ビタミン B 群の種類

欠乏症状

キャンペーン販売のお知らせ

ビタミン B1（チアミン）

全身倦怠感、 手足の知覚麻痺、 食欲低下、 動悸、 むくみなど

ビタミン B2（リボフラビン）

成長障害、 口内炎、 胃や肛門などの粘膜のただれ

ナイアシン（ビタミン B3）

皮膚炎、 胃腸症状（食欲不振、 下痢）、 精神神経症状、 口内炎、 めまい、 耳鳴り

パントテン酸（ビタミン B5）

成長障害、 皮膚炎、 副腎皮質機能不全（コルチゾール等低下）

ビタミン B6（ピリドキサール）

成長抑制、 皮膚炎、 貧血、 PMS、 神経伝達物質（セロトニン、 GABA、 アドレナリン等）の乱れ

ビオチン（ビタミン B7）

脱毛、 皮膚炎、 筋肉痛、 食欲不振

葉酸（ビタミン B9）

貧血、 口内炎、 出血、 胎児の発育支障

ビタミン B12（シアノコバラミン）

貧血、 舌炎、 めまい、 動悸、 胃腸症状（下痢、 食欲不振）

B

ビタミン

ヨーゼフではメーカーに合わせて下記製品のキャンペーンを行います。 ビタミン B 群はエネルギー
産生や神経の健康にチームで働く栄養素です。 積極的な健康づくりにお役立てください。

期間 2020 年

6 月 1 日（月）～ 7 月 15 日（水）

7/15（水）の 23︓59 までにご注文 ・ ご入金頂いたものとさせていただきますのでご了承下さい。
なお、 このキャンペーンは１回のご注文のうち、 ５個単位毎に自動適用され、
通常の割引 (15％～ 30％) も併用して適用されます。
内容

ヌクレオ B コンプレックス

イノシトール ・ B3

スーパーイースト B12 ・ 葉酸

1 回のご注文

サービス品

■ヌクレオ B コンプレックス

5 個（34,000 円）

1 個（6,800 円）

■イノシトール ・ B3

5 個（40,000 円）

1 個（8,000 円）

■スーパーイースト B12 ・ 葉酸

5 個（29,000 円）

1 個（5,800 円）

ビタミン B 群全８種類 + ビタミン B 様栄養素 3 種類

ビタミン B 群様栄養素イノシトールと、ナイアシンに特化

原材料︓
L- カルニチン、 菜種硬化油、 鮭白子
生成物（DNA）、 ウコン末 / イノシトー
ル、 HPMC、 ビ タ ミ ン B1、 ビ タ ミ ン
B6、 ビタミン B2、 ナイアシンアミド、
パントテン酸カルシウム、 ベタイン、 ビタ
ミン B12、 酸化ケイ素、 ビオチン、 ク
エン酸、 葉酸
内容︓内容量︓51g（425mg× 約
120 粒）形状︓ハードカプセル
標準組成（1 粒）︓
ビタミン B1
ビタミン B2
ビタミン B6
ビタミン B12
ナイアシンアミド
ビオチン
パントテン酸カルシウム
葉酸
イノシトール
L- カルニチン
ベタイン
精製白子 (DNA)

25mg
25mg
25mg
40μg
25mg
25μg
25mg
300μg
70mg
25mg
25mg
15mg

原材料︓
イノシトール、 ナイアシンアミド、 ルチン、
ステアリン酸カルシウム、 クエン酸、 ビタ
ミン B6、 ビタミン B1、 酸化ケイ素、
ビタミン B2 ／ゼラチン、 還元麦芽糖、
酵母エキス
内容︓内容量︓90g（300mg× 約
300 粒）
形状︓ハードカプセル
標準組成（1 粒）︓
イノシトール
ナイアシンアミド
ビタミン B1
ビタミン B2
ビタミン B6
ルチン
酵母エキス
( 含硫トリペプタイド

100mg
100mg
1mg
1mg
1mg
5mg
6.7mg
1mg)

原材料︓
パン酵母、 コーンスターチ、 脱脂粉乳、
デキストリン、 還元麦芽糖、 菜種硬
化油 / セルロース、 香料、 アミノ酸（調
味料）、ステビア（甘味料）、フマール酸、
ビタミン B1、 葉酸、 ローズマリー抽出
物、（酸 化 防 止 剤、 一 部 に 乳 由 来
含 む）、 グ ァ ー ガ ム（糊 料）
、 ビタミン
B12、 ビタミン B2、 ナイアシンアミド
内容︓内容量︓90g（300mg× 約
300 粒）
形状︓ハードカプセル
標準組成（10 粒）︓
ビタミン B12
葉酸
パン酵母
( 含硫トリペプタイド

200μg
4mg
350mg
5mg)

※ ご注文は、店舗、FAX、ホームページ会員サイトでお願いします。 キャンペーン品の返品はご容赦ください。
※ 本キャンペーン文書は、医療法人社団マリヤ・クリニックの監修のもと作成されています。
株式会社ヨーゼフ 〒263-0043 千葉市稲毛区小仲台 6-19-19 MY ビル
Tel. 043（207）6035 Fax. 043（207）6036 HP. https://yozeph.com/ メール . info@yozeph.com

群

ビタミンＢ12 と葉酸に特化

[ 税込価格 36,720 円 ]

[ 税込価格 43,200 円 ]

[ 税込価格 31,320 円 ]

[ 税込価格 7,344 円 ]

[ 税込価格 8,640 円 ]

