
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

■C1000 with B C1000 with B C1000 with B C1000 with B コンプレックスコンプレックスコンプレックスコンプレックス ■αααα----リポリポリポリポ・Ｃ・Ｃ・Ｃ・Ｃ 

5555 個個個個ののののご注文でご注文でご注文でご注文で    ＋＋＋＋    1111 個個個個サービスサービスサービスサービス    

16,200 円 

（税抜 15,000 円） 

3,240 円 

（税抜 3,000 円） 

5555 個個個個ののののご注文でご注文でご注文でご注文で    ＋＋＋＋    1111 個個個個サービスサービスサービスサービス    

27,000 円 

（税抜 25,000 円） 

5,400 円 

（税抜 5,000 円） 

キャンペーン内容キャンペーン内容キャンペーン内容キャンペーン内容    

株式会社ヨーゼフ ● キャンペーン案内 

期間期間期間期間        2021202120212021 年年年年 11111111 月月月月 1111 日日日日（（（（月月月月）～）～）～）～11112222 月月月月 10101010 日日日日（（（（金金金金））））    

12/10（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のでご了承ください。なお、 

このキャンペーンは 1 回のご注⽂のうち、5 個単位ごとに自動適用され、通常の割引（15〜30％）も適用されます。 

※ 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。 

※ 本キャンペーン文書は、発売元の情報に基づき、（医）マリヤ・クリニックが編集しております。 

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/  Mail. info@yozeph.com 

【【【【ＣＣＣＣ1001001001000 with B0 with B0 with B0 with B コンプレックスコンプレックスコンプレックスコンプレックスの特長の特長の特長の特長】】】】    

★ビタミンビタミンビタミンビタミン CCCC1111,,,,000 mg000 mg000 mg000 mg とともにとともにとともにとともに 6666 種類の種類の種類の種類のビタミンビタミンビタミンビタミン

BBBB 群を配合群を配合群を配合群を配合 

ビタミン C は一度に 1ｇ以上摂取することにより血中濃度

が高まると報告されています。本品はビタミン C と同様に

頻回摂取が必要で、協調して酵素の活性化などをサポートす

る 6 種類のビタミン B 群を配合しています。 

★ビタミンＣのビタミンＣのビタミンＣのビタミンＣの酸化酸化酸化酸化低減低減低減低減にににに役立つビ役立つビ役立つビ役立つビタミンタミンタミンタミン PPPP、ウコン、ウコン、ウコン、ウコン

末を配合末を配合末を配合末を配合    

ビタミンＰは柑橘類などにビタミンＣと共に存在し、その酸

化を抑える働きを持つ栄養素です。また、ビタミンＰやウコ

ン末はビタミンＣの酸化低減に役立つことから、製品の安定

性や褐変防止に有用です。 

★ビタミンビタミンビタミンビタミンＣＣＣＣとととと協調して協調して協調して協調して細胞の細胞の細胞の細胞の安定化に安定化に安定化に安定化に役立つグル役立つグル役立つグル役立つグル

タチオンをタチオンをタチオンをタチオンを配合配合配合配合 

 ビタミンＣは脂溶性ビタミンＥの安定化を助けます。グル

タチオン（パン酵母由来）は、水溶性の物質の安定化を助け

るため、ビタミンＣとの同時摂取が望まれます。 

C1000 with B C1000 with B C1000 with B C1000 with B コンプレックスコンプレックスコンプレックスコンプレックス    

【【【【αααα----リポリポリポリポ・・・・ＣＣＣＣの特長の特長の特長の特長】】】】    

★★★★αααα----リポリポリポリポ酸酸酸酸を１粒中を１粒中を１粒中を１粒中にににに 12 mg12 mg12 mg12 mg 配合配合配合配合    

α-リポ酸は脂溶性と水溶性の性質を併せ持ち、全身のあら

ゆる場所で物質の安定化や糖質の代謝などに関与します。食

品中の含有量が少なく加齢に伴い減少するため、積極的な補

給が望まれます。 

★ビタミンＣを１粒ビタミンＣを１粒ビタミンＣを１粒ビタミンＣを１粒中に中に中に中に 200200200200    mgmgmgmg 配合配合配合配合    

ビタミンＣは体内で合成できないため食品からの摂取が欠

かせませんが、水溶性のため摂取後 2～3 時間で尿から体

外に排泄されます。本品は、長時間体内に留めることが難し

いビタミンＣの頻回摂取に適した製品です。 

★ビタミンＣのビタミンＣのビタミンＣのビタミンＣの酸化酸化酸化酸化低減低減低減低減にににに役立つ役立つ役立つ役立つビタミンビタミンビタミンビタミン PPPP、ウコン、ウコン、ウコン、ウコン

