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WELCOME TO 4LIFE®
私たちがトランスファーファクターについて学んだのは20年以上も前のことです。そこから、世界中の人
達の人生を変えるための私たちの旅が始まりました。1949年にH・シャーウッド・ローレンス医学博士に
よって発見されたトランスファーファクターは、健康維持システムの働きに必要な記憶や情報を伝える
とても画期的な物質です。その大切さを私たち自身が実感して以来、4Lifeトランスファーファクターを世
界中に広めようと決意しました。
これはまさに健康革命です！
4Lifeは1998年以来、サイエンス、サクセス、サービスを通じて
「Together, Building People®」
という使命
のもとに多くの人のネットワークに支えられて成長を遂げました。4Lifeは、継続的な健康維持システム
と健康サポートの科学研究において評価を得ていますが、常に新しく有意義な原材料の研究を続けな
がら、幅広い製品群をご用意することに注力しています。
あなたも4Lifeとともに、
より豊かでよりすこやかな生活を手に入れてください。さらに、周囲にポジティ
ブな雰囲気をもたらし、新しい出会いを楽しみ、健康かつ自由なライフスタイルを楽しんでいただける
ことを願っています。

4Life 創設者

4Life社長兼CEO

デイビッド＆ビアンカ・リゾンビー

ダニー・リー
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フォーライフの使命
4Life製品は、最新の研究開発と徹底した製
造管理体制のもとで生まれています。一流の
医療専門家や免疫学者、科学者などで構成
される
「4Life健康科学諮問委員会（HSAB）」
監修のもと、高水準の品質管理や最先端の
科学研究を維持しながら、製品開発に取り組
んでいます。
また、米国ユタ州にある自社製造工場は、
その製造管理および品質管理を徹底することで、GMP（Good Manufacturing Practices）認定を
取得しました。

4Lifeは業界屈指の配当率を誇るライフリワー
ドプラン™を持つネットワークマーケティン
グ企業です。私たちのプランは、ビジネスを
始めたばかりの方から、成熟した組織を持
つトップリーダーまで、どの段階において
も、ビジネスへの取り組みが収入の機会に
つながるようデザインされています。
ビルダーボーナスや毎月の世代コミッション、
インフィニティボーナス、豪華なリゾート地を満喫するインセンティブツアーなどを獲得するこ
とができます。

社会貢献は、4Lifeの中核をなす企業活動で
す。地域に根差した支援団体と長期的な連
携により、支援を必要とする子供たちの自
立支援活動を行っています。支援の3つの
柱は、十分な栄養、保護施設、教育機会の確
保です。
これらをファウンデーション4Lifeや
4Lifeフォーティファイプログラムを通じて提
供することで、貧困のサイクルから抜け出す
ための自給自足への道のりを援助しています。
こうした社会貢献は、会員の皆さまの協力があっ
てこそ成り立っている活動といえます。
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1997年
90年代初頭から健康サポートの研究を始めたデイビッド・リゾンビーが、牛の母乳に含まれる
トランスファーファクターに関する文献に出会い、製品化を進める。

1998年
牛の母乳を原料としたトランスファーファクターの特許を取得、
4Lifeトランスファーファクター®を市場に展開。

1999年
トランスファーファクターの製造技術を進化させた4Life® トランスファーファクター プラス®を発売。

2001年
日本支社が2月にオープン

2002年
特許（6,468,534）を持つ鶏の卵を原料としたターゲ
テッドトランスファーファクター® 製品を発売。

2003年
医薬品や栄養補助食品を紹介する
「PDR（Physicians’Desk Reference®）」に
4Life トランスファーファクター®製品が掲載される
（2018年現在掲載中）

2004年
牛の母乳と鶏の卵から抽出したトランスファーファクターを組み合わせて、
4Lifeトランスファーファクター®アドバンストフォーミュラ製品を発売。

2005年
牛の母乳と鶏の卵から抽出したトランスファーファクターの組み合わせで特許（6,866,868）を取得し、
4Life初のトランスファーファクターを液体化した4Lifeトランスファーファクター®リオヴィーダ®を発売。

2006年
デイビッド・リゾンビーがバイオテクノロジー（生物工学）の分野でロシア
医療科学アカデミー「I.N.ブロキーナ賞」を受賞。
トランスファーファクター
の研究に関する論文、数々の特許、開発製造への貢献が認められる。

2007年
ナノファクター（微小フラクション）を組み合わせた4Lifeトランスファーファクター®トライファクター™ を発売。

2009年
4Life 初のトランスファーファクターをジェル化した4Lifeトランスファーファクター®
リオヴィーダ® ジェル トライファクター® を発売。

2013年
牛の母乳を独自の技術で限外ろ過処理をして抽出する製法により、
濃度が25％アップしたウルトラファクターを配合した製品を発売。

2017年
2015年に完成した自社工場が、NSFインターナショナルのGMP
準拠施設に認定される。

2018年
4Lifeトランスファーファクター® リオヴィーダ® トライファクター®が、液体化したトランスファーファクターの製品組
成や製造工程および保存に対して米国特許取得。
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Awards

アワード

4Lifeは米国商事改善協会（Better Business Bureau）の登録会員であり、
「A +」のランクを受けています。
また、合衆国内のビジネス表彰プログラムであるアメリカン・ビジネス・アワード、業界誌ダイレクトセリ
ングニュースの業界企業ランキング「グローバル100リスト」などでも高い評価を受けました。今日、製品
についてだけでなく、
プロモーション作品、社会貢献活動など、幅広い分野において4Lifeの企業活動が
認められています。

ゴールド ゴールデン
ブリッジ賞

シルバー ゴールデン
ブリッジ賞

ハリケーン・マリア支援にお
いて、戦略的開発、実行、およ
び危機コミュニケーションが
評価され、コーポレートコミ
ュニケーションチーム オブ ザ
イヤーを受賞しました。

ファウンデーション4Life®が、
ハリケーン・マリア被害救済
のために展開したキャンペー
ンにおいて、その年の名誉賞
を受賞しました。

ベストヘルス&フィットネス
サプリメントプロバイダー

ベストオンライン
プレスルーム

グローバルヘルスファーマに
よる、ベストサプリメントプロ
バイダーに選出されました。

ウェブ サイトで 企 業 情 報 を
紹介する4Life®デジタルニュ
ーススタンドが、スティービ
ー・アワードのベストオンラ
インプレスルームを受賞しま
した。
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ゴールデンブリッジ

ゴールド・テリー賞

マイルストーンオブザイヤー
ファウンデーション4Life®が、 PDR（Physicians ‘Desk Referプエルトリコでハリケーン・マ
ence）プロモーションビデオ
リアの犠牲者救済活動を率
が、
ゴールド・テリー賞を受賞
先して行なった功績を称え、 しました。
慈善活動キャンペーン賞を獲
得しました。

シルバースティービー賞
PR部門

ゴールドテリー賞受賞
PRビデオ

ファウンデーション4Life®が、 「4Life™EssentialOils」プロ
アメリカンビジネス賞（ABA） モーションビデオが、ノンブ
のPR部門において、シルバー
ロードキャストのクラフト編
スティービーを受賞しました。 集部門において、テリー賞金
賞を受賞しました。

ベスト・サプリメント・
プロバイダー
USA Today社による、アメリ
カ・ベスト・ヘルス＆フィット
ネスサプリメントプロバイダー
に選出されました。

コラボレーティブ・サイエンス
イノベーション賞
E m b r i a ® ヘ ルスサイエンス
は、4Lifeトランスファーファク
ター科学が先鋭的とし、コラ
ボレート イノベーション賞に
選出しました。

シルバー・テリー賞
ビデオ制作部門

ピープルズ・チョイス・
アワード

最優秀マーケティング
＆コミュニケーション賞

デジタルメディア
最優秀賞

シルバースティービー賞
企業の社会的責任

ビデオ制作部門において、シ
ルバー・テリー賞を受賞しま
した。

4Life®トランスフォーム™ バー
ン はピープルズ・チョイス・ア
ワードの消費者投票部門に
おいて、年間最優秀新製品賞
を受賞しました。

モバイル用4Life® トランス
フォーム™アプリと関連コン
テンツがスティービー・アワ
ードの 最 優 秀 マ ーケティン
グ＆コミュニケーション賞を
受賞しました。

メールマガジン「eNews」が、
米国訪問販売協会 （DSA）の
コミュニケーション・マーケテ
ィングカンファレンスにおい
てデジタルメディア最優秀賞
を受賞しました。

ファウンデーション 4Life®は、
その年の企業の社会的責任
キャンペーンにおいて、シル
バースティービーを受賞しま
した。

アメリカン・ビジネス・
アワード新製品賞

DSA協会 最優秀
マーケティング賞受賞

社会奉仕事業賞

デジタルメディア賞

ETHOS賞
（モバイルテクノロジー部門）

4Life®トランスフォーム™バー 4Life®トランスフォーム™製品
ンがスティービー・アワード のブランド構築の手法にお
の年間最優秀新製品賞を受 いて、
ダイレクトセリング協会
賞しました。
（DSA）アワードの最優秀マ
ーケティング＆セールスキャ
ンペーン賞を受賞しました。

スティービー賞
ライフスタイル部門受賞
アメリカン・ビジネス・アワード
（ABA）において、
「4Life®トラ
ンスフォーム™」アプリがライ
フスタイル部門においてステ
ィービー賞を受賞しました。

ETHOS賞
（セールスフォース
開発部門）
セールスフォース開発におい
て、展望と卓越性を認められ
ETHOS賞を受賞しました。

Nutrition Business Journal
が 発 表 する「 社 会 奉 仕 事 業
賞」を受賞しました。

プレジデンツ・エクセレンス・
オブ・ザ・イヤー
（年間優秀社長賞）

4Lifeツイッターキャンペーン 「4LifeApp」が、ETHOS賞の
が、優れたデジタルコミュニ モバイルテクノロジー部門賞
ケーションであると評価され を獲得しました。
「デジタルメディア賞」を受
賞しました。

スティービー賞
キャンペーン部門受賞

アメリカン・ビジネス・アワー
「4Life®
ユタ州 に お けるビジネスリ ドSM（ABA）において、
ーダーシップを認められ「プ トランスフォーム™」およ び
レジデンツ・エクセレンス・ 「PRO-TF®」がコンテンツキ
オブ・ザ・イヤー」を受賞しま ャンペーン部門スティービー
賞を受賞しました。
した。

グローバル100
ランクイン
10年連続で業界誌ダイレクト
セリングニュースの業界企業
ランキング「グローバル100リ
スト」に認定されました。
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4Life製品を支える科学研究
4Lifeの研究開発部門は免疫学の専門家や博士号取得者といった専門家によって構成され、つねに最先
端にいる4Lifeを支えています。
さらに、4Life健康科学諮問委員会（HSAB）のメンバーとして、世界中から
多くの医師や栄養学などの専門家を招いて協力を得ています。

