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それは品質の証

「サプリメントの品質」の定義、わたしたちはそれを

をお約束し続けることと考えております。そのお約束を実現するため、

品質管理（クオリティ・コントロール）と品質保証（クオリティ・アシュアランス）の

2つの手法を磨き上げてまいりました。

パッケージに記載している成分、およびその量が、
賞味期限までしっかりと入っていること

品質を
確認するための

２つのフェーズでの検査

原材料受け入れ
時点での検査

約束１

完成した
最終製品の検査

約束２約束１

成分の配合を
考え抜きます

約束２

原材料の選択に
妥協しません

約束4

最適な製品形状を
選択します

約束５

品質確保と利便性に
優れた包装を採用します

性能を
実現するための
５つの約束

約束３

最善の製造方法で
製造します

品質管理 品質保証

一般的には、原材料メーカー
が発行する試験成績書が問
題なければ合格とします。
わたしたちはそれだけでは不
十分と考え、定期的な抜き打
ち検査を行い、本当にその原
材料が望む性能を確保して
いることを確認しています。

最後に、念には念を入れ
て。詳細な検査を行い、わた
したちが定めた性能・品質
が実現されていることを確
認し、合格した製品を皆様
にお届けしています。

わたしたちは、まず成分（栄
養素）の配合を考え抜くこと
から始めます。
実際にサプリメントを使用さ
れる方をイメージし、無限とも
言える組み合わせの中から
最適な配合を目指し、日々考
え抜いています。

考え抜いた配合を具現化す
るため、原材料の選択に一
切の妥協は許しません。
最重視するのは食事として
摂取してきた混合体、かつ
身体が必要に応じて調節で
きる前駆体の型です。常に
最適なものの選択に努めて
います。

品質を維持しつつ、かつ、飲
み続けやすい形状を選ぶこ
とも非常に重要です。
ソフトジェル、ハードカプセ
ル、タブレット（錠剤）、顆粒、
粉末の中から、お飲みにな
る方をイメージしながら最適
な形状を採用しています。

最後に、品質を維持するた
めに欠かせないのが、サプリ
メントをユーザーにお届けす
る包装資材の選択です。
酸素・光・水分を通しにくく保
存性に優れ、かつ利便性に
も優れていることから、主に
アルミパウチ袋を採用してい
ます。

製造には細心の注意を払
い、最善の方法を採用する
ように努めています。
崩壊性・徐放性のコントロ
ールは当然のこととして、飲
みやすさや味も追求し製造
方法を選択しています。

https://www.mssco.jp/consumer/product/#quality



5 6

「ＭＳＳＤＵＯ」は株式会社MSSの登録商標です。

体の土台となる最も重要な栄養素が「タンパク質」です。
タンパク質（プロテイン）は、筋肉、骨、
内臓、血液、肌、髪の毛から爪まで、
体の土台となる成分であるだけでな
く、ホルモンや神経伝達物質などの構
成要素でもある、生命活動の維持に
欠かせない最も重要な栄養素です。
不足すると、私たちの体は材料不足
になり、様々な影響が出てきます。常
に消費され続けているため、十分な量
を摂取する必要があります。

体はタンパク質で出来ている

■体の構成要素

タンパク質は、筋肉、肌、髪、内臓、血液など、全身を
形づくっています。水分を除くと約半分を占めており、
体を支える基本の栄養素と言えます。

※水分を除く

脂質
約37.5%

その他 約2.5%
ミネラル 約5%

タンパク質
約50%

タンパク質（プロテイン）

ニオイをおさえ、
飲みやすくなりました。

NB-X®

栄養アプローチに欠かせないビタミンB群サプリメント『NB-X』が進化しました。

カプセルのつなぎ目を、カプセルと同素材でマスキング。

さらに最新のコーティング技術も組み合わせることで、

ビタミンB群特有のニオイを30%軽減し、安定性も向上しています。

さらなる「飲みやすさ」と「品質の安定」を実現しました。
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エンドウ豆タンパク、フラクトオリゴ糖、サ
イリウムハスク末、穀物麹※（大麦、あわ、ひ
え、きび、タカキビ、紫黒米、米粉）／グリシ
ン、L-グルタミン、L-リジン、L-スレオニン、L-
メチオニン、L-シスチン、糊料（プルラン）、
甘味料（ステビア）、香料、ビタミンB6
※消化酵素の原料として配合しています。

標準成分

＜15gあたり＞

原材料

タンパク質
ビタミンB6
エンドウ豆タンパク
フラクトオリゴ糖
サイリウムハスク末
グリシン
L-グルタミン
L-シスチン
L-スレオニン
L-メチオニン
L-リジン

g
mg
g
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

11.45
12
9.7
390
390
390
390
75
120
120
120

タンパク質

プロテインPeaＸ
（旧称：プロテインＧＸ）

製品詳細はこちら

グルテン
極微量※ 不使用 不使用 不使用

砂糖 カゼイン イースト

※穀物麹の原料として極微量ですが含まれています。

『プロテインＰｅａＸ』はアレ
ルギーの原因となりにくい
エンドウ豆（Ｐｅａ）のタンパ
ク質を中心に配合しまし
た。さらに、アミノ酸バラン
スや生体での需要の高さ
を考えメチオニン、グリシン
など6つのアミノ酸を強化
しています。消化吸収を考
え麹由来の消化酵素、働
きを助けるビタミンＢ６なども
組み合わせています。

タンパク質を構成する生命の根源となる栄養素が「アミノ酸」です。
アミノ酸は、タンパク質を構成する成
分です。複数のアミノ酸が結合して
タンパク質となり、これらのタンパク
質で体が形づくられることからも、生
命の根源となる栄養素といえます。
人間の身体は20種類のアミノ酸で
構成されており、そのうち体内で合成
できない９種類が必須アミノ酸に、体
内で合成可能な１１種類が非必須
アミノ酸に分類されています。どちら
も毎日の食事やサプリメントから、確
実に補給する必要があります。

アミノ酸

必須アミノ酸

● バリン
● イソロイシン
● ロイシン
● メチオニン
● リジン（リシン）
● フェニルアラニン
● トリプトファン
● スレオニン（トレオニン）
● ヒスチジン

非必須アミノ酸

● アルギニン※
● グリシン
● アラニン
● セリン
● チロシン
● システイン
● アスパラギン
● グルタミン
● プロリン
● アスパラギン酸
● グルタミン酸

※アルギニンは小児では必須アミノ酸に含まれる

体内では合成されず、
必ず食事から摂らなければならない

体内で合成できるが、さまざまな働きが
あるため、摂取したいアミノ酸

標準成分

＜1本（4,500mg）あたり＞

原材料

L-ロイシン、グリシン、L-リジン塩酸塩、L-バ
リン、L-イソロイシン、L-フェニルアラニン、L-
スレオニン、L-メチオニン、L-ヒスチジン、ク
エン酸、L-トリプトファン、L-プロリン、L-シス
チン、甘味料（ステビア）、HPC、ビタミンB6、
パントテン酸Ca、香料、酵素処理ルチン、ビ
タミンB12／エリスリトール

アミノ酸総量
-L-ロイシン
-L-リジン
-L-バリン
-L-イソロイシン
-L-フェニルアラニン
-L-スレオニン
-L-メチオニン
-L-ヒスチジン
-L-トリプトファン
-グリシン
-L-シスチン
-L-プロリン
酵素処理ルチン
クエン酸
ビタミンB6
ビタミンB12
パントテン酸

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
µg
mg

3,270
550
400
380
310
300
270
240
125
95
500
50
50
4.5
100
10
100
10

アミノ酸

必須アミノ酸̶X

必須アミノ酸は体内で合成でき
ず、外からの補給が必須の9種
類のアミノ酸です。
『必須アミノ酸ーX』は9種類す
べての必須アミノ酸を高容量に
配合しました。さらに、身体を構成
する3つのアミノ酸（グリシン、シ
スチン、プロリン）、共に働く3つ
のビタミンB（B₆、B₁₂、パントテン
酸）も組み合わせています。

製品詳細はこちら

グルテン
不使用 不使用 不使用 不使用

砂糖 カゼイン イースト

標準成分

原材料

『プロテインSoyX』はアミ
ノ酸バランスに優れた大
豆（Soy）のタンパク質を、
利用効率を考えペプタイ
ドとタンパク質の2つの形
で配合しました。需要の
高い3つのアミノ酸、麹由
来の消化酵素や乳酸菌
生産物質、ビタミンB₆な
ど、タンパク質の有効利
用を追求して組み合わせ
ています。

プロテインSoyＸ
タンパク質 製品詳細はこちら

＜15gあたり＞

グルテン
極微量※ 不使用 不使用 不使用

砂糖 カゼイン イースト

※穀物麹の原料として極微量ですが含まれています。

粉末状大豆タンパク、大豆ペプタイド、穀
物麹※（大麦、あわ、ひえ、きび、タカキビ、
紫黒米、米粉）、乳酸菌生産物質粉末（大豆
を含む）／グリシン、糊料（プルラン）、環状
オリゴ糖、レシチン（大豆由来）、L-メチオニ
ン、L-グルタミン、ビタミンB6
※消化酵素の原料として配合しています。

■アレルギー物質 ： 大豆

タンパク質 12.09 g
ビタミンB6 5.5 mg

大豆ペプタイド 2.6 g
大豆タンパク 7.8 g
グリシン 380 mg
L-メチオニン 110 mg
L-グルタミン 110 mg
乳酸菌生産物質 100 mg

450g ： 7,020円
（税抜 6,500円　税 520円）

標準価格

1日の目安量 ： 15～45g

450g ： 7,020円
（税抜 6,500円　税 520円）

標準価格

1日の目安量 ： 15～45g

30本入り ： 4,968円
（税抜 4,600円　税 368円）

標準価格

1日の目安量 ： 1～2本



9 10

グルタミン ビオ
標準成分

＜1本（4,500mg）あたり＞

原材料

L-グルタミン、グリシン、香料、クエン
酸、酸化防止剤（ローズマリー抽出
物）、甘味料（ステビア）、カロテン色素
／エリスリトール、乳酸菌生産物質粉
末（大豆を含む）、ラフィノース

L-グルタミン
グリシン
クエン酸
乳酸菌生産物質

mg
mg
mg
mg

3,000
250
160
200

アミノ酸

グルタミンは体に最も多く存在
し需要の高いアミノ酸です。疲
れが溜まっている時、運動時、
お酒を飲んだ時、ストレス時など
に大量に消費されます。
『グルタミン ビオ』はグルタミン
に加えて、グリシンも配合しまし
た。さらに、16種類の選りすぐ
りの乳酸菌が産み出す健康
物質“乳酸菌生産物質”も
組み合わせています。

製品詳細はこちら

■アレルギー物質 ： 大豆

グルテン
不使用 不使用 不使用 不使用

砂糖 カゼイン イースト

標準成分

原材料

＜1本（4,000mg）あたり＞

ロイシン・バリン・イソロイシンは
総称してBCAA：分岐鎖アミノ
酸と呼ばれています。筋肉を構
成する必須アミノ酸の約35%
を占め、運動する方はもちろ
ん、健康な体の維持にも不可
欠な栄養素です。
『BCAA』はロイシン：バリン：
イソロイシンを4:1:1の理想の
バランスで配合し、需要の高い
グリシンも組み合わせています。

L-ロイシン、L-バリン、L-イソロイシン、
グリシン、クエン酸、酵素処理ルチン、
甘味料（ステビア）、HPC、香料／エリス
リトール

BCAA
アミノ酸

分岐鎖アミノ酸総量 2,250 mg
　- L-ロイシン 1,500 mg
　- L-バリン 375 mg
　- L-イソロイシン 375 mg
グリシン 250 mg
酵素処理ルチン 40 mg
クエン酸 70 mg

製品詳細はこちら

グルテン
不使用 不使用 不使用 不使用

砂糖 カゼイン イースト

体の調子を整える生命活動に不可欠な微量栄養素が「ビタミン」です。
ビタミンは、様々な栄養素と組み合わさる潤滑油のような存在であり、これまでに１３種類が発見され
ています。

