
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期間  2022 年 3 月 1 日（火）～2022 年 4 月 8 日（金） 

4/8（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/  メール. info@yozeph.com 

＜ケンビのサプリメントの特長＞ 

＊賞味期限内であれば表示された有効成分量が 100％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。 

＊人工着色料や人工保存料は一切使用していない、高品質の製品です。 

ミセル コエンザイム Q10／α-リポ・C 

 

商品の特長 商品の内容 

強い身体は強い細胞によってつくられます 
ヒトの身体は約 37 兆個の細胞で構成されており、その細胞には様々な

種類があります。例えば、白血球などの免疫細胞は病原体などの異物から

身体を守り、骨格筋・心筋などを構成する筋細胞は身体を支え動かし、神

経細胞は脳とそれ以外の部分の情報伝達を行う…といったように、約 200

種類ある細胞がそれぞれ独自の機能を持っています。そして、歩く・食べ

るなどすべての生命活動はエネルギーを利用して行われていますが、その

エネルギーは私たちの細胞の中で酸素と栄養によって作り出されるもの

です。私たちが絶え間なく呼吸をし、毎日食事をするのは、細胞に酸素と

栄養を取り込むためと言っても過言ではありません。強く健康な身体づく

りは、強く元気な細胞があってこそのものなのです。 

そこで、今回は私たちの身体の基礎である細胞のために重要な栄養素を

ご紹介したいと思います。 

■ミセル コエンザイム Q10 

★加齢に伴い 20 代以降は体内での合成量が急激に減少す

るコエンザイム Q10 を 1 粒あたり 100mg 配合 

★オメガ３系必須脂肪酸の一つであるα-リノレン酸を豊富

に含むシソ油を、酸化を防ぐビタミン E と併せて配合 

★コエンザイム Q10、α-リノレン酸、ビタミン E などの脂

溶性物質の吸収性を高めるために、ミセル（乳化）加工を施

しています 

■α-リポ・C 

★脂溶性と水溶性の性質を併せ持ち、全身のあらゆる箇所

で抗酸化力を発揮するα-リポ酸を 1 粒中に 12mg配合 

★ビタミン C を 1 粒中に 200mg 配合し、水溶性で長時間

体内に留めることが難しいビタミン C の頻回摂取に最適 

★ビタミン C の酸化低減に役立つビタミン P とウコン末を

配合 

価格：10,260 円（税抜 9,500 円） 

内容量：510mg×90 粒 

主要成分（1 粒中）： 

コエンザイム Q10……………………100mg 

シソ油 ………………………………91.5mg 

ビタミン E………………………………1mg 

レシチン…………………………………2mg 

【アレルゲン】大豆 

価格：5,400 円（税抜 5,000 円） 

内容量：350mg×300 粒 

主要成分（1 粒中）： 

ビタミン C……………………………200mg 

α-リポ酸 ………………………………12mg 

ルチン（ビタミン P） ………………10mg 

ウコン末 ……………………………10.5mg 

価格：7,344 円（税抜 6,800 円） 

内容量：425mg×120 粒 

主要成分（1 粒中）： 

ビタミン B1  …25mg 葉酸……………300μg 

ビタミン B2  …25mg ビオチン ………25μg 

ビタミン B6  …25mg イノシトール…70mg 

ナイアシン……25mg L-カルニチン…25mg 

パントテン酸…25mg ベタイン………25mg 

ビタミン B12…40μg 精製白子(DNA)…15mg 

価格：8,640 円（税抜 8,000 円） 

内容量：400mg×120 粒 

主要成分（1 粒中）： 

亜鉛………………………………………15mg 

銅 ………………………………………0.2mg 

マンガン ………………………………0.5mg 

セレン……………………………………20µg 

ウコン末 ………………………………12mg 

【アレルゲン】大豆 

ヌクレオ・B コンプレックス／亜鉛 プラス 

 5 個のご注文で 1 個無料サービスのキャンペーンです！ 

亜鉛 プラス α-リポ・C ヌクレオ・B コンプレックス ミセル コエンザイムQ10 

免疫力強化キャンペーン 
－強い身体と免疫力は強い細胞から－ 

■ヌクレオ・B コンプレックス 

★エネルギー産生に欠かせないビタミン B 群はお互いに助

け合いながら働くため、8 種のビタミン B 群をコンプレッ

クス（複合体）として同時に摂取できるよう高配合 

★ビタミン B 群の補酵素作用をサポートする４つの成分

（イノシトール、L-カルニチン、ベタイン、DNA）を配合 

★特殊なコーティング加工を施すことで、ビタミン B 群の

有効成分の変性を防ぐとともに、ビタミン B 群がゆっくり

と溶け出し体内に長く留めることが可能となります 

■亜鉛 プラス 

★タンパク質や糖質の代謝、アルコールの分解など 300 種

類以上の酵素に関与し、生命活動の維持に欠かせないミネ

ラルである亜鉛を 1 粒中に 15mg 配合 

★亜鉛と協調して働く 3 種の微量ミネラル（銅、マンガン、

セレン）をバランスよく配合 

★クルクミンというポリフェノールを豊富に含むウコン

（別名ターメリック）末を配合 