研究開発チーム

デイビッド・ボルマー博士

ブレント・ヴォーン博士

トリー・パーカー博士

パウラ・ブロック博士

4Life最高科学技術責任者

研究開発担当副社長

4Life製品開発担当副社長

サイエンス＆レギュラトリー部門
ディレクター

健康科学諮問委員会（HSAB）

ロバート・ロバートソン・
ジュニア 医学博士

テレサ・トマルスカ医学博士

エレナ・エニオウティナ博士

メイリン・シュー・
カルデラ博士

J・タイ・ホプキンス博士

ジョイ・アイロビ博士

PDR （Physicians’ Desk Reference®）
4Life トランスファーファクター®製品は、2003年より米国医薬品便覧
（PDR）に掲載されています。
PDRは医療従事者向けの参考書で、4Life トランスファーファクター®
製品ラインに関する詳細な解説が記載されています。
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品質へのこだわり
• 特許
：鶏の卵からトランスファーファクターを抽出する工程
米国特許番号（6,468,534）
技術の特許
米国特許番号（6,866,868）
：牛の母乳と鶏の卵から抽出したトランスファーファク
ターをブレンドする工程技術の特許
米国特許番号（7,815,943）
：4Life トランスファーファクター® カーディオの配合特許
米国特許番号（9,028,882）
：4Life トランスファーファクター® リオヴィーダ®ジェル
トライファクター®における配合特許
米国特許番号（9,566,305）
：4Life トランスファーファクター® リヌーヴォの配合及び工程技術の特許
米国特許番号（9,956,258）
：液体化した4Life トランスファーファクター®の製品組成や製造工程、および保存の特許
（2017年取得）
• 自社製造工場はGMP（製造・品質管理基準：Good Manufacturing Practices）準拠施設として認定されています。
• トランスファーファクターの原料は、米国農務省（USDA）
よりグレードAのライセンスを取得しています。
• 牛の母乳は低温殺菌され、
トランスファーファクターの超ろ過処理が実施されています。
• 抗生物質、合成牛成長ホルモン（rBST）は使用していません。
• 厳しい管理規定を定める欧州連合（EU）にも牛乳加工製品として輸出が認められています。

あなたの毎日に必要な4Life製品
4Lifeトランスファーファクター®製品で体の基本を整えたら、あなたのライフスタイルに合わせて目的別
の製品をチョイスしてください。
1. 理想的な食生活

2. 適度な運動

栄養素がきちんと足りていれば、あなたの体はベストな状態

適度な運動は、体と心を前向きで健康に保つために欠かすこ

で機能するはずです。毎日の食生活でとくに意識したい栄養

とのできない習慣です。
とくに、体にある程度の負荷をかけて

素は、体の構成要素となるたんぱく質、そして、ビタミン・ミネ

筋肉を維持または強化することは、年齢を重ねるほどに重要で

ラルとともに野菜やフルーツに含まれる植物性栄養素です。

す。いつもより歩幅を大きくしたり、階段を利用するなど、
できる

＜おすすめ製品＞

ことから始めて、筋肉に刺激を与えることを心がけましょう。

4Life トランスファーファクター® リオヴィーダ®シリーズ、
ライト

＜おすすめ製品＞

スタート® 、BioEFA™ with CLA、PRE/Oシンバイオティクス®

4Life トランスファーファクター® リヌーヴォ、4Life® ナノファク
ター グルタミンプライム™、4Life トランスファーファクター®
カーディオ

3. ウェイトマネージメント

4. ストレスケア

ボディラインが気になる方や、将来的な生活習慣病を気にす

わずらいごとから離れて本当に大切なことに集中するために

る方は、まず食生活を見直しましょう。余分なカロリーを抑え

は、心の健康に目を向ける時間も必要です。体と心の健康は

て、たんぱく質の摂取を心がけることが大切です。エネルギー

常につながっています。睡眠の質にこだわったり、自分と向き

源となる体脂肪や糖質を、効率よく体を動かす力に変えるに

合う時間を作って心をリセットする習慣を見つけましょう。

は、適度な運動も欠かせません。

＜おすすめ製品＞

＜おすすめ製品＞

4Life トランスファーファクター® リヌーヴォ、4Life™ エッセンシ

ニュートラスタート® ココア、
カイトライト®、
エナジースティックス

ャルオイル
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4LIFE TRANSFER FACTOR® PRODUCTS

4Life トランスファーファクター®
4Life トランスファーファクター®製品は、原料の抽出から配合まで独
自の研究と技術革新に基づいて開発されています。
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トランスファーファクターの豆知識
私たちの体には、健康にさまざまな影響を与える外的要因を認識し、それに対応し、外的要因と接触した
経験と対応方法を記憶するという一連のシステムが備わっています。

トランスファーファクターの始まり
• 1949年、医学博士H.シャーウッド・ローレンス博士が研究中に発見した分子のことで、博士自ら
「トラ
ンスファーファクター」
と名付けました。
• 4Life創設者デイビッド・リゾンビーが彼自身の健康に関する研究中にトランスファーファクターとい
う物質に出会い、その健康維持をサポートする力を確信しました。
トランスファーファクターとは
• アミノ酸からなる小さなペプチド（ポリペプチド）で、健康を維持するために重要な情報を伝達する
物質です。
• 世代から世代へ母乳を通じて受け継がれてきました。
• トランスファーファクターを配合した4Life トランスファーファクター®製品は、特許製品です。
トランスファーファクターの働き
• 外的要因を認識し、それに順応し、今後のために記憶するという、体本来に備わった健康維持システ
ムをサポートします。
• 健康維持システムのバランスを整えます。

オーヴォファクター™
鶏の卵黄から抽出した
トランスファーファクター

ナノファクター™
牛の母乳を独自の技術で
限外ろ過処理をして抽出し
さらに低分子化した
トランスファーファクター

4Life®
トライファクター
フォーミュラ

ウルトラファクターXF™
牛の母乳を独自の技術で
限外ろ過処理をして抽出した
トランスファーファクター
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4Life トランスファーファクター® トライファクター®
特許製品（米国特許番号6,468,534/6,866,868）

4Life独自の技術によって牛の母乳と鶏の卵黄から抽出したトランスファー
ファクターを配合したカプセル。小さなメッセンジャー分子が健康維持に
必要な情報を届けます。
• トランスファーファクタートライファクター：300mg（1カプセルあたり）
• 健康維持システム（認識/反応/記憶）をサポート
• ウルトラファクターXF配合
製品番号

60カプセル/1本

201-24070 （35LP ）

会員価格：6,534円 / 標準小売価格：8,721円

（12本セット）製品番号

201-24071 （350LP）
会員価格：65,340円 / 標準小売価格：87,129円

＜お召上がり方＞

1日2カプセルを目安にお召し上がりください。

原材料：乳清粉末、卵黄粉末、マルトデキストリン、ゼラチン
※価格は全て税込価格です。

4Life® トランスファーファクタープラス® トライファクター®
特許製品（米国特許番号6,468,534/6,866,868）

3種類のトランスファーファクターに植物などの有用成分をプラス。
私たちが本来持っている
「健康を守る力」を引き出します。
• トランスファーファクタートライファクター：100mg（1カプセルあたり）
• 米ぬか、冬虫夏草、
アガリクス、舞茸、椎茸、パン酵母、オリーブ葉、
アロエ
葉肉などから抽出したエキスを配合しパワフルに健康をサポート
• ウルトラファクターXF配合
製品番号

201-24075 （50LP）

90カプセル/1本

会員価格：8,910円 / 標準小売価格：11,880円

（12本セット）製品番号

201-24076 （500LP）
会員価格：89,100円 / 標準小売価格：118,800円

＜お召上がり方＞

1日3カプセルを目安にお召し上がりください。

原材料：米ぬか抽出物、大豆粉末（遺伝子組換えでない）、乳清粉末、亜鉛酵母、卵黄粉末、冬虫
夏草抽出物、パン酵母抽出物、
アガリクス抽出物、
アロエ葉肉抽出物、オート麦抽出物、オリー
ブ葉抽出物、
レモン果皮粉末、舞茸抽出物、椎茸抽出物、ゼラチン
※価格は全て税込価格です。
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4Life トランスファーファクター® チュアブル トライファクター®
特許製品（米国特許番号6,468,534/6,866,868）

お子さまから大人までおいしく食べられるオレンジヨーグルト味。そのまま
噛んでお召し上がりいただけます。4Life独自の技術によって牛の母乳と鶏
の卵黄から抽出したトランスファーファクターが健康維持に必要な情報を
届けます。
•
•
•
•

トランスファーファクター トライファクター：200mg (1粒あたり)
健康を守るシステム（認識/反応/記憶）
をサポート
カプセルが苦手な方におすすめ
ウルトラファクターXF配合
製品番号

90粒/1本

201-24042 （35LP）
会員価格：6,750円 / 標準小売価格：9,018円

（12本セット）製品番号

201-24043 （385LP）
会員価格：74,250円 / 標準小売価格：99,009円

＜お召上がり方＞

1日3粒を目安にお召し上がりください。

原材料：果糖、麦芽糖、乳清粉末、卵黄粉末、パーム油、甘味料（ソルビトール）、香料、
リンゴ酸
※価格は全て税込価格です。

健康維持システムの活性

4Life トランスファーファクター®

4Lifeトランスファーファクター® トライファクター®
4Life トランスファーファクター® チュアブル トライファクター®

4Life® トランスファーファクタープラス® トライファクター®

283%
437%
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ライトスタート®
特許製品（米国特許番号6,468,534/6,866,868）

4Life® トランスファーファクター プラス® トライファクター®をはじめ、ビタミ
ン・ミネラルのほか、
ファイトニュートリエント
（植物性栄養素）や必須脂肪
酸などの基本的な栄養素がバランスよく補えます。4種類が1袋に入った、手
軽で便利な個包装です。
製品番号

30袋/1箱

201-26530 （50LP ）
会員価格：8,370円 / 標準小売価格：11,178円

（2箱セット）製品番号

201-26532 （100LP）
会員価格：16,632円 / 標準小売価格：21,978円

（12箱セット）製品番号

201-26531 （550LP）
会員価格：92,070円 / 標準小売価格：122,769円

＜お召上がり方＞

1日2袋を目安にお召し上がりください
※価格は全て税込価格です。

ファイトニュートリエント
（植物性栄養素）
野菜や果物などの植物の色素、匂いや苦味のもととなるもので、もともとは植物が自身を紫外
線や外敵から守るために作り出した成分です。活性酸素を吸収する力など、
ファイトニュートリ
エントのさまざまな機能性に対する研究が進められています。
必須脂肪酸
必須脂肪酸は、脳や血管など、体のいろいろなところで働く健康成分です。体内では合成する
ことはできないため必要量のすべてを食物から摂取する必要があります。
ライトスタート®には
「n-3系脂肪酸」を含む魚油、
「n-6系脂肪酸」を含む亜麻仁油やルリジサ油を配合しています。
ビタミン・ミネラル
ビタミンとミネラルは、私たちが活動するために必要なエネルギーを作り出す3大栄養素であ
る糖質（炭水化物）
・たんぱく質・脂質の代謝をスムーズに行うために必要な栄養成分です。ビ
タミン・ミネラルとも単品で摂取するよりも、相互作用のある複数の種類を同時に摂取すること
が大切です。
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健康の基本となる食生活の栄養バランスを手軽にサポートします。

