
FAXをご利用の方は注文用紙に必要事項をご記入の上、
上記番号までFAX送信して下さい。

お届け時、ドライバーに商品代
をお渡し下さい。
※手数料は無料です。

お届け時、ドライバーにクレ
ジットカードをお渡し下さい。
※手数料は無料です。

（代引き以外の）クレジット
決済をご希望の方は、ホーム
ページより、ご注文下さい。

商品到着をご確認後、「コンビ
ニ」「郵便局」「銀行」のいずれ
かで、発行から14日以内にお
支払い下さい。
※請求書は、商品と別に郵送
　されます。

FAX
0120-251-344 < 24時間受付>

お電話
0120-251-352 <土・日・祝休><携帯可>

<月～金9:00～18:00>

代金引換
（現金）

代金引換
（クレジット）

クレジット
（インターネットのみ） NP後払い１ ２ ３ ４

お電話の際は、
右記項目をお伝えください。

● ご注文の商品名　● お名前（フルネーム）
● 希望お届け時間　● お支払い方法
１ ２

３ ４

ご注 文 方法

商品のお届けについて

お支払い方法について

◆ 日本全国送料無料で発送いたします。代引き手数料も無料です。

◆ 平日の場合、15時までにいただきましたご注文は、当日発送いたします。

◆ 平日15時以降、土日祝日にいただきましたご注文は、翌営業日の発送となります。

明
る
い
毎
日
、
乳
酸
菌
。
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乳酸菌のベストな配合
【乳酸菌462】は、数ある乳酸菌の中でも日本人の腸と相性が良く、腸の中でしっかり働く
優秀な４つの乳酸菌を厳選し、組み合わせました。また相乗効果の高いビフィズス菌、オリ
ゴ糖も加え、身体の内からのケアがしっかりできるように考案しました。

しっかり“ビタミン・ミネラル”を配合した栄養機能食品
体の調子を整えるのに欠かすことのできない栄養素 “ビタミン・ミネラル”も一日必要摂取
量分、配合しました。乳酸菌との相性もよく、より力強い毎日をサポートします。

腸内の細菌バランス

ビフィズス菌
ビフィズス菌は腸の善玉菌の一種です。
乳酸や酢酸をつくって腸内を酸性に保
ち、有害菌やウイルスの繁殖を抑えて感
染を防ぎます。また腸内での腐敗も抑え、
全身の免疫力を高めるのに役立ちます。
ビタミンＢ群や葉酸などを作り、栄養素の
吸収にも良い働きをすることも知られて
います。

オリゴ糖
オリゴ糖は胃や十二指腸で消化
吸収されにくい性質を持っている
ため腸まで届き、乳酸菌やビフィズ
ス菌などの善玉菌の栄養源（エサ）
となります。オリゴ糖をしっかりとる
ことで善玉菌を効率よく増やすこと
が可能です。

免疫を左右する

乳酸菌にプラスして、パワフルな相乗効果成分を配合

２大成分がしっかりサポート

善玉菌の一種 善玉菌のエサ

善玉菌が多い腸 悪玉菌が多い腸

便秘になり腸内腐敗がすすむ
病気にかかりやすくなる
気分が落ち込みやすくなる
肌荒れしやすくなる
疲れやすくなる

排便習慣が改善する
免疫バランスが整う
アレルギーが改善する
生活習慣病を予防する
ストレスが緩和されやすい

腸に免疫細胞の６割が集まっています。
　「風邪をひきにくい人、ひきやすい人」の違いはどこにあるのでしょうか？
それは免疫力の差によるものが大きいといわれています。私達の免疫力を左右する免疫
細胞は約６割以上が腸に集まっているため、「腸が元気になる」＝「免疫力を高める」ことに
つながります。しかし、加齢による腸内の変化や食生活の乱れ、ストレスなどによって腸の
不調を招き、あらゆる病気をひきおこしてしまいます。
　では、どうしたら腸を元気にできるのでしょうか。
鍵となるのは１００兆個以上生息している腸内の細菌バランス。腸内細菌バランスを整え、元気
にするためには“善玉菌の代表格＝乳酸菌・ビフィズス菌”や “オリゴ糖”を摂ることが有効
です。
　いつまでも若々しく元気でいたい　　　　。
そんな想いを叶えるべく、管理栄養士の目線から【乳酸菌462】を開発しました。