ビタミン

脂溶性ビタミン
（油に溶けやすい）

ビタミン

A
ビタミン

D

ビタミン

E
ビタミン

K

水溶性ビタミン
（水に溶けやすい）

ビタミン

B₁

ビタミンB群

ビタミン

B₂
ビタミン

B₆
ビタミン

B₁₂
ビタミン

C

ナイアシン パントテン酸 葉酸 ビオチン

標準成分

＜1粒（955mg）あたり＞

原材料

ビタミンAは脂溶性のビタミンで、現
代ではほとんどの年代で不足してい
ます。
『A10000 ミセル』はビタミンA（レチ
ノ－ル）を1粒10,000IUと高容量
に、さらに体内でビタミンAとして働
くなど、それぞれが独自の働きを持
つ種々のカロチノイドも配合しまし
た。ミセル加工により体によく吸収
されます。

WHO（世界保健機構）によって制定された、物質の
生体に対する効力を表す単位です。g､mgなどの量
とIUの対応は物質によって異なり、ビタミンAの
場合1μg=3.33IUとなります。

たら油、ゼラチン、ココナッツオイル、オリー
ブオイル、サフラワー油／グリセリン脂肪酸
エステル、グリセリン、ヘマトコッカス藻色
素、デュナリエラカロテン、トマトリコピン、
ビタミンA、マリーゴールド色素、ビタミンE

A10000 ミセル ビタミンA
（レチノール
βカロテン
ルテイン
ゼアキサンチン
リコピン
アスタキサンチン
ココナッツオイル
オリーブオイル
たら油

µg
IU)

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

3,000
10,000
3.75
5
1
1
1.5
130
50
260

ビタミンA

IU(International Unit･国際単位）

製品詳細はこちら

■アレルギー物質 ： ゼラチン

グルテン
不使用 不使用 不使用 不使用

砂糖 カゼイン イースト

30本入り ： 4,428円
（税抜 4,100円　税 328円）

標準価格

1日の目安量 ： 1～2本

30本入り ： 4,320円
（税抜 4,000円　税 320円）

標準価格

1日の目安量 ： 1～2本

60粒入り ： 7,776円
（税抜 7,200円　税 576円）

標準価格

1日の目安量 ： 2粒
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標準成分

原材料

ビタミンBは水溶性のビタミンで、これ
まで発見された8種類を総称し「ビタミ
ンB群」と呼ばれています。単独では
なく併せて摂取することが大切です。
『NB-X®』は8種全てのビタミンB、ビ
タミンB様栄養素（イノシトール、ベタ
イン、L-カルニチン）に加えて、ビタミン
B群の働きに役立つ核酸成分（さけ
白子由来）も配合しました。独自の製
法によりビタミンB群特有のニオイを
抑え安定性を高めています。

L-カルニチンL-酒石酸塩粉末（L-カルニチ
ンL-酒石酸塩、食用油脂）、さけ白子抽出
物、ウコン／HPMC、パントテン酸Ca、ビタミ
ンB6、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシンア
ミド、ベタイン、イノシトール、ステアリン酸
Ca、微粒二酸化ケイ素、クエン酸、葉酸、ビ
オチン、ビタミンB12

＜1粒（437mg）あたり＞

ビタミンB1
ビタミンB2
ビタミンB6
ビタミンB12
ナイアシン
パントテン酸
ビオチン
葉酸
イノシトール
L-カルニチン
ベタイン
さけ白子抽出物
　- DNA-Na

mg
mg
mg
µg
mg
mg
µg
µg
mg
mg
mg
mg
mg

25
25
40
70
25
40
100
300
25
25
25
15
12.9

ビタミンB群

NB̶X®

製品詳細はこちら

■アレルギー物質 ： さけグルテン
不使用 不使用 不使用 不使用

砂糖 カゼイン イースト

60粒入り ： 3,564円
（税抜 3,300円　税 264円）

120粒入り ： 6,696円
（税抜 6,200円　税 496円）

標準価格
1日の目安量 ： 4粒

「NB-X」「ウルトラシールド」は株式会社MSSの登録商標です。

標準成分

原材料
L-カルニチンL-酒石酸塩粉末（L-カルニチ
ンL-酒石酸塩、食用油脂）、さけ白子抽出
物、ウコン／HPMC、パントテン酸Ca、ビタミ
ンB6、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシンア
ミド、ベタイン、イノシトール、ステアリン酸
Ca、微粒二酸化ケイ素、クエン酸、葉酸、ビ
オチン、ビタミンB12

＜1粒（231mg）あたり＞

ビタミンB1
ビタミンB2
ビタミンB6
ビタミンB12
ナイアシン
パントテン酸
ビオチン
葉酸
イノシトール
L-カルニチン
ベタイン
さけ白子抽出物
　- DNA-Na

mg
mg
mg
µg
mg
mg
µg
µg

mg
mg
mg
mg
mg

12.5
12.5
20
35
12.5
20
50
150
12.5
12.5
12.5
7.5
6.45

■アレルギー物質 ： さけ

「NB-X」「ウルトラシールド」は株式会社MSSの登録商標です。

NB̶X®

マリアアザミ抽出物、ウコン／ナイアシン
アミド、セルロース、ビタミンB6、HPC、ステ
アリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、ビタミン
B2、HPMC、ビタミンB1、クエン酸、グリセリ
ン、ショ糖脂肪酸エステル、クチナシ色素

＜1粒（425mg）あたり＞

ナイアシン
ビタミンB1
ビタミンB2
ビタミンB6
シリマリン
ウコン末

mg
mg
mg
mg

mg
mg

250
1
5
15
15
2.5

ナイアシンはビタミンB₃とも呼ばれ
るビタミンB群の一種です。生体内
で非常に需要が高く、他のビタミン
B群と併せて摂取することが大切
です。
『ナイアシンアミド250』はナイア
シンをアミド型で高濃度に配合しま
した。3大栄養素の活用に欠かせ
ない3つのビタミンB（B₁、B₂、B₆）
も組み合わせています。

ビタミンB群

ナイアシンアミド250
製品詳細はこちら

原材料

標準成分

60粒入り ： 1,728円
（税抜 1,600円　税 128円）

120粒入り ： 3,240円
（税抜 3,000円　税 240円）

標準価格
1日の目安量 ： 4粒

グルテン
不使用 不使用 不使用 不使用

砂糖 カゼイン イースト

『NB-X® Kids』はMSS初のお子様
向けサプリメント。「子どもにも飲ま
せたい」、「高品質な子ども向けサ
プリメントが欲しい」そんな皆様の
お声から生まれました。
成長期に欠かせないビタミンB群
をギュッと詰め込み、独自製法によ
りニオイも抑えた、飲みやすい小粒
タイプのサプリメントです。

ビタミンB群
製品詳細はこちら

グルテン
不使用 不使用 不使用 不使用

砂糖 カゼイン イースト 120粒入り ： 4,104円
（税抜 3,800円　税 304円）

標準価格

1日の目安量 ： 4粒

セルロース、HPC、野菜色素、甘味料（ステビ
ア）、微粒二酸化ケイ素、ステアリン酸Ca、酵
素処理ルチン、ビタミンB1、ナイアシンアミ
ド、パントテン酸Ca、ビタミンB6、香料、ビタ
ミンB2、葉酸、ビタミンB12／エリスリトール

＜1粒（180mg）あたり＞

葉酸
ビタミンB12
ビタミンB1
ビタミンB2
ビタミンB6
ナイアシン
パントテン酸
酵素処理ルチン

µg
µg
mg
mg
mg
mg
mg

mg

400
200
0.8
0.5
0.8
1
1
2

葉酸は緑黄色野菜などに多く含ま
れるビタミンB群の一種です。胎児
の正常な発育に欠かせない栄養素
で、妊娠を希望する段階から授乳中
まで、共に働くビタミンB₁₂と併せて
摂取することが重要です。
『葉酸＋B₁₂』は葉酸とビタミンB₁₂
に加えて、5つのビタミンB（B₁、B₂、
B₆、ナイアシンアミド、パントテン酸）
を配合しています。

ビタミンB群

葉酸+B12

製品詳細はこちら

原材料

標準成分

180粒入り ： 3,132円
（税抜 2,900円　税 232円）

標準価格

1日の目安量 ： 2～3粒

グルテン
不使用 不使用 不使用 不使用

砂糖 カゼイン イースト
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ビタミンC、メチルヘスペリジン、酵素処理
ルチン、甘味料（ステビア）、ナイアシンアミ
ド、パントテン酸Ca、ローズマリー抽出物、H
PC、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2、香
料、葉酸／エリスリトール

原材料

標準成分

C1000＋B

＜1本（2,000mg）あたり＞

ビタミンC
ビタミンB1
ビタミンB2
ビタミンB6
葉酸
パントテン酸
ナイアシン
酵素処理ルチン
メチルヘスペリジン

mg
mg
mg
mg
µg
mg
mg

mg
mg

1,000
2
2
2

300
15
15
50
50

ビタミンC
製品詳細はこちら

ビタミンＣは水溶性ビタミンの一
種で、健康と美容の維持に欠か
せない栄養素です。ストレスや紫
外線、生活習慣などで損なわれ
やすく、調理過程でも壊れやす
いため、毎日意識して補給する
ことが大切です。
『Ｃ１０００＋Ｂ』は、ビタミンＣに
加え、ビタミンＢ群を配合しまし
た。ビタミンＰの一種であるルチ
ンとヘスペリジンも組み合わせて
います。

グルテン
不使用 不使用 不使用 不使用

砂糖 カゼイン イースト 30本入り ： 2,592円
（税抜 2,400円　税 192円）

標準価格

1日の目安量 ： 1～3本

難消化性デキストリン、デキストリン、亜鉛
含有乳酸菌、セレン含有乳酸菌、赤ワイン
エキス末、さとうきび抽出物／ビタミンC、ケ
ルセチン、環状オリゴ糖、甘味料（ステビ
ア）、緑茶抽出物、プルラン、メチルヘスペリ
ジン、酵素処理ルチン、ラクトフェリン、ナイ
アシンアミド、ローズマリー抽出物、香料、ビ
タミンB₆、ビタミンB₁、ビタミンB₂、パントテン
酸Ca、ビタミンA、葉酸、ビタミンB₁₂、ビタミン
D、（一部に乳成分を含む）
■アレルギー物質 ： 乳

原材料

標準成分

イムノC

＜1本（3,600mg）あたり＞

ビタミンC

『イムノC』は、イムノ・チューンラ
インのベースとなる製品です。
ビタミンA・B群・C・D、亜鉛、セ
レン、さらにラクトフェリン、ケル
セチン、EGCGなどの負けない
カラダに欠かせない栄養素を
複合して配合しました。水など
に溶かして美味しくお召し上が
りいただける砂糖不使用の粉
末サプリメントです。

製品詳細はこちら

グルテン
不使用 不使用 極微量※ 不使用

砂糖 カゼイン イースト

※極微量ですが含まれています。

ビタミンC
ビタミンB₁
ビタミンB₂
ビタミンB₆
ビタミンB₁₂
ナイアシン
パントテン酸
葉酸
ビタミンA
ビタミンD

亜鉛
セレン
ラクトフェリン
ケルセチン
酵素処理ルチン
メチルヘスペリジン
EGCG
（エピガロカテキンガレート）

トランスレスベラトロール
プロアントシアニジン

5
50
17
200
20
20

50
1.2
10

mg
µg
mg
mg
mg
mg

mg
mg
mg

1,000
2
2
3
30
10
2
300
600
25

mg
mg
mg
mg
µg
mg
mg
µg
µg
µg

30本入り ： 6,264円
（税抜 5,800円　税 464円）

標準価格

1日の目安量 ： 1～3本

本製品は“今”この社会を健康に過ご
す負けないカラダを維持するために
調整（チューニング）しています。

α-リポ酸、ウコン／ビタミンC、セルロー
ス、HPC、メチルヘスペリジン、ステアリン酸
Ca、微粒二酸化ケイ素、HPMC、クエン酸、酵
素処理ルチン、ショ糖脂肪酸エステル

原材料

標準成分

＜1粒（425mg）あたり＞

ビタミンC
α-リポ酸
メチルヘスペリジン
酵素処理ルチン

mg

mg
mg
mg

250
15
10
0.6

ビタミンＣは水溶性ビタミンの一種
で、美と健康の維持に欠かせない栄
養素です。壊れやすい性質があるた
め、働きを維持するα-リポ酸と一緒
に摂ることが効果的です。
『C250＋αリポ酸』は、共に働き相
性の良いビタミンＣとα-リポ酸を配
合しました。さらに、ヘスペリジンも組
み合わせています。