4Life® トランスファーファクター
プラス® トライファクター®
4Life独自の技術によって牛の母乳と鶏の卵黄から抽出
したトランスファーファクターに、米ぬか、冬虫夏草やア
ガリクスなどから抽出したエキスを配合しパワフルに
健康をサポートします。

マルチプレックス
（ビタミン・ミネラル含有）
12種のビタミンと4種のミネラルを配合。ビタミンとミネ
ラルはお互いに働きあうことで体を健康に保っていま
す。健康的な体の基本となる栄養素をバランスよく補い
ます。

原材料：卵殻Ｃａ、セルロース、酸化Ｍｇ、ビタミンＣ、
ステアリン酸Ｍ
原材料：大豆抽出物（遺伝子組換えでない）、米ぬか抽出物、乳清粉
グルコン酸銅、微粒
末、卵黄粉末、冬虫夏草抽出物、パン酵母抽出物、
アガリクス抽出物、 ｇ、ビオチン、硫酸鉄、β－カロテン、ナイアシン、
アロエ葉肉抽出物、オート麦抽出物、マイタケ抽出物、シイタケ抽出 二酸化ケイ素、酢酸ビタミンＥ、パントテン酸Ｃａ、ビタミンB6、ビタミ
ンB1、ビタミンD3、ビタミンB2、ビタミンB12、葉酸、ゼラチン
物、
グルコン酸亜鉛、
ステアリン酸Ｍｇ、微粒二酸化ケイ素、ゼラチン

ヘルスコンプレックス
（植物成分含有）

BioEFA™ with CLA
（魚油：イワシ・サバ・サーモン由来、
EPA/DHA含有）

緑茶抽出物、
アセロラ抽出物、
フランス海岸松樹皮抽出
物、
ブドウ種子抽出物などのファイトニュートリエントを
配合。活性酸素を吸収し、サビない体づくりをサポート
します。

青魚に多く含まれるEPAとDHAを配合。2袋で1,000mg
以上の魚油を配合し、体内では合成できない必須脂肪
酸を効率よく摂取できます。α-リノレン酸を含む亜麻
仁油や共役リノール酸（CLA）を含むベニバナ油も配合
しました。

原材料：緑茶抽出物、かんきつ由来抽出物（レモン、オレンジ、
ライム、
タンジェリン、
グレープフルーツ）、
アセロラ抽出物、
フランス海岸松樹
皮抽出物、
ウコン色素、微結晶セルロース、
ブドウ種子抽出物、高級脂
肪酸、微粒二酸化ケイ素、ゼラチン

原材料：魚油（イワシ、サバ、サーモン由来：EPA/DHA含有）、亜麻仁
油、ルリジサ油、ベニバナ油、ビタミンE、ゼラチン、
グリセリン
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4Life トランスファーファクター®
リオヴィーダ®トライファクター®

特許製品（米国特許番号6,468,534/6,866,868/9,956,258)

リオヴィーダ®は、赤道直下の自然に育まれたブラジ
ル産アサイをはじめ世界中から厳選されたフルー
ツとトライファクター®を配合した果汁100%のジュ
ースです。ポリフェノールなどのファイトニュートリ
エント
（植物性栄養素）を多く含み、美容と健康をサ
ポートします。
• トランスファーファクタートライファクター：
600mg（30ml あたり）
• 厳選されたフルーツ
（アサイ、
ザクロ、
ブルーベリー、
エルダーベリー、
グレープ、
リンゴ）
• ポリフェノールや必須脂肪酸など、原料由来の栄
養素が補給できるナチュラルサプリメント
• ウルトラファクターXF配合
500ml×2本/1箱

製品番号 201-24105（50LP ）
会員価格：9,558円
標準小売価格：12,744円

（12箱セット）製品番号 201-24107（550LP ）
会員価格：105,138円
標準小売価格：140,184円
＜お召上がり方＞よく振ってから、1日あたり30mlを目安にお召し
上がりください。
原材料：リンゴ果汁、
グレープ果汁、
ブルーベリー果汁、乳清粉末、
ザクロ果汁、卵黄粉末、
グレープ濃縮果汁、
エルダーベリー果汁、
ア
サイ粉末、
グリセリン、ビタミンC、香料（ストロベリー、
ラズベリー、
バニラ由来）
、
グリセリン脂肪酸エステル
※価格は全て税込価格です。
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4Lifeトランスファーファクター® リオヴィーダ® ジェルトライファクター®
特許製品（米国特許番号 6,468,534/6,866,868/9,028,882)

携帯に便利な個包装パックで、いつでも手軽にお召し上がりいただけます。
ブラジル産アサイをはじめ世界中から厳選されたフルーツとトライファクタ
ー®を配合した果汁100%のゼリー飲料です。
• トランスファーファクタートライファクター： 600mg
（30 ml/1パケットあたり）
• 厳選されたフルーツ（アサイ、ザクロ、
ブルーベリー、エルダーベリー、
グ
レープ、
リンゴ）
• ポリフェノールや必須脂肪酸など、素材由来の栄養素を補給
• ウルトラファクターXF配合
製品番号 201-24110 （25LP）

15パケット/1箱

会員価格：5,022円 / 標準小売価格：6,696円

（12箱セット）製品番号 201-24112 （275LP）
会員価格：55,242円 / 標準小売価格：73,656円
＜お召上がり方＞

1日1パケットを目安にお召し上がりください。

原材料：リンゴ果汁、
グレープ果汁、
ブルーベリー果汁、乳清粉末、ザクロ果汁、卵黄粉末、
ブド
ウ濃縮果汁、エルダーベリー果汁、アサイ粉末、
グリセリン、増粘多糖類、香料（ストロベリー、
ラズベリー由来）、ビタミンC、
グリセリン脂肪酸エステル
※価格は全て税込価格です。

4Lifeトランスファーファクター® リオヴィーダ®スティックストライファクター®
特許製品（米国特許番号6,468,534/6,866,868)

トライファクター®とフルーツなどを配合した水分補給に最適な粉末清涼飲
料です。持ち運びに便利な個包装タイプです。
•
•
•
•

トランスファーファクタートライファクター ： 600mg（1包あたり）
植物性栄養素（アサイ、ザクロ、ブルーベリーなど）
発汗により失われた電解質を補給
ウルトラファクターXF配合
8g×15包/1箱

製品番号 201-24113 （18LP）
会員価格：3,888円 / 標準小売価格：5,184円

（12箱セット）製品番号 201-24114 （198LP）
会員価格：42,768円 / 標準小売価格：57,024円
＜お召上がり方＞ 1日1包を目安にコップ1杯
（約250cc）
の水に溶かしてお召し上がりください。
原材料：果糖、
乳清粉末、
アサイ粉末、
紫ニンジン粉末、
ブルーベリー粉末、
エルダーベリー粉末、
卵黄粉末、
リンゴ粉末、ザクロ果実抽出物、食塩、
クエン酸、香料（グレープ）、
アラビアガム、甘
味料（ステビア）、
ブドウ種子抽出物、塩化カリウム

※価格は全て税込価格です。
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4Life トランスファーファクター® リニューアル™
うるおいを与えながらお肌を整える保湿ジェルです。
とくに乾燥が気になる部分や、男性のひげ剃り後、
日
焼けしたお肌などにおすすめします。
• 爽やかなユーカリやローズマリーの香り
• ウルトラファクターXFを配合
• うるおいを与え、肌荒れを防ぎます
製品番号

201-25041 （16LP）

56.7g/1本

会員価格：3,135円 / 標準小売価格：4,180円

（12本セット）製品番号

201-25042 （154LP）
会員価格：31,350円 / 標準小売価格：41,800円

＜ご使用方法＞

手に適量を取り、肌にやさしくなじませてください。

成分：水、乳タンパク、酢酸PPG-2イソセテス-20、BG、TEA、ポリソルベート20、
フェノキシエタ
ノール、カプリリルグリコール、エチルヘキシルグリセリン、ヘキシレングリコール、カルボマ
ー、酵母多糖体、
クエン酸、
カラギーナン、PG、PEG-12ジメチコン、
アロエベラ液汁、パンテノー
ル、
グリセリン、ローマカミツレエキス、EDTA-2Na、ユーカリ葉油、ローズマリー油、
アラントイ
ン、PCA-Na、
ラベンダーエキス
※価格は全て税込価格です。

4Life トランスファーファクター® リキッド
トランスファーファクターを手軽に補給できる、携帯
に便利な口内用スプレーリキッドです。外的刺激が
入りやすいお口の中を、さっぱりとリフレッシュした
い時などにおすすめします。
• 爽やかなフレッシュミント味
• ウルトラファクターXFとナノファクターを配合
• お口の中をしっとりとすこやかに保ちます
製品番号

201-24046 （23LP ）

50ml/1本

会員価格：4,345円 / 標準小売価格：5,797円

（12本セット）製品番号

201-24047 （253LP）
会員価格：47,795円 / 標準小売価格：63,734円

＜ご使用方法＞ お口に9～10回くらいスプレーし、
すみずみまで含ませ、
よくすすいでください。
成分：グリセリン、水、乳タンパク、
アルテア根エキス、
アロエベラ液汁、香料、
グルコン酸亜鉛、
ラクトフェリン、銀
※価格は全て税込価格です。
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4Life® ナノファクター グルタミンプライム™
健康維持に欠かせない「エネルギー」を体に届けます。
グルタミンとは、生
体内に最も多く含まれるアミノ酸で、筋肉のアミノ酸組成の約60%を占め
ています。健康的な体づくりや日々のコンディショニング維持、過酷なトレ
ーニングを行うアスリートにもおすすめします。
•
•
•
•

グルタミン 1,533 mg（4カプセルあたり）
活動に必要なエネルギー産生をサポートするアミノ酸を補給
α-リポ酸とL-アルギニンが代謝効率に関係し燃焼をサポート
ORAC（オラック）値：1,650 μ mole TE/4カプセル*
*財団法人日本食品分析センター検査結果（平成22年12月24日）

製品番号

201-24087 （25LP ）

120カプセル/ 1本

会員価格：4,374円 / 標準小売価格：5,832円

（12本セット）製品番号

201-24088 （275LP）
会員価格：48,114円 / 標準小売価格：64,152円

＜お召上がり方＞

1日4～6カプセルを目安にお召し上がりください。

原材料：アルファリポ酸、乳清粉末、L-グルタミン、L-アルギニン、L-シスチン、微結晶セルロース、
高級脂肪酸、ゼラチン
※価格は全て税込価格です。

4Life トランスファーファクター® カーディオ
スムーズな流れをサポートする成分を配合、あなた
のハートを守ります。生活習慣が気になる方やめぐり
が悪いと感じる方におすすめします。
• 6種の植物由来成分
（レスベラトロール、
ニンニク、
サ
ンザシ、
ブッチャーズブルーム、
イチョウ葉、
ショウガ）
• 紅麹抽出物やコエンザイムQ10が流れをサポート
• 12種のビタミン＆ミネラル
• オーヴォファクター200mg（4カプセルあたり）
製品番号

