
ベーシックパック 
 内容量 450 mg×6 粒×45 袋 形状：タブレット 

原材料 

還元麦芽糖、ミネラル含有酵母末(亜鉛、マンガン、クロ
ム、セレン、銅、モリブデン)、アヤムラサキイモ末、魚
骨焼成カルシウム、昆布末/セルロース、乾燥硫酸マグ
ネシウム、ビタミン C、抽出ビタミン E、塩化カリウム、
カロテノイド(デュナリエラ)、ステアリン酸カルシウ
ム、イノシトール、ベタイン、パントテン酸カルシウム、
ショ糖エステル、酸化ケイ素、ビタミン B6、ビタミン
B1、シェラック、ビタミン B2、ヘスペリジン、ルチン、
ナイアシンアミド、ビタミン A、グリセリンエステル、
クエン酸、ビオチン、ビタミン B12、グァーガム(糊料)、
ビタミン D3、葉酸、カルナウバロウ 

主要成分（1 袋中） 

レチノール(ビタミン A)         600 µg(2,000 IU) 
β-カロテン                  3.6 mg 
α-カロテン                0.135 mg 
ルテイン                  0.02 mg 
クリプトキサンチン                 37.5 µg 
ゼアキサンチン                          0.02 mg 
ビタミン B1                               20 mg 
ビタミン B2                               20 mg 
ビタミン B6                               20 mg 
ナイアシン                                20 mg 
パントテン酸                            18.4 mg 
ビタミン B12                               20 µg 
葉酸                                     200 µg 
ビオチン                                  30 µg 
イノシトール                              40 mg 
ビタミン C                              200 mg 

ビタミン D                         1.5 µg(60 IU) 
ビタミン E                        67 mg(100 IU) 
ビタミン P                                40 mg 

ヘスペリジン                            20 mg 
 ルチン                                  20 mg 
マグネシウム                              70 mg 
カリウム                                  40 mg 
カルシウム                                20 mg 
亜鉛                                       7 mg 
マンガン                                   2 mg 
銅                                       0.2 mg 
クロム                                70 µg 
ヨウ素                                70 µg 
セレン                                    40 µg 
モリブデン                                40 µg 

￥  

レモン V 

 内容量 11 g×30 袋 形状：顆粒 

原材料 

ビタミン C、クエン酸、セルロース、酸化ケイ素、香料、
ステビア(甘味料)、ビタミン A、グァーガム(糊料)、ナ
イアシン、ビタミン B1、パントテン酸カルシウム、ビ
タミン B6、ビタミン B2、ルチン(酸化防止剤)、ヘスペ
リジン、葉酸/還元麦芽糖、難消化性デキストリン、ロ
ーズヒップ 

主要成分（1 袋中） 

ビタミン C                              500 mg 
ビタミン P                                 2 mg 

ルチン                                   1 mg 
ヘスペリジン                             1 mg 

レチノール(ビタミン A)         600 µg(2,000 IU) 
ビタミン B1                               1.6 mg 
ビタミン B2                               1.1 mg 

ビタミン B6                               1.1 mg 
ナイアシン                                  5 mg 
パントテン酸                            1.38 mg 
葉酸                                     400 µg 
クエン酸                                 220 mg 
ローズヒップ                              5.5 mg 
食物繊維                                 0.9 g 

 
＜ケンビのサプリメントの特長＞ 

＊賞味期限内であれば機能性成分が表示量の 96％以上含有されていることが保証されています。 

＊身体の中で溶けやすく、利用効率が高まるよう工夫されています。 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

※ ご注文は、店舗、FAX、ホームページ会員サイトよりお願いします。 

キャンペーン品の返品はご容赦ください。 

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/  Mail. info@yozeph.com 

㈱ヨーゼフ

キャンペーンのお知らせ 

 

５個ご購入で ＋１個 プレゼント！ 

この機会にぜひお買い求めください。 

※ 8/7(金)23：59 までにご注文・ご入金いただいたものを対象とさせていただきます。ご了承くだ

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。 

キャンペーン期間 

   2020.7.1（水）～ 8.7（金） 

 

ビタミン・ミネラル 足りていますか？ 

～暑さ対策にはもちろん、日々の健康のために～ 

⇒ ベーシックパック がおすすめ！ 

対象商品の詳細は中面へ！ 

□ 野菜や果物の摂取量が少ない □ 貝類・海藻類をあまり食べない 

□ 外出先でも手軽に栄養補給をしたい  □ 健康管理に気をつけたい 

□ 精神的・肉体的ストレスが気になる 

⇒ レモン V がおすすめ！ 

□ 子供でも飲みやすいサプリメントがほしい 

□ ドリンクタイプで栄養補給をしたい  □ 野菜や果物をあまり食べない 

□ ストレスを感じている □ 元気がない 

https://yozeph.com/


 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベーシックパック 
＊ 各種ビタミン・ミネラルを豊富に含む総合栄養補助食品 

