
夏休みキャンペーン 4 回目 

7 月 10 日（水）～8 月 6 日（火）まで 4 週にわたって 

1 週間期間限定サプリメントキャンペーンをお届けいたします。 

         

         
 

7 月 31 日(水)～8 月 6 日（火）までのキャンペーンは、 

＜美味しく安心な栄養をとろう＞企画です！！ 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.  スマートスイート ＊1                       B. スマートスイート 
    シュガーフリーケチャップ＊2                   シュガーフリーケチャップ 2 個 

シュガーフリーメープルシロップ＊3             シュガーフリーメープルシロップ 2 個 
ライスプロティン ＊4                       ライスプロティン 

     AFP ペプチザイド 2 個                    トリエンザ 
     

合計￥11,825.→￥11,000.                 合計￥13,975.→￥13,000. 
 
C  BrainChild ビタミン-レモン               D. BrainChild ビタミン-レモン 

＆ミネラル-NO フレイバ ―              スピークスムース 
スピークスムース                  

                               
合計￥23,480.→￥22,780.                  合計￥15,800.→￥15,000. 



＊1：キシリトールは天然の糖分で果物、野菜、また人体にも見られるものです。通常の糖分よりもカロリー

は 40％低い、血糖指数も低いこととまたイーストにより代謝されない特徴があります。世界健康機関(WHO)と

FDAはキシリトールを食物添加物の中で最も安全なものと評価しています。実際に、キシリトールは口の中で虫歯

を引き起こすバクテリアをコントロールし、歯にも良い甘味料とされています 

スマートスイートは、アメリカの土壌で育った無農薬のカバノキから抽出されている 100％純性のキシリトールです。

中国から輸入されたコーン由来の他のキシリトール商品とは異なり、スマートスイートは GMO フリー（遺伝子組み

換えでない）でコーンに感応性のある個人には適した甘味料です。お口に合う味で配合されています 

 

スマートスイートは、他の糖代替品よりも、糖分らしい形状、見かけと味を持ち合わせています。ケーキやマフィン、

クッキーなどのベーキングにも活用でき、とてもよい味を加えてくれます。この商品は、暖かい液状のものの中で溶

けやすいですが、砂糖のようなクリスタルではないため、硬いキャンディや飴をつくるのには適していません。また

この種類の糖分はイーストと相性が良くないため、パンを焼くときにイーストと混ぜ合わせることはできません。砂

糖に代わってキシリトールを利用するには、まず少量を摂っていき、3～6 週間かけてその量を増やし、時間をかけ

てキシリトールを砂糖の代替品として摂ることが勧められます 

スマートスイート成分表示 

服用量 1 スプーン 1 杯 %DV  

内容量 170    

カロリー 9.60    

脂肪 0 mg  0%  

ナトリウム  0 mg  0%  

炭水化物 4 g  <1%  

糖分  0 g  0%  

キシリトール 4 g  <1%  

たんぱく質 0%  0%  

* Daily Value not established.  

その他の成分: なし  

 

 

http://www.nbnus.net/shopexd.asp?id=180�


＊2：ケチャップには砂糖が多く含まれているのをご存知でしたか？ Nature Hollow のシュガー

フリーケチャップは美味しくヘルシーで、ブレンドされているものは全て天然です。 新鮮なトマトとキシ

リトールで甘みを加えたスパイス類が含まれています。 キシリトールは自然に存在する１００％天然で

ヘルシーな、しかも後味のない砂糖の代用です。 キシリトールはまた、グリセミック指数が低く、イース

トによって利用されることはないので、健康上の理由から糖分摂取を大幅に控える必要がある子供や

大人の理想的な甘味料です。 

シュガーフリーケチャップ成分表示 

サービングサイズ テーブルスプーン１杯（20ｇ） 一日の所要量割合（％） 

内容量 About 14   

カロリー 11  

総脂肪 0g 0% 

ナトリウム 110g 0% 

総炭水化物 4g 3% 

有効炭水化物 0g 3% 

糖分 0g  

たんぱく質 0g 0% 

*一日当たりの所要量は定められていません。 

成分： トマトピューレ、アップルサイダービネガー、キシリトール、スパイス、塩、くず粉 

 

 