201-21002 （46LP ）

120カプセル/ 1本

会員価格：7,614円 / 標準小売価格：10,152円

（12本セット）製品番号

201-21003 （506LP）
会員価格：83,754円 / 標準小売価格：111,672円

＜お召上がり方＞

1日4カプセルを目安にお召し上がりください。

原材料：卵黄粉末、ニンニク抽出物、サンザシ葉・花抽出物、
ブッチャーズブルーム根抽出物、紅
麹抽出物、イチョウ葉抽出物、
ショウガ根茎油、セレン酵母、イタドリ若芽抽出物、
コエンザイム
Q10、炭酸Mg、酸化Mg、ゼラチン（カプセル）、ビタミンC、
クエン酸K、ビタミンE、
グルコン酸亜
鉛、
ナイアシン、
グルコン酸銅、β-カロテン、
コハク酸Na、葉酸、
ビタミンB6、
ビタミンB12
※価格は全て税込価格です。
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4LIFE TRANSFER FACTOR® PRODUCTS

4Life トランスファーファクター® ビスタ
多くの専門家が推奨する
「FloraGLO®
（フローラグロー）
」
ルテインを使用してい
ます。
3種類のカロテノイド
（ルテイン、
ゼアキサンチン、
アスタキサンチン）
や、
ビタミンA、C、
E、
4Life トランスファーファクター® トライファクター®を配合し、
視界の健康をサポートします。
• 「ルテイン」
など3種のカロテノイドを配合
• 世界的ブランド
「FloraGLO®（フローラグロー ）
ルテイ
ン」
を使用
• ブルーライトや紫外線などによるトラブルをケア
• 栄養機能食品
（ビタミンE、
亜鉛）

製品番号

201-29501 （38LP）

60カプセル/ 1本

会員価格：6,750円 / 標準小売価格：9,018円

（12本セット）製品番号

201-29502 （418LP）
会員価格：74,250円 / 標準小売価格：99,009円

＜お召上がり方＞

1日2カプセルを目安にお召し上がりください。

原材料：マルトデキストリン、乳清粉末、
ビルベリー果実抽出物、卵黄粉末、
スピルリナ粉末、かんきつ由来抽出物（レモン、
オレンジ、
ライム、マンダ
リン、
グレープフルーツ）
、
クロスグリ果実抽出物、
イチョウ葉抽出物、
ブラックベリー果実抽出物、HPMC（カプセル）
、マリーゴールド色素（ルテイン
含有）
、
ビタミンC、酢酸ビタミンE、
トウガラシ水性抽出物、ヘマトコッカス藻色素（アスタキサンチン含有）
、
グルコン酸亜鉛、高級脂肪酸、
ビタミン
A、β-カロテン
※価格は全て税込価格です。
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4LIFETRANSFORM® PRODUCTS

4Life トランスファーファクター® リヌーヴォ
ストレス対策で体を守る。いつまでもエネルギッシュで若々しくありたい方に
おすすめします。
クルクミンやレスベラトロール、
シリマリン、
ホーリーバジル
（
カミメボウキ）
などの有用成分が毎日の元気と健康をサポートします。
• レスベラトロール、
クルクミン、
シリマリンなどが若々
しさをサポート
• 中から戦う栄養素を補給
• ストレスやアルコールによるダメージに植物性栄養
素でサポート
• トランスファーファクタートライファクター：100mg
（4カプセルあたり）
製品番号

201-24201（40LP ）

120カプセル/ 1本

会員価格：7,074円 / 標準小売価格：9,450円

（12本セット）製品番号

201-24202（440LP）
会員価格：77,814円 / 標準小売価格：103,761円

＜お召上がり方＞

1日4カプセルを目安にお召し上がりください。

原材料：シベリアニンジン根抽出物、緑茶抽出物、
カミメボウキ葉抽出物、乳糖、マリアアザミ実抽出物、朝鮮人参根抽出物、
ウコン抽出物、
イタドリ
若芽抽出物、乳清粉末、
卵黄粉末、黒胡椒抽出物、食用なたね油、
ゼラチン
（カプセル）
、高級脂肪酸、微粒二酸化ケイ素
※価格は全て税込価格です。

Stress

Damage

Detoxification
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868%

MORE PROBIOTICS POWER

元気な健康維持システムのカギは腸内環境！
オリゴ糖
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乳酸菌
ビフィズス菌

内側から
トータルサポート

GENERAL HEALTH

PRE/O シンバイオティクス®
プレバイオティクス
（オリゴ糖）
と乳酸菌などのプロバイオティクス
（善玉菌）
をバランスよく摂ることで、
健康維持シス
テムをサポートします。
•
•
•
•
•

善玉菌
（乳酸菌・ビフィズス菌）
とオリゴ糖を効率よく補給して、
体内環境をサポート
ビフィズス菌
（ロンガム種BB536）
や乳酸菌など10億CFUのプロバイオティクスを配合
胃酸に弱いビフィズス菌を守って生きたまま届けるプロテクトビーズを採用
携帯しやすいスティック個包装
飲みやすいレモンヨーグルト風味の顆粒タイプ。
トランスファーファクタートライファクターを含有し、
健康をトータルにサポート
製品番号 201-23020 （30LP ）

3.1g/1包×15包

会員価格：5,346円 / 標準小売価格：7,128円

（12箱セット）製品番号 201-23021 （330LP）
会員価格：58,806円 / 標準小売価格：78,408円
＜お召し上がり方＞ 1日1包を目安に、水またはぬるま湯と共にお召し上がりください。
★プロテクトビーズ（黄色粒）は噛まずに飲み込んでください。水なしでもお召し上がりいただけます。
おすすめのお召し上がり方

1か月目

毎日1包を目安に、善玉菌とオリゴ糖を効率よく
補給しましょう。

2か月目以降

2日に1包を目安に続け、体内環境を維持
しましょう。

原材料：オリゴ糖（トウモロコシ、乳由来）
、食用油脂（ココナツ油、
ヤシ油）
、サトウキビ・甘藷糖、マルトデキストリン
（トウモロコシ由来）
、乳清粉末、
卵黄粉末、
ビフィドバクテリウム・インファンティス、塩、
ビフィドバクテリウム・ロンガム、
ラクトバチルス・ラムノサス、
ラクトバチルス・アシドフィル
ス、
ビフィドバクテリウム・ラクティス、魚由来ゼラチン、香料（レモン）
、
グリセリン、大豆レシチン、ペクチン、甘味料（ステビア）
（原材料の一部に乳・
卵・大豆を含む）
※価格は全て税込価格です。
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GENERAL HEALTH

BioEFA™ with CLA
体内で合成できない必須脂肪酸のEPAやDHAを含
み、魚を食べる機会が少ない方や、食事の脂肪が気
になる方におすすめします。
• EPA/DHAを含む魚油を配合 515mg
（1カプセルあたり）
• α-リノレン酸を含む亜麻仁油や共役リノール酸
（CLA）を含むベニバナ油も配合
製品番号

201-28095 （16LP ）

60カプセル/ 1本

会員価格：3,186円 / 標準小売価格：4,266円

（12本セット）製品番号

201-28096 （176LP）
会員価格：35,046円 / 標準小売価格：46,737円

＜お召し上がり方＞

1日2カプセルを目安にお召し上がりください。

原材料：魚油（イワシ、サバ、サーモン由来：EPA/DHA含有）
、亜麻仁油、ルリジサ油、ベニバナ油、
ビタミンE、
ゼラチン、
グリセリン
※価格は全て税込価格です。

フレックス フォーライフ® クリーム
腕や足などのマッサージにご使用いただけるクリ
ームです。すっきりした塗り心地でリラックス感を
サポートします。
• MSM（メチルスルフォニルメタン：ジメチルスル
ホン）、
グルコサミン、ヒアルロン酸、
コラーゲンな
どを配合し、なめらかな動きをサポート
• 植物エキスがお肌にうるおいを与えます
• メントールの爽やかさが続きます
製品番号

201-23507 （12LP ）

60ml/1本

会員価格：2,915円 / 標準小売価格：3,894円

（12本セット）製品番号

201-23508 （132LP）
会員価格：32,065円 / 標準小売価格：42,757円

＜ご使用方法＞

適量を手に取り、肌にやさしくなじませてください。

原材料：水、
オリーブ果実油、
グリセリン、
ジステアリン酸ポリグリセリル-6、
ジメチルスルホン、
グ
ルコサミン、
フィトステロールズ、
セチルエステルズ、
レシチン、
リン酸3Ca、
メントール、ベヘニル
アルコール、
セテアリルアルコール、酢酸トコフェロール、ベンジルアルコール、
フェノキシエタノ
ール、BG、
カルボマー、加水分解コラーゲン、
キサンタンガム、
フィチン酸、
ヒマワリ種子油、
ロー
ズマリー葉エキス、
セタノール、水酸化Na、ハルパゴフィタム根エキス、
セイヨウシロヤナギ樹皮
エキス、
トウガラシ果実エキス、
ヒアルロン酸Na
※価格は全て税込価格です。
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4LIFE SERVICE

4Life フォーティファイ™

栄養豊富なミールパック

特許製品（米国特許番号 6,468,534/6,866,868)

4Life フォーティファイ™は、
世界中の恵まれない子供たちを支援する製品です。
１日に必要とされる栄養素を満足に摂取できない子
供たちが世界中の多くの地域に存在します。
こうした問題は世界中の孤児院や児童養護施設で暮らす子供たちにも見られます。
その
ような子供たちは、
満足な支援を受けられず空腹感に苦しみながら生活し、
学校でも集中力を欠くことがしばしばあります。
4Life フォーティファイ™は、
4Lifeと提携する第三者の非営利団体
「フィード・ザ・チルドレン」
の協力により世界中で支援を必要とする
子供たちに届けられています。

4Life フォーティファイ™
「4Lifeフォーティファイ™」
ミールパックは１袋につ
き24食分の子供用の食料です。
米、レンズ豆、豆類などの穀物と、ビタミン、
ミネラ
ル、4Lifeトランスファーファクターなどの良質な栄養
を提供します。十分な食生活を送ることができない
子供たちの総合的なウェルネス（心身の良好な健康
状態）の基盤となる製品です。
•
•
•
•

ビタミンとミネラルが豊富
4Lifeトランスファーファクタートライファクター配合
高たんぱくで、
しっかりした食べ応えのある食事
満腹感が得られ、子供たちにとって適切な栄養分
を提供
• 世界中の国へ支援
非課税

（24食分/ 1袋）製品番号 201-15005 （25LP ）
会員価格：3,700円

（480食分/ 20袋）製品番号 201-15006 （500LP）
会員価格：67,300円
※ 製品は子供たちに寄贈されるため、購入者のお手元には届きません。

