
摂取目安量（成人目安）

ビタミンDを
多く含む食品

マエダ薬品商事グループが目指す

超
スーパーヘルス
健康とは

＂転ばぬ先の杖＂の暮らしの工夫

欧米の先進諸国では、理想的な健康状態をスーパーへルス

と呼び、自己の健康管理を自分自身で積極的に行う、セルフ・

メディケーションの重要性が社会全体に根づいています。

「病気にかかりにくいカラダをつくる」又は、「たとえ少しぐ

らいの病気を患ったとしても、自己治癒力を高めておくことで

跳ね返してしまおう !」。こうした健康に対する貪欲な姿勢こそ

がスーパーへルスを支えているのです。

日本においてはどうでしょうか ? 残念ながら日本では「病気

でなければ健康」「病気になったら病院へ」といった、安直で

誤った健康に対する考え方が大半を占めているのが現状。健

康に対する根本的な未熟さが「1 億総半病人」などといわれ

る元凶にもなっているのです。超高齢社会となった今、マエダ

薬品商事グループは、単に病人を対象に薬品を売るだけでな

く、スーパーへルスを実現する健康アドバイザーとして、みな

さんの真の健康を多角的にお手伝いしていきます。

「ブルーベリー de す」に 3つの生薬キキョウ、カリン、キンカン
を配合。ほどよい甘酸っぱさがクセになります。

あの甘酸っぱさがおいしい!

〈ひとみの果実®〉ブルーベリーdeす のど飴  
525円	 3.8g×約20粒、76g

アメリカの豊かな自然に育まれた大粒のブルーベリーを厳選し、
柔らかくジューシーな味わいに仕上げました ! 食物繊維もたっぷ
りでヘルシーなおいしさです。

大粒で食物繊維もたっぷり!

ドライドブルーベリー  
2,940円	 300g

一般的なブルーベリーに比べ、約 3倍の「アントシアニン」を含
む野生種のビルベリー。ビルベリー果汁100％を醸造したビルベ
リー果実酢に、リンゴ酢をブレンド。さらにハチミツとオリゴ糖で
美味しく仕上げました。炭酸、焼酎割りで一味変えるのもオススメ。

ビルベリー果汁100%使用!

ビルベリーで作った果実酢  ストレートタイプ
1,050円	 1,000ml

すっきりした甘みのカルチェ種とコクのある酸味のワイルド種を
ブレンドした、ブルーベリー本来の美味しさが自慢のジャム。他
にはない上品な味わいをお楽しみください。パンやホットケーキ
のトッピングにオススメです。

上品な自然の甘さ。

カルチェ種+ワイルド種 ブルーベリージャム  
840円	 155g

ブルーベリーエキスにアントシアニジン色素を強化。はちみつや
ビタミンAなどのビタミン類を加え、飲みやすいドリンクに仕上
げました。アントシアニジンがたっぷりの栄養ドリンクです。

スッキリとした飲みやすさ!

〈ひとみの果実®〉ブルーベリードリンク  
3,150円	 100ml×10本入り		

ミツバチが作る天然の抗菌物質、プロポリス。ナチュラルウェイの
プロポリスは、ブラジル産のプロポリス塊からアルコール抽出し
た成分を木の樽で 3〜 5年じっくり熟成。ビタミン、ミネラル、ア
ミノ酸類を豊富に含んでいます。

ブルーベリーの中でもアントシアニンを多く含むスウェーデン産
ビルベリーを使用。炭酸、牛乳、焼酎割り、ゼリーなどのデザー
トに。

濃縮タイプのビルベリーで作った果実酢は裏面に掲載しています。

ビルベリーで美味しい、家族みんなの健康習慣。

北欧ビルベリー【アントシアニンの雫】  
ストレートタイプ
525円	 1,000ml

吸収を良くするためにナノ粒子化した乳酸菌を使用。ヨーグルト
12 個分の乳酸菌とビルベリーエキス（インデナ社製）50mgをた
った1包に凝縮。脂質ゼロだからお風呂上がりにデザート感覚で
食べても大丈夫。サイダー割りやサラダのドレッシング代わりに。

1250億個の乳酸菌がキレイをサポート!

