
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期間  2022 年 10 月 1 日（土）～2022 年 11 月 9 日（水） 

11/9（水）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。 

ホエイ プロテイン 100／ヘム鉄 アルファ Fe8 

 

商品の特長 商品の内容 

感染症から身体を守る仕組みと栄養素 
免疫という言葉は、「疫病（病気）から免れる」ということからきています。

私たちの身体は常に様々な病原体に曝されており、感染症の主な原因である

ウイルスや雑菌などの微生物が体内に侵入した時のために、それらを攻撃・殺

傷・無毒化・排除する、防御システム（免疫）を備えているのです。 

この防御システムには一次防御機構、二次防御機構、三次防御機構と三段階

あり、いずれも栄養素の働きが欠かせません。 

今回は、私たちの身体を守る三段階の防御機構と、それに関わる代表的な栄

養素であるタンパク質、ビタミン C、鉄、亜鉛の働きについてご紹介します。 

■ホエイ プロテイン 100 

吸収しやすいホエイ（乳清）タンパク質を使用し、アミ

ノ酸代謝やエネルギー産生に必要なビタミン（Ｂ2、Ｂ6）

と有機酸（クエン酸、リンゴ酸）を配合。乳糖を最大限

取り除いているため、牛乳でお腹を壊しやすい方にもお

すすめです。水に溶けやすく、爽やかな風味で飲みやす

いプロテイン製品です。 

■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 群と、ビタミン C の酸化低減に役立つ

ビタミン P（ヘスペリジン、ルチン）・ウコン末を配合。

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。持ち運びに便利な顆粒分包

タイプのビタミン C 製品です。 

価格：6,696 円（税抜 6,200 円） 

形状：顆粒 

内容量：400g 

主要成分（10g 中）：ホエイタンパク質 7.6g、ビ

タミン B2  0.8mg、ビタミン B6  0.8mg、 

グルコン酸カリウム 180mg、クエン酸 320mg、

リンゴ酸 130mg 

【アレルゲン】乳、大豆 

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：8,640 円（税抜 8,000 円） 

形状：ハードカプセル 

内容量：435mg×90 粒 

主要成分（1 粒中）：鉄 8mg（ヘム鉄 5mg、イー

スト鉄 3mg）、亜鉛 0.5mg、銅 0.5mg、マンガン 

0.5mg、セレン 10μg、カゼインホスホペプチド末 

13.6mg 

【アレルゲン】乳（CPP：カゼインホスホペプチド） 

価格：8,640 円（税抜 8,000 円） 

形状：タブレット 

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 

C1000 with 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 ヘム鉄 アルファ Fe8 
C1000 with B  

コンプレックス ※ホエイ プロテイン 100 

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス に 負 け な い ！ 

免疫力強化キャンペーン 

■ヘム鉄 アルファ Fe8 
活性酸素の発生源になりにくい有機鉄（ヘム鉄、イース

ト鉄）を主成分とし、鉄分の利用に役立つ微量ミネラル

（亜鉛・銅・マンガン・セレン）を組み合わせています。

ミネラルの吸収をサポートするカゼインホスホペプチ

ド（CPP）末を配合。 

■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

種類以上の様々な酵素に関与する亜鉛を 1 粒あたり

15mg 配合し、その働きを助ける銅・マンガン・セレン

を組み合わせています。ポリフェノールを豊富に含むウ

コン末を配合。 

 
病気や怪我の治療中、体力がない、高齢の方、
妊娠中・授乳中・成長期の方 など 

 
味が薄く感じる、肌・髪・爪の健康が気になる、
妊娠希望中、妊娠中・授乳中・成長期の方 など 

 
有経女性、疲れやすい、肉や魚が少ない、運動
をする、妊娠中・授乳中・成長期の方 など 

 
ストレスが多い、野菜や果物が少ない、タバ
コやお酒を嗜む、風邪を引きやすい方 など 

※ホエイ プロテイン 100 については現商品の在庫が終了次第、新パッケージにリニューアルするとともに 

価格が値上がりします（内容量、内容成分などに変更はありません） 

https://yozeph.com/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

粘膜 

上皮細胞 

血管壁 

血管 

 