[ 税込価格 6,264 円 ]

マリヤ・クリニックがビタミン B 群を治療に使う理由
糖代謝の鍵
ビタミン B 群は糖代謝（血糖からの TCA サイクルの代謝）の鍵となる栄養素で、 全てのビタミン
Ｂ群が糖代謝に関与するとともに、 相互に他のビタミンＢ群を活性化する働きがあるため、 いずれ
か１つのビタミン B 群の欠乏でも糖代謝に異常をきたします。 また、 甘いものの摂取は 「糖代謝
の促進→ビタミンＢ群の消耗 ・ 枯渇」 に繋がります。 血糖値の変動による体調の変化を感じる方
には、 特に充足が必要です。

脳 ・ 神経系の機能維持
神経細胞は、 エネルギー源として糖（グルコース）しか使えないため、 ビタミン B 群欠乏により糖
代謝に障害が起きると、 神経症状（意識障害、 眼球運動障害、 運動失調、 記憶障害等）
が起こることが知られています。 また、 欠乏により、 DNA 合成やミエリン（脳内の神経）合成の
阻害が起こることも知られています。 特に小児の発育時には、 血糖値が安定するような食生活と、
ビタミン B 群の充足が必要です。

TCA サイクルはエネルギーを生み出す回路
生きるために必要なエネルギーを作る唯一の仕組みである TCA サイクル。
このサイクルが回らないと生物は生きることができません。
エネルギーを “生み出す” ために欠かせない糖質 ・ 脂質 ・ タンパク質は 「3 大栄養素」 と呼ばれ
ます。 これらの分解やスムーズな代謝に必要なのが酵素であり、 ビタミン B 群は補酵素として
その役割を助ける重要な成分です。

ビタミン B 群いずれか１つ
欠けても糖代謝に支障

ヌクレオ B コンプレックス

～ビタミン B 群全８種類 + ビタミン B 様栄養素 3 種類～

特徴
・ ビタミンB群全8種類に加え、 イノシトール、 L- カルニチン、 ベタインのビタミンB様栄養素3種類含有
・ 核酸（DNA）配合
★糖代謝の中心となるビタミン B1 を 25mg 配合
ビビタミン B 群は、 いずれか１つのビタミン B 群の欠乏でも糖代謝に異常をきたしますが、 その中でも特にビタ
ミン B1 は、 TCA サイクルの水門部にあたるピルビン酸からアセチル CoA への活性化の役割を担う PDH（ピル
ビン酸 DH）の補酵素（酵素の化学反応を助ける成分）として働き、 糖代謝の中心となる栄養素です。 血
糖値の維持と糖質異化の比率の調節は、 PDH の活性によりますが、 PDH の活性を助ける成分が、 ビタミン
B1 です。 炭水化物や甘いもの中心の食生活では、 特にビタミン B1 が不足しています。
★代謝と細胞増殖に関与する核酸も含有

グリセロール

TCA サイクルは
細胞のミトコンドリアで
常にエネルギーを
作り出しています

核酸（DNA）は、 代謝と細胞増殖という生物の２大特徴に深く関与している栄養素です。 代謝の面では、
ビタミン B 群やナイアシンアミドと結合して補酵素として糖代謝に深く関与したり、 高エネルギーリン酸化合物とし
てエネルギー代謝の中心となったりする働きがあります。 ヒトは、 核酸を他の栄養素から肝臓で合成する経路と、
核酸摂取による再合成の経路とがありますが、 核酸摂取による再合成の方が効率的です

イノシトール ・ B3
ビタミン B1 が欠乏すると TCA サイクルに
入れないのでエネルギー不足に︕

～ビタミン B 群様栄養素イノシトールと、 ナイアシンに特化～

特徴
・ １粒あたりイノシトール 100mg、 ナイアシンアミド 100mg のほか、 ビタミン B1、 B2、 B6 含有
・ 生体利用活性に有用な含硫トリペプタイド配合
★イノシトールは、 細胞内の情報伝達に関与
イノシトールは、ホルモンや神経伝達物質などを正常に機能させるために必要な栄養素です。海外の論文では、
SSRI（選択的セロトニン再取り込み阻害剤）に反応する特定の精神疾患に効果を示すことが報告されています。
●パニック障害（Levine B.J. et al.(1995)Am J Psychiatry.152,1084-1086）
●うつ症状（Barak L.J.et al(1995)Am J Psychiatry.152,792-794）
●強迫神経症（Levine F.M et al.(1996)Am J Psychiatry.153,1219-1221）

スーパーイースト B12 ・ 葉酸

～ビタミンＢ12 と葉酸に特化～

特徴

ATP
ミトコンドリアでは一つのブドウ糖から 36 個の
ATP（エネルギーのもと）を作り出します。

・ １粒あたりビタミンB12 20μg（ヌクレオ B︓0.5 粒相当）、葉酸400μg（ヌクレオ B︓1.3 粒相当）含有
・ １本あたり約 1200 粒入っているミニタブレットタイプで、 摂取量の調整がしやすい
・ 生体利用活性に有用な含硫トリペプタイド配合
★妊娠と葉酸の関係
葉酸は妊娠初期の胎児の神経管形成に必要とされる栄養素です。 受胎前後の葉酸摂取により先天異常で
ある神経管閉鎖障害発症のリスク低減がわかり、 厚生労働省もサプリメントによる葉酸摂取を推奨しています。
e- ヘルスネット（厚生労働省）https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/food/e-05-002.html