末を配合末を配合末を配合末を配合    

αααα----リポリポリポリポ・Ｃ・Ｃ・Ｃ・Ｃ 

主要成分（1 袋中）︓ 
ビタミン C ……………………… 1,000 mg 
ビタミン P …………………………… 5 mg 

ヘスペリジン …………………… 2.5 mg 
ルチン …………………………… 2.5 mg 

ビタミン B₁ …………………………1.5 mg 
ビタミン B₂ …………………………1.5 mg 
ビタミン B₆ …………………………1.5 mg 
ナイアシン(1)…………………………10 mg 
パントテン酸(2)……………………… 5 mg 
葉酸 …………………………………500 μg 
パン酵⺟………………………………18 mg 

グルタチオン……………………0.15 mg 
ウコン末………………………………10 mg 

(1)ナイアシンとしてナイアシンアミドを含有 
(2)パントテン酸としてパントテン酸カルシウムを

含有 

主要成分（1 粒中）︓ 
ビタミン C………………………… 200 mg 

α-リポ酸………………………………12 mg 

ルチン（ビタミン P）………………10 mg 

ウコン末……………………………10.5 mg 

※α-リポ酸は胃の酸度を増すことがあり、

胃腸の弱い方は摂りづらい場合があります。

胸やけや下痢などの胃腸症状が出た際には

量を調整してお摂りください。 

＜ケンビのサプリメントの特長＞＜ケンビのサプリメントの特長＞＜ケンビのサプリメントの特長＞＜ケンビのサプリメントの特長＞    

＊賞味期限内＊賞味期限内＊賞味期限内＊賞味期限内であればであればであればであれば表示された有効成分量表示された有効成分量表示された有効成分量表示された有効成分量がががが 100100100100％保証されています％保証されています％保証されています％保証されています。。。。    

＊身体の中で溶けやすく、利用効率が＊身体の中で溶けやすく、利用効率が＊身体の中で溶けやすく、利用効率が＊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。高まるよう工夫されています。高まるよう工夫されています。高まるよう工夫されています。    

＊人工着色料＊人工着色料＊人工着色料＊人工着色料やややや人工人工人工人工保存料は一切保存料は一切保存料は一切保存料は一切使用使用使用使用していない、していない、していない、していない、高品質の製品高品質の製品高品質の製品高品質の製品です。です。です。です。    

 

 

ビタミンビタミンビタミンビタミンＣＣＣＣは健康の維持・増進に不可欠な栄養素ですが、ヒトはビタミンＣを体内で作ることが

できません。現代のようなストレス社会においては特に積極的に摂取したい栄養素ですが、食事の

みで十分な量を摂取することは難しいため、サプリメントでの摂取が望まれる栄養素です。ビタミ

ンＣは水溶性（水に溶けやすい）ビタミンのため、摂取後は速やかに吸収されますが、体内に長時

間蓄えておくことができません。そのため、一度にまとめて摂るよりも頻回に摂ることがおすすめ

です。また、αααα----リポリポリポリポ酸酸酸酸は水にも油にもなじみやすく、全身のあらゆる場所で強力な抗酸化作用を

発揮する特徴があり、ビタミンＣの再生や血中濃度を高く保つために役立つことから、ビタミンＣ

と併せて摂りたい栄養素です。 

ビタミンＣは代表的な抗酸化ビタミンＣは代表的な抗酸化ビタミンＣは代表的な抗酸化ビタミンＣは代表的な抗酸化ビタミンビタミンビタミンビタミン    

αααα----リポ酸とリポ酸とリポ酸とリポ酸と一緒一緒一緒一緒のののの摂取摂取摂取摂取でででで抗酸化抗酸化抗酸化抗酸化力アップ！力アップ！力アップ！力アップ！    

ビタミンＣビタミンＣビタミンＣビタミンＣ    ＆＆＆＆    αααα----リポリポリポリポ酸酸酸酸    

免疫力免疫力免疫力免疫力のののの強化強化強化強化、、、、抗酸化抗酸化抗酸化抗酸化対策に対策に対策に対策に！！！！    

3,240 円（税抜 3,000 円） 

 