原材料：米、
レンズ豆、豆など

※価格は全て税込価格です。

※4Life フォーティファイ™の購入は、
あなたと子供たちの双方に有利な状況
を生み出します。
あなたは製品のポイントを受け取ることでビジネスを構
築し、満足のいく栄養豊富な食事を恵まれない子供たちに贈ることができ
ます。
子供たちの間でみられる深刻な栄養失調の問題と戦い、サービスの
遺産を築くフォーライフの取り組みに参加することができます。
※購入された4Life フォーティファイ™は、Lights 4Life表彰のプログラムの対
象となります。
※フィード・ザ・チルドレン
（Feed the Children）
は、
オクラホマ州オクラホマシティ
ーに本部を置く国際的な非営利団体です。
この団体は、
支援を必要とする個人、
子供たちや家族に食物、
薬、
衣服、
その他必需品を届けています。
1979年の設立
以来、
フィード・ザ・チルドレンは世界119ヵ国の子供たちや家族の支援にあた
り、
恵まれない人々への支援に貢献する最も大きな民間団体の一つです。
世界中の子供たちに食事を与える4Life フォーティファイ™の支援活動は、
ウ
ェブサイト4lifefortify.com/japan でご覧いただけます。
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SHAPERITE® WEIGHT MANAGEMENT

シェイプライト®

シェイプライト®は、
あなたが「無理なく」
「楽しく」
「気持ちよく」
ウエイトコントロールに取り組めるよう応援
するシリーズです。定期的な運動習慣にシェイプライト製品を取り入れて、なりたい自分を目指しましょう。
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SHAPERITE® WEIGHT MANAGEMENT

ニュートラスタート® ココア

特許製品（米国特許番号 6,468,534/6,866,868)

体づくりに必要なたんぱく質や、食物繊維、
ビタミン、
ミネラルなど、毎日の健
康に欠かせない栄養素をバランスよく配合しています。お食事替わりにも。
• おいしく飲めるココア味
• トランスファーファクター500mg
(専用スプーン 1杯あたり)
• ホエイと大豆由来のたんぱく質 8.8g
（専用スプーン1杯あたり）
• 12種のビタミンと5種のミネラルを配合
• 栄養機能食品
（銅、
V. B1、
V. B6）

製品番号

15回分/960g /1缶
（252.16kcal/ 1回分）

201-28087 （25LP ）

会員価格：5,238円 / 標準小売価格：6,993円

（12缶セット）製品番号

201-28088 （275LP）
会員価格：57,618円 / 標準小売価格：76,842円

＜お召上がり方＞

栄養補給のため、1日に専用スプーン2杯程度をコップ1杯（約250cc）の
水や牛乳などに溶かしてお召し上がりください。

原材料：とうもろこし、分離大豆タンパク、乳清タンパク、
ヒマワリ種子油、
ブドウ糖、
ココアパウダー、マルトデキストリン
（とうもろこし由来）
、食物繊
維
（大豆由来）
、
乳清粉末、
卵黄粉末、
食塩、
甘味料
（キシリトール）
、
チョコレート香料、
増粘剤
（CMC）
、
リン酸Ca、
酸化Mg、
ビタミンC、
ビタミンA、
グルコ
ン酸亜鉛、
クエン酸鉄、
ビオチン、
ナイアシン、
グルコン酸銅、
パントテン酸Ca、
酢酸ビタミンE、
ビタミンB6、
ビタミンB1、
ビタミンD3、
ビタミンB2、
葉酸、
ビタミンB12
※遺伝子組換え原料は使用していません。

4Life シェイカー
製品番号

500ml
201-97824

4Life トランスフォームシェイカー
製品番号

700ml

201-91407

会員価格：324円

会員価格：2,700円

標準小売価格：432円

標準小売価格：3,618円

粉末状の製品を水に溶かして飲む際にご利用ください。
※価格は全て税込価格です。
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SHAPERITE® WEIGHT MANAGEMENT

エナジースティックス
（シトラス / ベリー）
特許製品（米国特許番号 6,468,534/6,866,868)

エネルギーが必要な忙しい毎日のための粉末清涼飲料です。
元気をチャージしたい方やスポーツをする方にもおすすめします。
• 古来から珍重されてきた3種の人参エキス
（シベリア、
田七、
朝鮮）
を配合
• マカ、
マテ、
ガラナ、
緑茶などの植物成分やクロムが運動による燃焼をサポート
• アミノ酸ブレンドを配合し、
活動に必要なエネルギーを補給

エナジースティックス・シトラス
製品番号

201-27560 （34LP ）

30包/1箱

会員価格：5,886円 / 標準小売価格：7,857円

（12箱セット）製品番号

201-27561 （374LP）
会員価格：64,746円 / 標準小売価格：86,346円

＜お召し上がり方＞ 1日1包を目安に、
コップ１杯（約250cc）の水に溶かしてお召し上がりく
ださい。
原材料：マルトデキストリン、カキ貝殻抽出物、緑茶抽出物、マテ葉抽出物、
クレアチン、シベリ
ア人参根抽出物、
オルニチン、L-カルニチン、
ガラナ種子抽出物、マカ根抽出物、
イワベンケイ抽
出物、乳清粉末、朝鮮人参根抽出物、田七人参根抽出物、卵黄粉末、
クロム酵母、香料（オレンジ
由来）、甘味料（ソルビトール、
ステビア、
スクラロース、
アセスルファムK）、
クエン酸、L-アルギニ
ン、L-グルタミン、微粒二酸化ケイ素、β-カロテン、増粘剤（キサンタンガム）
、
ビタミンB2
※価格は全て税込価格です。

エナジースティックス・ベリー
製品番号

201-27563 （34LP ）

30包/1箱

会員価格：5,886円 / 標準小売価格：7,857円

（12箱セット）製品番号

201-27564 （374LP）
会員価格：64,746円 / 標準小売価格：86,346円

＜お召し上がり方＞ 1日1包を目安に、
コップ１杯（約250cc）の水に溶かしてお召し上がりく
ださい。
原材料：マルトデキストリン、
カキ貝殻抽出物、緑茶抽出物、マテ葉抽出物、
クレアチン、
シベリア
人参根抽出物、
オルニチン、L-カルニチン、
ガラナ種子抽出物、マカ根抽出物、
イワベンケイ抽出
物、乳清粉末、朝鮮人参根抽出物、田七人参根抽出物、卵黄粉末、
クロム酵母、
タピオカ根抽出
物、香料（ラズベリー、
クランベリー、
ストロベリー、バニラ由来）
、
クエン酸、L-アルギニン、L-グル
タミン、
ビート色素、微粒二酸化ケイ素、甘味料（ステビア、
スクラロース、
アセスルファムK）
、β-カ
ロテン、増粘剤（キサンタンガム）
、
ビタミンB2
※価格は全て税込価格です。
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無理なく続けることが
目標への近道。

カイトライト®
エビ由来のキトサンやビタミンCを配合しています。揚げ物やお菓子など、
脂肪が多い食事を好む方におすすめします。
• 不足しがちな食物繊維
（キトサン）
を補給
• 栄養機能食品
（ビタミンC）
製品番号

201-27519 （15LP ）

60カプセル/1本

会員価格：3,078円 / 標準小売価格：4,104円

（12本セット）製品番号

201-27520 （165LP）
会員価格：33,858円 / 標準小売価格：45,144円

＜お召し上がり方＞

1日2〜6カプセルを目安にお召し上がりください。

原材料：キトサン
（エビ由来）
、
アロエ葉肉パウダー、
ゼラチン
（カプセル）
、
ビタミンC、
酸化防止剤
（エリソルビン酸）
、
ステアリン酸マグネシウム、微粒二酸化ケイ素
※価格は全て税込価格です。
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エヌミィ® スキンケア
4Life トランスファーファクター®を配合した唯一のスキンケアシステム。すべての製品にうるお
いや弾力を与える植物エキスや保湿成分を配合し、外的刺激からお肌を守ります。

エヌミィ® スキンケア システム
（6点セット）
フェイシャルクレンザー、
リフレッシングトナー、
ライフＣセラム、
アイクリーム、
モイスチャーライザー、
ナイトクリームの6点セット
製品番号

201-25062 （130LP ）
会員価格：23,760円 / 標準小売価格：31,698円

（12箱セット）製品番号

201-25063 （1,430LP）
会員価格：261,360円 / 標準小売価格：348,678円
※価格は全て税込価格です。
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5ステップのシンプルケア。贅沢なうるおいと栄養を届けます。

ステップ

1

洗う

エヌミィ® フェイシャルクレンザー（洗顔料）
メイク落としも兼ねた洗顔料です。
すっきりと汚れを洗い落としながら、清潔な素肌に導きます。
• やわらかく豊かな泡立ち
• ビタミンやミネラルを含む植物エキスを配合
• 保湿成分が肌本来のうるおいを守ります
製品番号

201-25025 （8LP ）

120ml/1本

会員価格：2,160円 / 標準小売価格：2,889円

（12本セット）製品番号 201-25026 （88LP）
会員価格：23,760円 / 標準小売価格：31,779円
＜ご使用方法＞ 朝晩、濡れた手のひらに適量をとり、水またはぬるま湯を加えてよく泡立て、
顔や首をやさしく洗いあげます。泡が残らないように十分に洗い流してくだ
さい。
メイク汚れが気になる場合は二度洗いをおすすめします。
成分：水、ラウラミドプロピルベタイン、ココアルキル硫酸Na、ラウロアンホ酢酸Na、グリセリン、安息香酸アル
キル（C12-15）
、
アルニカ花エキス、
ゴボウ根エキス、
カミツレエキス、ヒレハリソウエキス、ホップエキス、
スギ
ナエキス、
オオウキモエキス、
フユボダイジュ花エキス、
アルテア根エキス、
ワサビノキ種子エキス、
アロエベラ
液汁、パンテノール、PCA-Na、EDTA-2Na、
クエン酸、
カプリリルグリコール、
フェノキシエタノール、ヘキシレン
グリコール、香料
※価格は全て税込価格です。

ステップ

2

うるおす

エヌミィ® リフレッシングトナー（化粧水）
うるおいは美肌の基本。吸い込まれるようになじむスプレータイプの化粧
水です。植物由来の保湿成分が、
しっとりやわらかなお肌に導きます。
• ウルトラファクターXFを配合
• アミノ酸などを含むローヤルゼリーエキスを配合
• 日中の乾燥対策やリフレッシュに、
メイクの上からでもOK
製品番号

201-25027 （12LP ）

120ml/1本

会員価格：2,700円 / 標準小売価格：3,618円

（12本セット）製品番号 201-25028 （132LP）
会員価格：29,700円 / 標準小売価格：39,798円
＜ご使用方法＞ 洗顔後、顔・首に直接スプレーするか、手のひらやコットンに適量をとりなじ
ませてください。
ファンデーションの上からもご利用いただけます。
成分：水、BG、乳タンパク、ローヤルゼリーエキス、オランダシャクヤク花エキス、EDTA-4Na、ビオチン、メチル
グルセス-20、ベタイン、PCA-Na、ヒアルロン酸Na、
クエン酸Na、
グリセリン、1,2-ヘキサンジオール、
カプリリル
グリコール、
クエン酸
※価格は全て税込価格です。
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エヌミィ® ライフＣセラム
（美容液）
ステップ

3

与える

特許製品（米国特許番号 6,468,534/6,866,868)

透明感を実現するなめらかなジェルタイプの美容液です。
ビタミンＣ誘導体などの美容成分がキメを整えつややかなお肌に導きます。
エイジングケアを心がける方にもおすすめします。
• トランスファーファクターを配合
• ビタミンＡ・Ｃ・Ｅを配合
• いきいきとした印象に導きます
製品番号

