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製品名 HBP コンプリート パウダー 

製品形状 粉末 

使用原材料 ビート、セロリ、ホーソン、ガーリック、パセリ、タンポポ、ローズマリー 

適応 血圧、心臓血管の健康維持 

使用方法 240ml 程度の水またはジュースなどに、小さじ 2 杯程度を加え撹拌する。 

1 日 1-3 回使用する。  

スムージー、ディップ、ヨーグルト等に混ぜても可。 

1 回の使用量 1-2g おおよそ 45-90 回分 

 

 

 

製品名 アイフード パウダー 

製品形状 粉末 

使用原材料 ビルベリー、ニンジン、シーバックソン、イチョウ葉、アサイ、ラリックス、

カレンデュラ 

適応 目の健康、視力 

使用方法 大さじ 1 杯を 240ml 程度の水、またはジュース等に混ぜて 1 日 1-3 回使用す

る。スムージー、ディップ、ヨーグルト等に混ぜても可。 

大さじ 1 杯は、約 4-5g おおよそ 30 回分 

 

 

 

 

製品名 アロニアベリー 

製品形状 カプセル 

使用原材料 アロニアベリー(アロニアメラノカルパ) 

適応 心臓、免疫系、尿路の健康維持 

使用方法 1 回 2 カプセルを 1 日 1-3 回程度使用。 

乳児や妊娠中の方のご使用は医師にご相談ください。 

 

 



 

 

 

製品名 ビルベリー 

製品形状 カプセル 

使用原材料 ビルベリー 

適応 視力、心臓血管の健康維持 

使用方法 1 回 3 カプセルを 1 日 1-2 回程度使用。 

乳児や妊娠中の方のご使用は医師にご相談ください。 

 

 

 

 

 

製品名 ビターメロン 

製品形状 カプセル 

使用原材料 ニガウリ (ゴーヤ) 

適応 健康的な血糖値を維持、血糖値の高めの方へのおすすめの健康食品 

使用方法 1 日 3 カプセル程度を使用。 

乳児や妊娠中の方のご使用は医師にご相談ください。 

 

 

 

 

 

製品名 ブラックラズベリー 

製品形状 カプセル 

使用原材料 ブラックラズベリー 

適応 栄養価が高くアントシアニンが豊富。米国では癌の抑制作用が発表されてブー

ムになった製品。心臓、免疫系、尿路の健康維持 

使用方法 1 日 3 カプセル程度を使用。 

乳児や妊娠中の方のご使用は医師にご相談ください。 

 

 

 

 



 

 

製品名 ギンコ・ゴツコーラ 

製品形状 カプセル 

使用原材料 イチョウ葉、ゴツコーラ 

適応 認知、記憶、循環の健康を維持 

使用方法 1 日 3 カプセル程度を使用。 

乳児や妊娠中の方のご使用は医師にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

製品名 ホーリーバジル 

製品形状 カプセル 

使用原材料 ホーリーバジル（カミメボウキ） 

適応 副腎の健康とストレスの緩和 

使用方法 1 日 3 カプセル程度を使用。 

乳児や妊娠中の方のご使用は医師にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

製品名 ネトル・ケルセチン 

製品形状 カプセル 

使用原材料 イラクサ、ケルセチン二水和物（植物由来） 

適応 副鼻腔、呼吸機器、体の免疫応答のサポートを維持 

使用方法 １日４回程度まで、1 回２カプセルを使用。 

乳児や妊娠中の方のご使用は医師にご相談ください。 
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製品名 オリーブ リーフ 

製品形状 カプセル 

使用原材料 オリーブ葉 (オレアエウロペア) 

適応 免疫力の上昇、極めて強い抗酸化作用、殺菌、解熱作用、メラニンの生成抑

制、コラーゲンの生成サポート、血糖値や血圧のコントロール、慢性疲労 

使用方法 １日 3 カプセル程度を使用。 

乳児や妊娠中の方のご使用は医師にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

製品名 ビート ジュース 

製品形状 カプセル 

使用原材料 ビート 

適応 心臓機能、健康的な血圧、運動中の酸素化の促進、腸内環境の調整、ベタイン

による肝機能強化(脂肪肝・肝機能の改善) 

使用方法 1 回 2 カプセルを 1 日 1-2 回程度使用。 

乳児や妊娠中の方のご使用は医師にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

製品名 ブラッド シュガー バランス 

製品形状 カプセル 

使用原材料 デビルズクラブ、ハックルベリー、ゴーヤ、インゲン豆、ウチワサボテン 

適応 健康的な血糖値のサポート維持 

使用方法 １日 2-6 カプセル程度を使用。 

乳児や妊娠中の方のご使用は医師にご相談ください。 

※インスリンをご使用の方は使用できません。 

 



