
　健康食品 P.35～ 38

あ 亜鉛 P.38

アガリクス茸 P.36

アミノグルコ®GOLD EX P.36

アミノ酸 P.38

機能性表示食品イソフラボンGOLD P.35

機能性表示食品イチョウ葉 GOLD P.35

華舞の食べる1兆個の乳酸菌 P.37

機能性表示食品イソマルトデキストリン（食物繊維）P.35
機能性表示食品イヌリン P.35

機能性表示食品生きて腸まで届く乳酸菌 GOLD P.35

潤煌（うるおう） P.37

NMN4800プレミアム P.37

煌蔘（おうじん） P.37

500億個の乳酸菌入りフルーツ青汁 P.36

お口のためのケア習慣 P.37

セサミン＆3種のオメガ3系脂肪酸配合オメガ3 P.36

しじみのチカラオルニチン＆牡蠣肉エキス P.36

か カテキン美人 P.35

野菜パワーカルシウム P.38

カルシウム＋マグネシウム P.38

肝臓エキス＆3種のウコン P.36

キトサン P.37

機能性表示食品ギャバGOLD P.35

グルコサミンGOLD P.36

熟成黒にんにく卵黄 P.37

乳酸菌クロレラ P.37

飲むクロレラＣＧＦ P.37

比叡山 熟成パワー酵素 P.37

こだわり香醋（こうず） P.37
高麗紅人参濃縮エキス P.37
高麗紅人参濃縮液6年根 P.37
高麗人参茶 P.37
高麗人参濃縮エキス P.37
コエンザイムＱ10＋アスタキサンチンGOLD P.36
機能性表示食品還元型コエンザイムQ10GOLD P.35
5種のブロック菌 P.37
低分子コラーゲン P.37
華舞の食べるコラーゲン (豚皮由来) P.37
華舞の食べるコラーゲン (魚由来) P.37
華舞コラーゲンカスピ海ヨーグルトの素 P.37

さ 機能性表示食品魚のDHA・EPA GOLD P.35
鮫の軟骨 P.36
深海鮫エキス P.36
機能性表示食品セラミドGOLD P.35

た Wフコイダン＆メシマコブ P.36

な ナットウキナーゼ P.36
機能性表示食品ネルナラ P.35
ノコギリヤシGOLD P.36

は 蜂の子 P.36
ヒアルロン酸ＧＯＬＤ　 P.36

ビタミンＣ P.38
ビタミンＣ＆Ｃ P.38
ビタミンE&アスタキサンチン P.38
ビタミンB群 P.38
ビタミンD P.38
プラセンタ・ボーテ P.37
ラ・ヴィ・プラセンタ P.37
機能性表示食品ブラックジンジャーGOLD P.35
ブルーベリーＧＯＬＤ P.36
プロポリス原液 P.36
プロポリススプレー P.36
スーパープロポリス粒タイプ P.36
ペポカボチャ種子エキス+クランベリー P.37
ヘアフサロン P.37
ヘム鉄 P.36

ま マルチビタミン＆ミネラル P.37
マカすっぽんＧＯＬＤ P.36
マカ＆クラチャイダムEX P.36
マヌカハニー P.36
機能性表示食品めぐみのルテイン30® P.35

や ユーグレナ P.37

ら ラクトヘルス P.37
機能性表示食品ルテオリンGOLD P.35
ローヤルゼリー P.36
青海省ローヤルゼリーＧＯＬＤ P.36
青海省生ローヤルゼリーＧＯＬＤ P.36
徳用特大瓶200g入  生ローヤルゼリー P.36

　mitete シリーズ P.38

女性100人の声から生まれた 葉酸サプリ
夫婦100組の声から生まれた はぐマカ
親子100組が選んだ キッズサプリ
赤ちゃんとママの DHAサプリ 
女性100人の声から生まれた マタニティクリーム

　食品 P.38～ 39

レアシュガーシロップ＋オリゴ糖
国産 彩（いろどり）十八雑穀
プロポリスのど飴
W（ダブル）のほうじ茶
太陽の恵みマテ茶
和漢茶で超すっきり爽快習慣
極上西尾産一番摘み抹茶100%
特上掛川深蒸し煎茶
黒プーアル　貴妃茶
EASY B-BODY イージー ビ ボディ

 

　化粧品 P.39～ 41

うるはだハーブクレンジング
ピーリングジェル　ぽろりde つるん

薬用プラセンタ パーフェクトローション

発酵ハトムギ パール化粧水／美容液
VITRY（ヴィトライ） 薬用パーフェクトアイクリーム
VITRY（ヴィトライ） 卵殻膜×ヒト幹細胞原液
VITRY（ヴィトライ）8種の原液
VITRY（ヴィトライ）美白原液しみ・くすみ
VITRY（ヴィトライ） 薬用ブライトニングオールインワンゲル
セレビューティーエッセンスパクト／レフィル
ＵＶカットクリーム　リヴァーチェ
ファインリペアベール
美肌ＵＶセット（ファインリペアベール・リヴァーチェ）
オールインワン3Dゲルクリーム エクスシャイニー
オールインワンゲルクリーム イージーリフト X
ナイトクリーム スリーピングパック
オーラプロ 歯磨きジェル
スパイラル歯ブラシ
ぬるアミノグルコ
プラチナアスタQ10クリーム
薬用 重炭酸※入浴剤 温浴タブレット※炭酸水素Naによるもの

La Deesse Placenta（ラ・デェス・プラセンタ） P.40
　トリートメントクレンジングクリーム
　ウォッシングフォーム
　エマルジョンウォーター
　コンセントレートセラム
　バイタルクリーム
BEAU AVEC（ビュー・アヴェック） P.40
　EGF アスタ 石けん
　EGF アスタ ローション
　EGF アスタ エッセンス
　EGF アスタ クリーム
爽快柑（そうかいかん）シリーズ P.41
薬用アミノ酸シャンプー 爽快柑
　お試しサイズ 150mL
　ボトルタイプ 500mL
　詰替用パウチタイプ 500mL
ナチュラルオイル 爽快柑 80mL
ノンシリコンアミノ酸トリートメント 爽快柑 240g
薬用 育毛剤 爽快柑
　お試しサイズ 30mL
　ジェットスプレータイプ 120mL
　詰替用ボトルタイプ 240mL
薬用アミノ酸ボディシャンプー 爽快柑デオドラント  500mL 
アミノ酸浸透※美容水 爽快柑 250mL※角質層まで
クールシャンプー 爽快柑 500mL

 








	vol192_34-35_商品一覧_01
	vol192_36-37_商品一覧_02
	vol192_38-39_商品一覧_03
	vol192_40-41_商品一覧_04

