
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期間  2022 年 8 月 1 日（月）～2022 年 9 月 9 日（金） 

9/9（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 

ビタミン C・ビタミン A 

商品の特長 商品の内容 

■A10000 レギュラー 

ビタミンＡとＥＰＡ・ＤＨＡを含む精製タラ肝油な

どを主成分にβ-カロテンを組み合わせ、１粒あたり

の総ビタミンＡ効力 10,000IU を確保しています。

体内で活性型ビタミンＡに代謝されるレチノール

を高配合し、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）を含むマルチカ

ロテノイド含有製品です。 

 

価格：8,640 円（税抜 8,000 円） 

内容量：ソフトカプセル 

内容量：940mg×70 粒 

主要成分（1 粒中）：レチノール（ビタミン A）2,250

μg（7,500IU）、β-カロテン  9mg、α-カロテン 

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（EPA 25mg、

DHA14mg） 

価格：3,240 円（税抜 3,000 円） 

形状：顆粒分包 

内容量：3g×40 袋 

主要成分（1 袋中）：ビタミン C 1,000mg、ビタミン

P 5mg（ヘスペリジン 2.5mg、ルチン 2.5mg）、ビタ

ミン B1 1.5mg、ビタミン B2 1.5mg、ビタミン B6 

1.5mg、ナイアシン 10mg、パントテン酸 5mg、葉

酸 500μg、パン酵母 18mg（グルタチオン 0.15mg）、

ウコン末 10mg 

価格：4,320 円（税抜 4,000 円） 

形状：顆粒分包 

内容量：11g×30 袋 

主要成分（1 粒中）：ビタミン C 500mg、ビタミン P 

2mg（ヘスペリジン 1mg、ルチン 1mg）、レチノー

ル（ビタミン A）600μg（2,000IU）、ビタミン B1 2mg、

ビタミン B2 1.1mg、ビタミン B6 1.1mg、ナイアシン

5mg、パントテン酸 1.38mg、葉酸 400μg、クエン

酸 220mg、ローズヒップ 5.5mg、食物繊維 0.9g 

5 個のご注文で 1 個無料サービスのキャンペーンです！ 

A10000レギュラー 
C1000 with B  

コンプレックス 

タイムリリース

C1000 with B+P 

 

夏の健康応援キャンペーン 
－感染症や夏の暑さに負けない身体づくりを－ ■C1000 with B コンプレックス 

１袋にビタミン C1,000mg を含み、協調的に働く

６種類のビタミン B 群、ビタミン P（ヘスペリジ

ン、ルチン）を配合。ビタミン B 群はエネルギー代

謝に必須のビタミンで、熱中症対策にも欠かせない

栄養素です。また、ビタミンＣと協調して細胞の安

定化に役立つグルタチオンを配合しています。 

■レモン V 

１袋にビタミン C を 500mg 含み、ビタミン P（ヘ

スペリジン、ルチン）、６種類のビタミン B 群、ビ

タミン A（2,000IU）と水溶性食物繊維を配合した

栄養素補給製品です。砂糖不使用で、熱中症になり

やすい小さなお子様も美味しく栄養補給ができる

ドリンク用粉末のサプリメントです。水に溶かして

お召し上がりください。 

価格：5,940 円（税抜 5,500 円） 

形状：顆粒分包 

内容量：2.6g×30 袋 

主要成分（1 粒中）：ビタミン C 1,000mg、ルチン（ビ

タミン P） 28.5mg、ビタミン B1 2.5mg、ビタミン

B2 2.5mg、ビタミン B6 2.5mg、ナイアシン 14mg、

パントテン酸 12.9mg、ローズヒップ 4.4mg、クエ

ン酸 30mg 

■タイムリリース C1000 with B+P 
ビタミン C は体内に長時間維持できない水溶性ビ

タミン。本品はビタミン C 顆粒の半分にコーティ

ング加工を施し、時間をかけてゆっくり溶け出すタ

イムリリース型の製品です。１袋にビタミン

C1,000mg を含み、協調的に働くビタミン P（ルチ

ン）と、熱中症対策にも重要なビタミン B 群を配合

しています。 

レモン V 

暑さによる体調不良に加え、感染症の流行も心配な今年の夏。

暑さによるストレスや感染症によって胃腸の機能が低下する

と、食べ物だけで十分な栄養を補うことはとても難しくなりま

す。また、夏は熱中症にも注意が必要な季節。熱中症を防ぐた

めには身体に十分なエネルギーがあることが必要不可欠です。

体内でエネルギーを作るために欠かせないビタミンＢ群の摂取

を意識して、暑さに負けない身体づくりを目指しましょう。 

そして、暑さと感染症、どちらの対策にも欠かせない代表的

なビタミンに、ビタミン C とビタミン A があります。今回は、

この夏の健康を守るために、これらのビタミンが身体の中でど

のような働きをしているのかをご案内します。 

ビタミンC・ビタミンAはこの夏の強い味方！ 

＜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。 

https://yozeph.com/


 