【内容量】3g×40 袋 

【形状】顆粒分包 

5,400 円（税抜 5,000 円） 

 

【内容量】350ｍg×300 粒 

【形状】タブレット 



 

 

身体の身体の身体の身体のサビ（酸化）サビ（酸化）サビ（酸化）サビ（酸化）を取り除くを取り除くを取り除くを取り除く！！！！    

免疫力免疫力免疫力免疫力のののの強化強化強化強化にもにもにもにも重要な重要な重要な重要な「「「「抗酸化抗酸化抗酸化抗酸化物質物質物質物質」」」」    

酸素はヒトが生きていく上で絶対に欠かせない物質ですが、酸素が利用される時に「活性酸素活性酸素活性酸素活性酸素」

という物質を発生させます。活性酸素は好中球やマクロファージといった免疫細胞が病原菌を

殺菌するために必要、といった面もあるのですが、増えすぎると私たち自身の細胞や組織にも

ダメージを与えてしまいます。これを「酸化酸化酸化酸化ストレスストレスストレスストレス」といいます。この酸化ストレスが、が

んや老化、さまざまな疾患の原因になることがわかってきました。鉄が酸化によってサビてし

まうように、ヒトの細胞も活性酸素によって酸化することで正常な働きができなくなり、劣化

してしまうのです。一方で、私たちの身体はこの酸化ストレスに対処するための「抗酸化抗酸化抗酸化抗酸化」と

いう仕組みも備えています。そのために必要な物質が、ビタミンＣやビタミンＥをはじめとし

た抗酸化抗酸化抗酸化抗酸化物質物質物質物質なのです。 

●吸収されやすく、水溶性水溶性水溶性水溶性・・・・脂溶性両方の脂溶性両方の脂溶性両方の脂溶性両方の性質を持性質を持性質を持性質を持つつつつことから、細胞の隅々まで到達し、全身

のあらゆる箇所で抗酸化力を発揮する 

●ビタミンビタミンビタミンビタミン CCCC、コエンザイム、コエンザイム、コエンザイム、コエンザイム Q10Q10Q10Q10、グルタチオン、グルタチオン、グルタチオン、グルタチオンの抗酸化力の抗酸化力の抗酸化力の抗酸化力をををを再生再生再生再生させる。ビタミンビタミンビタミンビタミン EEEE の抗の抗の抗の抗

酸化力酸化力酸化力酸化力も間接的にも間接的にも間接的にも間接的に再生再生再生再生させる 

●細胞のミトコンドリア内でエネルギーを作り出す TCATCATCATCA 回路回路回路回路において、ピルビン酸やα-ケト

グルタル酸の代謝に必要であり、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー産生に産生に産生に産生に関わる関わる関わる関わる 

●有害な有害な有害な有害な金属イオンを金属イオンを金属イオンを金属イオンをキレートキレートキレートキレートして無害化して無害化して無害化して無害化する。キレーション作用による解毒効果があり、肝

臓保護に役立つ 

●血液血液血液血液脳関門を脳関門を脳関門を脳関門を通過できる通過できる通過できる通過できる唯一の唯一の唯一の唯一の抗酸化物質抗酸化物質抗酸化物質抗酸化物質として、アルツハイマー病や脳卒中による脳血管

障害から脳を守るために有効と考えられている 

●紫外線や化学物質紫外線や化学物質紫外線や化学物質紫外線や化学物質にさらされたり、精神的・身体的精神的・身体的精神的・身体的精神的・身体的ストレスストレスストレスストレスが多かったりすると、酸化ストレ

スは増大します。すると抗酸化物質が消耗し、酸化ストレスとその酸化ストレスに抗う栄養素の

バランスが崩れてしまいます。 

●酸素を利用する限り、酸化ストレスは避けられませんが、活性酸素から身体を守るために必要

な抗酸化作用を持つ栄養素を摂取することによって、バランスを取ることが大切です。 

 

 

活性酸素の働きを抑えることは、免疫力を高め、老化やがん、動脈硬化をはじめとした様々な疾

患の予防・改善につながります。ビタミン C にはウイルス不活性化作用や、免疫に関わるマクロ

ファージの活性化作用もあることから、積極的に摂りたい栄養素です。 

活性酸素活性酸素活性酸素活性酸素    

    

 