乳酸菌入りビルベリーエキスVivala（ビバラ）  1日1〜2包
5,040円	 15g×30包、450g

ビルベリーエキス（インデナ社製）にルテイン、リコピン、β -カ
ロテンなどを含むベジタブルハーブエキスを配合。緑黄色野菜が
不足しがちな方にオススメです。

ビルベリーエキス120mgにルテインと緑黄色野菜の栄養をプラス!

〈ひとみの果実®〉ベジタブルPlus  1日2〜4粒
5,250円	 約470mg×100粒、約47g

ブルーベリー 100%果汁で作ったブルーベリー酢にビタミン、ミ
ネラル豊富なはちみつをプラス。爽やかな美味しさが自慢の無添
加こだわりのお酢です。キレイな赤紫色と豊かな風味もお楽しみ
ください。冷たいお水や牛乳割り、お料理の隠し味に。

ブルーベリー100%果汁使用!

〈ひとみの果実®〉ブルーベリーdeす  
6倍希釈タイプ
2,625円	 500ml

伝統的な製塩法により自然のままのミネラルバランスを含む粗塩
を高温焼成（※特許製法）しています。有害な有機化合物は完全
除去されているので安心。料理はもちろん、歯みがきや入浴、マ
ッサージなどに使用できます。

ミネラル満載。いろいろ使える!

キパワーソルト  
1,260円　　卓上容器入り	　230g
1,260円　　袋入り	　　　　250g

ナチュラルウェイ株式会社

このページのご注文・お問い合わせは、こちらまで

じっくり熟成した高品質プロポリス。

プロポリス  1日1〜2ml
スタンダード	 12,600円	 60ml	 スタンダード	 23,100円	120ml
5年熟成スーパー	34,650円	 60ml

通話料無料　受付時間／平日 午前9時〜午後5時　携帯・PHSご利用の方は045-317-4350

お電話（グループ総合受付）

0120-01-8355

インターネット

http://www.racurie.jp/naturalway/

マエダ薬品商事健康ニュース

ブ ル ー ベリー を はじ め 、 さま ざ ま な 自 然 食 品 を お 届 け する
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ビルベリー商品

血行改善

六大栄養素

栄養食素材

薬用食・
漢方食素材

免疫強化

抗酸化整腸

■ 鹿角霊芝
■ 高麗人参
■ 鮫肝油
■ すっぽん
■ 乳酸菌
■ ローヤルゼリー

■ ウコン
■ イワシペプチド
■ 青みかん
■ 牡蠣
■ 赤ミミズ
■ ビルベリー

■ 糖質（オリゴ糖など）

■ 脂質（ω -3 脂肪酸など）

■ タンパク質（アミノ酸など）

■ ビタミン
（水溶性 :V.B 群、V.C、 

脂溶性 :V.A, V.D, V.E, V.K）

■ ミネラル
（カルシウム、マグネシウム）

■ 食物繊維（水溶性、難溶性） 

■ 酵素
■ グルコサミン
■ コンドロイチン
■ プロポリス
■ 酢
■ コラーゲン

栄養食素材

六大栄養素

薬用食・漢方食素材

左から、スタンダード60ml、120ml、
5年熟成スーパー60ml

健康を 
つかさどる 
4つの要

私達、マエダ薬品商事グルー
プは、「血行改善」、「抗酸
化」、「整腸」、「免疫強化」
の 4つを重要視しています。
その4つの要の土台をもとに、
私達が目指す、“超