 

ビタミン C 

ビタミン A 

感染症対策 夏の暑さ対策 

 

ビタミン Cは免疫細胞の活性を高める栄養素 

ビタミン Cは好中球やマクロファージの貪食能を高め、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 細胞を活性化するなど、免疫に関わる細胞が働くため

に欠かせないビタミンです。そのため、感染症や炎症などで免疫細胞

が活発に活動するときはビタミン Cの必要量が増大します。さらに、

鉄とともにコラーゲンバリアの生成に関わり、感染の炎症の拡大を防

ぐためにも大切です。 

また、免疫細胞が病原体を死滅させる際には活性酸素が生じます。

活性酸素は病原菌の殺菌など身体にとって必要な面もありますが、多

すぎると私たち自身の細胞や免疫細胞にもダメージを与えてしまい

ます。ビタミン Cにはこの活性酸素を処理する力（抗酸化作用）を持

つ代表的なビタミンです。 

 

ストレス対策のビタミン C・エネルギー産生に必須の
ビタミンＢ群で暑さに負けない身体を目指そう！ 

夏の厳しい暑さは身体にとっては大きなストレスとなるもの。心身

がストレスを受けると、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、ノルアドレナリンといったホルモンが分泌

されて、ストレスに適応する力を高めます。これらのホルモンの合成

に必要なビタミン Cはストレス対策に欠かせないビタミンなのです。

また、ビタミン Cにはストレス・紫外線・激しい運動などによって体

内で増えた活性酸素を減らして細胞を守る働きもあります。 

さらに併せて摂りたいのがビタミン B 群。暑さによる身体への負担

はエネルギーの消耗を大きくさせ、疲労物質が蓄積しやすく、だるさ

や疲れが起こりやすくなります。ビタミン B 群は糖質・タンパク質・

脂質をエネルギーに変えるために必須のビタミン。熱中症を防ぐため

にも、ビタミンＢ群で疲れにくい身体づくりを意識しましょう。 

 

感染を防ぐ最前線！粘膜免疫に必須のビタミン A 

ビタミン A は細胞の増殖や分化に深く関わるビタミンです。皮膚

や粘膜など、外界の異物から身体を守るバリア機能を持つ細胞の機

能を維持するために、ビタミン Aは欠かせません。 

また、白血球の増殖や抗体産生の誘導など、ビタミン A は免疫全

般に必須の栄養素です。例えば、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。腸粘膜は人体

で最大の免疫器官と言われますが、ビタミン A はこの腸管免疫の維

持にも重要なビタミンです。ビタミンＡが不足すると感染症にかか

りやすくなることから、レチノールやβ-カロテンといった過剰症の

心配のない天然ビタミンＡの積極的な摂取が望まれます。 

 

抗酸化・胃腸の粘膜保護どちらにも働くビタミン A 

夏の強烈な紫外線は体内の活性酸素を増加させます。カロテノイド

（βカロテンなど）には体内で発生する活性酸素を除去する、抗酸化

作用があります。緑黄色野菜に多く含まれるβ-カロテンはプロビタ

ミン A と呼ばれ、体内でビタミン A に変換されますが、ビタミン A

は脂溶性（油脂に溶けやすく水に溶けにくい）ビタミンのため、油脂

と一緒に摂取することで吸収力がアップします。油脂類の消化が苦手

な方やあまり摂らない方は、サプリメントを積極的に活用しましょ

う。 

また、夏は暑さによるストレスで胃腸の機能が低下し食欲不振にも

なりやすい季節。ビタミンＡは粘膜の成分であるコンドロイチン硫酸

の生合成を促進し、胃腸の粘膜の保護にも働きます。 

あてはまる 
項目が多いと 
要注意！ 

□感染症にかかりやすい 
□野菜や果物をあまり食べない 
□タバコを吸う 
□アルコールをよく飲む 
□激しい運動を行っている 
□ストレスが多い 
□疲れがたまっている 

□最近けが・火傷をした 
□紫外線をよく浴びる 
□シミ・しわが出てきた 
□ピロリ菌に感染している（いた） 
□コレステロールの数値が悪い 
□白内障が気になる 
□糖尿病が気になる 

□肌が乾燥する 
□肌がガサガサする 
□イボやウオノメができやすい 
□しわが気になる 
□ニキビや吹き出物ができやすい 
□アトピー性皮膚炎が気になる 
□鼻の中が乾燥する 

□眼が乾燥する（ドライアイ） 
□ピロリ菌に感染している 
□風邪をひきやすい 
□夜盲症が気になる 
□がん家系である 
□婦人科のトラブルがある 
（子宮内膜症・子宮筋腫） 

ビタミン C 不足チェック ビタミン A 不足チェック 


