株式会社ヨーゼフ●キャンペーン販売のお知らせ

A1000 レギュラー

活性型ビタミン A（レチナール ・ レチノイン酸）と 3 種類のプロビタミン A（βカロテン ・αカロテン ・ クリプトキサンチン）

ミセル A10000

ミセル（乳化）加工により吸収性を高めた高級ビタミン A ・ カロテノイドサプリメント

期間

2020 年

12 月 1 日（火）～

2021 年

1 月 8 日（金）

1/8 中にご注文・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。

■A10000 レギュラー
ビタミン A が油脂と一緒にカプセルの中に入っているた
め、 食品からの摂取と比べ吸収率がいいです。 レチノー
ルと複数のカロチノイドが配合され、 食品からの摂取と
同じようなバランスでビタミン A の補給ができます。

■ミセル A10000
吸収性に優れた乳化型（= ミセル）ビタミン A のサプ
リメントです。 油物を食べると胃がもたれる、 お腹が緩く
なりやすい…など油の消化吸収力が弱い方には、 乳化
型の方がいいでしょう。

1 回のご注文

/40,000 円
5 個（税込
43,200 円）

サービス品

/8,000 円
1 個（税込
8,640 円）

1 回のご注文

/60,000 円
5 個（税込
64,800 円）

サービス品

/12,000 円
1 個（税込
12,960 円）

■感染を防ぐ最前線︕粘膜免疫にはビタミン A が必要
空気が乾燥してくると風邪やインフルエンザが流行るのはどうしてかご存知でしょうか。 それ
は口の中が乾燥してしまい、 ウイルスに対する防御力 ・ 抵抗力が落ちてしまうから。
唾液には IgA 抗体（免疫グロブリン A）が豊富に含まれています。 IgA 抗体はウイル
スを口の中でブロックする、 感染予防の最前線で戦う粘膜免疫です。 風邪をひいたときに
出る黄色い鼻水や黄色い痰は IgA 抗体が闘った跡。 IgA 抗体の産生にはビタミン A
が必要です。 黄色い鼻水が出ている時だけではなくこの季節は、 材料であるビタミン A を
補給して、 いつでもウイルスと戦える状態にしておきましょう。

あてはまる項目がないかチェックしてみましょう︕
□
□
□
□

□ 目が疲れやすい
風邪を引きやすい
□ 夜盲症
皮膚 ・ 粘膜が弱い
□ 緑黄色野菜が足りない
乾燥肌
パソコンやスマホを長時間使用している
▼

▼

▼

▼

▼

あてはまる項目がある方はビタミン A が不足している可能性があります。

■細胞の生まれ変わり 「ターンオーバー」
ターンオーバーとは、 新しい細胞が生まれ、 古い細胞がはがれおちて入れ替わる働きのこ
とをいいます。 ビタミン A には肌の細胞を増殖させてターンオーバーを正常にする働きがあり
ます。 若いくて健康な肌のターンオーバーは 28 日周期、 赤血球は 120 日、 筋肉は
180 日で入れ替わります。
要注意なのが粘膜。 胃腸のターンオーバーはなんと 3 日です。 胃腸の表皮細胞の栄養
素であるグルタミン（アミノ酸）やビタミン A が不足すると、 ターンオーバーが滞り古い細胞
が残ったままになったり、 荒れた表皮細胞か修復されないままになってしまいます。 慢性的
な胃腸症状がある人は、 ビタミン A 不足が根本的な原因かもしれません。
人参などに含まれるβカロテンは油と一緒に摂ると吸収率があがりますが、 脂っこい料理で
胃もたれする人やお腹が緩くなりやすい人は乳化型（ミセル）のビタミン A がお勧めです。

A10000 レギュラー

原材料︓タラ肝油、 植物油、 ゼラチン
／グリセリン、 デュナリエラ藻抽出物（βカロチン含有）、マリーゴールド抽出物（ル
テイン、 ゼアキサンチン含有）、 ヘマトコッ
カス藻抽出物（アスタキサンチン含有）、
トマト抽出物（リコピン含有）、ビタミンＡ、
抽出ビタミンＥ（酸化防止剤）

内容量︓約 65.8g
（940mg× 約 70 粒）、形状︓
ソフトカプセル
標準組成（1 粒）︓
ビタミン A 効力 10,000IU、
レチノール 2.25mg
（7,500IU）、β- カロチン
9mg（2,500IU）、α- カロチ
ン 0.2mg、 リコピン 1mg、
ルテイン 5mg、 クリプトキサン
チン 45μg、 ゼアキサンチン
1mg、 アスタキサンチン
1mg、 タラ肝油 279.5mg、
EPA25mg、 DHA14mg

ミセル A10000

原材料︓タラ肝油、 ゼラチン、 植物油／グリ
セリンエステル、セルロース、グリセリン、ミツロウ、
デュナリエラ藻抽出物（β- カロチン含有）、 マ
リーゴールド抽出物（ルテイン、 ゼアキサンチ
ン含有）、 ヘマトコッカス藻抽出物（アスタキ
サンチン含有）、トマト抽出物（リコピン含有）、
ビタミンＡ、 抽出ビタミンＥ（酸化防止剤）

内容量︓約 65.8g
（940mg× 約 70 粒）、形状︓
ソフトカプセル
標準組成（1 粒）
︓
ビタミン A 効力 10,000IU、
レチノール 2.25mg
（7,500IU）、β- カロチン
9mg（2,500IU）、α- カロチ
ン 0.2mg、 リコピン 1mg、
ルテイン 5mg、 クリプトキサン
チン 45μg、 ゼアキサンチン
1mg、 アスタキサンチン
1mg、 タラ肝油 260mg、
EPA22mg、 DHA12mg

※ 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。
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