★一次防御機構（皮膚や粘膜のバリア） 

ウイルスなどの病原体は、最初鼻やのどの粘膜にとり

つきます。これに対して粘膜はウイルスごと細胞が剥が

れ落ちることによりこれらが侵入するのを阻止します。 

また、細菌を溶かすリゾチームという酵素や粘液成分

のムチンを分泌して侵入した菌の排除を行います。粘膜

面に異物がとらえられた時、これを撃退する IgA 抗体

が分泌されますが、これも感染防御に大切な働きをして

います。 

★二次防御機構（体液中の非特異的抵抗因子） 

体液や血液中にもリゾチームが含まれ、グラム陽性球

菌（ブドウ球菌や肺炎球菌など）を溶解する働きをしま

す。また、ウイルスの増殖を抑制するインターフェロン

や、細菌に穴をあけて殺す補体といわれるタンパク質な

どの防御物質が多数存在し、さらに白血球の好中球やマ

クロファージは異物を取り込み消化して処理します。 

病原体が侵入すると、数分で好中球の集合が始まり 

１２～２４時間後にピークとなり、続く２４時間ではマ

クロファージの集合が中心となります。好酸球、好塩基

球、NK（ナチュラルキラー）細胞なども、異物が入っ

てくればすぐに活性物質を放出して攻撃する免疫細胞

です。 

★三次防御機構（抗体の産生） 

一次・二次の防御機構によって病原菌を阻止できな

い時、侵入した菌に対して特有の抗体を作って病原菌

を破壊したり、直接病原菌を攻撃したりする細胞を作

って集中的に病原菌に対処する免疫がはたらきます。

これを担うのが白血球の中のリンパ球です。 

リンパ球には B リンパ球（B 細胞）と T リンパ球（T

細胞）があります。B リンパ球はマクロファージや樹

状細網細胞により、病原のウイルスや細菌を認めた時、

リンパ管内で IgG、IgM、IgA、IgE などの抗体を作っ

てこれが細菌やウイルスを攻撃します。これを液性免

疫といいます。T リンパ球も同様にリンパ組織で分裂、

増殖、分化を受け抗原である細菌やウイルスに特異的

に結合する感作リンパ球となります。これを細胞性免

疫といいます。リンパ球は様々な活性物質を産生して、

ウイルスや細菌を殺すように作用します。T リンパ球

の一部はキラー細胞となり、抗体のついた病原菌を始

末します。 

ウイルスの侵入に対する体内の防御機構と重要な栄養素 

【タンパク質】 
タンパク質は病原体の侵入を防ぐ粘膜や粘液、免疫細胞を含む全身

の細胞の構成材料となるため、最も重要な栄養素と言えます。 

免疫細胞の主体は白血球で、好中球、マクロファージ、リンパ球な

どから構成されています。マクロファージや好中球は、細菌・真菌・

ウイルスを処理します。リンパ球は、主にウイルスなどの微小な病原

体を処理します。また、リンパ球の B 細胞は抗体を産生して病原体を

攻撃します。これらの免疫細胞や抗体の主な材料となるのがタンパク

質であるため、タンパク質不足は免疫力低下の一因となります。 

【ビタミン C】 
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 細胞やキラーT 細胞を

活性化するなど、免疫細胞が働くために欠かせないビタミンです。 

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 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。 

【ヘム鉄】 
免疫細胞を含む全身の細胞が正常に働くにはエネルギーが必要で

す。エネルギー産生には酸素が欠かせません。酸素は呼吸を通じて血

中に取り込まれ、赤血球によって全身の細胞に運ばれます。この赤血

球の主成分はタンパク質と鉄のため、これらが不足した貧血の状態は

全身に酸素を供給する力が低下したエネルギー不足の状態となり、免

疫力の低下を招きます。そのため貧血対策は非常に重要です。 

また、鉄は粘膜の機能維持やビタミン C とともにコラーゲンバリア

の形成に関わり、感染と炎症の拡大を防ぐためにも大切です。 

【亜鉛】 

亜鉛の欠乏は胸腺やリンパ系組織の萎縮を招き、免疫力の低下を引

き起こします。また、亜鉛は DNA やタンパク質の合成に関わり全身

の細胞を作るのに欠かせないミネラルです。ウイルスに感染すると身

体はウイルスの増殖を抑制するために感染細胞を破壊しますが、細胞

数が減少すると組織の機能低下を招くため、新しい細胞を作って細胞

組織の機能を維持することは重症化の予防においても重要です。粘膜

細胞や上皮細胞の合成のほか、傷ついた細胞の速やかな回復、日々新

しい免疫細胞を生み出し免疫力を維持するためにも亜鉛が必要です。 

 

 

リゾチームやムチン、

IgA 抗体などが粘膜に

ついたウイルスを撃退 

 

ウイルスのついた粘膜

がウイルスごと剥がれ

落ちて排出される 

 
好中球がウイ

ルスを捕食 
 

マクロファージが

ウイルスを捕食 

 
B 細胞が抗体を産生

してウイルスを攻撃 

 
T 細胞がウイルスに

とりついて処理 