ビタミンC

C250＋αリポ酸
製品詳細はこちら

120粒入り ： 3,024円
（税抜 2,800円　税 224円）

標準価格

1日の目安量 ： 4～8粒

グルテン
不使用 不使用 不使用 不使用

砂糖 カゼイン イースト

原材料

標準成分

＜1粒（485mg）あたり＞

ビタミンD

リコピン
総トコフェロール類
-総トコトリエノール

ココナッツオイル
たら油

µg
IU)
mg
mg
mg
mg
mg

145
(5,800
0.5
16
10
16
150

ビタミンDはカルシウムと相性が良
い脂溶性のビタミンです。紫外線
を浴びることが少なくなった現代
人には不足しがちで、積極的に補
給したい栄養素です。
『D5000 ミセル』は利用効率の高
いビタミンD₃を高容量で配合しまし
た。リコピン、トコフェロールなども組
み合わせています。ミセル加工によ
り体によく吸収されます。

たら油、ゼラチン、食用植物油脂、ココナッ
ツオイル／グリセリン脂肪酸エステル、グ
リセリン、トコトリエノール、トマトリコピ
ン、ビタミンD3

D5000 ミセル
ビタミンD

WHO（世界保健機構）によって制定された、物質の
生体に対する効力を表す単位です。g､mgなどの量
とIUの対応は物質によって異なり、ビタミンDの
場合1μg=40IUとなります。

IU(International Unit･国際単位）

製品詳細はこちら

■アレルギー物質 ： ゼラチン

グルテン
不使用 不使用 不使用 不使用

砂糖 カゼイン イースト 30粒入り ： 3,780円
（税抜 3,500円　税 280円）

標準価格

1日の目安量 ： 1粒
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標準成分

原材料

ビタミンA･D･E･Kは脂溶性のビタミ
ンで、生命活動の維持に欠かせな
い非常に重要な栄養素です。
『A･D･E･K ミセル』は4種類の脂溶
性ビタミンをすべて配合し、さらにトコ
フェロール類、レシチンも組み合わせ
ています。ミセル加工により体によく
吸収されます。

ココナッツオイル、ゼラチン、ビタミンK2含
有食品油脂（一部、大豆を含む）／グリセ
リン、グリセリン脂肪酸エステル、レシチン
（大豆由来）、トコトリエノール、ビタミン
D3、ビタミンA

＜1粒（545mg）あたり＞

Ａ・Ｄ・Ｅ・Ｋ ミセル ビタミンA

ビタミンD

ビタミンE
ビタミンK
総トコフェロール類
-総トコトリエノール

レシチン
ココナッツオイル
ビタミンK2-7

µg
IU)
µg
IU)
mg
µg
mg
mg
mg
mg
µg

1,500
(5,000
25

(1,000
4
40
22.5
16
35
180
50

脂溶性ビタミン

WHO（世界保健機構）によって制定された、物質の生
体に対する効力を表す単位です。g､mgなどの量とIU
の対応は物質によって異なり、ビタミンAの場合1μ
g=3.33IU、ビタミンDの場合1μg=40IUとなります。

IU(International Unit･国際単位）

製品詳細はこちら

■アレルギー物質 ： 大豆、ゼラチン

グルテン
不使用 不使用 不使用 不使用

砂糖 カゼイン イースト

標準成分

原材料

難消化性デキストリン、さとうきび抽出物、ロ
ーズヒップ末／ビタミンC、クエン酸、クエン酸
ナトリウム、微粒二酸化ケイ素、甘味料（ステ
ビア）、香料、ビタミンE、加工デンプン、ナイア
シンアミド、セルロース、パントテン酸Ca、ビタ
ミンB2、ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミンA、酵
素処理ルチン、メチルヘスペリジン、葉酸、ビ
タミンK、ビオチン、ビタミンB12、ビタミンD

「ビタミックス」は株式会社MSSの登録商標です。

＜1本（5,000mg）あたり＞

ビタミンC
ビタミンB1
ビタミンB2
ビタミンB6
ビタミンB12
ビタミンA
ビタミンD
ビタミンE
ビタミンK

mg
mg
mg
mg
µg
µg
µg
mg
µg

600
1.5
1.6
1.3
35
600
10
9

150

葉酸
パントテン酸
ビオチン
ナイアシン

酵素処理ルチン
メチルヘスペリジン
総トコフェロール

µg
mg
µg
mg

mg
mg
mg

400
5
50
13

1
1
15

ビタミンは様々な栄養素と組
み合わさる潤滑油のような存
在で、これまでに13種類が発
見されています。
『ビタミックス® コンプリート』は
13種類すべてのビタミンに、
ビタミンP（ルチン、ヘスペリジ
ン）、水溶性食物繊維（難消
化性デキストリン）を配合しま
した。水などに溶かしジュース
として楽しめます。

マルチビタミン

ビタミックス® 
コンプリート

製品詳細はこちら

グルテン
不使用 不使用 不使用 不使用

砂糖 カゼイン イースト

60粒入り ： 5,940円
（税抜 5,500円　税 440円）

標準価格

1日の目安量 ： 2～4粒

30本入り ： 5,184円
（税抜 4,800円　税 384円）

標準価格

1日の目安量 ： 1～3本

原材料

標準成分

ビタミンE含有植物油、ゼラチン、米胚芽
油、ココナッツオイル／ビタミンE、グリセ
リン、グリセリン脂肪酸エステル

＜1粒（525mg）あたり＞

ビタミンE

米胚芽油

mg
IU)

mg

145
(216
20

ビタミンＥは脂溶性ビタミンの一種
で、様々な働きを持っています。天然
のもの、合成のものがあり、天然の
ものの方がより高い作用効率を持
っています。
『Ｅ２００ ミセル』は、天然ビタミンＥを
使用し、ビタミンＥと共に働く米胚芽
油を配合しました。ミセル加工によ
り、体によく吸収され、お年寄りや発
育時の栄養補給にもお勧めいたし
ます。

ビタミンE

E200 ミセル

IU(International Unit･国際単位）
WHO（世界保健機構）によって制定された、物質の
生体に対する効力を表す単位です。g､mgなどの量
とIUの対応は物質によって異なり、天然ビタミン
Eの場合1mg=1.49IUとなります。

製品詳細はこちら

■アレルギー物質 ： ゼラチン

グルテン
不使用 不使用 不使用 不使用

砂糖 カゼイン イースト 60粒入り ： 4,860円
（税抜 4,500円　税 360円）

標準価格

1日の目安量 ： 2～4粒

このマークのあるサプリメントは実物大で表記しております。
ご選択の際の目安としてご参照ください。
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不飽和脂肪酸

不飽和脂肪酸は、細胞膜を構成す
る成分で、エネルギー源としてだけ
でなく、多彩な働きが注目される栄
養素です。なかでもDHA/EPAやα
-リノレン酸などのω３脂肪酸、γ-リ
ノレン酸などのω6脂肪酸は、体内
で合成することができない必須脂
肪酸で、食事やサプリメントで摂取
することが必要です。酸化されやす
い性質があるため、ビタミンＥなどの
サポート成分と共に摂取することも
大切です。

■脂肪酸の分類

（常温で液体）

（ω9系）

（ω3系）

（ω6系）

リノール酸γ-リノレン酸アラキドン酸

一価不飽和脂肪酸多価不飽和脂肪酸

不飽和脂肪酸

DHA EPA α-リノレン酸

人体内で合成できる
（オレイン酸）

脂肪酸

人体内で合成できない
（必須脂肪酸）

人体内で合成できる
（常温で個体）

飽和脂肪酸

細胞膜を構成し多彩な働きを持つ
栄養素が「不飽和脂肪酸」です。

精製魚油、ゼラチン／グリセリン、グリセ
リン脂肪酸エステル、トコトリエノール、
フェルラ酸、マリーゴールド色素、ミック
ストコフェロール

標準成分

＜1粒（575mg）あたり＞

原材料

精製魚油
-酵素処理DHA
-EPA

フェルラ酸　
ルテイン　
総トコフェロール類　
　- 総トコトリエノール

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

250
175
15
15
3
19
13

DHAは主に魚油に含まれるω3系
の脂肪酸で、魚を食べる機会が減っ
た現代では不足しがちな栄養素で
す。
『uDHA ミセル』は、酵素処理により
通常のDHAに比べて高い作用効
率を持つ「Bioactive DHA」を配合
しました。共に働くフェルラ酸、ルテイ
ンも組み合わせています。ミセル加
工により体によく吸収されます。

不飽和脂肪酸

uDHA ミセル
製品詳細はこちら

■アレルギー物質 ： ゼラチン
グルテン
不使用 不使用 不使用 不使用

砂糖 カゼイン イースト

EPA含有精製魚油、ゼラチン、ボラージ
シードオイル、MCTオイル／グリセリン
脂肪酸エステル、グリセリン、トコトリエ
ノール、ヘマトコッカス藻色素、酸化防
止剤（ビタミンE：大豆由来）

＜1粒（762mg）あたり＞

原材料

標準成分

EPA
DHA
α-リノレン酸
γ-リノレン酸
アスタキサンチン
総トコフェロール類
-総トコトリエノール

ビタミンE

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

mg

100
35
4
25
1
20
15
6

EPAは主に魚油に含まれるω3系
脂肪酸、γ-リノレン酸はボラージ草
や月見草の含まれるω6系脂肪酸
です。どちらも普段の食事だけでは
十分な補給が難しい栄養素です。
『ＥＰＡγリノ ミセル』は、1粒にＥＰＡ
/ＤＨＡとγ-リノレン酸を中心に身体
に必要な油をマルチに配合しまし
た。ミセル加工により、体によく吸収
されます。

不飽和脂肪酸

EPAγリノ ミセル

製品詳細はこちら

■アレルギー物質 ： 大豆、ゼラチン
グルテン
不使用 不使用 不使用 不使用

砂糖 カゼイン イースト

60粒入り ： 5,940円
（税抜 5,500円　税 440円）

標準価格

1日の目安量 ： 2～6粒

60粒入り ： 5,940円
（税抜 5,500円　税 440円）

標準価格

1日の目安量 ： 2～6粒
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ミネラル
体の構成成分で働きを円滑にする栄養素が「ミネラル」です。

ミネラルは、地球上に存在する元素のう
ち、酸素・水素・窒素・炭素を除いた元
素を指します。現在１６種類存在すると
言われており、必要量がわずかな微量ミ
ネラル、比較的必要量の多い主要ミネ
ラルに分けられます。骨など身体の組
織を構成したり、体の働きを円滑にし調
子を整えたりする栄養素で、体内で合
成できず外からの補給が必要です。

微量ミネラル

主要ミネラル

マンガン

鉄 亜鉛 セレン クロム 銅

ヨウ素 モリブ
デン コバルト

カルシ
ウム

マグネ
シウム リン ナトリ

ウム

カリウム 硫黄 塩素

ヘム鉄、HPMC、ステアリン酸Ca、微粒二
酸化ケイ素／鉄含有乳酸菌、銅含有乳
酸菌、マンガン含有乳酸菌、セレン含有
乳酸菌、亜鉛含有乳酸菌、（一部に乳成
分を含む）

＜1粒（460mg）あたり＞

原材料

原材料

鉄
亜鉛（乳酸菌）
セレン（乳酸菌）
銅（乳酸菌）
マンガン（乳酸菌）
ヘム鉄　
　- 鉄　
鉄含有乳酸菌
　- 鉄　

mg
mg
µg
mg
mg

mg
mg
mg
mg

9
1
25
0.5
2

250
5

42.2
4

鉄は現代人、特に女性に不足しが
ちなミネラルです。体内には3～4ｇ
の鉄が、赤血球、肝臓、筋肉などに
多く存在しており、体の様々な働き
に関与します。
『ヘム鉄』は、1粒にヘム鉄5mg、吸
収がよく体にやさしい乳酸菌鉄
4mg、2種類の鉄を合計9mg配合
しました。さらに、鉄と共に働く微量ミ
ネラルも組み合わせています。