201-25060 （25LP ）

30ml/1本

会員価格：4,644円 / 標準小売価格：6,210円

（12本セット）製品番号 201-25061 （275LP）
会員価格：51,084円 / 標準小売価格：68,310円
＜ご使用方法＞ 適量（パール粒大）を手にとり、お肌になじませてください。
成分：シクロペンタシロキサン、ジメチコンクロスポリマー、アスコルビン酸テトラヘキシルデシル、酢酸トコ
フェロール、
フェニルエチルレゾルシノール、
オリーブ油、
オリーブ葉エキス、乳タンパク、卵黄エキス、パルミチ
ン酸レチノール、
オレンジ果皮油、
フェノキシエタノール
※価格は全て税込価格です。

ステップ

4

与える

エヌミィ® アイクリーム
（目元用クリーム）
デリケートな目元を集中ケアするクリームです。
口元などの年齢サインが出やすい部分にもおすすめします。
• トランスファーファクターを配合
• コラーゲンの生成に関わるアミノ酸ブレンドを配合
• 皮膚コンディショニング成分が弾力を与えます
製品番号

201-25035 （30LP ）

15ml/1本

会員価格：5,508円 / 標準小売価格：7,344円

（12本セット）製品番号 201-25036 （330LP）
会員価格：60,588円 / 標準小売価格：80,784円
＜ご使用方法＞ 適量（パール粒大）を指先にとり、目元や口元などの気になる部分にやさし
くなじませてください。
成分：水、スクワラン、ステアリン酸グリセリル、ステアリン酸PEG-100、アセチルヘキサペプチド-8、BG、セテア
リルメチコン、
ジメチコン、
リノール酸、
ダイズステロール、
リン脂質、
セテアリルアルコール、
安息香酸アルキル
（C12-15）
、
トリベヘニン、
セラミド２、PEG-10アブラナ種子ステロール、パルミトイルオリゴペプチド、
シクロペ
ンタシロキサン、
シクロヘキサシロキサン、パルミチン酸エチルヘキシル、
ジメチルシリル化シリカ、
カプリリル
グリコール、
フェノキシエタノール、ヘキシレングリコール、
ヒアルロン酸Na、
グリセリン、
ステアレス-20、
クリシ
ン、N-ヒドロキシコハク酸イミド、パルミトイルテトラペプチド-7、PCA-Na、ベタイン、
ソルビトール、
グリシン、
ア
ラニン、
プロリン、
セリン、
トレオニン、
アルギニン、
リシン、
グルタミン酸、ベヘニルアルコール、綿花、マイカ、酸
化チタン、
ソルビン酸（アクリロイルジメチルタウリンアンモニウム／VP）
、
コポリマー、水酸化レシチン、
テトラ
ヘキシルデカン酸アスコルビル、チャ葉エキス、乳タンパク、卵黄エキス、キサンタンガム、ビャクダンエキス、
キハダ樹皮エキス、
オオムギエキス、
ビサボロール、酢酸トコフェロール、パルミチン酸レチノール、パルミチン
酸アスコルビル、EDTA-2Na、香料、水酸化Na
※価格は全て税込価格です。
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エヌミィ® モイスチャーライザー（昼用乳液）
ステップ

5

守る

特許製品（米国特許番号 6,468,534/6,866,868)

日中のダメージからお肌を守る昼用乳液です。
うるおいを閉じ込めて乾燥を
防ぎます。
• 毎日のUV対策に使いやすいSPF15、PA＋＋
• トランスファーファクターを配合
• ビタミンA・C・Eや、
うるおいを保つ植物エキスを配合
製品番号

201-25029 （25LP ）

50ml/1本

会員価格：4,644円 / 標準小売価格：6,210円

（12本セット）製品番号 201-25030 （275LP）
会員価格：51,084円 / 標準小売価格：68,310円
＜ご使用方法＞ 適量（さくらんぼ粒大）を手にとり、顔や首にやさしくなじませてください。
成分：水、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、炭酸ジエチルヘキシル、安息香酸アルキル（C12-15）、ステアリン
酸グリセリル、ｔ-ブチルメトキシジベンゾイルメタン、BG、
ジメチコン、サリチル酸オクチル、
セチルリン酸K、
シ
クロペンタシロキサン、乳タンパク、卵黄エキス、
アロエベラ液汁、
ワサビノキ種子エキス、チャ葉エキス、
グリ
セリン、
リン脂質、酢酸トコフェロール、パルミチン酸レチノール、パルミチン酸アルコルビル、
ケイ酸（Aｌ/Mg）
キサンタンガム、
セタノール、EDTA-4Na、水酸化Na、
フェノキシエタノール、
カプリリルグリコール、
エチルヘキ
シルグリセリン、
ヘキシレングリコール、
香料
※価格は全て税込価格です。

エヌミィ® ナイトクリーム
（夜用クリーム）
特許製品（米国特許番号 6,468,534/6,866,868)

明日のためのお肌を整える夜用クリームです。
リラックスタイムに、がんばったお肌のお手入れの仕上げに。
• トランスファーファクターを配合
• 眠っている間のお肌を整えて、肌荒れを防ぎます。
• 植物エキスがお肌をやわらげてハリとツヤを与えます
製品番号

201-25048 （30LP ）

50ml/1本

会員価格：5,508円 / 標準小売価格：7,344円

（12本セット）製品番号 201-25049 （330LP）
会員価格：60,588円 / 標準小売価格：80,784円
＜ご使用方法＞ 適量（さくらんぼ粒大）を手にとり、顔や首にやさしくなじませてください。
成分：水、
トリ
（カプリル/カプリン酸）
グリセリル、
グリセリン、炭酸ジエチルヘキシル、ポリソルベート20、パル
ミチン酸エチルヘキシル、
フェノキシエタノール、
カプリリルグリコール、
ソルビン酸、モスビーン種子エキス、
クエン酸Na、乳タンパク、卵黄エキス、ビャクダンエキス、キハダ樹皮エキス、
オオムギエキス、酢酸トコフェロ
ール、パンテノール、ヒアルロン酸Na、
カルボマー（アクリルアミド/アクリル酸アンモニウム）
コポリマー、ポリ
イソブテン、キサンタンガム、EDTA-2Na、
アラントイン、
アロエベラ液汁、キシリチルグルコシド、無水キシリト
ール、
キシリトール、水酸化Na、香料
※価格は全て税込価格です。
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エヌミィ® ボディローション

特許製品（米国特許番号 6,468,534/6,866,868)

フレッシュフルーツのような香りとともに贅沢なう
るおいを与えるボディクリーム。疲れをほぐしたい
時のマッサージタイムにもお使いいただけます。
• リッチな使用感でしっとり肌へ
• トランスファーファクターを配合
• ビタミンA・C・Eを配合
• シア脂などの植物オイルやエキスがお肌にハリを
与えます
製品番号

201-25003 （8LP ）

250ml/1本

会員価格：2,695円 / 標準小売価格：3,597円

（12本セット）製品番号 201-25004 （88LP）
会員価格：29,645円 / 標準小売価格：39,534円
＜ご使用方法＞ 適量をとり全身になじませてください。
成分：水、サフラワー油、グリセリン、ヒマワリ種子油、ステアリン酸グリセリル、
トリ
（カプリル酸／カプリン酸／ミリスチン酸／ステアリン酸）
グリセリル、
シア脂、
セタノ
ール、
ステアリン酸、
ステアロイルラクチレートNa、
オオムギエキス、乳タンパク、卵黄エキス、
ビャクダン木エキス、
キハダ樹皮エキス、
ワサビノキ種子エキス、
アロエベ
ラ液汁、
チャ葉エキス、
レウコノストック／ダイコン根発酵液、パルミチン酸レチノール、パルミチン酸アスコルビル、酢酸トコフェロール、
アラントイン、PCA-Na、
リン脂
質、
ステアリン酸PEG-100、EDTA-2Na、TEA、
カプリリルグリコール、
シクロペンタシロキサン、
シクロヘキサシロキサン、
カルボマー、
ジメチコン、
ソルビン酸、
フェノキシ
エタノール、香料
※価格は全て税込価格です。
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エヌミィ® トランスファーファクター® ハミガキ
特許製品（米国特許番号 6,468,534/6,866,868)

お口の健康もしっかりケアしましょう。
虫歯防止、
歯垢除去、
口臭予防に、
ご家族皆さまでご使用いただけるハミガキです。
• トランスファーファクター配合
• ラクトフェリンやソルビトールがお口のうるおいを保ちます
• 発泡剤不使用
製品番号

201-25050 （5LP ）

113g/1本

会員価格：1,925円 / 標準小売価格：2,574円

（12本セット）製品番号 201-25051 （55LP）
会員価格：21,175円 / 標準小売価格：28,237円
＜ご使用方法＞ 毎食後、湿らせた歯ブラシに適量をつけて磨いてください。
成分：ソルビトール（湿潤剤）、水（基剤）、シリカ（研磨剤）、グリセリン（湿潤剤）、香料、炭酸Ca（研磨剤）、ラウロ
イルサルコシンNa（洗浄剤）
、炭酸水素Na（研磨剤）
、
キシリトール（香味剤）
、
セルロースガム
（粘結剤）
、
ステビ
アエキス
（香味剤）
、酸化チタン
（着色剤）
、安息香酸Na（防腐剤）
、乳タンパク
（保湿剤）
、卵黄エキス
（保湿剤）
、
ラクトフェリン
（保湿剤）
※価格は全て税込価格です。
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エヌミィ® シャンプー
髪の土台となる頭皮をすこやかにすることに着目。刺激の
少ないアミノ酸系洗浄成分と、栄養を与える植物エキスな
どを配合。
ていねいにマッサージするように洗うことで、
こ
れから生まれてくる髪の健康をうながします。
• 肌を選ばないココナツ由来のアミノ酸系洗浄成分
• 地肌をすこやかに保つ：ローズマリー葉エキス、カミツ
レ花エキス、
スギナエキス など
• 栄養を与える：パンテノール、アミノ酸ブレンド など
※ ノンシリコン、サルフェート
（硫酸系界面活性剤）
フリー、パラベンフリー

製品番号

201-25113 （10LP ）

355ml/1本

会員価格：2,585円 / 標準小売価格：3,454円

（12本セット）製品番号 201-25114 （110LP）
会員価格：28,435円 / 標準小売価格：37,917円
＜ご使用方法＞ 髪をぬらし、適量をとってよく泡立て、マッサージするように洗髪します。
洗髪後はよくすすいでください。
成分：水、ラウロイルメチルイセチオン酸Na、コカミドプロピルベタイン、ココアンホ酢酸Na、ローズマリー葉エキス、カミツレ花エキス、スギナエキス、ゴボウ根エキ
ス、ヘンナエキス、
コンフリー根茎／根エキス、
カニナバラ果実エキス、加水分解コムギタンパク、
コムギアミノ酸、パンテノール、酢酸トコフェロール、
クエン酸、
グアー
ヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、
ポリソルベート80、EDTA-4Na、
メチルクロロイソチアゾリノン、
メチルイソチアゾリノン、香料
※価格は全て税込価格です。