https://yozeph.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

コエンザイム Q10 はほとんどの細胞に存在し、エネルギー代謝が活発でミトコンドリアが

多い臓器（心臓や肝臓）には特に多く分布します。コエンザイム Q10 は体内で合成できます

が、加齢とともに合成量は急激に少なくなり、20 代をピークに、80 代ではピーク時の 50％

にまで減ってしまいます。40 歳以上のおよそ 70％の人がコエンザイム Q10 不足とされてお

り、積極的な摂取が望まれます。 

コエンザイム Q10 の働きは大きく分けて次の２つです。 

①エネルギーを作る…コエンザイム Q10 は細胞内のミトコンドリアに多く含まれ、エネルギ

ー産生に必要不可欠な栄養素です。コエンザイム Q10 が不足するとエネルギー産生がうま

くいかず、エネルギー不足になります。その結果、細胞の機能低下や細胞数の減少を招き、

老化や病気につながりやすくなります。 

②膜の酸化を防ぐ…細胞膜を構成する脂質は、身体の中でも特に酸化されやすい部分です。コ

エンザイム Q10 は、ビタミン E などと協力して膜の酸化を防いでいます。 

＜ミセル コエンザイム Q10 はこのような方にお勧め＞ 

ご高齢の方、スタミナ不足を感じる方、スポーツをする方、手足が冷えやすい方、肌の調子

が悪い方 など 

ビタミン C は免疫細胞の活性を高める栄養素です。好中球やマクロファージの貪食能を高め

たり、リンパ球の一種でウイルスなどを殺傷する機能を持つ NK（ナチュラルキラー）細胞や

キラーT 細胞を活性化したりする他、抗体の産生にも必要です。他にも、ストレスに対抗する

副腎ホルモンの分泌促進、コラーゲンの生成・維持、抗アレルギー作用、鉄や亜鉛の吸収促

進、脂肪酸をエネルギーに変えるために必須、といった様々な働きを持ちます。 

また、ヒトが生きていく上で酸素を利用すると必ず発生するのが「活性酸素」。活性酸素は免

疫細胞が病原菌を殺菌する時にも必要ですが、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、老化や様々な疾患の原因となってしまいます。ビタミン C はこの活性酸素を処理

する力（抗酸化作用）を持つ抗酸化物質の一つです。 

α-リポ酸は水溶性・脂溶性両方の性質を持つ強力な抗酸化物質で、ビタミン C やコエンザイ

ム Q10 などの抗酸化力を再生させる力があります。細胞のミトコンドリア内でエネルギーを

作り出す TCA 回路でエネルギー産生に関わる他、有害な金属の解毒にも働く栄養素です。 

＜α-リポ・C はこのような方にお勧め＞ 

糖質の摂りすぎが気になる方、タバコやアルコールを嗜む方、運動・ダイエットをされてい

る方、タブレットタイプでα-リポ酸とビタミン C を頻回摂取したい方 など 

ビタミン B 群は細胞内で行われるエネルギー産生に欠かせないビタミンです。特に、糖質の

代謝の鍵となる栄養素で、全てのビタミン B 群が糖代謝に関与しています。ビタミン B 群は 8

種ありますが、互いに助け合いながら働く特徴があるため、どれか 1 種でも欠乏すると糖代謝

に支障をきたします。糖の過剰な摂取はビタミン B 群の消耗・枯渇につながるため注意が必要

です。特に神経細胞は、エネルギー源として糖（ブドウ糖）しか使えないため、ビタミン B 群

欠乏によって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 合成や神経細胞のミエリン

鞘合成の阻害が起こることも知られています。ビタミン B 群は神経伝達物質（セロトニン、メ

ラトニン、GABA、ドーパミンなど）の合成にも必要である他、数百種類の酵素の働きにも関

わることから、心と身体の健康に欠かせない代表的なビタミンなのです。 

＜ヌクレオ・B コンプレックスはこのような方にお勧め＞ 

疲れやストレスが気になる方、体調管理に気を付けたい方、加工食品をよく利用する方、運

動をされている方、糖質やアルコールの摂取が多い方、妊娠中・授乳中・成長期の方 など 

亜鉛はヒトの生命維持に欠かせない必須ミネラルの一つで、タンパク質、酵素、核酸、コラ

ーゲンの合成に重要な働きをします。エネルギーを作り出すために必要な酵素をはじめ、約

300 種類の酵素の働きに不可欠です。DNA、RNA の合成や修復に必須であり、亜鉛がなけれ

ば細胞が作れません。そのため、胎児や成長期の子供、細胞分裂が盛んな消化管粘膜や皮膚な

どの組織には特に重要なミネラルです。味を感じる味蕾の形成にも重要で、不足すると味が薄

く感じるなどの味覚障害が起こりやすくなります。また、性腺の発育や性ホルモンの分泌にも

関わることから、月経前緊張症の改善や妊娠にも重要です。傷や潰瘍の治癒力を増し、組織の

修復のためにも働きます。免疫力の強化や、インスリンの合成・分泌などの糖代謝にも関わ

り、有害な重金属や薬物に対する解毒機能も持っています。このように様々な働きを持つ亜鉛

ですが、最も不足しやすいミネラルの一つでもあるため、積極的な摂取が勧められます。 

＜亜鉛 プラスはこのような方にお勧め＞ 

食べ物の味が薄く感じる方、肌・髪・爪の健康が気になる方、妊娠希望の方、傷が治りにく

いと感じる方、妊娠中・授乳中・成長期の方 など 

コエンザイム Q10 

ビタミン B群 

α-リポ酸、ビタミンC 

亜鉛 

  

  
細胞の若さと 

元気の鍵！ 
細胞のエネルギー 

産生に必須！ 

亜鉛がなければ 

細胞が作れない！ 

病原菌や酸化ストレス 

から細胞を守る！ 

元気な細胞には栄養が重要 