いつまでも若々しく
元気でいたい
そんな想いを叶えるべく
　　 『管理栄養士』が考案しました。

管理栄養士とは

管理栄養士 山川 祐記惠

身体の状況、栄養状態等に応
じて、専門的な知識と技術を
持って栄養の指導・管理を
行い、健康に生活できるように
サポートするプロ。国家資格。

サポート成分 1 サポート成分 2

＋
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免疫を活発にする作用が高く、人が本来持っ
ている健康力をサポートします。「盾（シールド）
のように外部からの敵を防御する」ということ
から名づけられました。実験でマウスのイン
フルエンザの症状抑制効果や、腸管での抗原
特異的lgA抗体の産生が促進されたことから、
呼吸器や腸管での感染防御作用が期待され
ています。

シールド乳酸菌®Ｍ-1

熱や酸に強く、生きたまま腸へ届く有胞子
性乳酸菌です。腸の中で長く乳酸菌が働き
やすい環境をつくります。緑麦芽から分離さ
れた､日本人の体と馴染み深い乳酸菌です。

・胞子とは不利な環境下でも生きぬくための形態
　であり、植物でいう種のようなイメージです。

・有胞子性乳酸菌は胞子を形成するため安定性
　が高く、また乳酸生成能力にも優れていること
　から、加工食品をはじめ食品全般に利用できる
　乳酸菌です。

ラクリス®-Ｓ

ザワークラウト(キャベツの漬物)から分離
した､安心・安全な植物性乳酸菌です。酸に
強く胃液に対しても強い耐性をもち、生きて
腸まで届きます。

HSK201

462億個の乳酸菌が、腸でしっかり働く
現代の日本人にぴっ たりの力強い乳酸菌

●  免疫力を高める
●  ヒト由来でアレルゲンがない
●  インフルエンザ感染症状を軽減
●  呼吸器や腸管での感染防御が
　期待されている

正式名称はエンテロコッカス・フェカリスFK-23といい、数ある乳酸菌の中でも、免疫力
の活性が強いことが認められた乳酸菌。長年の研究により様々な働きの報告があり、
日本栄養・食糧学会、日本癌学会など数多くの論文が学会発表されています。

FK-23

●  加熱処理をしていることで
　強い免疫作用がある。
●  善玉菌を増やす
●  便秘を改善
●  美肌効果
●  コレステロール低下作用
●  高血圧を予防する作用
●  アレルギー緩和作用
●  様 な々作用の８つの特許を取得済み
　（右記参照）

●  耐熱性・耐酸性・耐糖性・耐塩性
　に優れる
●  腸管内の増殖・定着性に優れる
●  スギ花粉症に対する目のかゆみ、
　鼻水を抑える
●  便性改善効果
●  腸内フローラ改善

●  マウス実験で抗アレルギー作用
●  ヒト実験で免疫力(ＮＫ活性)向上

厳選

Ｅ・フェシウム

Ｌ・カゼイ

Ｌ・アシドフィルス

Ｌ・ブレビス

Ｂ・ブレーベ

Ｂ・アドレスセンティス

Ｂ・サーモフィルス

Ｓ・サリバリウス

乳酸菌
免疫活性力

比較

※3粒あたり

※

他の乳酸菌より

抗アレルギー剤およびその製造法
抗腫瘍剤およびその製造法
毒性軽減剤
白血球減少治療剤
Ｃ型肝炎治療剤
感染防御剤
酒さ（赤ら顔）治療剤
血圧降下剤

特許第3040744号

特許第3040711号

特許第3040699号

特許第3272023号

特許第2712000号

特許第2969017号

特許第2944662号

特許第2889481号

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

特許取得

NO.1

免疫力を高めるしくみ

免疫力を
高める力が強い!

FK-23

『FK-23』が腸内を刺激すると、そこに集まる
白血球が『FK-23』を異物だと思い込んで
仲間を増やし、活性化します。こうして増え
た白血球が有害な細菌などを攻撃します。

腸
管

白血球

FK-23
有害な細菌など

攻撃

刺激

FK

FK
FK

FK

FK
FK

白
白白 白

白
白

白

仲間が増える
活性化

FK
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１日分、しっかり摂れる！

乳酸菌を摂ることで
腸内環境が整うと、
栄養がより吸収される
ようになります。

“ 乳酸菌＋ビタミン・ミネラル”サプリメント

栄養機能食品とは？

1日の目安量より
多く摂ってもいいですか？

乳酸菌は毎日摂った方が良い？

イソマルトオリゴ糖、有胞子乳酸菌、乳酸菌末、デキストリン、乳酸菌乾燥原末（殺菌）、
ビフィズス菌乾燥原末/ビタミンC、増粘剤（プルラン）、ステリアン酸マグネシウム、
ナイアシン、亜鉛酵母、ヘム鉄（豚由来）、甘味料（羅漢果抽出物）、ビタミンE、パントテン
酸カルシウム、ビタミンB2、ビタミンＢ６、ビタミンＢ１、ビタミンＡ、葉酸、ビタミンＤ、ビタ
ミンＢ12