スーパーヘルス

健康”が
育くまれます。詳しくは中面を
ご覧下さい。

マエダ薬品商事グループ

スーパーヘルスカタログ 2011

SUPERHEALTH
CATALOG 2011
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こちらの商品はデパートおよび通信販売でのみ取り扱いの商品です。
配置薬では販売しておりません。あらかじめご了承ください。
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物事や状況を認識する、言葉を自由に

操る、計算や記憶、学習など、五感を通

じて行う人の知的機能「認知機能」。加

齢とともに衰える認知機能に対し、明る

い部屋で過ごすことで改善できるという興

味深い研究結果が報告されました。

平均 85 歳の被験者を対象に午前 9 時

から午後 6 時まで、コンビニ店内に相当

する明るい部屋（1000 ルクス）で過ごすグ

ループと一般的なリビングルームの明る

さの部屋（300 ルクス）で過ごすグループに

分かれ、半年ごとにそれぞれの認知機能

を比較したところ、明るい部屋で過ごし

たグループは、暗めの部屋で過ごしたグ

ループより、認知機能の低下が 5% 抑え

られ、うつ症状も 19% 改善していること

がわかりました。

なぜ明るい部屋が認知機能に好影響を

あたえるのでしょうか。日中に適度な光を

浴びることで体内時計が整うことも一因と

考えられますが、もうひとつの可能性とし

てビタミン D の関与が挙げられます。

2010 年に発表された別の研究による

と、血清ビタミン D 濃度が低い高齢者ほ

ど認知機能が低下しており、重度のビタミ

ン D 欠乏症になれば、認知機能低下のリ

スクも増加することが明らかになりました。

スッキリ、爽やかな毎日を過ごすには、

ビタミン D は不可欠です。冬の日でも晴

れならば 5 万ルクス以上の照度があるの

で、気持ちのいい日はぜひお散歩を。外

出する気分になれないときでも、明るめ

の昭明の中、お魚や椎茸といったビタミ

ン D を多く含む食事やサプリメントでしっ

かり補充することを心がけましょう。

参考文献
●	Effect	of	Bright	Light	and	Melatonin	on	Cognitive	and	Noncognitive	
Function	in	Elderly	Residents	of	Group	Care	Facilities

●	Vitamin	D	and	Risk	of	Cognitive	Decline	in	Elderly	Persons



皆さんご存知のビタミンA（βカロテン）、ビタミン
D3、ビタミンCが配合された「かわいい肝油」に、女
性にうれしい「ビタミンB12」・「葉酸」の 2つの栄養
素をプラスし、パワーアップしました ! 甘酸っぱいオレ
ンジ味で、お子様からお年寄りまでおいしくビタミン
を補給いただけます。

マエダ薬品商事グループの目指すスーパーヘルスとは、

単に“病気でないこと”にとどまらず、

“病気にかかりにくいカラダ”をつくること。

明日の笑顔をつくるのは、 

家族みんなの「超
スーパーヘルス

健康」です。

野生種のビルベリー果汁 100%を醸造したビルベリー果
実酢に、リンゴ酢をブレンド。さらに、ハチミツとオリゴ糖
を加えてすっきりと飲みやすく仕上げました。一般的なブ
ルーベリーに比べて、約 3倍のアントシアニンを含む野性
種ビルベリー。青紫色のおいしいパワーを、家族みんなの
健康維持にお役立てください。

標高 3,000m、中国青海湖の周り一面に広がる菜の花
畑から採れた高原ローヤルゼリーは、非常に純度が
高く、高品質。一錠中に 1,000mg（生換算）の高原
ローヤルゼリーを含有した『ローヤルゼリー秀 3000』
は、信頼の（社）全国ローヤルゼリー公正取引協議
会認定商品です。

相性の良い組み合わせである、牡蠣と人参が主原料。良
質で新鮮な国産生牡蠣（かき）を独自の製法により、吸
収の良いペプチドエキス化したものと、中国吉林省で栽培
した高麗人参（6年根）由来のサポニンを配合しています。
独自のコーティングで匂い・味が全く気になりません。