ミネラル

ヘム鉄 （旧称：Fe9 ヘム＆ビオ）

製品詳細はこちら

■アレルギー物質 ： 乳

グルテン
不使用 不使用 不検出※ 不使用

砂糖 カゼイン イースト

※分析にて検出されないことを確認しております。

30粒入り ： 2,916円
（税抜 2,700円　税 216円）

60粒入り ： 5,400円
（税抜 5,000円　税 400円）

標準価格
1日の目安量 ： 3～4粒

亜鉛含有乳酸菌、セレン含有乳酸菌、銅
含有乳酸菌、マンガン含有乳酸菌／セ
ルロース、クチナシ色素、HPC、ステアリ
ン酸Ca、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、
HPMC、ショ糖脂肪酸エステル、（一部に
乳成分を含む）

標準成分

＜1粒（355mg）あたり＞

原材料

亜鉛（乳酸菌）
セレン（乳酸菌）
銅（乳酸菌）
マンガン（乳酸菌）

mg
µg
mg
mg

17.5
20
0.2
0.5

亜鉛は現代人に不足しがちなミネラ
ルです。特に体内の酵素と深く関
係しており、300種類以上の酵素
の活性中心として存在するばかりで
なく、約2,000もの酵素の補因子と
なるなど、生命活動の維持に欠かせ
ない存在です。
『亜鉛』は吸収がよく体にやさしい
乳酸菌亜鉛を中心に、共に働く微
量ミネラルを配合しました。

ミネラル

亜鉛 （旧称：亜鉛 ビオ）
製品詳細はこちら

■アレルギー物質 ： 乳

グルテン
不使用 不使用 不検出※ 不使用

砂糖 カゼイン イースト

※分析にて検出されないことを確認しております。

標準成分

＜1本（2,500mg）あたり＞

原材料

カルシウム＆マグネシウム
（旧称：マグカルＤ ビオ）

カルシウム（Ca）とマグネシウム
（Mg）は体内に広く存在するミネラ
ルです。Caは骨や歯を構成する、
Mgは300種類以上の酵素の補因
子となるなど生体に不可欠な存在
です。連携して働くため、バランスよ
く併せて摂取することが重要です。
『カルシウム＆マグネシウム』は、Ca
とMgを1:1の比率で配合し、さらに
ビタミンDも組み合わせています。

難消化性デキストリン、マグネシウム含
有乳酸菌（乳成分を含む）／リン酸マグ
ネシウム、骨焼成カルシウム（魚骨由
来）、クエン酸、DL-リンゴ酸、プルラン、
香料、甘味料（ステビア）、ビタミンD

カルシウム
マグネシウム
ビタミンD

リンゴ酸
クエン酸

mg
mg
µg

mg
mg

150
150
10.0

60
60

製品詳細はこちら
ミネラル

■アレルギー物質 ： 乳

グルテン
不使用 不使用 不検出※ 不使用

砂糖 カゼイン イースト

※分析にて検出されないことを確認しております。

30本入り ： 5,940円
（税抜 5,500円　税 440円）

標準価格

1日の目安量 ： 2～3本

本製品は“今”この社会を健康に過ご
す負けないカラダを維持するために
調整（チューニング）しています。

60粒入り ： 4,104円
（税抜 3,800円　税 304円）

90粒入り ： 5,940円
（税抜 5,500円　税 440円）

標準価格
1日の目安量 ： 3～4粒
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マグネシウムは細胞や骨に広く存在
するミネラルです。300種類以上の
酵素の補因子となるなど、生体の非
常に重要な構成要素ですが、ストレ
スの多い現代では不足しがちな栄養
素です。
『マグネシウム』は吸収がよく体にやさ
しい乳酸菌マグネシウムを中心に、共
に働くビタミンB₆やパントテン酸などを
配合しました。 マグネシウム含有乳酸菌（乳成分を含

む）、難消化性デキストリン／リン酸マグ
ネシウム、クエン酸、DL-リンゴ酸、環状
オリゴ糖、パントテン酸Ca、ビタミンB6、
プルラン、甘味料（ステビア）、香料、ソル
ビトール

標準成分

＜1本（2,000mg）あたり＞

原材料

マグネシウム
ビタミンB6
パントテン酸
リンゴ酸
クエン酸

mg
mg
mg

mg
mg

200
15
30
50
50

マグネシウム
ミネラル

製品詳細はこちら

■アレルギー物質 ： 乳グルテン
不使用 不使用 不検出※ 不使用

砂糖 カゼイン イースト

※分析にて検出されないことを確認しております。

このマークのあるサプリメントは実物大で表記しております。
ご選択の際の目安としてご参照ください。

（旧称：アドレマグ200 ビオ）

30本入り ： 6,480円
（税抜 6,000円　税 480円）

標準価格

1日の目安量 ： 1～3本

機能性食品は、
様々な方のお悩みにお答えする

製品群です。

プロテイン（タンパク質）、アミノ酸、ビタミン、不
飽和脂肪酸（脂質）、ミネラルといった体のベー
スをつくる基礎栄養ではカバーしきれない、体の
機能をサポートし、QOLを向上する成分を中心
に配合しています。

機能性食品

コエンザイムＱ10は細胞の中のミト
コンドリアや細胞膜などに広く存在
する補酵素です。加齢とともに減少
し、ストレスが激しい現代の生活にお
いては、不足しがちな栄養素です。
『コエンザイムＱ10 ミセル』は、酸化
型に加え、体の中ですぐに働く還元
型のコエンザイムＱ10も配合しまし
た。ミセル加工により体によく吸収さ
れます。

ゼラチン、オリーブオイル、コエンザイ
ムQ10、コエンザイムQ10(還元型)、ココ
ナッツオイル、ビタミンE含有植物油／
グリセリン、レシチン(大豆由来)、グリセ
リン脂肪酸エステル、ミツロウ、カラメ
ル色素

標準成分

＜1粒（485mg）あたり＞

原材料

コエンザイムQ10 ミセル

コエンザイムQ10
-還元型コエンザイムQ10
-酸化型コエンザイムQ10

ココナッツオイル
オリーブオイル
レシチン
ビタミンE

100
25
75
25
120
20
1.25

mg
mg
mg
mg
mg
mg

mg

機能性食品
製品詳細はこちら

■アレルギー物質 ： 大豆、ゼラチン
グルテン
不使用 不使用 不使用 不使用

砂糖 カゼイン イースト 60粒入り ： 8,100円
（税抜 7,500円　税 600円）

標準価格

1日の目安量 ： 2～3粒
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グルコサミンとコンドロイチンは軟
骨、皮膚、結合組織などの構成要
素であり、年齢を重ねることで減少
してしまいます。
『グルコラロイチンMB』は利用効率
の高いN-アセチルグルコサミンとコ
ンドロイチンを配合しました。軟骨の
構成成分として重要な非変性Ⅱ型
コラーゲン、さらにMSM（メチルサル
フォニルメタン）なども組み合わせて
います。 N-アセチルグルコサミン（えび・かにを

含む）、マルトデキストリン、エリスリトー
ル、メチルサルフォニルメタン、鮫軟骨
抽出物、ボスウェリアセラータ樹脂抽出
物、鶏軟骨抽出物／クエン酸、酵素処理
ルチン、ナイアシンアミド、プルラン、甘
味料（ステビア）、香料

標準成分

＜1本（2,500mg）あたり＞

原材料

グルコラロイチンMB

N-アセチルグルコサミン
コンドロイチン硫酸
非変性Ⅱ型コラーゲン
メチルサルフォニルメタン
ボスウェリアセラータ樹脂抽出物
酵素処理ルチン
クエン酸

ナイアシン

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

mg

1,000
70
5

100
16
60
70

25

機能性食品
製品詳細はこちら

■アレルギー物質 ： えび、かに、鶏肉
グルテン
不使用 不使用 不使用 不使用

砂糖 カゼイン イースト

オリーブは古くより地中海沿岸を中
心に栽培され、実を搾ったオイルだ
けでなく、葉の抽出物も健康成分と
して注目されています。
『オリーブX』はオリーブに含まれる
健康成分であるオーレユーロペン、
オレアノール酸、ヒドロキシチロソル
を高濃度に配合しました。共に働く
エキナセア、緑茶、ニンニク、オレガ
ノの抽出物も組み合わせています。

オリーブ葉抽出物、デキストリン、ニン
ニク抽出物、エキナセア抽出物、オレ
ガノ抽出物、オリーブ果実抽出物／
HPMC、緑茶抽出物、ステアリン酸Ca、微
粒二酸化ケイ素、セルロース

原材料

オリーブX
標準成分

＜1粒（370mg）あたり＞

オリーブ葉抽出物
-オーレユーロペン
-オレアノール酸

オリーブ果実抽出物
-ヒドロキシチロソル

エキナセア抽出物
緑茶抽出物
-EGCG

ニンニク抽出物
オレガノ抽出物

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

165
50
12.5
20.5
1.2
25
16.5
15
45
15

機能性食品
製品詳細はこちら

グルテン
不使用 不使用 不使用 不使用

砂糖 カゼイン イースト

30粒入り ： 3,564円
（税抜 3,300円　税 264円）

60粒入り ： 6,696円
（税抜 6,200円　税 496円）

標準価格
1日の目安量 ： 1～6粒

30本入り ： 7,020円
（税抜 6,500円　税 520円）

標準価格

1日の目安量 ： 1～3本

イソフラボンは主に大豆胚芽に多く
含まれるポリフェノールです。40代
以降急激に変化する体に対応する
ため、女性はもちろん、様々な年代
の方に摂取していただきたい栄養
素です。
『イソフラボンX』は安全性の高い配
糖体型の大豆イソフラボンに、健
康・美容成分として注目されるブロッ
コリースプラウト（発芽ブロッコリーの
新芽）抽出物を配合しました。

製品詳細はこちら

ブロッコリースプラウト抽出物（発芽ブ
ロッコリー抽出物、でん粉分解物）、大
豆イソフラボン抽出物、でん粉／炭酸
Ca、ステアリン酸Ca、CMC、HPC、HPMC、微
粒二酸化ケイ素、グリセリン

標準成分

原材料

イソフラボンＸ
機能性食品

＜1粒（228mg）あたり＞

大豆イソフラボン　
　-総イソフラボン配糖体 
ブロッコリースプラウト抽出物　
　-スルフォラファン

mg
mg
mg
mg

60
45
120
2.25

■アレルギー物質 ： 大豆グルテン
不使用 不使用 不使用 不使用

砂糖 カゼイン イースト

製品詳細はこちら

西洋シロヤナギ抽出物（西洋シロヤナギ
エキス、デキストリン）、イチョウ葉抽出
物、納豆菌培養エキス（大豆粉、マルトデ
キストリン）、L-シトルリン、でん粉／L-ア
ルギニン、HPMC、シェラック、ステアリン酸
Ca、微粒二酸化ケイ素、ショ糖脂肪酸エス
テル、ソルビトール、HPC、グリセリン

原材料

イチョウ葉＆Ｎキナーゼ
標準成分

機能性食品

＜1粒（487mg）あたり＞

イチョウ葉抽出物　
　-総フラボン配糖体　
　-総テルペンラクトン 
納豆菌培養エキス　

L-アルギニン　
L-シトルリン　
西洋シロヤナギ抽出物　
　-サリシン 

mg
mg
mg
mg
FU）
mg
mg
mg
mg

62.5
15
3.75
50

  （ナットウキナーゼ活性 1,000
100
50
70
10

イチョウ葉はフラボノイドなどを含み、
長く健康のため使われてきました。ナ
ットウキナーゼは納豆に含まれる酵
素で、日本人の健康を支えてきまし
た。どちらも生活習慣からくるお悩み
におすすめの栄養素です。
『イチョウ葉＆Nキナーゼ』は、成分を
高含有したイチョウ葉抽出物と、高
い酵素活性を持つ納豆菌培養エキ
スを中心に配合しました。