＊ 持ち運びに便利な分包タイプ 

 

レモン V 
＊ ビタミン A・B 群・C・P と水溶性食物繊維を配合したマルチ栄養素補給製品 

＊ 飲みやすいドリンク用粉末タイプ 

① 不足しやすい各種ビタミン・ミネラルをバランスよく配合 
  ビタミンやミネラルはお互いに協力しながら働いているため、満遍なくバランスよく摂取することが重

要です。食品の加工過程で含有量が低下しやすいため、加工食品が普及している現代では積極的な摂取

が望まれます。 

5 個：50,000 円（税込 54,000 円） 

⇒ ＋1 個：10,000 円（税込 10,800 円） プレゼント！ 

5 個：20,000 円（税込 21,600 円） 

⇒ ＋1 個：4,000 円（税込 4,320 円） プレゼント！ 

 
ベーシックパックの特長 

② 有効成分が失われない安心の製品設計 
  マルチビタミン・ミネラル製品は、成分同士の反応や酸化・分解により有効成分量が低下しないよう製

造することが重要です。本品は、原材料の混合・造粒・コーティングなどの段階ごとに最適な加工が施

されています。 

 
思わぬ不足に注意！ 

五大栄養素の中で、ビタミンやミネラルは直接エネルギー源にはなりませんが、身体の機能維持や調整を行う

大切な役割を担っています。いずれも体内で合成できず、不足すると身体の至るところに異常をきたすため、

積極的な摂取が望まれます。 

 
酵素の活性化に関与 

代謝がスムーズに行われるためには栄養素以外にも酵素

の働きが必要不可欠です。酵素の中には単独では活性化

せず、補酵素というサポーターが必要なものがあります。

このような酵素の活性化には、補酵素の材料となるビタ

ミンやミネラル（亜鉛・銅・マンガン・セレン・モリブ

デン）をしっかり摂ることが大切です。 

酵素 

補酵素 

→ 

特有な補酵素が

結合して初めて

活性化！ 

ビタミン・ミネラル 

タンパク質 

 ① 食事で不足しがちなビタミンを１袋で手軽に補給できる 
  1 袋にビタミン C 500 mg を含み、水にさっと溶けるのでお子さんにもおすすめの製品です。 

＜不足する要因＞ 

・暑い日や運動時の発汗やストレスによってミネラルが排泄される。 

・食品に本来豊富に含まれているはずのビタミンやミネラルが精製過程で失われている（白米や白砂糖など）。 

・土壌に含まれるミネラルが減少する傾向にあり、野菜などに含まれるミネラルが減少している。 

③ 砂糖不使用 
  砂糖の 200～300 倍の甘みを有する天然甘味料のステビアを使用しています。美味しく継続してお召

し上がりいただけるよう、爽やかな甘みをもつ還元麦芽糖で甘みを調整しています。 
 

② 水溶性食物繊維として難消化性デキストリンを配合 
  難消化性デキストリンとは、食生活の欧米化で摂取不足が懸念されている食物繊維を補う目的で開発さ

れた食品素材です。低粘性で溶けやすく、耐熱性・耐酸性に優れているため、様々な加工食品に利用さ

れています。 

レモン Vの特長 

 
各ビタミンと食物繊維の働き 

 

 

＜メタボリックシンドロームの改善・予防＞ 

・満腹感の増加 

・中性脂肪、コレステロール、胆汁酸の排泄促進 

・食後血糖値の急激な増加抑制 

 
ビタミン A 

正常な粘膜・粘液・

線毛の働きに必要。

侵入した異物は粘

液にからみつき、線

毛の動きによって

排出される。 

  
   

 
ビタミン B群 

代謝のビタミンと呼

ばれ、生命活動の源で

あるエネルギー産生

に欠かせない。あらゆ

る種類の酵素の補酵

素として相互に作用

している。 

ビタミン C 

血中や水晶体に高濃度

に分布し、体内に存在

する活性酸素を消去す

る。身体の酸化（サビ）

を取り除くことが様々

な疾患の予防・改善へ

と繋がる。 

ビタミン P 

ルチン、ヘスペリジンな

どのフラボノイドの総

称。毛細血管の強化、血

流改善、LDL コレステロ

ールの低下、抗アレルギ

ー作用、免疫力アップが

期待される。 

 
食物繊維 

＜腸内環境の改善＞ 

・腸管通過時間の短縮（発がん物質発生の予防） 

・毒物の対外排出  ・大腸の蠕動運動の促進 

・便の増量、かさの増加 


