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スプリングティー 

サプリメント 

本体価格3,666 円／袋（22パック） 
（税込 3,960 円） 

・体内の毒素を排出して、血液を浄化します。便
秘も改善、腸内環境を整えます。蓄積した毒素
は、肌荒れや体調不良等として出てきますの
で、毒素を排出して体調を整えましょう。  

・アカメガシワ葉は、肥料も農薬も使用せず、自
然な状態で栽培されていますので、安心してお
飲みいただけます。着色料・保存料・甘味料も
使用していません。 

・抗酸化能（スーパーオキシド消去能） 
SOD 単位/g 64,000Unit 

・ポリフェノール（マロツシン酸） 20mg/100ml 

アルベックス 

本体価格 8,000 円／箱（30本） 
（税込 8,640 円） 

 ・腸を制することは全身を制すること。 
※腸を制すると、 
1. 酵素、ホルモン、ビタミンの産出と活性化が促
される 

2. 解毒作用の向上（農薬、ダイオキシン、活性酸
素、腸内の悪玉菌の腐敗毒） 

3. 免疫異常が修復され、アトピー、アレルギー体
質が改善。 

4. 肝臓機能を促進、改善疲れをとり、免疫を向上 
5. 抗加齢効果、美容効果、健康増進 
6. 精神的、感情面での安定がはかれる（腸は第 2
の脳ともいわれているほど精神面や感情とは
密接です。） 

※根本の異常、腸免疫の修復が大事です。 
・植物性である無農薬豆乳を培地にして多種の
菌を 1年間培養した乳酸菌から分離した乳酸
菌分泌物と菌体物質（糖鎖）です。（生きた菌
そのものでなく、腸に作用 する成分です。） 

・有効成分は胃酸に邪魔されず腸まで届きます。
（ヨーグルトなどの生きた乳酸菌では胃酸が
邪魔して腸まで届かないといわれてます。） 

・腸の善玉菌を増やし、悪玉菌を減らすだけでは
なく、腸の免疫細胞を活性化し、腸の傷ついた
細胞を修復します（腸壁を整える）。 

カルシウム＆マグネシウム 
with 亜鉛 

本体価格 2,600 円／瓶（100錠） 
（税込 2,810 円） 

強い骨を作るにはカルシウムとそれを助ける
マグネシウムが必要です。亜鉛は新しい細胞を
作る酵素と深い関係のある重要なミネラルで
す。 
それらがバランスよく含まれています。 

ORT-乳酸菌 

本体価格 10,000 円／瓶（160粒） 
（税込 10,800 円） 

・1日２～6粒がお奨め。 
・乳酸菌は、非常に安定性が高く、腸まで達する
ことができ、善玉菌を増やし、カンジタやイー
スト等の悪玉菌の繁殖を抑制することで腸内
環境を改善することができます。 

・ORT-乳酸菌は、BRM乳酸球菌 EF 株純粋培養
し、加熱殺菌後ナノ型処理により活性を高めた
原末を含有しています。EF 原末の有する健康
維持力を元気づける成分（BRM）とビフィズス
菌の増殖に役立つ成分を効果的に生かすよう
配合し BRM 食品として開発しました。 