■アレルギー物質 ： 大豆
グルテン
不使用 不使用 不使用 不使用

砂糖 カゼイン イースト

60粒入り ： 6,480円
（税抜 6,000円　税 480円）

標準価格

1日の目安量 ： 2～4粒

60粒入り ： 5,400円
（税抜 5,000円　税 400円）

標準価格

1日の目安量 ： 2～4粒



2625

ラクトフェリンは鉄と結合する性質が
あるなど多彩な機能を持つタンパク
質です。母乳に多く含まれることから
赤ちゃんを守る成分と言われています
が、日々 の健康を守るために様 な々年
代の方におすすめの栄養素です。
『ラクトフェリンX』はラクトフェリンを
1粒110mg配合しました。さらに、酪
酸菌とクリスパタス菌も組み合わせ、
守るチカラをサポートします。

酪酸菌末（コーンスターチ、酪酸菌、乳
糖）、エリスリトール、乳酸菌末（デキス
トリン、乳酸菌KT-11）（殺菌）／ラクトフ
ェリン、甘味料（キシリトール、ステビ
ア）、HPC、セルロース、ステアリン酸Ca、
CMC、微粒二酸化ケイ素、香料、（一部に
乳成分・大豆を含む）

標準成分

原材料

ラクトフェリンＸ
機能性食品

■アレルギー物質 ： 乳、大豆

製品詳細はこちら

グルテン
不使用 不使用 極微量※ 不使用

砂糖 カゼイン イースト

※極微量ですが含まれています。

＜1粒（400mg）あたり＞

ラクトフェリン
酪酸菌末

乳酸菌（クリスパタス菌）
　　　　　　KT-11末

110
80

（800万

25
（100億

mg
mg
個）

mg
個）

本製品は“今”この社会を健康に過ご
す負けないカラダを維持するために
調整（チューニング）しています。

90粒入り ： 5,940円
（税抜 5,500円　税 440円）

標準価格

1日の目安量 ： 3～6粒

ミセル化しており
吸収効率に優れています

ＭＳＳＤＵＯブランドの油成分サプリ
メント７種類は、ミセル化しているの
で、お腹に負担が少なくスムーズな
吸収が可能です。お子様、ご高齢の
方、油ものが苦手な方にもオススメ
です。

+水 油

ミセル化すると…

お湯にごま油をたらすと、分離してしまい
ます。

+水 油

水と油をまぜると…

『A10000 ミセル』の内容物をお湯に出
した場合、全く分離していません。

● A10000 ミセル
● D5000 ミセル
● E200 ミセル
● A･D･E･K ミセル
● uDHA ミセル
● EPAγリノ ミセル
● コエンザイムQ10 ミセル

水と油は分離してしまい、
このままでは吸収できません。

水と油は分離せずなじんでいるため、
スムーズに吸収できます！

ＭＳＳＤＵＯブランドの油成分サプリメント

ブランドの油成分サプリメントは
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原材料

亜鉛含有乳酸菌、セレン含有乳酸菌、α-リポ酸、ビタミンE含有植物油、クロム含有乳酸菌、マリアアザミ抽出物、ウコ
ン、マンガン含有乳酸菌、モリブデン含有乳酸菌、でん粉／ビタミンC、ナイアシンアミド、セルロース、ヘム鉄、HPMC、
酸化マグネシウム、HPC、ビタミンB6、グリシン、パントテン酸Ca、ビタミンB1、ステアリン酸Ca、ビタミンB2、焼成カルシウ
ム、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、メチルヘスペリジン、加工デンプン、貝Ca、クエン酸、イノシトール、酵素処理ル
チン、DL-リンゴ酸、グルコン酸銅、ショ糖脂肪酸エステル、デュナリエラカロテン、グリセリン、葉酸、ビタミンA、クチナ
シ色素、ビタミンB12、ビオチン、ビタミンD、（一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む）

標準成分＜1包（2,065mg）あたり＞

製品詳細はこちら

ビタミンC&αリポ酸 ×1粒
ナイアシンアミド ×1粒
ヘム鉄&ビタミンB群 ×1粒
マルチビタミン（B群メイン） ×1粒
マルチミネラル（亜鉛メイン） ×1粒

１包あたり

グルテン
不使用 不使用 不検出※ 不使用

砂糖 カゼイン イースト

※分析にて検出されないことを確認しております。

■アレルギー物質 ： 乳、大豆、ゼラチン

ルチン 5 mg
ヘスペリジン 15 mg
αリポ酸 15 mg
総カロテノイド 600 µg
シリマリン 15 mg
ウコン末 2.5 mg
リンゴ酸 4 mg
クエン酸 9 mg

セレン 30 µg
鉄 3.0 mg
銅 0.4 mg
マグネシウム 40 mg
マンガン 1.0 mg
モリブデン 15 µg
グリシン 60 mg
イノシトール 10 mg

葉酸 500 µg
ビタミンC 290 mg
ビタミンD 3.3 µg
ビタミンE 16.9 mg
亜鉛 15.0 mg
カリウム 12 mg
カルシウム 10 mg
クロム 35 µg

ビタミンA 330 µg
ビタミンB1 26.0 mg
ビタミンB2 25.0 mg
ビタミンB6 40.0 mg
ビタミンB12 130.0 µg
ナイアシン 270 mg
パントテン酸 35.7 mg
ビオチン 23 µg

医療機関で実績のサプリメントを、目的別に分包

からだに必要な栄養素をバランスよく補給できます。

１回分ずつパッケージされているので手軽に飲めます。

必要な分だけを携帯しやすい個包装です。

1

2

3

「Selfcare Pack」は株式会社MSSの登録商標です。27

セルフケアパック

30包入り ： 5,853円
（税抜 5,420円　税 433円）

標準価格

1日の目安量 ： 1～3包

10月より「パッケージデザイン」、
「一部の粒内容」が変更となります。
最新情報はホームページをご確認
ください。
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ファインデイズ

ビタミンB群&核酸成分 ×1粒
ナイアシンアミド ×2粒
ヘム鉄&乳酸菌鉄 ×1粒

原材料

鉄含有乳酸菌、L-カルニチン酒石酸塩、マリアアザミ抽出物、マンガン含有乳酸菌、セレン含有乳酸菌、ウコン、
さけ白子抽出物、亜鉛含有乳酸菌／ナイアシンアミド、ヘム鉄、HPMC、セルロース、ビタミンB6、パントテン酸Ca、
ビタミンB2、ステアリン酸Ca、ビタミンB1、HPC、ベタイン、イノシトール、微粒二酸化ケイ素、カルナウバロウ、クエ
ン酸、グルコン酸銅、ツェイン、グリセリン、ショ糖脂肪酸エステル、葉酸、ビオチン、クチナシ色素、ビタミンB12、
（一部に乳成分・さけを含む）

ビタミンB1 27.0 mg
ビタミンB2 35.0 mg
ビタミンB6 70.0 mg
ビタミンB12 70.0 µg
ナイアシン 525 mg

標準成分＜1包（1,700mg）あたり＞

１包あたり

製品詳細はこちら

■アレルギー物質 ： 乳、さけ

グルテン
不使用 不使用 不検出※ 不使用

砂糖 カゼイン イースト

※分析にて検出されないことを確認しております。

心
身
の
健
康
に
欠
か
せ
な
い
栄
養
素

ベタイン 25 mg
シリマリン 30 mg
ウコン末 5 mg
精製白子 15 mg

鉄 9.0 mg
銅 0.5 mg
マンガン 2.0 mg
イノシトール 25 mg
L-カルニチン 25 mg

パントテン酸 40.0 mg
ビオチン 100 µg
葉酸 300 µg
亜鉛 1.0 mg
セレン 25 µg

ビューティー
美
容
に
欠
か
せ
な
い
栄
養
素

グルテン
不使用 不使用 不検出※ 不使用

砂糖 カゼイン イースト

※分析にて検出されないことを確認しております。

ビタミンB群&核酸成分 ×1粒
ビタミンC&αリポ酸 ×2粒
ヘム鉄&乳酸菌鉄 ×1粒

１包あたり

製品詳細はこちら

原材料

鉄含有乳酸菌、α-リポ酸、L-カルニチン酒石酸塩、ウコン、マンガン含有乳酸菌、セレン含有乳酸菌、さけ白子
抽出物、亜鉛含有乳酸菌／ビタミンC、ヘム鉄、HPMC、セルロース、ビタミンB6、パントテン酸Ca、ステアリン酸Ca、
HPC、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシンアミド、ベタイン、イノシトール、メチルヘスペリジン、微粒二酸化ケイ
素、カルナウバロウ、クエン酸、グルコン酸銅、ツェイン、酵素処理ルチン、ショ糖脂肪酸エステル、葉酸、ビオチ
ン、ビタミンB12、（一部に乳成分・さけを含む）

ビタミンB1 25.0 mg
ビタミンB2 25.0 mg
ビタミンB6 40.0 mg
ビタミンB12 70.0 µg
ナイアシン 25 mg

標準成分＜1包（1,700mg）あたり＞

■アレルギー物質 ： 乳、さけ

L-カルニチン 25 mg
ベタイン 25 mg
αリポ酸 30 mg
ヘスペリジン 20 mg
精製白子 15 mg

セレン 25 µg
鉄 9.0 mg
銅 0.5 mg
マンガン 2.0 mg
イノシトール 25 mg

パントテン酸 40.0 mg
ビオチン 100 µg
葉酸 300 µg
ビタミンC 500 mg
亜鉛 1.0 mg

30包入り ： 6,318円
（税抜 5,850円　税 468円）

標準価格

1日の目安量 ： 1～3包

30包入り ： 6,210円
（税抜 5,750円　税 460円）

標準価格

1日の目安量 ： 1～3包

10月より「パッケージデザイン」、
「一部の粒内容」が変更となります。
最新情報はホームページをご確認
ください。

10月より「パッケージデザイン」、
「一部の粒内容」が変更となります。
最新情報はホームページをご確認
ください。
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コールドガード

原材料

ココナッツオイル、ゼラチン、オリーブ葉抽出物、デキストリン、ニンニク抽出物、ビタミンK2含有食品油脂（一
部、大豆を含む）、エキナセア抽出物、α-リポ酸、オレガノ抽出物、オリーブ果実抽出物、ウコン／ビタミンC、
HPMC、セルロース、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、レシチン（大豆由来）、トコトリエノール、HPC、ステア
リン酸Ca、緑茶抽出物、メチルヘスペリジン、ビタミンD、微粒二酸化ケイ素、ビタミンA、クエン酸、酵素処理ルチ
ン、ショ糖脂肪酸エステル 

標準成分＜1包（1,340mg）あたり＞

■アレルギー物質 ： 大豆、ゼラチン

毎
日
の
体
調
管
理
に
欠
か
せ
な
い
栄
養
素

ビタミンA 1,500 µg
ビタミンC 250 mg
ビタミンD 25.0 µg
ビタミンE 4.0 mg
ビタミンK 40 µg

オリーブ葉・果実抽出物×1粒
ビタミンC&αリポ酸×1粒
ビタミンA・D・E・K×1粒

１包あたり

製品詳細はこちら

グルテン
不使用 不使用 不使用 不使用

砂糖 カゼイン イースト

総トコフェロール類 22.5 mg
　-総トコトリエノール 16 mg
レシチン 35 mg
ココナッツオイル 180 mg
ビタミンK2-7 50 µg

緑茶抽出物 16.5 mg
　-EGCG 15 mg
ニンニク抽出物 45 mg
オレガノ抽出物 15 mg
αリポ酸 15 mg
ヘスペリジン 10 mg

オリーブ葉抽出物　 165 mg
　-オーレユーロペン 50 mg
　-オレアノール酸 12.5 mg
オリーブ果実抽出物 20.5 mg
　-ヒドロキシチロソル 1.2 mg
エキナセア抽出物　 25 mg

