
このためサプリメント、スキンケア製品等に配合の
素材は世界有数メーカーの信頼できるものを厳選し
ています。

また製造は、トップクラスの「GMP認定工場」に委
託しています。GMPとは「適正製造規範」の略称で、
原料の受け入れから最終製品の出荷に至るまでの全
工程において製品の品質と安全性の確保ができるこ
とです。そのガイドラインが厚生労働省より示されて
おり、（公益財団法人）日本健康・栄養食品協会から認
定されます。

当社製品の販売方法は「直接販売」を原則にしてい
ます。お店や代理店、TVショッピングなどの中間業者
を仲介した販売とは違い、お客様に直接販売する方法
です。

このメリットは中間マージン、手数料、広告料など
を価格に上乗せすることがありません。このため、高
品質の製品化をしながらもリーズナブル（適正、手頃）
な価格で製品をお届けすることが可能になります。し
かも、お客さまのご要望やご質問、ご相談などを直接
伺うことができるなど、お客さまとの信頼関係を築く
ことができます。

今後とも「効果性、高い品質、効果性を重視」を重要
な要件として、より良い製品作り、よりご満足のいた
だけるサービスを提供できるよう努力してまいりま
す。

健康は誰しも望むところ。でも現実として日本人の
6割以上が「生活習慣病」で亡くなっています。

「生活習慣病」には、がんをはじめ脳卒中、心臓病、高
血圧症、高脂血症、糖尿病、動脈硬化、メタボなど生命
に危険が及ぶ病気がたくさんあります。要介護になる
要因にもなっています。生活習慣の問題から発症し、
とくに「栄養、運動、休養、嗜好」の4つの生活習慣が問
題となっています。その中でも「食習慣（栄養）」が大変
に重要です。

健康の維持・増進には、まず「生活習慣病」の予防を
第一に考えるべきでしょう。

サプリメントを利用する目的は「健康の維持・増進、
不足しがちな栄養素の補給、美容、ダイエット（肥満・
メタボの解消）」などにあります。その結果として、「生
活習慣病や要介護」のリスクを下げることが可能にな
り、アンチエイジング（老化防止）にもつながると考え
られます。

病気の治療のための“薬”とは目的が違いますが、サ
プリメントといえども科学的な根拠（エビデンス）を
持ったものでなければなりません。

「高品質、安心の素材、効果性を重視」を要件として、
当社独自の企画で製品化しています。
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人体の55%（除水分）はタンパク質でつくられています。このため毎日補給しな
ければならない重要な栄養素です（栄養摂取基準：成人男性1日60g、成人女性1日
50g）。当製品には「乳プロテイン、大豆プロテイン、グルタミンペプチド」の3種類
の高純度タンパク質と、さらにビタミン12種類、ミネ
ラル5種類を配合しました。5大栄養素の中で最もバラ
ンスを崩しやすい「三大栄養素」が補給でき、食事では
偏りがちな“栄養バランス”を整えることができます。

人体の55%（除水分）はタンパク質でつくられています。このため毎日補給しな
ければならない重要な栄養素です（栄養摂取基準：成人男性1日60g、成人女性1日
50g）。当製品には「乳プロテイン、大豆プロテイン、グルタミンペプチド」のグルタミンペプチド」の33種類種類

各15食分各15食分ココア風味・バニラ風味ココア風味・バニラ風味 (税込)(税込)

体 （除水分） パ 質 く 毎 補給

各各各各1515食分食分ココア風味・バニラ風味ココア風味・バニラ風味 (税込)(税込)

｢生活習慣病」は、とくに「食習慣」の影響が大きく、栄養
バランスの崩れや食品添加物・農薬・化学毒物などによる
体内の汚染が問題です。

『マックスピア』には、なかから「身体環境（＋腸内環境）」
整える目的で、キトサン、乳酸菌（EC-12）1兆個、ビタミン
12種類、ミネラル7種類を配合しました。あなたの健康を守
る「力強い味方」になってくれるサプリメントです。

生活習慣病」は、とくに「食習慣」の影響が大きく、栄養
ンスの崩れや食品添加物・農薬・化学毒物などによる
の汚染が問題です。

30日分30日分180粒入180粒入 (税込)(税込) 90日分90日分540粒入540粒入 (税込)(税込)

マックスピアマックスピア

3030日分日分180180粒入粒入 (税込)(税込) 9090日分日分540540粒入粒入 (税込)(税込)