栄養機能食品（ビタミンA・D・C・B12・葉酸）

かわいい肝油プラス 1日2粒
3,150円	 1粒	約1.1g×約250粒、260g

ビルベリーで作った果実酢 1日25〜50mlを希釈
5〜7倍希釈タイプ
5,040円	 1,000ml

ローヤルゼリー秀3000 1日2〜3粒
12,600円	 1粒	600mg×約120粒、72g

秀牡蠣人参 1日6〜12粒
	12,600円	 1粒	580mg×約250粒、145g

カルシウム 2: マグネシウム1のグッドバランスで、日本人
が慢性的に不足しているカルシウムを補給。骨の健康に欠
かすことのできない、ビタミンK2も新配合しました。本品
のカルシウム原料には、厳選した真珠カルシウムを使用し
ています。

栄養機能食品（カルシウム・マグネシウム）

新カルシウムMG 1日8〜10粒
12,600円	 1粒	250mg×約900粒、225g

ブラジル産・ウルトラグリーン・プロポリスをはじめ、甘草、
高麗人参、桔梗、シナモン（桂皮）、柑橘エキス（チンピ）
など、のどにやさしい 7つの天然生薬を配合した、爽やか
ビターなのど飴。特定保健用食品の還元パラチノース（ノ
ンシュガータイプ）使用で 1粒わずか 4キロカロリー !

秀プロポリス・ハーブのど飴
1,050円	 1粒	2.2g×約30包、66g

鹿の角の形をした霊芝を原料とし、β -グルカンやアミノ
酸などの成分を従来の霊芝より高濃度に含有する、新しい
栽培方法で作られた霊芝です。まったく新しい、環境に優
しい循環型の栽培方法で造られ、原木も鮮度の高い林檎
の木を使用しています。一般の傘の開いた霊芝よりも高く
評価されています。

鹿角霊芝秀 1日4〜8粒
18,900円	 1粒	200mg×約180粒、36g

「セラピエルプラチナプラス」は光学活性セラミドⅡ
（特許成分）を高配合したドライスキン用クリームで
す。新配合した白金ナノコロイドが肌表面にとどまり、
持続的にお肌を酸化から守ります。その他美肌成分
は、ヒアルロン酸、コラーゲン、エンゾジノール、鹿
角霊芝、スクワランなど、リッチに全 9種類。

化粧品

セラピエル プラチナプラス 1回につきパール1個分
3,360円	 50g

イワシより抽出されたペプチド（特許取得 7件）を主
原料とした健康食品です。1瓶でイワシ1,000 匹に相
当するバリルチロシンを含むペプチドのため、大変吸
収に優れています。その他ミネラル、水溶性ビタミン
がバランスよく配合されています。お魚が苦手な方で
も安心のレモン風味です。

ミルトセレクト®（ビルベリーエキス）とピクノジェノ
ール ®（フランス海岸松樹皮エキス）を 2：1の「黄
金比ブレンド」で配合。さらに、国産鮭から抽出した
コンドロイチン硫酸と、吸収に優れたレスベラトロー
ルを含む発芽ブドウ種子エキスを加えました。素材の
良さが光る、本格ビルベリーサプリメントです。

IP820イワシペプチド 1日9〜12粒
	13,440円	 1粒	300mg×約360粒、108g

ミルトジェノール®NW 1日2粒
	12,600円	 250mg×10粒×6シート、15g

独自の製法により得られた赤ミミズの抽出粉末（ルン
ブルクスルベルス）をはじめ、発酵黒にんにくパウダー、
アミノ酸の一種であるシトルリン、ビタミンB6を配合し
た栄養機能食品です。本商品は、赤ミミズ酵素活性を
保証する美原エルアール研究所の推奨商品です。