＊3：Nature Hollow では、果物とキシリトールと呼ばれる甘味料との美味しく、ヘルシーなブレ

ンドである優れたシロップを作っています。 キシリトールは、自然に存在する砂糖の代用になるもので、

１００％天然、ヘルシーで後味がありません。 キシリトールはグリセミック指数が低く、またイーストが

利用できないため、健康上の理由から糖分摂取を大幅に控える必要がある子供や大人の理想的な甘

味料です。 Nature Hollow のシロップはホットケーキ、ワッフルにとてもよく合います 

http://www.nbnus.net/shopexd.asp?id=179�
http://www.nbnus.net/shopexd.asp?id=181�


シュガーフリーメープルシロップ成分表示 

サービングサイズ 1/4 cup (60 mL)  一日の所要量割合（％） 

内容量 約 4   

カロリー 50  

総脂肪 0g 0% 

ナトリウム 0g 0% 

総炭水化物 19g 6% 

有効炭水化物 0g  

糖分 0g  

たんぱく質 0g 0% 

*一日当たりの所要量は定められていません。 

メイプルシロップ成分：水、キシリトール、キサンタンガム、天然メイプル香味料、天然キャラメ

ル色素、ソルビン酸、クエン酸 

 

＊4：NutriBiotic 社のライスプロテインは、とても美味しい植物性のたんぱく質で、遺伝子組み

換えが施されていないカリフォルニア産の玄米から作られています。 また、大豆、牛乳、卵、麦あるい

はイーストなどに通常関与している一般的な食物アレルゲンは含まれていません 

ライスプロテインは、食物アレルギーをもった人、あるいは、チューブ栄養法をとっている乳児、お年寄

り、重度の病人などに向いています。 クリームライスシリアルに似ているミルク風味です。 飲み物に

混ぜたり、シリアルに降りかけたり、もしくは料理に加えたりするなどして、脂肪または多くのカロリーを

摂らずにたんぱく質の摂取量を多くするのにも使えます。 ライスたんぱく質は、テーブルスプーン１杯

（15ｇ）で約 58 カロリーあり、身近にあるたんぱく源のなかでカロリーが最も低いたんぱく質の１つでも

あります。 この優れた溶解性をもつパウダー状のフォーミュラは、水、ジュースまたは食べ物と簡単に

混ざります。 

 ライスは炭水化物ですが、私たちが集合的に言う「たんぱく質」の構成単位アミノ酸は、全ての食べ物

に含まれています。 ライスプロテインのたんぱく質は、特別なプロセスによってお米の炭水化物部か

ら分離され、最終的に９つ全ての必須アミノ酸を含む、１９個の広範囲のアミノ酸が配合された「完全」

たんぱく質が作られます（下記のアミノ酸プロフィールをご覧ください）。 なお、精製水と天然の酵素を

利用する方法によって、化学物質による処理は避けています 

http://www.nbnus.net/shopexd.asp?id=247�


ライスプロティン成分表示 

サービングサイズ 大匙山盛り１杯（14ｇ） 一日の所要量割合（％） 

内容量 40  

カロリー 60  

総脂肪酸 0ｇ 0% 

飽和脂肪酸 0ｇ 0% 

コレステロール 0gｇ 0% 

ナトリウム 10mg 0.4% 

総炭水化物 2g ＜1% 

食物繊維 ＜1g 2% 

糖分 1g  

たんぱく質 12g  

鉄 2ｍｇ 11％ 

凛 80ｍｇ 8％ 

成分：酵素処理のカリフォルニア産玄米たんぱく質             

グルテンフリー：農薬、除草剤、GMO または PCB なしで作られます 

ライスプロテイン１５ｇ内のアミノ酸割合 

アラニン  652ｍｇ  ヒスチジン* 254ｍｇ  セリン 576ｍｇ 

アルギニン 1098ｍｇ  イソロイシン* 528ｍｇ  トレオニン*442ｍｇ 

アスパラギン酸 1034ｍｇ  ロイシン*  498ｍｇ  トリプトファン*144ｍｇ 

システイン 不明  リシン*  627ｍｇ  チロシン 462ｍｇ 

 シスチン  293ｍｇ  メチオニン* 381ｍｇ  バリン* 728ｍｇ 

 グルタミン酸 2066ｍｇ  フェニルアラニン* 654ｍｇ  *必須アミノ酸 

 グリシン  510ｍｇ  プロリン  598ｍｇ  +自然に存在している 

これらの記載事項は FDA（米国食品医薬品局）の評価を受けていません。また、この商品はいか

なる病気の診断、治癒、治療、予防を目的としたものではありません。 

 