・お子様から、お年寄りまで皆様にお勧めしま
す。 

アルファベスト 

本体価格 8,000 円／箱（96個） 
（税込 8,640 円） 

・1日２～３個がお奨め。 
・脳神経伝達物質の主役であるレシチンをおや
つ感覚で補えます。 

・こんな方に：うつ、不眠、イライラ、物忘れ、
集中できない、糖尿病、高コレステロール、神
経の疾患 

・お子様の試験前にもお奨め（IQ，EQ レベル改
善効果） 

カラダがヨロコブ 亜鉛 

本体価格 3,500 円／瓶（60錠） 
（税込 3,790 円） 

・亜鉛は、体内の 200 種類以上の酵素の働きに必
須の微量元素ミネラルです。 

・こんな方に：敵応症、糖尿病、皮膚病、関節リ
ウマチ、味覚障害、風邪を早く治す、 

・男性性腺機能ＵＰ。 
・ 1 日 1 錠。 

ビタミンB-100コンプレックス 

ビタミン B-50 コンプレックス 

【B-100】本体価格 5,000 円／瓶（60錠） 
（税込 5,400 円） 

【B-50】本体価格 3,200 円／瓶（60錠） 
（税込 3,460 円） 

・ビタミンB群は 8種類（B1、B2、B6、B12、
ナイアシン、ビオテン、パントテン酸、葉
酸）をバランスの良い単位で取るのが効果
的です。体内でタンパク質や脂肪、炭水化
物などの代謝に重要な係わりを持つ栄養素
です。 

・遺伝子修復作用に必須の葉酸を 1日 1 錠で
補えます。 

・こんな方に：慢性疾患、癌の方、貧血の方、
慢性疲労の方 

・アスリート、妊婦、癌の方は、B-100 を 1
日 1 錠、その他の方は、B-50を 1 日 1 錠を
摂取してください。 

カラダがヨロコブ セレン 

本体価格 3,500 円／瓶（60錠） 
（税込 3,790 円） 

・セレンは、抗酸化作用を持つため、癌、糖尿病
などの生活習慣病に効果が期待できます。 

・ 1 日 1 錠。 
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 アセロラC100 

サプリメント 

本体価格 2,000 円／瓶（100錠） 
（税込 2,160 円） 

・噛んでおいしいので、大人も子供もお菓子感覚
で続けられます。 

・コラーゲン生成に不可欠なので、美容にもどう
ぞ。 

・日 2 錠。 

マヌカハニー 

本体価格 3,100 円／250g 
（税込 3,340 円） 

・免疫を高め、抗ウイルス力、抗菌力にすぐれた
はちみつです。 

・ニュージーランド原産のマヌカ。ユーカリやテ
ィートリーと同じフトモモ科に属するこの植
物の花の蜜から作られ、胃の健康を守り、風邪
の予防に対してもおすすめです。 

・ローズヒップティ―と一緒にご使用いただく
と相乗効果があります。 

SHOME（ショーメ） 

本体価格 20,000 円／袋（30包） 
（税込 21,600 円） 

本体価格 36,000 円／袋（60包） 
（税込 38,880 円） 

・メシマコブ培養菌糸体ＰＬ２・ＰＬ５株を
ベースに独自の配合。 

・免疫賦活作用 
・抗腫瘍作用 
・抗ウイルス作用 
・抗コレステロール作用 
・肝保護作用 
・抗酸化作用 
・有毒物質の解毒 
・肝機能改善 

亜麻仁油 
（フラックスオイル） 

本体価格3,800 円／340ml 
（税込 4,100 円） 

・アルファーリノレン酸は、魚の油と同じ性質を
もつ植物由来の現代人に不足している善玉の
油（オメガ 3）です。 

・動脈硬化を改善し、内臓脂肪をとり、脳の機能
も改善、免疫をあげ、アレルギー体質を改善す
る効果があります。 

・亜麻には植物性リグナンが最も多く含有され
ていることから若返り効果があります。 

・こんな方に：  
⇒ダイエット・更年期症状 
⇒肩こり、めまい、老眼 
⇒うつ症状、不眠、等の精神症状に 
⇒美容、若返りに 
⇒花粉症 
⇒癌の方 
⇒疲れやすい方 

・ 1 日大さじ 1杯（15cc）をそのままお飲みいた
だくか、サラダなどにお使いいただけます。加
熱にはむきません。 

 

ローズヒップC1000 

本体価格 3,050 円／瓶（60錠） 
（税込 3,290 円） 

・ゆっくり溶ける 1000mg 
「タイムリリース」ビタミンＣ 

・１日１錠。 

マルチミネラルビタミン 

本体価格 7,250 円／瓶（180カプセル） 
（税込 7,830 円） 

・無農薬有機野菜が中心の原材料で高ポテンシ
ャル。カプセルは植物性素材使用なので安心。
日本人に合わせて考えられ、ヨウ素もバランス
良く配合されています。服用によって毒素排泄
効果も期待できます。 