栄養機能食品（ビタミンB6）

龍キナーゼ秀 1日3粒
10,290円	 1粒	364mg×約90粒、約32g

乾燥した青蜜柑は、健康素材として古くから用いられ
てきました。青みかん秀は近畿大学薬学部の研究を
もとに作られたサプリメント。和歌山県の契約農家で
作られた温州みかん、シソエキスに加え、ビタミンB
群（B2、B6、ビオチン）を配合しています。皆様の
健康にお役立てください。

栄養機能食品（ビタミンB2・B6・ビオチン）

青みかん秀 1日8〜16粒
5,775円	 1粒	250mg×約240粒、60g

スッポンの栄養を、まるごとそのままに生かすことに成功
した「美養泉」。一流料理人憧れの「井寺スッポン養殖場
（熊本県）」で、農薬・抗生物質を使用せずに大切に育て
た高級スッポンを原料とし、岩谷産業（株）独自の特許技
術「凍結粉砕法」でソフトカプセルにいたしました。

美養泉 1日2〜6粒
17,325円	 1粒重量	700mg（1粒内容量500mg）×約120粒、84g

強靭な生命力を誇る深海鮫の肝油『アズルロワイアル』は、
肝油の有効性が最も高いといわれる「五島列島のアイ鮫」
を、捕獲から製造まで徹底した品質管理で製品化しまし
た。スクワレン、スクアラミン、オメガ 3系脂肪酸など、自
然そのままの＂一番絞り（生）＂パワーを実感していただ
けます。

関節や目の重要な構成成分のひとつ、コンドロイチンに
は、体内利用に優れた国産サケ由来の原料を使用。同じく
軟骨成分であるグルコサミン、ヒアルロン酸、Ⅱ型コラー
ゲンと、アンチエイジング成分のブドウ由来レスベラトロー
ル、水溶性食物繊維も配合しました。ラズベリー風味の甘
酸っぱいドリンクが、滑らかで弾むような毎日に導きます。

アズルロワイアル 1日3〜6粒
13,440円	 1粒重量	400mg（1粒内容量250mg）×約150粒、60g

グルコ&コンドロNW 1日30ml

10,290円	 900ml（計量カップ付）

日本屈指の長寿地域、沖縄県で採れたウコンとモズク
成分を配合した健康補助食品です。	秋ウコンをはじ
め、5種類の沖縄県産ウコンと健康成分クルクミンを
贅沢に配合しました。	また、沖縄県産モズク由来のヤ
クルトフコイダンを配合しています（特許 3件取得）。	
お酒を召し上がる機会の多い方や毎日のお食事を楽
しみたい方にお勧めいたします。

沖縄産ウコン・フコイダン秀 1日2〜3粒
5,880円	 1粒	250mg×約180粒、45g

「NEW	! 痛快 "MAX"」は、臭いが少なく飲みやすい豚由来
の「コンドロイチン」、近年さまざまな研究が報告されて
いる「2型コラーゲン」に加え、渡り鳥のスタミナ源として
有名な「オクタコサノール」を従来比 200%配合（従来品
「痛快MAX」と比較して）。皆様のみずみずしく健やかな
カラダ作りをサポートいたします。

NEW!痛快"MAX（マックス）" 1日5〜10粒
12,600円	 1粒	250mg×約300粒、75g

高品質でからだに吸収されやすい「低分子 1型コラーゲ
ン」を主配合したコラーゲン食品です。その他優れた保水
能力を持つ「ヒアルロン酸」、ヒトの関節に分布するコラー
ゲンの一種「2型コラーゲン」を配合しています。熱に強
く、冷たいものにも溶け、気になる臭いや味を抑えてあり
ますので、お料理やお飲み物にいれても本来の味や風味
はそのまま。小包装の使いきりタイプです。