下記の項目が気になる方に、おすすめ！

栄養機能食品

462億個

錠剤タイプ
3粒の乳酸菌含有量

乳酸菌462

乳酸菌を摂るには、

どちらが良いですか？

ビタミン   ミネラル
特に思い当たることもないのに、だるかっ
たり、疲れやすかったりと、体調がすぐれ
ないときは、ビタミン・ミネラルが不足して
いる可能性があります。ビタミン・ミネラル
は健康維持のために欠かせない栄養素
ですが、体の中で合成することができな
いため、毎日摂ることが大切です。
「乳酸菌462」は一日に必要なビタミン・
ミネラルをしっかりと配合し、より力強い
毎日を応援します。

Ｑ＆Ａ

２

3

5

４『乳酸菌462』はいつどのくらい
飲めばいいですか？

1

1日３粒を目安にお水またはぬるま湯でお
飲みください。基本的にいつ飲んでいただ
いても構いません。毎日飲む時間を決めて
おくと飲み忘れもなく、おすすめです。

１日目安

3粒

管理栄養士考案の

原
材
料

22.5g（1粒重量 250mg×90粒）

便通

栄養バランス

4,600円（税抜）

健康

メタボ

肌荒れ

アレルギー

栄養のほとんどは“ 腸によって吸収される！”

ＧＭＰ認定工場とは「原材料の受け入れから製造・出荷まで、製品
が安全に作られ、一定の品質が保たれるようにするための厳しい
製造工程管理基準」を満たしている工場のことです。

安心
安全

日本製

ＧＭＰ認定工場『乳酸菌462』は で製造しています。

ビタミンＡ

ビタミンB1

ビタミンB2

ビタミンB6

ビタミンB12

ビタミンＣ

ビタミンＤ

ビタミンＥ

ナイアシン

パントテン酸

葉酸

鉄分

亜鉛

（µｇ）

（㎎）

（㎎）

（㎎）

（µｇ）

（㎎）

（µｇ）

（㎎）

（㎎）

（㎎）

（µｇ）

（㎎）

（㎎）

■栄養素等表示基準値に対する割合（含有量）

基準値

乳酸菌４６２

375

1.4

1.6

1.5

2.4

100

5.5

9

15

6

240

7.5

7

通常ヨーグルトには一種類の乳酸菌しか
入っていませんが、サプリメントには数種
類の乳酸菌が入っているため、腸にしっか
り届きます。より効果を実感しやすい乳酸
菌をお探しの方には、サプリメントの方が
有効です。

たくさん飲んだからといって、はたらきが強
まったり、より健康が増進するものではござ
いません。目安量を毎日続けていただくこと
でお役立てください。

乳酸菌の寿命は３日～１週間です。１日乳酸
菌を摂らないと、数万個の乳酸菌が減少し
てしまうため、乳酸菌は毎日摂り続けること
が理想です。

1日に必要な「栄養成分」（ビタミン・ミネラル）
の補給、補完を目的とした食品です。国が定
めた配合量基準を満たす必要があります。

サプリメントとヨーグルトの

腸内細菌バランスが良い 腸内細菌バランスが悪い腸

栄養が吸収されにくい栄養が吸収されやすい

（90粒入）
約30日分

味覚を正常に保つ、皮膚や粘膜の健康維持を助け
る、たんぱく質・核酸の代謝に関与して健康維持に
役立つ栄養素です。

亜 鉛　7mg（100％）

抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細
胞の健康維持を助ける栄養素です。

ビタミンE　9mg（100％）

栄養機能食品

乳酸菌乳酸菌

ビフィズス菌ビフィズス菌 オリゴ糖オリゴ糖

が考案

１日目安

3粒
90粒《約30日分》

※3粒あたり

管理栄養士

が働く。462億個の※

１日に必要な　　　　　　　　　　ビタミン   ミネラル

“力強い乳酸菌 ”

配合　　　　　　　　　　

お問い合わせ
TEL.0120-251-352

462462

（平日 9:00～18:00）

※（　）の数値は、栄養素等表示基準に対する充足率です。