ウルトラ・プロテクト
負
け
な
い
身
体
に
欠
か
せ
な
い
栄
養
素

原材料

【ビタミンC&αリポ酸】α-リポ酸、ウコン／ビタミンC、セルロース、HPC、メチルヘスペリジン、ステアリン酸Ca、微粒
二酸化ケイ素、HPMC、クエン酸、酵素処理ルチン、ショ糖脂肪酸エステル
【ビタミンA･D･E･K】ココナッツオイル、ゼラチン、ビタミンK₂含有食品油脂（一部､大豆を含む）／グリセリン、グリセ
リン脂肪酸エステル、レシチン（大豆由来）、トコトリエノール、ビタミンD、ビタミンA
【オリーブ葉･果実抽出物】オリーブ葉抽出物、デキストリン、ニンニク抽出物、エキナセア抽出物、オレガノ抽出物、
オリーブ果実抽出物／HPMC、緑茶抽出物、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、セルロース
【マルチミネラル（亜鉛メイン）】亜鉛含有乳酸菌、セレン含有乳酸菌、クロム含有乳酸菌、マンガン含有乳酸菌、モ
リブデン含有乳酸菌、でん粉／セルロース、酸化マグネシウム、焼成カルシウム、塩化カリウム、ステアリン酸Ca、DL-
リンゴ酸、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、HPMC、HPC、グルコン酸銅、ショ糖脂肪酸エステル、（一部に乳成分を含む）

ビタミンA 1,500 µg
ビタミンC 1,000 mg
ビタミンD 25.0 µg
ビタミンE 4.0 mg
ビタミンK 40 µg
亜鉛 10.0 mg
カリウム 12 mg
カルシウム 10 mg
クロム 35 µg

標準成分＜1包（3,020mg）あたり＞

■アレルギー物質 ： 乳、大豆、ゼラチン

エキナセア抽出物 25 mg
緑茶抽出物 16.5 mg
　- EGCG 15 mg
ニンニク抽出物 45 mg
オレガノ抽出物 15 mg
リンゴ酸 4 mg
クエン酸 4 mg

総トコフェロール類 22.5 mg
　- 総トコトリエノール 16 mg
レシチン 35 mg
ビタミンK₂-7 50 µg
オリーブ葉抽出物 165 mg
　- オーレユーロペン 50 mg
　- オレアノール酸 12.5 mg
オリーブ果実抽出物 20.5 mg
　- ヒドロキシチロソル 1.2 mg

セレン 30 µg
銅 0.15 mg
マグネシウム 40 mg
マンガン 1.0 mg
モリブデン 15 µg

ココナッツオイル 180 mg
αリポ酸 60 mg
ヘスペリジン 40 mg

ビタミンC&αリポ酸×4粒 
ビタミンA・D・E・K×1粒
オリーブ葉・果実抽出物×1粒
マルチミネラル（亜鉛メイン）×1粒

１包あたり

製品詳細はこちら

グルテン
不使用 不使用 不検出※ 不使用

砂糖 カゼイン イースト

※分析にて検出されないことを確認しております。

30包入り ： 7,614円
（税抜 7,050円　税 564円）

標準価格

1日の目安量 ： 1～3包
30包入り ： 10,918円
（税抜 10,110円　税 808円）

標準価格

1日の目安量 ： 1～3包

10月より「パッケージデザイン」、
「一部の粒内容」が変更となります。
最新情報はホームページをご確認
ください。

10月より「パッケージデザイン」、
「一部の粒内容」が変更となります。
最新情報はホームページをご確認
ください。
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NINKATSU

原材料

亜鉛含有乳酸菌、たら油、ゼラチン、食用植物油脂、エリスリトール、鉄含有乳酸菌、L-カルニチン酒石酸塩、セレ
ン含有乳酸菌、マンガン含有乳酸菌、さけ白子抽出物、ココナッツオイル、ウコン／HPMC、ヘム鉄、セルロース、グ
リセリン脂肪酸エステル、グリセリン、ビタミンB6、パントテン酸Ca、ビタミンB1、ナイアシンアミド、ビタミンB2、ベタ
イン、イノシトール、ステアリン酸Ca、HPC、トコトリエノール、カルナウバロウ、微粒二酸化ケイ素、クチナシ色素、ト
マトリコピン、野菜色素、クエン酸、グルコン酸銅、甘味料（ステビア）、ツェイン、酵素処理ルチン、香料、葉酸、ビタ
ミンB12、ショ糖脂肪酸エステル、ビタミンD3、ビオチン、（一部に、乳成分・さけ・ゼラチンを含む）

標準成分＜1包（1,850mg）あたり＞

■アレルギー物質 ： 乳、さけ、ゼラチン

妊
娠
に
欠
か
せ
な
い
栄
養
素

ビタミンB1 25.8 mg
ビタミンB2 25.5 mg
ビタミンB6 40.8 mg
ビタミンB12 270.0 µg
ナイアシン 26 mg
パントテン酸 41.0 mg
ビオチン 100 µg

総トコフェロール類 16 mg
　-総トコトリエノール 10 mg
ココナッツオイル 16 mg
たら油 150 mg

イノシトール 25 mg
L-カルニチン 25 mg
ベタイン 25 mg
精製白子 15 mg
ルチン 2 mg
リコピン 0.5 mg

葉酸 700  µg
ビタミンD 145.0  µg
亜鉛 16.0  mg
セレン 45  µg
鉄 9.0  mg
銅 0.7  mg
マンガン 2.5  mg

ビタミンB群&核酸成分×1粒
葉酸&ビタミンB12×1粒
ヘム鉄&乳酸菌鉄×1粒
ビタミンD3×1粒
乳酸菌亜鉛×1粒

１包あたり

グルテン
不使用 不使用 不検出※ 不使用

砂糖 カゼイン イースト

※分析にて検出されないことを確認しております。

製品詳細はこちら

冴
え
・
学
習
に
欠
か
せ
な
い
栄
養
素

原材料

【イチョウ葉抽出物＆ナットウキナーゼ】西洋シロヤナギ抽出物（西洋シロヤナギエキス、デキストリン）、イチョウ葉
抽出物、納豆菌培養エキス（大豆粉、マルトデキストリン）、L-シトルリン、でん粉／L-アルギニン、HPMC、シェラック、ス
テアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、ショ糖脂肪酸エステル、ソルビトール、HPC、グリセリン
【バイオアクティブ型DHA】精製魚油、ゼラチン／グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、トコトリエノール、フェル
ラ酸、マリーゴールド色素、ミックストコフェロール
【ビタミンB群&核酸成分】L-カルニチン酒石酸塩、さけ白子抽出物、ウコン／HPMC、ビタミンB₆、パントテン酸カルシ
ウム、ビタミンB₁、ビタミンB₂、ナイアシンアミド、ベタイン、イノシトール、カルナウバロウ、ステアリン酸Ca、微粒酸化
ケイ素、ツェイン、クエン酸、葉酸、ビオチン、ビタミンB₁₂
【ナイアシンアミド】マリアアザミ抽出物、ウコン粉末／ナイアシンアミド、セルロース、ビタミンB₆、HPC、ステアリン
酸Ca、微粒二酸化ケイ素、ビタミンB₂、HPMC、ビタミンB₁、クエン酸、グリセリン、ショ糖脂肪酸エステル、クチナシ色素

ビタミンB₁ 26.0 mg
ビタミンB₂ 30.0 mg
ビタミンB₆ 55.0 mg
ビタミンB₁₂ 70.0 µg
ナイアシン 275 mg
パントテン酸 40.0 mg
ビオチン 100 µg
葉酸 300 µg

標準成分＜1包（1,907mg）あたり＞

酵素処理DHA 175 mg
EPA 15 mg
総トコフェロール類 19 mg
　- 総トコトリエノール 13 mg
フェルラ酸 15 mg
イチョウ葉抽出物 62.5 mg
　- 総フラボン配糖体 15 mg
　- 総テルペンラクトン 3.75 mg

■アレルギー物質 ： さけ、大豆、ゼラチン

納豆菌培養エキス 50 mg
 （ナットウキナーゼ活性 1,000 FU）
L-アルギニン 100 mg
L-シトルリン 50 mg
西洋シロヤナギ抽出物 70 mg
　- サリシン 10 mg

ルテイン 3 mg
イノシトール 25 mg
L-カルニチン 25 mg
ベタイン 25 mg
精製白子 15 mg
シリマリン 15 mg
ウコン末 2.5 mg

イチョウ葉抽出物&ナットウキナーゼ×1粒
バイオアクティブ型DHA×1粒
ビタミンB群&核酸成分×1粒
ナイアシンアミド×1粒

１包あたり

グルテン
不使用 不使用 不使用 不使用

砂糖 カゼイン イースト

製品詳細はこちら

30包入り ： 11,048円
（税抜 10,230円　税 818円）

標準価格

1日の目安量 ： 1～2包
30包入り ： 8,478円
（税抜 7,850円　税 628円）

標準価格

1日の目安量 ： 1～3包

10月より「パッケージデザイン」、
「一部の粒内容」が変更となります。
最新情報はホームページをご確認
ください。

10月より「パッケージデザイン」、
「一部の粒内容」が変更となります。
最新情報はホームページをご確認
ください。
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成
長
期
に
欠
か
せ
な
い
栄
養
素

原材料

【ビタミンA･D･E･K】ココナッツオイル、ゼラチン、ビタミンK₂含有食品油脂（一部、大豆を含む）／グリセリン、グ
リセリン脂肪酸エステル、レシチン（大豆由来）、トコトリエノール、ビタミンD、ビタミンA
【マルチビタミン（B群メイン）】V.E含有植物油／V.C、パントテン酸Ca、セルロース、V.B₁、HPC、V.B₆、ナイアシンアミ
ド、V.B₂、HPMC、加工デンプン、貝Ca、イノシトール、ステアリン酸Ca、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、メチルヘスペ
リジン、酵素処理ルチン、ショ糖脂肪酸エステル、デュナリエラカロテン、V.A、葉酸、クチナシ色素、V.B₁₂、ビオチ
ン、V.D、（一部に大豆・ゼラチンを含む）
【ヘム鉄＆ビタミンB群】亜鉛含有乳酸菌、銅含有乳酸菌／ヘム鉄、グリシン、HPMC、セルロース、ステアリン酸
Ca、ビタミンB₆、微粒二酸化ケイ素、葉酸、ビタミンB₁₂、（一部に乳成分を含む）

標準成分＜1包（1,365mg）あたり＞

■ アレルギー物質 ： 乳、大豆、ゼラチン

ビタミンD 28.333 µg
ビタミンE 20.933 mg
ビタミンK 40 µg
亜鉛 5.0 mg
鉄 3.0 mg
銅 0.2 mg

ココナッツオイル 180 mg
イノシトール 10 mg
ルチン 5 mg

ヘスペリジン 5 mg
総トコフェロール類 22.5 mg
　- 総トコトリエノール 16  mg
レシチン 35 mg
ビタミンK₂-7 50 µg
クエン酸 5 mg
総カロテノイド 600 µg
グリシン 60 mg

ビタミンA 1,830 µg
ビタミンB₁ 25.0 mg
ビタミンB₂ 20.0 mg
ビタミンB₆ 25.0 mg
ビタミンB₁₂ 130.0 µg
ナイアシン 20 mg
パントテン酸 35.7 mg
ビオチン 23.333 µg
葉酸 500 µg
ビタミンC 40 mg

ＫＩＤＳ サポート

グルテン
不使用 不使用 不検出※ 不使用

砂糖 カゼイン イースト

※分析にて検出されないことを確認しております。

ビタミンA･D･E･K×1粒
マルチビタミン(B群ﾒｲﾝ)×1粒
ヘム鉄&ビタミンB群×1粒

１包あたり

製品詳細はこちら

健
康
の「
入
り
口
」を
サ
ポ
ー
ト
す
る
栄
養
素

原材料

【ナイアシンアミド】マリアアザミ抽出物、ウコン粉末／ナイアシンアミド、セルロース、ビタミンB₆、HPC、ステアリン酸
Ca、微粒二酸化ケイ素、ビタミンB₂、HPMC、ビタミンB₁、クエン酸、グリセリン、ショ糖脂肪酸エステル、クチナシ色素
【ビタミンC&αリポ酸】α-リポ酸、ウコン／ビタミンC、セルロース、HPC、メチルヘスペリジン、ステアリン酸Ca、微粒二
酸化ケイ素、HPMC、クエン酸、酵素処理ルチン、ショ糖脂肪酸エステル
【ビタミンA･D･E･K】ココナッツオイル、ゼラチン、ビタミンK₂含有食品油脂（一部、大豆を含む）／グリセリン、グリセリ
ン脂肪酸エステル、レシチン（大豆由来）、トコトリエノール、ビタミンD、ビタミンA
【マルチミネラル（亜鉛メイン）】亜鉛含有乳酸菌、セレン含有乳酸菌、クロム含有乳酸菌、マンガン含有乳酸菌、モリ
ブデン含有乳酸菌、でん粉／セルロース、酸化マグネシウム、焼成カルシウム、塩化カリウム、ステアリン酸Ca、DL-リ
ンゴ酸、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、HPMC、HPC、グルコン酸銅、ショ糖脂肪酸エステル、（一部に乳成分を含む）
【マルチビタミン（B群メイン）】V.E含有植物油／V.C、パントテン酸Ca、セルロース、V.B₁、HPC、V.B₆、ナイアシンアミド、V.B₂、HPMC、
加工デンプン、貝Ca、イノシトール、ステアリン酸Ca、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、メチルヘスペリジン、酵素処理ルチン、
ショ糖脂肪酸エステル、デュナリエラカロテン、V.A、葉酸、クチナシ色素、V.B₁₂、ビオチン、V.D、（一部に大豆・ゼラチンを含む）