マックスピアマックスピア
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珊瑚の恵に使用されている化石サンゴは、数十万年から
数百万年の時を経ながら汚染されていない清澄な海の中
でつくられました。この化石サンゴには、天然のカルシウ
ムのほか、マグネシウム、カリウム、亜鉛など人体に不可欠
な微量ミネラルが26種類以上も含まれています。吸収性に
優れ、人体にやさしいアルカリ性の健康素材です。

数百万年の時を経ながら汚染されていない清澄な海の中
でつくられました。この化石サンゴには、天然のカルシウ

60本入60本入 (税込)(税込) 120本入120本入 (税込)(税込)

珊瑚の恵珊瑚の恵

珊瑚の恵に使用されている化石サンゴは、数十万年から

6060本入本入 (税込)(税込) 120120本入本入 (税込)(税込)

珊瑚の恵珊瑚の恵

EPAやDHAはイワシやサバといった青魚に含まれる多価不
飽和脂肪酸（オメガ3脂肪酸）です。不足すると血液がドロドロ
となり、高血圧、高脂血症、動脈硬化などを引き起こしやすいと
いわれます。人間の体では作れない脂肪酸なので魚を多く食べ
て摂取する必要があります。ところが魚には、水銀やダイオキシ
ンなどの重金属や環境汚染物質が蓄積していて健康を害するリ
スクがあります。こうしたことから、EPA・DHAはサプリメント
で摂取することが勧められます。

青魚 含 多価不
飽和脂肪酸（オメガ3脂肪酸）です。不足すると血液がドロドロ
となり、高血圧、高脂血症、動脈硬化などを引き起こしやすいと

30日分30日分180粒入180粒入 (税込)(税込)

EPA+DHA 1000mgEPA+DHA 1000mg

EPAやDHAはイワシやサバといった青魚に含まれる多価不

3030日分日分180180粒入粒入 (税込)(税込)

EPA+DHA 1000mgEPA+DHA 1000mg
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100g100g

高品質の石けんほど熟練した職人技が必要になります。『そら
フェイシャル・ソープ』は、奈良で創業100年の工場において、全
長30mにも及ぶ特殊ラインで製造される"こだわりの石鹸"です。

石けんのベースとなる「石けん素地」。これこそが肌に優しい
理由のひとつ。「天然のヤシ油」が原料です。

古代エジプトでは死海の泥を美容に取り入れてました。その泥中に含まれ
ている成分がチタン。この美容成分を微細なペースト状にしたチタンペースト。
キメ細やかな"泡の粒"をつくり、肌の汚れや化粧汚れをスッキリと落とします。

さらにコラーゲンの生成も助ける天然成分のシリカも配合。これまでの洗
顔フォームでは、けっしてあじわえない洗い心地です。

古代エジプトでは死海の泥を美容に取り入れてました。その泥中に含まれ
ている成分がチタン。この美容成分を微細なペースト状にしたチタンペースト。

100g100g (税込)(税込)30g30g (税込)(税込)

フェイシャル・ソープフェイシャル・ソープ

100g100g (税込)(税込)30g30g (税込)(税込)

フェイシャル・ソープフェイシャル・ソープ

「肌を美しくしたい」「肌の衰えを防ぎたい」というと、つい化粧品のほうに意
識がむかいがち。ところが体外からの化粧品で出来ることには限界があり、体
内への肌のための栄養補給が重要になります。皮膚科専門医の多くが「肌への
影響は、体外からが３割、体内か
らが７割」と述べています。とく
に、シミ、しわなどの（肌老化）原
因は、栄養バランスの崩れとター
ンオーバー（肌の新陳代謝）を阻
害する『活性酸素』の影響が大き
いことがわかってきました。

肌 美 」肌 衰 防 」 、 化粧品 意
識がむかいがち。ところが体外からの化粧品で出来ることには限界があり、体
内への肌のための栄養補給が重要になります。皮膚科専門医の多くが「肌への

60日分60日分240粒入240粒入 (税込)(税込)30日分30日分120粒入120粒入 (税込)(税込)

はだのさぷりはだのさぷり

「肌を美しくしたい」「肌の衰えを防ぎたい」というと、つい化粧品のほうに意

6060日分日分240240粒入粒入 (税込)(税込)3030日分日分120120粒入粒入 (税込)(税込)

はだのさぷりはだのさぷり
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(税込)(税込)

100g100g

シアバター（Shea butter）の原産国は西アフリカのブルキナ
ファソ。そこに生息するシアの木の種子から抽出されます。主成
分は、ステアリン酸やオレイン酸で、他にリノール酸やパルミチ
ン酸などの脂肪酸が含まれています。これら脂肪酸は人の皮脂
とよく似た成分であり、肌にとてもなじみやすく、保湿が長時間
持続します。