食べるコラーゲンスティック秀 1日1〜2包
5,985円	 2.5gスティック×60包、150g

通話料無料　受付時間／平日 午前9時〜午後5時　携帯・PHSご利用の方は045-317-4350

薬診断・健康に関するご相談もお気軽にお寄せください。

お電話（グループ総合受付）

0120-01-8355

商品の詳しい情報やよくあるご質問（Q&A）を掲載しています。

インターネット

http://www.shproduct.jp/ 

冷え症、血の道、神経痛などの病に強い効果を有し、
「生き長らえる薬」として福井県鯖江に伝わる家伝薬
「きよなが」。本品は、この尊い和漢薬配合煎剤を伝
承し、入浴剤と致しました。

おなかの別々のところで働く、有用菌のナットウ菌・乳
酸菌・酪酸菌に、東洋ハーブのおたね人参・生姜・
山椒を、中国の伝統医学に基づく配合比でプラスしま
した。3つのナチュラルハーブと3種の有用菌のシナ
ジー効果でさらにおなかに優しくなっています。どう
ぞ皆様の健康にお役立てください。

54 種類の野菜と果物を3年 3ヶ月以上もの間、じっくりと
発酵・熟成させました。果実類、根菜類、穀類、海藻類、
食物繊維に、「ブルーベリー」パウダーを配合。非加熱・
無添加で、それぞれの素材が持つ自然のチカラを十二分
に引き出した、植物発酵食品です。
【商品協力】万田発酵株式会社	

医薬部外品

きよながの湯 180〜200ℓのお湯に対して1包
4,200円	 25g×20包

ナチュラルハーブ&乳酸菌 1日4粒
6,300円	 1粒	300mg×120粒、36g

ナチュラル酵素ブルーベリープラス 1日2包
16,800円	 2.5g×60包、150g

歯科医との 3年に及ぶ共同研究によって、日本ではじ
めて誕生した、プロポリス配合の薬用歯みがきです。
歯周病の改善、歯肉の引き締まり、消炎・消臭など、
口腔内の変化に高い効果を発揮し、臨床実験ではそ
の効果が 1〜 2週間という短期間で現れています。

医薬部外品

デンタルポリスDX100 1回につき適量
1,890円	 100g

5 種類のお茶由来エキス、スイカズラエキス、プロポ
リスを配合した自然派洗口液です。	合成の界面活性
剤や殺菌剤を含まず、マイルドですっきりとした味なの
で、お子様にも安心してご使用いただけます。口の中
を傷つけず隅々まで届き、天然由来成分が歯垢とニオ
イのもとを洗浄し、お口の中を清潔に保ちます。

化粧品

マウスフレッシュ秀 1回につき10〜20ml
3,990円	 500ml

あなたのプライマリケアをサポートする

栄養補助 
食品

摂取目安量（成人目安）

モンド	
セレクション	
2009&2010
2年連続	
受賞!!

マエダ薬品商事株式会社
株式会社関東日健フーズ、株式会社秀、株式会社スパーク、ナチュラルウェイ株式会社

マエダ薬品商事グループ

グループ総合お問い合わせ先

通話料無料　受付時間／平日午前9時〜午後5時
携帯・PHSご利用の方は045-317-43500120-01-8355

マエダ薬品商事グループは、病気になりにくい体づくり“ スーパーヘルス ” の普
及を目指し、60 年以上にわたって医薬品・栄養補助食品を提供してまいりまし
た。現在、配置販売を始め、デパート販売、通信販売を通して多くのお客様に
ご愛顧いただいております。デパート販売では関東地区のそごう各店舗（横浜・

八王子・川口・大宮・柏）に加え、自然食品取扱店と
して、北海道札幌市・函館市に計 4 店舗をオー
プンいたしました。お客様が健康で豊かな生活
を過ごすことができるよう、今後もさらにサービス
提供の幅を広げ、お客様にとってより利用しやす
くご満足いただける企業を目指し、努力いたしま
す。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

北海道に自然食品取扱店をオープン

栄養補助食品に関するお問い合わせ

カテプリ新さっぽろ店