標準成分＜1包（2,240mg）あたり＞

■ アレルギー物質 ： 乳、大豆、ゼラチン

インプラント
製品詳細はこちら

ナイアシンアミド×1粒
ビタミンC＆αリポ酸×1粒
ビタミンＡ･Ｄ･Ｅ･Ｋ×1粒
マルチミネラル（亜鉛メイン）×1粒
マルチビタミン（Ｂ群メイン）×1粒

１包あたり

グルテン
不使用 不使用 不検出※ 不使用

砂糖 カゼイン イースト

※分析にて検出されないことを確認しております。

総トコフェロール類 22.5 mg
　- 総トコトリエノール 16 mg
レシチン 35 mg
ビタミンK₂-7 50 µg
リンゴ酸 4 mg
クエン酸 9 mg
総カロテノイド 600 µg

マンガン 1.0 mg
モリブデン 15 µg

ココナッツオイル 180 mg
イノシトール 10 mg
シリマリン 15 mg
ウコン末 2.5 mg
ルチン 5 mg
αリポ酸 15 mg
ヘスペリジン 15 mg

ビタミンD 28.333 µg
ビタミンE 20.933 mg
ビタミンK 40 µg
亜鉛 10.0 mg
カリウム 12 mg
カルシウム 10 mg
クロム 35 µg
セレン 30 µg
銅 0.15 mg
マグネシウム 40 mg

ビタミンA 1,830 µg
ビタミンB₁ 26.0 mg
ビタミンB₂ 25.0 mg
ビタミンB₆ 35.0 mg
ビタミンB₁₂ 80.0 µg
ナイアシン 270 mg
パントテン酸 35.7 mg
ビオチン 23.333 µg
葉酸 300 µg
ビタミンC 290 mg

30包入り ： 5,994円
（税抜 5,550円　税 444円）

標準価格

1日の目安量 ： 1～3包

30包入り ： 7,376円
（税抜 6,830円　税 546円）

標準価格

1日の目安量 ： 1～3包

10月より「パッケージデザイン」、「一部の粒内容」が変更と
なります。最新情報はホームページをご確認ください。
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キャンディバクティン AR
（CandiBactin-AR®）

4種の伝統ハーブで闘う

■標準成分＜1粒（1,063mg）あたり＞
レッドタイムオイル 180 mg
(チモール 55~130 mg)
オレガノオイル 100 mg
(カルバクロール 55~80 mg)
セージ葉抽出物 75 mg
レモンバーム葉抽出物 50 mg

■原材料
米ヌカオイル、ゼラチン、
レッドタイムオイル、
オレガノオイル、セージ葉抽出物、
レモンバーム葉抽出物／グリセリン、
アナトー色素、
微粒二酸化ケイ素、レシチン（大豆由来）

■アレルギー物質 : 大豆、ゼラチン

製品詳細はこちら

ヨーロッパで古くから健康維
持に使用されてきたレッドタイ
ムとオレガノの芳香油を中心
に、セージ葉とレモンバーム葉
の抽出物を配合しました。

免疫グロブリン、ラクト
フェリン、ラクトパーオキ
シダーゼ、ヨウ素を配合
しました。母乳にも含まれ
る成分が健康をサポート
します。

製品詳細はこちらあなたを守る母乳の力
プロバイオプレックス インテンシブ ケア
（Probioplex® Intensive Care）

■標準成分＜1包（5,000mg）あたり＞
免疫グロブリン 218 mg
ラクトフェリン 80 mg
ラクトパーオキシダーゼ 20 mg
ヨウ素 75 µg

■原材料

■アレルギー物質 : 乳、大豆

乳清タンパク濃縮物（乳成分・大豆を含む）、
フラクトオリゴ糖、マルトデキストリン、
ヨウ素含有酵母／ラクトフェリン、
ラクトパーオキシダーゼ

胃酸で壊れずに届く10種
類の酵素に、アムラフルー
ツを配合しました。３大栄養
素の有効活用を促します。

3大栄養素を分解する10の酵素

■標準成分＜1粒（426mg）あたり＞
プロテアーゼ I 5,000 PC units
プロテアーゼ II 50,000 USP
プロテアーゼ III 10,000 HUT units
アミラーゼ 5,000 DU
リパーゼ 500 LU
セルラーゼ 500 CU
ペプチダーゼ 150 UNITS
マルターゼ 150 DP
ラクターゼ 100 LAC U
インベルターゼ 100 SUMNER
アムラフルーツ 10 mg

■原材料
アムラフルーツ末／酵素（乳・大豆・小麦由来）、
HPMC、セルロース、香料、微粒二酸化ケイ素

■アレルギー物質 : 乳、大豆、小麦

スペクトラザイム
（SpectraZyme®）

製品詳細はこちら

60粒入り ： 6,480円
（税抜 6,000円　税 480円）

標準価格

1日の目安量 ： 1～3粒

180粒入り ： 8,856円
（税抜 8,200円　税 656円）

標準価格

1日の目安量 ： 2～6粒

30包入り ： 7,776円
（税抜 7,200円　税 576円）

標準価格

1日の目安量 ： 1包
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ウルトラフローラシリーズ最
多の8種類の菌種を、生き
た状態で1粒に合計525
億CFU※配合した最新の
プロバイオティクスサプリメ
ントです。

■標準成分＜1粒（369mg）あたり＞
L. ラムノサス GG  100億 CFU※※

L. プランタラム Lp-115  100億 CFU※※

L. アシドフィルス NCFM®  62.5億 CFU※※ 
L. パラカゼイ Lpc-37  50億 CFU※※

L. ラムノサス HN001  25億 CFU※※

B. ラクチス Bl-04  100億 CFU※※

B. ラクチス Bi-07  62.5億 CFU※※

B. ラクチス HN019  25億 CFU※※

■原材料

製品詳細はこちら

要冷蔵

ウルトラフローラ バイオームプロ
（UltraFlora® BiomePro）

3大栄養素に加えグルテンもター
ゲットにした酵素を1回分ずつ
個包装にした完全パックです。

スペクトラザイム コンプリートパック
（SpectraZyme® CompletePack）

「3大栄養素」と「グルテン」に働く酵素パック

グルテンをターゲットにした
酵素を配合しました。
胃酸で壊れず、グルテン摂
取の多い現代の食生活を
サポートします。

■標準成分＜1粒（473mg）あたり＞

ペプチダーゼ
（AN-プロリルエンドプロテアーゼ）       116,000 PPI

■原材料
ペプチダーゼ、セルロース、HPMC、香料、
ステアリン酸Mg、微粒二酸化ケイ素

スペクトラザイム グルテン ダイジェスト
（SpectraZyme® Gluten Digest）

グルテンフリーなあなたを応援 8種類525億個を生きたまま腸へ製品詳細はこちら

■標準成分＜1包（1,325mg）あたり＞
プロテアーゼⅠ 10,000 PC units
プロテアーゼⅡ 100,000 USP
プロテアーゼⅢ 20,000 HUT units
アミラーゼ 10,000 DU
リパーゼ 1,000 LU
セルラーゼ 1,000 CU
ペプチダーゼ 300 UNITS
マルターゼ 300 DP
ラクターゼ 200 LAC U
インベルターゼ 200 SUMNER
アムラフルーツ 20 mg

ペプチダーゼ
（AN-プロリルエンドプロテアーゼ） 116,000 PPI

■原材料

■アレルギー物質 : 乳、大豆、小麦

製品詳細はこちら

【スペクトラザイム】アムラフルーツ末/酵素
（乳・大豆・小麦由来）、HPMC、セルロース、香料、
微粒二酸化ケイ素

【スペクトラザイム グルテン ダイジェスト】ペプ
チダーゼ、セルロース、HPMC、香料、ステアリン
酸Mg、微粒二酸化ケイ素

1包あたり
スペクトラザイム×2粒
スペクトラザイム
グルテンダイジェスト×1粒

90粒入り ： 9,612円
（税抜 8,900円　税 712円）

標準価格

1日の目安量 ： 2粒

30包入り ： 7,452円
（税抜 6,900円　税 552円）

標準価格

1日の目安量 ： 1～3包

30粒入り ： 7,452円
（税抜 6,900円　税 552円）

標準価格

1日の目安量 ： 1～2粒

研究データの豊富な厳選さ
れた乳酸菌（L. アシドフィル
ス NCFM®）とビフィズス菌
（B. ラクチス Bi-07）を、生きた
状態で１粒に合計３００億
CFU※と高含有したプロバイ
オティクスサプリメントです。

■標準成分＜1粒（369mg）あたり＞
L. アシドフィルス NCFM® 150億 CFU※※

B. ラクチス Bi-07 150億 CFU※※

■原材料
乳酸菌（L. アシドフィルス NCFM®）、
ビフィズス菌（B. ラクチス Bi-07）／
セルロース、HPMC、酸化チタン、香料

製品詳細はこちら

要冷蔵

ウルトラフローラ IB
（UltraFlora® IB）

善玉菌300億個を生きたまま腸へ

60粒入り ： 10,692円
（税抜 9,900円　税 792円）

標準価格

1日の目安量 ： 2粒

乳酸菌（L. アシドフィルスNCFM®、 L. ラムノサ
ス GG、L. プランタラム Lp-115、L. パラカゼイ 
Lpc-37、L. ラムノサス HN001）、ビフィズス菌
（B. ラクチス Bl-04、B. ラクチス Bi-07、B.ラク
チス HN019）／HPMC、セルロース、ステアリン
酸Mg、微粒二酸化ケイ素

※CFU ： Colony Forming Unit（コロニー形
成単位）の略で、生きた菌の数を数える単位
として使用されます。 数値が大きいほど、た
くさんの生きた菌が存在しています。
※※菌数は未開封冷蔵保管にて賞味期限ま
で保証されます。
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米ヌカ・プランテイン
フルーツ・イヌリンなど
複数のプレバイオティ
クスに、ケイ皮末、緑
茶抽出物、ビタミンＣ
などを配合しました。

■標準成分＜15gあたり＞
プランテインフルーツ末 2,000 mg
リンゴ末 2,000 mg
アラビノガラクタン 1,500 mg
レシチン 1,000 mg
（総リン脂質 970 mg)
キシリトール 950 mg
ケイ皮末 700 mg
イヌリン 250 mg
緑茶抽出物 250 mg
（エピガロカテキンガレート【EGCG】 100 mg)
アスタキサンチン 500 µg
ビタミンC 300 mg
カリウム 130 mg
カルシウム 34 mg

■アレルギー物質 : 大豆、りんご 

■原材料
米ヌカ、プランテインフルーツ末、リンゴ末、米シ
ロップ、ケイ皮末、イヌリン／アラビノガラクタン、
レシチン（大豆由来）、キシリトール、アスコルビン
酸Ca、緑茶抽出物、香料、ヘマトコッカス藻色素