バターと名のつくとおりシアの種子からつくられる天然の
固形オイル。融点は人の体温に近い36℃前後であるため肌につ
けると溶けて馴染む性質があります。保湿力に優れているため、
顔・首筋のナイトクリームとして、また手足などの荒れ止めとし
てお使いになれます。

分は、ステアリン酸やオレイン酸で、他にリノール酸やパルミチチ

100g100g (税込)(税込)

シアバターシアバター

シアバター（Shea butter）の原産国は西アフリカのブルキナナ
ファソ。そこに生息するシアの木の種子から抽出されます。主成成

100g100g (税込)(税込)

シアバターシアバター

世界の名だたるセレブたちが使っていて話題となったアルガンオイル。
モロッコに生息するアルガンの木の果実から、わずか1%しか採取できな
い希少なオイルです。「モロッコの黄金」「クレオパトラが愛した美容オイ
ル」などと呼ばれています。

オリーブオイル、ホホバ油などの美容オイルと比較
して、リノール酸の含有量が際立って多く、肌への浸透
性が大変に優れています。また､ビタミンEも多く含ま
れており、紫外線から肌を守る効果の高いことも。

他のオイルとはまったく違う、今までにない使い心
地です。

い希少なオイルです。「モロッコの黄金」「クレオパトラが愛した美容オイ

プッシュボトルプッシュボトル50ml50ml (税込)(税込) ミニボトルミニボトル9ml9ml (税込)(税込)

アルガンオイルアルガンオイル

世界の名だたるセレブたちが使っていて話題となったアルガンオイル。
モロッコに生息するアルガンの木の果実から、わずか1%しか採取できな

プッシュボトルプッシュボトル50ml50ml (税込)(税込) ミニボトルミニボトル9ml9ml (税込)(税込)

アルガンオイルアルガンオイル
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お茶の主成分のキャンドルブッシュは、インドネシアやマレーシアな
ど熱帯地方に自生する植物で、現地では1300年前から便秘や皮膚病の
薬として利用されてきました。抗酸化作用のあるフラボノイドの一種も
多く含まれている健康茶です。気軽に飲めて自然にお腹を整えます。

お茶の主成分のキャンドルブッシュは、インドネシアやマレーシアなな
ど熱帯地方に自生する植物で、現地では1300年前から便秘や皮膚病のの
薬として利用されてきました。抗酸化作用のあるフラボノイドの一種もも

30パック入30パック入 (税込)(税込)

ゴールデンキャンドル茶ゴールデンキャンドル茶

茶 主成 ブ

3030パック入パック入 (税込)(税込)

ゴールデンキャンドル茶ゴールデンキャンドル茶

ペットボトル（1リットル）、
水質調査キット（実験くん）付属
ペットボトル（1リットル）、
水質調査キット（実験くん）付属

パックの中味は沖縄の化石サンゴの粒。天然のカルシウムやマグネシウムな
どのミネラルを瞬時に溶出して、水道水をアルカリ性に改質。また、塩素を消し
て水を美味しくするとともに、パックの滅菌力で水が長持ちします。

パックの中味は沖縄の化石サンゴの粒。天然のカルシウムやマグネシウムな
どのミネラルを瞬時に溶出して、水道水をアルカリ性に改質。また、塩素を消し
て水を美味しくするとともに パックの滅菌力で水が長持ちしますて水を美味しくするとともに、パックの滅菌力で水が長持ちします。

(税込)(税込)100リットル分100リットル分200リットル分200リットル分 (税込)(税込)

サンゴの力サンゴの力

(税込)(税込)100100リットルリットル分分200200リットル分リットル分 (税込)(税込)

サンゴの力サンゴの力
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● ハガキ・FAXでのお申込みの場合、お支払い方法は「NP後払い」のみです。
● お試しの送料は当社にて負担いたします。 
● 宅急便にてお届けいたします。お届けまで、2～5営業日かかります。
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( 平日：午前9時～午後5時 )

https://s.sora-1.net/otameshi

このQRコードで
ネットショップに
アクセス
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日本食品保健指導士会日本食品保健指導士会

1:25 / 3:301:25 / 3:30 https://youtube.com/soramessehttps://youtube.com/soramesseID: @icm0533zID: @icm0533zhttps://fb.me/soraonlinehttps://fb.me/soraonline

午前中 14時～16時 16時～18時 18時～20時 19時～21時

sora@soramesse.co.jp

( 平日：午前9時～午後5時 )

https://sorawebshop.jp