製品名 サイナス サポート 

製品形状 カプセル 

使用原材料 イラクサ、ケルセチン二水和物、西洋ワサビ、エルダーフラワー 

適応 副鼻腔、鼻腔、呼吸器系のサポート維持 

使用方法 １日 3 カプセル程度を使用。 

乳児や妊娠中の方のご使用は医師にご相談ください。 

 

 

 

 

 

製品名 アレ リリーフ・キッズ 

製品形状 液体 

使用原材料 イラクサ、アイブライト、ビロウドモーズイカ ／ グリセリン 

適応 現・ネトル アイブライト に依拠 

使用方法 体重に応じて１日３回程度を使用。 

11 ㎏未満:10 滴程度、23 ㎏~34 ㎏:20 滴程度、34 ㎏~45 ㎏:25 滴程度、

45 ㎏以上:30 滴程度を使用。 

よく振ってから少量の水、又はジュースにと溶かしてお召し上がりください。 

1 歳未満のお子様へのご使用は医師にご相談ください。 

 

 

 

 

 

製品名 カーミング トニック・キッズ 

製品形状 液体 

使用原材料 カモミール、キャットニップ、エルダーフラワー、レモンバーム、ヒソップ、 

ペパーミント、ペパーミントエッセンシャルオイル ／ グリセリン 

適応 落ち着きを促進するハーブの組み合わせ 

使用方法 体重に応じて１日３回程度を使用。 

11 ㎏未満:10 滴程度、23 ㎏~34 ㎏:20 滴程度、34 ㎏~45 ㎏:25 滴程度、

45 ㎏以上:30 滴程度を使用。 

よく振ってから少量の水、又はジュースにと溶かしてお召し上がりください。 

 

 



製品名  エキナセア・キッズ 

製品形状 液体 

使用原材料 エキナセア、ブラックベリー濃縮物、アスコルビン酸 (ビタミン C) ／ グリ

セリン 

適応 現・エキナセア kids 1oz に依拠 

使用方法 体重に応じて１日３回程度を使用。 

11 ㎏未満:10 滴程度、11 ㎏~22 ㎏:15 滴程度、23 ㎏~34 ㎏:20 滴程度、

34 ㎏~45 ㎏:25 滴程度、45 ㎏以上:30 滴程度を使用。 

よく振ってから少量の水、又はジュースにと溶かしてお召し上がりください。 

1 歳未満のお子様へのご使用は医師にご相談ください。 

 

 

 

 

製品名 レモンバーム・キッズ 

製品形状 液体 

使用原材料 レモンバーム、レモンエッセンシャルオイル ／ グリセリン 

適応 現・レモンバーム 1oz に依拠 

使用方法 体重に応じて１日３回程度を使用。 

11 ㎏未満:10 滴程度、11 ㎏~22 ㎏:15 滴程度、23 ㎏~34 ㎏:20 滴程度、

34 ㎏~45 ㎏:25 滴程度、45 ㎏以上:30 滴程度を使用。 

よく振ってから少量の水、又はジュースにと溶かしてお召し上がりください。 

1 歳未満のお子様へのご使用は医師にご相談ください。 

 

 

 

 

  

製品名 パッションフラワー 

製品形状 液体 

使用原材料 パッションフラワー ／ グリセリン 

適応 リラクゼーションをサポートし、神経緊張を和らげます。 

使用方法 就寝前に、よく振ってからフルスポイトを少量の水に溶かして使用。 

乳児や妊娠中の方のご使用は医師にご相談ください。 

 

 



 

製品名 スリープ・キッズ 

製品形状 液体 

使用原材料 バレリアン、パッションフラワー、カモミール、ホップ、アニス／グリセリン 

適応 現・バレリアンパッションフラワー1oz に依拠 

使用方法 体重に応じて就寝前に使用。 

11 ㎏未満:10 滴程度、23 ㎏~34 ㎏:20 滴程度、34 ㎏~45 ㎏:25 滴程度、

45 ㎏以上:30 滴程度を使用。 

よく振ってから少量の水、又はジュースにと溶かしてお召し上がりください。 

1 歳未満のお子様へのご使用は医師にご相談ください。 

 

 

 

 

 

製品名 セントジョンズワート・キッズ 

製品形状 液体 

使用原材料 西洋オトギリソウ、ブラックチェリー濃縮物、アスコルビン酸 (ビタミン C) 

／ グリセリン 

適応 現・セントジョンズワート 1oz に依拠 

使用方法 体重に応じて１日３回程度を使用。 

11 ㎏未満:10 滴程度、11 ㎏~22 ㎏:15 滴程度、23 ㎏~34 ㎏:20 滴程度、

34 ㎏~45 ㎏:25 滴程度、45 ㎏以上:30 滴程度を使用。 

よく振ってから少量の水、又はジュースにと溶かしてお召し上がりください。 

※医薬品との併用、1 歳未満のお子様へのご使用は医師にご相談ください。 

 