エンデフェン
（Endefen®）

450g（15g×30食分目安）
7,560円

（税抜 7,000円　税 560円）

標準価格

1食の目安量 ： 15g

製品詳細はこちらおなかにいいものオールインワン

臨床研究データの豊富な2種類の乳酸菌（L. パラカゼイ 8700：
2、L. プランタラム HEAL9）を生きた状態で1粒に合計10億CFU※

配合しました。今を生き抜く逞しい身体をサポートするプロバイオティ
クスサプリメントです。

ウルトラフローラ イムノブースター
（UltraFlora® ImmunoBooster）

今を生き抜く2つの乳酸菌

要冷蔵

製品詳細はこちら

■原材料
コーンスターチ、
乳酸菌（L. パラカゼイ 8700：2、L. プランタラム HEAL9）/
HPMC、増粘剤（ジェランガム）、ステアリン酸Mg

■標準成分＜1粒(378mg)あたり＞
L. パラカゼイ 8700:2  5 億 CFU※※

L. プランタラム HEAL9  5 億 CFU※※

※CFU ： Colony Forming Unit（コロニー形成単位）の略で、生
きた菌の数を数える単位として使用されます。数値が大きいほ
ど、たくさんの生きた菌が存在しています。
※※菌数は未開封冷蔵保管にて賞味期限まで保証されます。

30粒入り ： 5,940円
（税抜 5,500円　税 440円）

標準価格

1日の目安量 ： 1粒

生体内で需要の高
いL-グルタミンをメイ
ンに、ともに働くカン
ゾウ抽出物とアロエ
ベラ抽出物を配合し
ました。

■標準成分＜1包(4,330mg)あたり＞
L-グルタミン 3,500 mg
カンゾウ抽出物（グリチルリチン除去） 500 mg
アロエベラ抽出物 50 mg

■原材料
L-グルタミン、カンゾウ抽出物、
香料／アロエベラ抽出物

グルタジェニックス
（Glutagenics®）

製品詳細はこちら働く腸は傷つきやすい

30包入り ： 5,400円
（税抜 5,000円　税 400円）

標準価格

1日の目安量 ： 1包

20年以上にわたり研究され豊
富な臨床データを持つ2種類の
乳酸菌（L. ロイテリ RC-14、L. 
ラムノサス GR-1）を生きた状態
で1粒に合計20億CFU※配合
しました。女性のデリケートゾー
ンのお悩みにお応えするプロバ
イオティクスサプリメントです。

■標準成分
  ＜1粒(227.15mg)あたり＞
L. ロイテリ RC-14 10億 CFU※※

L. ラムノサス GR-1 10億 CFU※※

■原材料

要冷蔵

マルトデキストリン、乳酸菌（L. ロイテリ 
RC-14、L. ラムノサス GR-1）／HPMC、セル
ロース、ステアリン酸Mg、酸化チタン

ウルトラフローラ ウィメンズ
（UltraFlora® Women’s）

製品詳細はこちらデリケート環境に乳酸菌という新発想

30粒入り ： 5,400円
（税抜 5,000円　税 400円）

標準価格

1日の目安量 ： 1粒
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アラスカ・ベーリング海産の新
鮮なたらから抽出した肝油を高
濃度に配合しました。小さじ1杯
で、EPA/DHA、ビタミンA・Dを
豊富に含んだ良質なアブラを手
軽に摂取できます。

■標準成分＜5mLあたり＞
EPA 425 mg
DHA 425 mg
ビタミンA 750 µg（2,500IU）
ビタミンD 4.2 µg（170IU）

■原材料
たら肝油／香料、
ミックストコフェロール

オメガジェニックス フィッシュオイル
（OmegaGenics® Alaskan Cod Liver Oil）

製品詳細はこちら

要冷蔵

さっとひとかけDHA・EPA

本品は
液状オイルタイプの
製品です。

200mL入り ： 7,452円
（税抜 6,900円　税 552円）

標準価格

1日の目安量
5mL（小さじ1杯）

脂質メディエーターの一つとして
近年研究が進むSPMに着目し
た次世代のEPA/DHA製品で
す。特許製法による海洋性脂
質濃縮物を配合しています。

■標準成分＜1粒(730mgあたり)＞
EPA 　　50mg　　
DHA 　　100mg

■原材料

■アレルギー物質 : さば、ゼラチン

SPM アクティブ
（SPM Active®）

製品詳細はこちら

海洋性脂質濃縮物（サバを含む）、
ゼラチン／グリセリン、微粒二酸化ケイ素、
ミックストコフェロール

特許取得 次世代EPA・DHAサプリ 働く腸に統合型栄養アプローチ

SPM：Specialized Pro-resolving 
Mediators とは？
SPＭとは、身体の中でEPA/DHAが代謝されて
生成される物質で、多様な環境下において生
体が健康を維持していくために非常に重要で
す。現代人は、食生活をはじめとした生活習慣
や環境条件の影響を受けて、その生成効率が
低下していると考えられています。

60粒入り ： 10,692円
（税抜 9,900円　税 792円）

標準価格

1日の目安量 ： 2粒

20種類以上のビタミン・ミネラルに加え、
植物栄養素（ファイトニュートリエント）を
配合しました。低アレルゲンの2つの植物
性プロテイン（米・エンドウ豆）を使用し、
総合的な栄養アプローチに適した製品
です。

えんどう豆プロテイン、イソマルトオリゴ糖、ライスプロテイン、米ぬか、ヒマワリ油、亜麻仁、粉末オレンジ、中鎖脂肪酸、マルトデキ
ストリン、クロム含有酵母／クエン酸カルシウム、L-リジン塩酸塩、ソルビトール、L-ロイシン、L-グルタミン、オレンジ香料、微粒二酸
化ケイ素、L-バリン、クエン酸、L-イソロイシン、ホップ抽出物、香辛料抽出物、ビタミンC、ケルセチン、増粘剤（キサンタンガム、グァー
ガム）、ローズマリー葉抽出物、甘味料（ステビア）、硫酸マグネシウム、グルコン酸亜鉛、ミックストコフェロール、ナイアシンアミド、
酸化防止剤（ローズマリー抽出物）、ビオチン、β-カロテン、レチノールパルミチン酸エステル、グルコン酸銅、ビタミンB6、パントテ
ン酸カルシウム、ナイアシン、ビタミンB12、ビタミンB1、ビタミンB2、葉酸、ビタミンD3

■原材料

■アレルギー物質 : オレンジ

ウルトラインフラメックス プラス 360°
（UltraIn�amX Plus 360°）

製品詳細はこちら

602g（43g×14日分目安）
13,500円

（税抜 12,500円 税 1,000円）

標準価格

1日の目安量 ： 43g

■標準成分＜43gあたり＞
ナトリウム 170mg
亜鉛 10mg
カリウム 190mg
カルシウム 425mg
クロム 60µg
鉄 3.6mg
銅 1mg
マグネシウム 80mg
マンガン 1.1mg
ナイアシン 35mg
パントテン酸 5mg
ビオチン 150µg
ビタミンA 1,500µg （5,000IU）

ビタミンB1 2mg
ビタミンB2 2mg
ビタミンB6 5mg
ビタミンB12 3µg
ビタミンC 180mg
ビタミンD 1.125µg （45IU）
葉酸 80µg

L-グルタミン 750mg
L-イソロイシン 450mg
L-リジン 800mg
L-ロイシン 770mg
L-バリン 550mg

α-リノレン酸 400mg
硫酸塩（硫酸マグネシウムとして） 50mg
ナイアシンアミド 30mg
β-カロテン 750µg RAE（2,500IU）
ミックストコフェロール 20mg
ターメリック／フェヌダリーク抽出物 250mg
（クルクミノイド 100mg）
ローズマリー葉抽出物 100mg
ショウガ抽出物 100mg
ケルセチン 200mg
ホップ抽出物 389mg
（RIAA：還元型イソアルファ酸 200mg）



のご案内
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● 24時間365日いつでもご注文可能です。
● お支払いは、「クレジットカード」または「現金代金引換」からお選びいただけます。
　 しかも…、代金引換手数料が無料です！

お飲みになるサプリメントの選択や用量等につきましては、法律上、
ＭＳＳではご対応いたしかねますので、おかかりの医療機関様にご相談ください。

ネットでダイレクト注文 電話でダイレクト注文

ネットでダイレクトのご利用には「クリニックキー」が必要となります。
予めおかかりの医療機関様にお問い合わせください。

電話でダイレクトのご利用には、「クリニック番号」が必要となります。
予めおかかりの医療機関様にお問い合わせください。

https://direct.mssco.jp ＭＳＳダイレクト 検索

0120-11-3805

医療機関専用サプリメントを

ご自宅や外出先でも
ネットまたはお電話でご注文  いただけます。

人混みを
避けたい時も

やむを得ず
外出できない時も

うっかり
買い忘れた時も

● MSSのオペレーターがご注文を伺います。
● お電話は、営業時間内に承ります。
　  （9:30～11:30／12:30～16:30、土日祝日、夏期休暇、年末年始を除く）

● お支払いは、「代金引換」のみ。
　 手数料550円（税込）がかかります。

ご注文は

※おかかりの医療機関様に、ご注文情報を共有させていただく場合がございます。
※お客様都合によるご注文のキャンセル、返品には対応いたしかねますので、予めご了承ください。
※合計金額７,５６０円（税込）以上のご注文は送料が無料です。７,５６０円（税込）未満の場合は、７７０円（税込）の送料が発生します。

便利でお得でオススメ ネットがちょっと…という方は
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食品のため、いつ飲んでも構いませんが、
毎食後に少量ずつお飲みいただくなど、
「少量：1回に飲む量を少なく」、
「頻回：1日に飲む回数を多く」の摂取をおすすめします。

2 摂取のタイミング1 １日の摂取量
年齢・食生活・健康状態などにより個人差があります。
おかかりの医療機関様にご相談の上、適正量を摂取ください。

反応（効果）は個人差があり、
同じ人でも、ライフステージや
健康状態によって変動します。

■ 栄養摂取量と反応（効果）の個人差（ドーズレスポンスカーブ）

反応
（効果）

Aさん Bさん Cさん
反応あり

栄養素摂取量
多い少ない

低反応
または
変化なし

ご家庭の戸棚などの冷暗所
（直射日光があたらず、
コンロや家電製品などの機具からの
放熱のない温度変化の少ない場所）

に、常温で保管してください。

3 保管場所

例：1日6粒を飲む場合

サプリメントの使用方法

パッケージに
表示されている

1日あたりの粒数は、
健康維持・増進のための

目安量です。

2粒×3回

1粒×6回

または

※「ウルトラフローラ バイオームプロ」、「ウルトラフローラ IB」、「ウルトラフローラ ウィメンズ」、
   「ウルトラフローラ イムノブースター」、「オメガジェニックス フィッシュオイル」は冷蔵で保管してください。

下図のように、縦軸を「健康状態への反応」、横軸を「栄養素の摂取量」とした「ドーズレスポンスカーブ」という
考え方があり、カーブ（反応と栄養素摂取量の関係）は、サプリメントを摂取する人によって変動します。
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マルチビタミンミネラル

ファインデイズ

ビューティー

コールドガード

NINKATSU

ウルトラ・プロテクト

ＩＱ ブースター

キャンディバクティン AR

プロバイオプレックス インテンシブ ケア

スペクトラザイム

ウルトラフローラ IB

エンデフェン

グルタジェニックス

ウルトラフローラ ウィメンズ

SPM アクティブ

オメガジェニックス フィッシュオイル

ウルトラインフラメックス プラス 360°

ウルトラフローラ イムノブースター

スペクトラザイム グルテン ダイジェスト

スペクトラザイム コンプリートパック

ウルトラフローラ バイオームプロ

KIDS サポート

インプラント

セルフケアパックシリーズ

ＮＢ‒Ｘ®

ＮＢ‒Ｘ® Kids

ヘム鉄

亜鉛

Ｅ２００ ミセル

Ａ１００００ ミセル

コエンザイムＱ10 ミセル

Ｄ５０００ ミセル

Ａ・Ｄ・Ｅ・Ｋ ミセル

ナイアシンアミド２５０

Ｃ２５０＋αリポ酸

カルシウム＆マグネシウム 

マグネシウム

プロテインPeaX

プロテインＳｏｙＸ 

グルコラロイチンＭＢ

ビタミックス® コンプリート

グルタミン ビオ

BCAA

必須アミノ酸‒Ｘ

Ｃ１０００＋Ｂ

ＥＰＡγリノ ミセル

オリーブＸ

イチョウ葉＆Ｎキナーゼ

イソフラボンX

uDHA ミセル

MEMO MEMO

製品名 製品画像

葉酸+Ｂ12

製品名 製品画像

イムノC

ラクトフェリンＸ
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