スポンサーする必要があります。

さらにお得なPAエリートプログラム

PA規定と同じ3か月間毎月（新規登録の方は登録の翌月）、直
接スポンサーしたシナジーメイトの注文合計ボリューム（GV）が
500CV以上あると、ワンランク上のPAエリートに認定され、メイ
トインカム（下記参照）の還元率が30%もしくは35%にアップし
ます。

〈PAエリートのメイトインカム還元率〉

直接スポンサーした
シナジーメイトの
合計ボリューム

スポンサーへの
メイトインカム還元率

1CV 以上
499CVまで

シナジーメイトの
合計ボリュームの 25%

（通常の還元率）

500CV以上
1199CVまで

シナジーメイトの
合計ボリュームの 30%

※PAエリートとして上記の条件を
満たしている限り有効

1200CV以上
シナジーメイトの

合計ボリュームの 35%
※PAエリートとして上記の条件を

満たしている限り有効

メンバー専用サイト《シナジー
パルス》の「マイオートシップ」に
て、開始・変更手続きをする。

フリーダイヤルのオーダーライ
ンでオートシップの開始・変更
手続きをする。

0120-272-474
（要パスワード）

オートシップ注文書にご記入の
うえ、郵送またはファックス送信
して開始・変更手続きをする（サ
ロンスペース窓口提出も可）。

オートシップ注文の開始・
登録製品変更手続き

※オートシップ注文自動処理日の5日前までに
お手続きください。

Synergy
Pulse

オーダー
ライン

注文書
提出

シナジーワールド
ワイド

チームメンバー向け
公式アプリ

Google Play
から

ダウンロード

App Store
から

ダウンロード
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ミネラル類

亜鉛
亜鉛は、味覚を正常に保つのに必要な栄養素です。
亜鉛は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
亜鉛は、タンパク質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養素です。

カルシウム カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。

鉄 鉄は、赤血球をつくるのに必要な栄養素です。

銅 銅は、赤血球の形成を助ける栄養素です。
銅は、多くの体内酵素の正常な働きと骨の形成を助ける栄養素です。

マグネシウム
マグネシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。
マグネシウムは、多くの体内酵素の正常な働きとエネルギー産生を助けるとともに、血液循環を正常に保
つのに必要な栄養素です。 

ビタミン類

ナイアシン ナイアシンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。

パントテン酸 パントテン酸は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。

ビオチン ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。

ビタミンＡ＊ ビタミンＡは、夜間の視力の維持を助ける栄養素です。
ビタミンＡは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。

ビタミンＢ1 ビタミンＢ1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。

ビタミンＢ2 ビタミンＢ2は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。

ビタミンＢ6 ビタミンＢ6は、タンパク質からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。     

ビタミンＢ12 ビタミンＢ12は、赤血球の形成を助ける栄養素です。

ビタミンＣ ビタミンＣは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用をもつ栄養素です。

ビタミンＤ ビタミンＤは、腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です。   

ビタミンＥ ビタミンＥは、抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。

葉　酸 葉酸は、赤血球の形成を助ける栄養素です。
葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素です。

＊ビタミンＡの前駆体であるβカロチンについては、ビタミンＡと同様の栄養機能表示が認められています。

栄養素 製品名

栄養機能表示

この表示の製品は、食品衛生法施行規則に基づ
き、一日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分
量が、 国が定めた上・下限値の規格基準に適合し
ていることを表しています。

栄養機能食品一覧

及び製品に関する

注意事項

栄養機能食品

ミネラル類

亜鉛

カルシウム

鉄

銅

マグネシウム

ビタミン類

ナイアシン

パントテン酸

ビオチン

ビタミンＡ

βカロチン＊

ビタミンＢ1

ビタミンＢ2

ビタミンＢ6

ビタミンＢ12

ビタミンＣ

ビタミンＤ

ビタミンＥ

葉　酸
＊ビタミンＡの前駆体であるβカロチンについては、ビタミンＡと同様の栄養機能表示が認められています。
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ビタミンＡ 多量摂取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日の摂取目安量を守ってください。妊娠3ヶ月以内又は妊娠を希望する女性は過剰摂取にならないよう注意してください。 