エヌミィ® ヘアコンディショナー
傷みがちな現代の髪を補修します。ヘアパックのように濃
密なテクスチャーが髪にも頭皮にもしっかりと届いて土台
から元気に。
しなやかでハリのある髪は若々しい印象へ。
ヤシ油、パンテノール
• 傷んだ髪を補修する：ホホバ種子油、
• うるおいとしなやかさを保つ：シアバター、アロエベラ液汁
• 栄養を与える：ヒマワリ種子油、ビタミン類、ニンジンエキ
ス、
ザクロエキス、オリーブ果実エキスなど
※ノンシリコン、サルフェート
（硫酸系界面活性剤）
フリー、パラベンフリー

製品番号

201-25115 （10LP ）

355ml/1本

会員価格：2,585円 / 標準小売価格：3,454円

（12本セット）製品番号 201-25116 （110LP）
会員価格：28,435円 / 標準小売価格：37,917円
＜ご使用方法＞ シャンプーの後、適量を手にとってマッサージするように髪の根元から毛先
までよくなじませます。1～3分おいた後、
よくすすいでください。特にダメー
ジが気になる場合は、週に1・2回、5～10分ほどおいてからすすぐことをお
すすめします。
成分：水、セテアリルアルコール、セタノール、乳タンパク、卵黄エキス、シア脂、ホホバ種子油、ヒマワリ種子油、ヤシ油、加水分解ダイズタンパク、パンテノール、パルミ
チン酸レチノール、
トコフェロール、
アロエベラ液汁、ニンジン根エキス、
アマ種子エキス、ザクロエキス、
オリーブ果実エキス、キュウリ果実エキス、チャ葉エキス、
ウル
バラクツカエキス、
ラミナリアディギタータエキス、
グリセリン、
クエン酸、
ステアラルコニウムクロリド、
セトリモニウムクロリド、
ステアリン酸グリコール、
ステアラミドプ
ロピルジメチルアミン、
カプリリルグリコール、
エチルヘキシルグリセリン、ヘキシレングリコール、
フェノキシエタノール、香料
※価格は全て税込価格です。
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エヌミィ® ボディウォッシュ
毎日洗うから、肌にやさしいアミノ酸系洗浄成分を配合。
汚れを落とすだけでなく、
うるおいも守るから、
どんな肌に
も使いやすい。爽やかな香りでバスタイムをリラックスタ
イムにします。
• 肌を選ばないココナツ由来のアミノ酸系洗浄成分
• うるおいを保つ：ハチミツエキス、アロエベラ液汁
• 肌を整える：マンゴー果実エキス、アボカドエキス、
タイマツバナ葉エキス（ベルガモット）
※ ノンシリコン、サルフェート
（硫酸系界面活性剤）
フリー、パラベンフリー

製品番号

201-25111 （10LP ）

355ml/1本

会員価格：2,585円 / 標準小売価格：3,454円

（12本セット）製品番号 201-25112 （110LP）
会員価格：28,435円 / 標準小売価格：37,917円
＜ご使用方法＞ お湯を含ませたタオルやスポンジなどに適量をとり、
よく泡立ててから体を
やさしく洗ってください。泡はよく洗い流してください。
成分：水、ラウロイルメチルイセチオン酸Na、コカミドプロピルベタイン、ココアンホ酢酸Na、ココイルメチルタウリンNa、ハチミツエキス、マンゴー果実エキス、アボ
カドエキス、
アロエベラ液汁、
タイマツバナ葉エキス、
グリセリン、
クエン酸、
クエン酸Na、
グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、
フェノキシエタノール、香料
※価格は全て税込価格です。

エヌミィ® シャワートリオ
• シャンプー
• ヘアコンディショナー
• ボディウォッシュ

エヌミィ® ヘアケアセット
1本
1本
1本

製品番号 201-25117 （27LP）

• シャンプー
• ヘアコンディショナー

1本
1本

製品番号 201-25119 （18LP）

会員価格：7,370円

会員価格：4,895円

標準小売価格：9,834円

標準小売価格：6,534円
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深呼吸で始める新しい1日。
自然の豊かな香りが毎日を心地よく彩ります。

気分に合わせて
ハッピー
な気分に

シャキッ
としたい

レモン

気持ちを
高めたい

落ち着
きたい

すっきり
させたい

前向きな
気分に

●

自信を
持ちたい
●

リラックス

●

ペパーミント

●
●

●

集中したい

リフレッシュ
したい

●

●

●

●

クールタッチ
T ファクター

穏やかにく
つろぎたい

●

●

●

●
●

●

●

場面に合わせて
お風呂
リラックス

マッサージ

爽やか

スポーツ
後に

お部屋にディフューズ

1日の
終わりに

くつろぎの
雰囲気

清潔な
雰囲気

静かな
雰囲気

レモン
リラックス
ペパーミント
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睡眠時の
枕に

洗濯物を
気持ちよく

●

●

●
●

●

●

●

クールタッチ
T ファクター

こんな場面も
明るい
雰囲気

●
●

●

●

●

●

アロマストーンや
ティッシュにエッセ
ンシャルオイルを
数滴含ませて。
机の上や枕、
クローゼットなどに置いて
香りを楽しみましょう。持ち歩けば、
移動中の気分転換にも。
ディフューザーで
香りをお部屋に
広げることで、
お好みの空間を
演出します。

セルフケア
マッサージに
立ち仕事や運動後の
疲れには手や足など
のセルフケアマッサ
ージもおすすめ。

お風呂（足湯）
で
一日の疲れをとるバス
タイムをリラックス空
間に。

キャリアオイルでエッセンシャルオイルを
希釈して、
気になる部分をやさしく
ほぐしてあげましょう。

バスタブや浴室の床に数滴たらすことで、
蒸気とともに香りが立ち上ります。

使用上のご注意
※妊娠中・授乳中の方、
乳幼児はご利用をお控えください。
※肌が敏感な場合はあらかじめパッチテストを行ってください。
※エッセンシャルオイルの原液を直接肌や粘膜につけないでください。
また飲用はしないでください。
※柑橘系エッセンシャルオイルは、光感作用により、肌についたまま日光にあたると皮膚に刺激を与えるこ
とがありますのでご注意ください。
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4LIFETM ESSENTIAL OILS

4Life™ エッセンシャルオイル Ｔファクター

（ブレンドオイル）

トランスファーファクターを配合。
温かみのある穏やかな香りでお部屋のディフューズに最適。
〔 配合精油 〕
•
•
•
•

オレンジ （Citrus aurantium dulcis）
パチョリ （Pogostemon cablin）
ペパーミント （Mentha piperita）
クラリセージ （Salvia sclarea）
製品番号

201-20009 （34LP ）

15ml（1滴の目安 約 0.05ml）

会員価格：5,610円 / 標準小売価格：7,480円
（12本セット）製品番号

201-20010 （374LP）
会員価格：61,710円 / 標準小売価格：82,280円

成分：オレンジ果皮油（果皮）、パチョリ葉油（葉）、セイヨウハッカ油（葉）、オニサルビア油（葉）、乳タンパク、卵黄エキス

4Life™ エッセンシャルオイル クールタッチ

（ブレンドオイル）

すっきりと集中力を取り戻したい時に。
運動後などの疲れを感じる時は軽やかな感覚へ。
〔 配合精油 〕
•
•
•
•
•

ウィンターグリーン （Gaultheria procumbens）
ペパーミント （Mentha piperita）
カンファーホワイト （Cinnamomum camphora）
カモミール・ジャーマン （Matricaria recutita）
キンモクセ イ （Osmanthus fragrans）
製品番号

201-20011 （32LP ）

15ml（1滴の目安 約 0.05ml）

会員価格：5,610円 / 標準小売価格：7,480円
（12本セット）製品番号

201-20012 （352LP）
会員価格：61,710円 / 標準小売価格：82,280円

成分：ヒメコウジ葉油（葉）、セイヨウハッカ油（葉）、クスノキ樹皮油（樹皮）、カミツレ花油（花）、モクセイ花エキス（花）

4Life™ エッセンシャルオイル リラックス

（ブレンドオイル）

やさしく気取りない香りで、
リラックスしたい時や、冷静で落
ち着いた環境を好む時に。
〔 配合精油 〕
• ベルガモットミント （Mentha citrate）
• ラベンダ― （Lavandula angustifolia）
• カンファーホワイト （Cinnamomum camphora）
• ラバンディン （Lavandula hybrida）
製品番号

201-20001 （20LP ）

15ml（1滴の目安 約 0.05ml）

会員価格：3,630円 / 標準小売価格：4,840円
（12本セット）製品番号

201-20002 （220LP）
会員価格：39,930円 / 標準小売価格：53,240円

成分：ベルガモットミント油（葉）、ラベンダー油（花）、クスノキ樹皮油（樹皮）、ラバンデュラハイブリダ油（花・つぼみ）
※価格は全て税込価格です。
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4LIFETM ESSENTIAL OILS

4Life™ エッセンシャルオイル レモン

（シングルオイル）

明るく鮮やかな印象のトップノートから、芳醇なベー
スノートへ。
シャキッとしたい時や、雑念をスッキリさ
せたい時におすすめ。
〔 配合精油 〕
•

レモン（Citrus limon）
製品番号

201-20005 （12LP ）

15ml（1滴の目安 約 0.05ml）

会員価格：2,453円 / 標準小売価格：3,278円
（12本セット）製品番号

201-20006 （132LP）
会員価格：26,983円 / 標準小売価格：35,981円

成分：レモン果皮油（果皮）

4Life™ エッセンシャルオイル ペパーミント

（シングルオイル）

爽快な香りで、
リフレッシュしながら平和な気分に。
爽やかなトップノートから、力強い自然を連想するベ
ースノートへ。
〔 配合精油 〕
•

ペパーミント（Mentha piperita）
製品番号

201-20003 （18LP ）

15ml（1滴の目安 約 0.05ml）

会員価格：3,355円 / 標準小売価格：4,477円
（12本セット）製品番号

201-20004 （198LP）
会員価格：36,905円 / 標準小売価格：49,214円

成分：セイヨウハッカ油（葉）

4Life™ エッセンシャルオイル キャリアオイル
ココナッツから抽出した、肌になじみやすい植物オ
イル。心地よいマッサージで、なめらかなハリのある
肌へ。エッセンシャルオイルを希釈するキャリアオイ
ルとして。
（希釈目安は濃度1％：エッセンシャルオイル1滴に
対して5ml）。
製品番号

201-20007 （10LP ）

118ml /1本

会員価格：2,343円 / 標準小売価格：3,124円
（12本セット）製品番号

201-20008 （110LP）
会員価格：25,773円 / 標準小売価格：34,364円

〔替え蓋つき〕

成分：ヤシ油（果実）
※価格は全て税込価格です。

japan.4life.com [45]