・近年、土壌の劣化、農作物の農薬使用、などに
より、食事から十分なビタミン、ミネラルが摂
取することが難しくなっています。 

・ストレスで、ミネラル、ビタミンの消耗が多く
なっています。 

・体の中には、毒素として、有害ミネラルが蓄積
し、これが必須ミネラルの吸収を妨げます。 

・現代の食生活の乱れ。ファーストフード、スナ
ック菓子の摂取によるものです。 

・対策法：食生活の改善、サプリメントで本人に
不足している栄養を補う、毒素は解毒する。 

ローズヒップティー 

本体価格 1,400 円／200ｇ 
（税込 1,510 円） 

・実ごと食べる無農薬ローズヒップティーです。 
・動脈硬化によく、糖代謝を高めるフラボノイ
ド、抗癌用があるリコピンが含まれています。 

・強力な抗酸化作用が得られます。 
・お湯を注いでも冷たい水で半日冷蔵庫におい
ても実がやわらかくなります。アイスでもホッ
トでもＯＫ。 

・小さじ3杯で1日に必要なビタミンＣとカルシ
ウム鉄が吸収されやすい形で補えます。 

ＤＨＡ－Ⅱ 

本体価格 9,000 円／瓶（180個） 
（税込 9,720 円） 

・ドコサヘキサエン酸（DHA）とは、エイコ
サペンタエン酸（EPA）とともに、魚油に多
く含まれている、多価不飽和脂肪酸の１つ
です。 

・期待される効能 
⇒高脂血症の改善で生活習慣病を予防。 
⇒ストレス過多による、攻撃的な行動の改
善。 

⇒記憶や学習能力の改善。 
⇒抗アレルギー・抗炎症作用。 
⇒老人性痴呆の改善作用。 
⇒未熟児のおける視力・視覚機能の発達の
促進。 
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  スーパープロポリス 

サプリメント 

本体価格 6,800 円／箱（32包） 
（税込 7,340 円） 

・プロポリスとは、蜜バチが、ユーカリやポプラ
などの樹木から集めた植物成分に、蜜バチの分
泌物が合わさって作られ、「天然の抗生物質」
とも呼ばれています。 

・期待される効能 
⇒抗菌・抗ウイルス・抗真菌作用。 
⇒抗ガン作用。 
⇒肝臓保護作用。 
⇒アポトーシス誘導作用。 
⇒抗炎症作用。 
⇒放射線防御作用。 
⇒胃粘膜保護作用。 
⇒抗糖尿病作用。 

ZETOX（ゼトックス） 

本体価格3,620 円／50ml 
（税込 3,910 円） 

・ゼオライト由来のサプリメントは、体内にたま
った毒素を吸着・排泄するだけでなく、身体を
放射線被害から守る効果もあります。 

・私たちの生活の中にあふれている化学合成物
質や食品添加物は、体内に蓄積すると、身体本
来の機能が乱れ、体調不良の一因にもなりま
す。                                 

・成分： 
⇒天然ゼオライト（島根県出雲産）、 
⇒フルボ酸（長崎県・諫早湾）、 
⇒ミネラル水（岐阜県・御嶽山）、 
⇒海洋深層水（沖縄県） 

・天然ゼオライトは、ケイ酸アルミ成分が主体の
多孔質鉱石。この鉱物に毒素が吸着するため、
古くから水質や土壌の改良、空気浄化、イオン
交換材、触媒、吸着材などとして幅広く利用さ
れてきました。原子力発電所の事故発生後、海
の汚染を防ぐために投入したゼオライトに放
射性物質が吸着したというニュースが流れた
ことからも、日本では有名になりました。過去
にはチェルノブイリ原子力発電所事故の処理
剤として、病気の治療や土壌改良に大量に使用
されたこともあります。このことから医療の分
野では体内から放射性物質を排出することに
も効果が期待されています。 