老化老化老化老化、がん、、がん、、がん、、がん、動脈硬化動脈硬化動脈硬化動脈硬化などなどなどなど    

酸素の酸素の酸素の酸素の利用利用利用利用    

増大増大増大増大    

活性酸素の活性酸素の活性酸素の活性酸素の除去除去除去除去    

ビタミンビタミンビタミンビタミンＣＣＣＣ    αααα----リポリポリポリポ酸酸酸酸    

紫外線紫外線紫外線紫外線、化学物質、、化学物質、、化学物質、、化学物質、    

精神的精神的精神的精神的・・・・身体的身体的身体的身体的ストレス、ストレス、ストレス、ストレス、    

激しい激しい激しい激しい運動、運動、運動、運動、喫煙喫煙喫煙喫煙、、、、    

過度な飲酒過度な飲酒過度な飲酒過度な飲酒    などなどなどなど    

様々な抗酸化物質様々な抗酸化物質様々な抗酸化物質様々な抗酸化物質ととととαααα----リポ酸のリポ酸のリポ酸のリポ酸の特長特長特長特長    

抗酸化物質には水溶性（水になじみやすい）のものと脂溶性（脂になじみやすい）のものがあり、

それぞれ体内で働く箇所が異なるため、両方を十分に摂ることが理想です。 

水に水に水に水になじみやすいなじみやすいなじみやすいなじみやすい    

ビタミンビタミンビタミンビタミン CCCC    

グルタチオングルタチオングルタチオングルタチオン    

油油油油にににになじみやすいなじみやすいなじみやすいなじみやすい    

ビタミンビタミンビタミンビタミン EEEE    

コエンザイムコエンザイムコエンザイムコエンザイム QQQQ10101010    

 αααα----リポ酸リポ酸リポ酸リポ酸    

細胞質・血液細胞質・血液細胞質・血液細胞質・血液などなどなどなどで働くで働くで働くで働く    細胞膜細胞膜細胞膜細胞膜などで働くなどで働くなどで働くなどで働く    

水水水水

溶溶溶溶

性性性性    

脂脂脂脂

溶溶溶溶

性性性性    

大切大切大切大切なのはなのはなのはなのはバランスをバランスをバランスをバランスを取ること取ること取ること取ること    

●ストレスがかかると脳から副腎に信号が伝えられ、副腎から

コルチゾール、アドレナリン、ノルアドレナリンなどの副腎

ホルモンを分泌し、ストレスに適応する力を高めます。慢性

的にストレスが続き、副腎ホルモンが出続けると、副腎が正

常に機能しなくなることがあります。この状態は「副腎疲労副腎疲労副腎疲労副腎疲労」

と呼ばれ、慢性疲労慢性疲労慢性疲労慢性疲労、、、、朝朝朝朝起きられない、起きられない、起きられない、起きられない、風邪を引きやすい風邪を引きやすい風邪を引きやすい風邪を引きやすい、、、、

うつ症状うつ症状うつ症状うつ症状、、、、アレルギーアレルギーアレルギーアレルギー症状、症状、症状、症状、低血糖症状低血糖症状低血糖症状低血糖症状などが起こりやすく

なります。 

●ビタミン C は、アドレナリンやノルアドレナリンを合成する

のに必要な栄養素です。不安、緊張、人間関係などから生じ

る「精神的ストレス精神的ストレス精神的ストレス精神的ストレス」や、ケガ、感染症などから生じる「身体身体身体身体

的ストレス的ストレス的ストレス的ストレス」が複数重なっている時は、ビタミン C を普段よ

り多く補い、副腎の働きを正常に保つことがストレスへの抵

抗力を高めるカギと言えます。 

ビタミンビタミンビタミンビタミン CCCC とストレスのとストレスのとストレスのとストレスの関わり関わり関わり関わり    

間脳 

視床下部 

下垂体 

副腎 

コルチゾール 

アドレナリン 

ノルアドレナリン 

ストレスストレスストレスストレス    

ビタミンビタミンビタミンビタミン CCCC    αααα----リポ酸リポ酸リポ酸リポ酸    

 グルタチオン、ビタミン E、 

コエンザイム Q10 など 

抗酸化抗酸化抗酸化抗酸化    

【【【【    
-- --

リリリリ

ポポポポ

酸酸酸酸

のののの

特

長

特

長

特

長

特

長

】】】】

    

αααα    