4LIFETM ESSENTIAL OILS

4Life™ エッセンシャルオイル

超音波式ディフューザー

エッセンシャルオイルを空間に広げるためのディフューザー。
• 付属品
• 推奨水量
• 適用床面積

専用ACアダプター、給水カップ
120ml
約6畳

（1台）製品番号

201-91533 （10LP ）
会員価格：5,184円 / 標準小売価格：6,912円

4Life™ エッセンシャルオイル キット
エッセンシャルオイル５種類、キャリアオイル１種類、ガイドブックが揃っ
たセット。
製品番号

201-53776 （100LP ）
会員価格：19,085円 / 標準小売価格：25,454円

（12箱セット）製品番号

201-53851 （1,100LP）
会員価格：209,935円 / 標準小売価格：283,514円
※価格は全て税込価格です。

PIQ - 4Lifeオリジナルの信頼スコア
4Life™エッセンシャルオイルは、精油の品質について厳格な基準をもつ国際標準化機構（ISO）およびフラ
ンス規格協会（AFNOR）の基準に準拠しています。また、さらに一歩踏み込んで、4Life - PIQ（Plant Intelligence Quotient）という4Life独自の評価システムを開発しました。製品として使用する精油に、理想的な
香り成分が最大限に含まれているかどうかを評価するシステムです。
4Life-PIQは同位元素やキラリティー（対掌性）、DNA、ISO/AFNOR規格などの要素を組合わせた基準によ
る成分分析結果によって評価され、原材料となる植物の詳細にまで遡って調べます。

注文の際のご注意
※沖縄、北海道へのお届けについて、エッセンシャルオイルを含むご注文はすべて陸便による配送となります。
ご注文から到着まで１週間程度かかりますので、あらかじめご了承ください。
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ANIMAL HEALTH

4Life トランスファーファクター® アニマルフォーミュラ

特許製品（米国特許番号6,468,534/6,866,868/6,506,413,B1)

獣医と動物栄養学者により開発された馬用サプリメント。
•

海外の畜産家＆獣医が推奨
（財）競走馬理化学研究所の医薬品等薬物検査合格（ドーピング試験）
• トランスファーファクター、4Lifeオリジナルブレンド配合
製品番号

201-28505 （57LP ）

30回分/4.32Kg/1缶

会員価格：17,658円 / 標準小売価格：23,544円
（2缶セット）製品番号

201-28506 （100LP）
会員価格：31,428円 / 標準小売価格：41,904円

（12缶セット）製品番号 201-28507 （570LP）
会員価格：176,580円 / 標準小売価格：235,440円
＜与え方＞ １日専用スプーン1～２杯（約72～144ｇ）
を目安に穀物に混ぜて与えてください。
（体重400Kg基準）
原材料：乳清粉末、卵黄粉末、
イノシトール6リン酸、ベータシトステロール、
オリーブ葉抽出物、
アロエ抽出物、ビタミンＡ、ビタミンＤ、ビタミンＥ、ビタミンＣ、ビオチン、葉酸、
ナイアシン、パ
ントテン酸、
ビタミンＢ2、
ビタミンＢ6、
ビタミンＢ12、
ビタミンB1、
ビタミンＫ、
コバルト、銅、
ヨウ
素、鉄、マグネシウム、マンガン、モリブデン、セレン、
リン、炭酸Ca、亜鉛、モンモリロナイト、Ｌ-リ
ジン、DL-メチオニン、L-アルギニン、乳酸菌、ヒマワリ油、ベニバナ油、亜麻仁油、大豆粉末、キノ
コブレンド、乳清、
ブドウ糖粉末、マルトデキストリン、
メチルスルフォニルメタン
（MSM）
、塩化コ
リン、
ミックストコフェロール、
スパイス、二酸化ケイ素

ジョー・ランメイカーズ獣医
「アニマルヘルス製品には、健
康をサポートする4Lifeトランス
ファーファクターが配合されて
います。また、100以上の厳選
されたビタミンやミネラル、微
量栄養素、必須脂肪酸、アミノ
酸、プロバイオティクス配合の
4Lifeオリジナルブレンドは、動
物の栄養欠乏やバランスをサ
ポートします。これらの成分は
現在与えている飼料や育成環
境においても非常に有用な栄
養源となります。」
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BENEFITS

会員登録3大特典
すべての会員を対象とした特典です。

会員価格

会員割引※

製品を標準小売価格より
も25％安い価格で購入す
ることができます。

100LPを超えた製品購入
LPの25％が購入時に割
引となります。

3大特典

ロイヤリティ
プログラム
ポイントが貯まる特典付
き定期購入プログラム

登録
お好きな製品を
ロイヤリティプログラム登録
（50LP以上）

15%
還元

還元

交換

ボーナス製品

ロイヤリティ注文
毎月の購入LPの15％を
製品クレジットとして還元

還元された製品クレジットを
お好きな製品と交換
（手数料あり）

125LP以上の
ロイヤリティ注文で翌月に
ボーナス製品をプレゼント

※ 登録初月は除く。また、2018年9月末以前に登録した旧「カスタマー会員」には適用されません。
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BENEFITS

登録方法
プリファードカスタマー登録
• 電話にてカスタマーサービスへご連絡いただくとその場でプリファードカスタマーとしての会員登録と初回注
文をすることができます。
• 「プリファードカスタマー登録申請書」
に本人の直筆で必要事項を記入し、フォーライフへ提出
（郵送またはFAX）
してください。
※電話による登録の場合は、登録者ご本人様よりご連絡ください。
なお、登録料3,000円（税込）を支払う必要があります。

ロイヤリティプログラム登録
• 電話にてカスタマーサービスへご連絡いただくとその場でロイヤリティプログラムを登録することができます。
• 「ロイヤリティプログラム登録申込書」
に必要事項を記入し、
フォーライフへ提出
（郵送またはFAX）
してください。
• 自動口座振替での支払いをご希望の場合は郵送のみでの受付となります。

ビジネスの機会もご用意
紹介活動をすることで得られる収入です。

安定

成長

紹介活動をすることで
得られる収入

グループの強化により
得られる収入

さまざまな段階で
収入が得られる

育成
ランク達成者を育成して
得られる収入

ボーナスプラン

インセンティブ
褒賞旅行

※ 紹介活動をすることでボーナスプランに則った収入を得る機会があります。詳細はライフリワードプラン TM冊子を
ご覧ください。
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RESOURCES

販売促進ツール
スポンサーパック

日本製品価格表及び注文書（10部）

新規ディストリビューター登録をされる方は、紹介者の方がス 日本で販売している製品の価格一覧表と注文書を、各10部
ポンサーパックを購入し、登録予定の方に直接お渡しし、規定 ずつセットにしています。
や製品、ボーナスプランについてきちんと説明してください。
製品番号 201-81132
108円
内容をご理解いただいたうえで、登録申請書に記入していた
だいてください。
〔 同梱物 〕
•
•
•
•
•

登録の手続き ー概要書面－
ボーナスプラン
日本製品価格表及び注文書
正規会員登録申請書
返信用封筒など

製品番号
（10部）製品番号

201-90823
201-90825

Summit（サミット）
（10部）
定期的に発行されるフォーライフの季刊誌です。様々なフォー
ライフに関する情報や表彰者などを掲載 しています。

216円
2,052円

契約内容確認書（ 25枚綴り / 1部）

201-81023

フォーライフ製品を持ち歩くにも便利な大容量のバッグです。

製品番号 201-97629

バナーサイズ（W60cm×H180cm／重量：1.5Kg）
201-91601
201-91602
201-91603
201-91604

7,560円
※ご注文は電話・FAXでのみ受付ています。オンライン注文はお受けできません。
※受注生産のため、
ご注文後の変更・キャンセルはできません。
※お届けまで10日～2週間程度かかります。
※スタンドバナー制作先（株式会社アドプリント）から直接お届けします。

www.facebook.com/4lifejapan

www.youtube.com/4liferesearchJPN

「LINE＠4LifeJapan」

「Zoomインストール方法」

【コネクトアプリ】
インストールし、IDとパスワードを入力

「iOS」

「Android」

ファウンデーション4Life募金 （1口） 120円
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2,592円

259円

4Lifeオフィシャルバナー
（4Lifeロゴバナー）製品番号
（TF&TFプラスバナー）製品番号
（エナジースティックスバナー）製品番号
（エッセンシャルオイルバナー）製品番号

1,080円

ダイヤモンドバッグ

製品を小売販売する際に必ず渡さなければならない契約内
容確認書です。契約内容確認書をお渡しする以外に領収書は
別途お渡しする必要があります。

製品番号

製品番号 201-80515

製品番号 90754

RESOURCES

お支払い・お届けについて
お支払いについて
クレジットカード
• JCB、VISA、Masterがご利用いただけます。
（ご登録者名義のみ）
※後日ご利用のクレジットカード会社からご請求となります。
クレジットカード会社からのご利用代金明細書を大切に保管してください。
※分割払いはご利用いただけません。
※クレジットの決済はアメリカ時間での決済となります。
※ウェブサイトからの注文でもご利用いただけます。

代金引換
•
•
•
•

（20日以降の場合は翌月注文として計上されます）
毎月1日～20日までご利用いただけます。
送料とは別途代引手数料514円が必要です。
製品お届けの際に製品代金を配達員にお支払いください。
お支払いの際に受け取られた領収証を大切に保管してください。

※一部地域でご利用いただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※ウェブサイトからの注文でもご利用いただけます。

銀行振込
• 入金確認後の発送となります。
ミタドオリ
• 銀 行 口 座：三井住友銀行 三田通支店（普通）7815516 フォーライフリサーチジャパンLLC
• ゆうちょ銀行 口 座：00120-3-655885 フォーライフリサーチジャパンLLC
※ゆうちょ銀行口座へ「ゆうちょダイレクト」を利用してお振込みの場合は、00120-655885 となります。
※ウェブサイトからの注文では利用いただけません。

送料・お届け・受付時間について
送料

900円（税込） ※製品代金合計が18,000円（税込）以上で、送料無料。

• ヤマト運輸でのお届けとなります。
• 営業日当日発送の受付締切

FAXによる注文
11：00 まで
電話またはインターネットによる注文 14：30 まで
※当日の受付締切以降は翌営業日の発送となります。
※北海道、東北地方、沖縄、離島地域では、輸送機関の事情により、お届けに時間がかかる場合がございます。
また、気象条件等によりお届けが遅延する場合もござ
いますので、あらかじめご了承ください。

選べる二つの注文方法
ロイヤリティ注文

通常注文

50LP以上のお好きな製品と発送希望日
（１～20日）
を決めて予
約注文すると、製品クレジットが還元されるおトクな定期注文。

製品をいますぐ欲しいとき、ロイヤリティ注文とは別の追加製
品を購入したいときにご利用ください。

ご注文・お問い合わせは、
カスタマーサービスまで
お電話での注文

FAXでのご注文

ウェブサイトでのご注文

0800-700-5433（フリーコール）
月～金 10：00～18：00 ㊡土日祝

0800-700-5444（フリーコール）
24時間受付

japan.4life.com
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カスタマーサービス
（フリーコール）

0800 -700-5433

または、045-680-4820 月～金 10:00～18:00 [休]土日祝

フォーライフ リサーチ ジャパン, LLC
〒231-0062 神奈川県横浜市中区桜木町1-1-8 日石横浜ビル10階
電話：045-680-4811（代） FAX：045-680-4812（代）
japan.4life.com

※この冊子に含まれる内容の著作権は全てフォーライフ リサーチ ジャパン, LLCに帰属し、一部または全部を複製・転載・転用・加工・配布することを禁止します。
※この冊子の内容は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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