・有害重金属（水銀、カドミウム、鉛、ヒ素など）、
農薬、 

・食品添加物、化学合成物質の毒素の吸着・排泄、
ウイルスの増殖の抑制、細胞の酸化を防止、放
射性物質の吸着・排泄 

・ご使用方法： 
口の中に直接スプレーし、その後充分に水分を
摂る。 

ファスティングプレミアム 

本体価格15,000 円／720ml 
（税込 16,200 円） 

・断食時の食事の栄養補給に開発されたドリ
ンクですが日常での栄養バランスを摂るた
めにもおすすめしています。 

・「ファスティングプレミアム」は、岡山吉
備高原の契約農家によるオーガニック栽培
を中心にした７５種類、植物性のみの野菜
と果物を使用し、3年６か月、発酵・熟成さ
せたエキスに、マグネシウム、Ｌ-カルニチ
ン、ＭＳＭ、ショウガなど、「山田式ファス
ティング」に欠かせない栄養素をプラスし
たドリンクです。 

 
【ファスティングに役立つ栄養素】 
・マグネシウム：代謝機能アップ、気持ちを
落ち着かせる。 

・Ｌ－カルニチン：脂肪の燃焼効果。 
・ＭＳＭ（メチルスルフォニルメタン）：空腹
感を緩和する（血糖安定）、炎症の改善（特
に関節系）、解毒作用（グルタチオンを生
成）、皮膚や髪質の改善。（ＭＳＭは硫黄化
合物です。） 

・ショウガ：体を温める（冬のファステイン
グにも効果的です）。 

※ファスティングプレミアムには、これらの栄
養素がすべて含まれます。 
 
【原材料】 
植物発酵エキス（黒砂糖、キャベツ、イチゴ、
リンゴ、オリゴ糖、ダイコン、トマト、ユズ、
キュウリ、カキ、キウイ、ナスビ、小松菜、ホ
ウレンソウ、ピーマン、セロリ、ゴーヤ、ニン
ジン、ナシ、チンゲンサイ、シソ、ウメ、プル
ーン、イヨカン、ビタミン菜、ヨモギ、カボチ
ャ、大豆、イチジク、ヤマブドウ、ゴボウ、ブ
ロッコリー、ブドウ、モモ、ミカン、カリン、
パセリ、アスパラガス、セリ、レイシ、キイチ
ゴ、日本山人参、ケール、大麦若葉、モロヘイ
ヤ、コンブ、玄米、スイートコーン、キンカン、
シイタケ、米ぬか、ミツバ、ミョウガ、レモン、
ココア、キクラゲ、ワカメ、ヒバマタ、根コン
ブ、ブルーベリー、グミ、ブラックベリー、ア
ケビ、ヤマモモ、アカメガシワ、オオバコ、ク
マザサ、スギナ、ビワの葉、マイタケ、ヒジキ、
冬イチゴ、レンコン、ウコン、ショウガ）、梅
果汁、赤シソエキス、生姜汁、ＭＳＭ、塩化マ
グネシウム、カルニチン 
※原材料の一部にモモ、キウイフルーツ、ダイ
ズ、リンゴを含みます。 
 
【賞味期限】 
製造より 2年 

ＡＨＣＣ 

本体価格 40,000円／（120包） 
（税込 43,200 円） 

本体価格15,000 円／（42 包） 
（税込 16,200 円） 

・癌予防、癌治療に 1日 2～３袋をおすすめしま
す。 

・診察時にご相談ください 

中国パセリ 

本体価格 6,670 円／瓶（120粒） 
（税込 7,200 円） 

・中国パセリは、医療現場で解毒としてよく使わ
れているサプリメントです。 

・毒素がたまると必須ミネラルの吸収が妨げら
れるだけでなく、様々な不調の原因になりま
す。 

・当院独自の確実に効果を出す方法を用いて、尿
中便中に有害金属・環境ホルモン・農薬などを
排泄させることをおすすめします。 

・ 1 クール分：14 粒 800 円（税込 860 円）とし
てもお分けしています。 


