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製品名 HBP コンプリート パウダー 

内容量 90g（粉末）・使用量 1-2g の時、おおよそ 45-90 回分 

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 

おすすめ 血圧や心臓血管の健康サポート 

ご使用の目安 1 日 1－3 回、100-200ml の水に小さじ 2 杯程度を加え、よく混ぜてお召し

上がりください。 

スムージーやヨーグルト等に混ぜてもご使用いただけます。 

 

 

製品名 アイフード パウダー 

内容量 138g（粉末）・使用量 4-5g の時、おおよそ 30 回分 

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 

おすすめ 目や視力の健康サポート 

ご使用の目安 1 日 1－3 回、100-200ml の水に大さじ 1 杯程度を加え、よく混ぜてお召し

上がりください。 

スムージーやヨーグルト等に混ぜてもご使用いただけます。 

 

 

製品名 アロニアベリー 

内容量 45 カプセル・90 カプセル 

使用原材料 アロニアベリー 

おすすめ 血糖値や生活習慣の健康サポート 

ご使用の目安 1 日 6 カプセルを目安にお召し上がりください。 

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 

内容量 45 カプセル・90 カプセル 

使用原材料 ビルベリー 

おすすめ 視力、循環機能の健康サポート 

ご使用の目安 1 日 6 カプセルを目安にお召し上がりください。 

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 

内容量 45 カプセル・90 カプセル 

使用原材料 ニガウリ (ゴーヤ) 

おすすめ 血糖値や生活習慣の健康サポート 

ご使用の目安 1 日 3 カプセルを目安にお召し上がりください。 

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 

内容量 45 カプセル・90 カプセル 

使用原材料 ブラックラズベリー 

おすすめ 生活習慣やフリーラジカルが気になる時の健康サポート 

ご使用の目安 1 日 3 カプセルを目安にお召し上がりください。 

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 

内容量 45 カプセル・90 カプセル 

使用原材料 イチョウ葉、ゴツコーラ 

おすすめ 認知、記憶、循環機能の健康サポート 

ご使用の目安 1 日 3 カプセルを目安にお召し上がりください。 

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 

内容量 45 カプセル・90 カプセル 

使用原材料 ホーリーバジル（カミメボウキ） 

おすすめ ストレス緩和と副腎の健康サポート 

ご使用の目安 1 日 3 カプセルを目安にお召し上がりください。 

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 

内容量 45 カプセル・90 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） 

おすすめ 副鼻腔や呼吸の健康サポート 

ご使用の目安 1 日 2-8 カプセルを目安にお召し上がりください。 

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 

内容量 45 カプセル・90 カプセル 

使用原材料 オリーブ葉 

おすすめ 免疫力、肌の状態、血糖値や血圧、慢性疲労の健康サポート 

ご使用の目安 1 日 3 カプセルを目安にお召し上がりください。 

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 

内容量 45 カプセル・90 カプセル 

使用原材料 ビート 

おすすめ 心臓機能、血圧、腸内環境、肝機能の健康サポート 

ご使用の目安 1 日 4 カプセルを目安にお召し上がりください。 

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 

内容量 45 カプセル 

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

おすすめ 血糖値の健康サポート 

ご使用の目安 １日 2-6 カプセルを目安にお召し上がりください。 

乳児や妊娠中の方のご使用は医師にご相談ください。 

※インスリンをお使いの方は、ご使用できません。 

 

 

製品名 サイナス サポート 

内容量 45 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）、ホースラディッシュ、エルダー

フラワー 

おすすめ 副鼻腔、鼻腔、呼吸器系の健康サポート 

ご使用の目安 1 日 3 カプセルを目安にお召し上がりください。 

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 

内容量 30ml（液体） 

使用原材料 イラクサ、ビロウドモウズイカ、アイブライト ／ グリセリン 

おすすめ アレルギーが気になる時のサポート 

ご使用の目安 よく振ってから少量の水に混ぜて１日３回を目安にお召し上がりください。 

体重に合わせて 

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 

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 

内容量 30ml（液体） 

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

ペパーミント、ペパーミントエキスオイル ／ グリセリン 

おすすめ 落ち着きたい時のサポート 

ご使用の目安 よく振ってから少量の水に混ぜて１日３回を目安にお召し上がりください。 

体重に合わせて 

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 

 

 

製品名 エキナセア・キッズ（ブラックベリー味） 

内容量 30ml（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 

おすすめ 免疫の健康サポート 

ご使用の目安 よく振ってから少量の水に混ぜて１日３回を目安にお召し上がりください。 

体重に合わせて 

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 

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 

内容量 30ml（液体） 

使用原材料 レモンバーム、レモンエキスオイル ／ グリセリン 

おすすめ お腹の調子や、落ち着きたい時のサポート 

ご使用の目安 よく振ってから少量の水に混ぜて１日３回を目安にお召し上がりください。 

体重に合わせて 

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 

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 スリープ・キッズ 

内容量 30ml（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 

おすすめ 自然な眠りのサポート 

ご使用の目安 よく振ってから少量の水に混ぜてお召し上がりください。 

体重に合わせて 

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 

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 

内容量 30ml（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 

おすすめ イライラや気分が憂鬱な時のサポート 

ご使用の目安 よく振ってから少量の水に混ぜて１日３回を目安にお召し上がりください。 

体重に合わせて 

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 

1 歳未満のお子様へのご使用は医師にご相談ください。 

※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。 

 

 

 

 

 



製品名 パッションフラワー 

内容量 30ml・60ml（液体） 

使用原材料 パッションフラワー ／ グリセリン 

おすすめ リラックスや自然な眠りのサポート 

ご使用の目安 よく振ってから少量の水に混ぜてお召し上がりください。 

体重に合わせて 

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 

1 歳未満のお子様へのご使用は医師にご相談ください。 

乳児や妊娠中の方のご使用は医師にご相談ください。 

 