葉酸 多量摂取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日の摂取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。

亜鉛
多量摂取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。 
亜鉛の摂りすぎは銅の吸収を阻害するおそれがありますので、過剰摂取にならないよう注意してください。
1日の摂取目安量を守ってください。乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。

銅 多量摂取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日の摂取目安量を守ってください。乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。

マグネシウム
多量摂取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。
多量に摂取すると軟便（下痢）になることがあります。1日の摂取目安量を守ってください。
乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。

カルシウム、鉄、
その他のビタミン類

多量摂取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日の摂取目安量を守ってください。

＊栄養機能食品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査をうけたものではありません。

栄養機能食品の注意喚起表示

●シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社が取り扱う栄養補助食品は、通常の食生活に追加して摂取していただくことで不足しがちな栄養成分
を補い、皆さまの健康維持にお役立ていただくことを目的とする製品です。病気の治療・治癒を目的としたものではありません。

●アレルギーをおもちの方は、各製品のラベル表示をご確認のうえ、体質に合わない場合はお召し上がりをお控えください。
●薬を服用中の方や通院中の方、妊娠中の方は、医師にご相談のうえでお召し上がりください。
●お子様の手の届かないところに保管してください。
●直射日光、高温多湿を避けて、涼しい場所で保管してください。
●多量摂取により、疾病が治癒しやすくなったり、健康が一層増進されたりするものではありません。一日の摂取量目安をお守りください。
●開封後はフタをしっかりと閉め、ラベル表示の保存法を守って保管してください。
●多くの製品は天然由来の原材料を使用しているため、ごくまれに、色や香り、風味などが変わったり、ドリンクタイプの製品は沈殿物が生じたりする
ことがありますが、品質にはまったく問題ありません。

製品お取り扱いに関する注意事項

ビオーム
ベーシックス

マルチビタミン＆
ミネラル スティック

サイナー
プロティン
ココア

サイナー
プロティン
レギュラー

スリムスマート
ヘルスシェイク エネベイト パワーパルメット

● ● ●

● ● ●

● ●

● ● ●

● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ●

● ● ●
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チームメンバーサポート 書類郵送先

　　03-6744-5111

〒107-0052
東京都港区赤坂4-6-11 
赤坂オルムビル
シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社

お客様相談窓口

　　03-6744-6111
オーダーライン

　　0120-272-474
ファックス送信先

　　03-4243-3344
セミナールーム問い合わせ

　　03-6744-6060

TEL

TEL

TEL

FAX

三菱UFJ銀行
赤坂見附支店

普通口座 1001903
シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社

ゆうちょ銀行 普通口座 00120-8-426659
シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社

現金振込先

♯95147

紹介者の方やシナジーに
ご相談しづらいことは下記にて承ります

当社は、公益社団法人日本訪問販売協会の正会員です。
（公社）日本訪問販売協会は、訪問販売を営む企業を会員とする団体で、

訪問販売に関するご相談にお応えするための消費者相談室を設置しています。 
当社が行なう相談対応にご満足いただけない場合等は、下記の電話番号にご連絡下さい。

ご不明な点、どんなことでも
まずはお電話ください

専門スタッフが解決までサポートいたします。

☎03-6744-6111
お客様相談窓口

営業時間　平日10:00 ～ 17:00
＊土、日、祝日及び当社が定める所定休日を除く

（公社）日本訪問販売協会消費者相談室 

　　 0120-513-506

Synergy WorldWide Japan 合同会社
（シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社）

シナジービジネスに関する最新情報は、当社ウェブサイト／ビジネスブロ
グ／シナジーパルス等を介してお知らせしています。更新情報について
は、ご自身で入手していただきますようお願いいたします。
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