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健康科学の最先端で貢献

WELCOME TO 4LIFE

4Lifeは、18年以上の年月をトランスフ

18年以上も前、私たちはトランスファーファクター分子という、画期的

の研究開発に費やし、科学の研究に

と思える科学的発見に出会いました。情報が詰まったこの分子が健康

裏付けられた最良の製品を提供し続

維持のサポート力を持つことを実感し、私たちの情熱はさらに高まりま

けています。トランスファーファクター

した。そしてこれを人々と共有するために人生をかけたいと直感しまし

製品は単に栄養を補給するだけでな

た。その後の研究開発チームのたゆまぬ努力と、一流の専門家で構成

く、あなたの健康維持のために教育

された健康科学諮問委員会の貢献によって、今日の4Lifeトランスファー

し、健康を脅かすものに遭遇したとき

ファクターは、しっかりと健康をサポートしてくれるすばらしい栄養補助

に身体はどう反応すべきか、という自

食品になりました。私たちの進歩は、4Lifeが真摯に皆さまの健康をサ

然に備わった知識をさらに高めます。

®

ポートする会社であることを広く世界に印象付け｢トランスファーシュー
ティカルサイエンス｣の飛躍の場となっています。

ァーシューティカルサイエンス製品※

4Life研究開発チームと、一流の医療
専門家、免疫学者、栄養学者、科学

4Lifeトランスファーファクター®製品は世界中で年齢や性別に関係なく

者からなるプロフェッショナルな組

幅広い方々にご愛用いただいています。栄養補助食品、スキンケア、ダ

織「健康科学諮問委員会（HSAB）」

イエットなどのさまざまな製品を提供しています。体が必要としている

は、トランスファーシューティカルサ

ものを補うことの素晴らしさを感じてください。4Lifeはあなたの健康

イエンスが健 康 科 学の最 先 端に立

をサポートしたいと願っています。

ち続けることを可能にしています。
科学界でリードする専門家それぞれ
が、トランスファーシューティカルサ
イエンスの発展に貢献し続け、人々の
QOL（Quality of Life：生活の質）に良
い影響を与えています。

4Life 創設者
デイビッド＆ビアンカ・リゾンビー

※トランスファーシューティカルサイエンスは、人々の健
康を維持するシステムを教育し、そのシステムの「潜在
的な脅威を認識、反応、記憶する」力をサポートする革新
的な製品の研究やテクノロジーを包括しています。
この
貴重な教育は、健康的な生活を送るあなたの身体に更
なる力を与えます。健康科学により裏付けされた4Lifeト
ランスファーシューティカルサイエンス製品は、特許を
取得し、研究を重ね、世界中の人々に愛用されています。
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PRODUCT GUIDE

2004年

1998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。

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。

1997年

1999年

2002年

2003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。

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。

専 売 特 許（6 , 4 6 8 , 5 3 4）
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。

医薬品や栄養補助食品
を 紹 介 す る「 P D R
(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(2016年現在
も掲載中)
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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、
フォーライフ初のトラン
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。

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。

2013年

2015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。

吸 収スピードの 速 い「高 加
水分解プロテイン」を配合し
た、4Lifeトランスファーファク
ター® PRO-TF® プロテインを
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。

2017年
2 0 15 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。

2009年
フォーライフ初のトランスファ
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。
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PDR

(Physician’s 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。

品質へのこだわり
• 専売特許
米国特許番号（6,468,534）
：鶏の卵からトランスファーファクターを抽出する工程技術の特許
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
• 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。
(2017年取得)
• 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。
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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：
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。
おすすめ製品
4Lifeトランスファーファクター®リオヴィーダ®シリーズ、
ライトスタート®、BioEFA™
with CLA、D-エンザイム™

2．適度な運動：
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
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。

おすすめ製品
4Lifeトランスファーファクター® PRO-TF® プロテイン、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：
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は、適
度な運動も欠かせません。

おすすめ製品
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、4Life®トランスフォ
ーム™ バーン

4．
ストレスケア：
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。

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™ エッセンシャルオイル
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TRANSFERCEUTICAL ® 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。
トランスファーファクターは、私たちの体が本来持つ「健康維持シス
テム」をサポートするペプチド（アミノ酸）成分です。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はその働きをより
スムーズにサポートするために、情報を必要な場所へ伝達する役割
を果たしています。
4Lifeではライフスタイルに合わせやすいさまざまなタイプのトラン
スファーファクター製品をご用意しています。すこやかでアクティブ
な毎日のためにご活用ください。
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TRANSFERCEUTICAL ® PRODUCTS

4Life® トランスファーファクター プラス® トライファクター®
専売特許製品（米国特許番号6,468,534/6,866,868)
三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
•

濃度25%アップ、ウルトラファクターXF™配合

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。
製品番号

201-24075

会員価格
希望小売価格

1本/90カプセル 50LP

8,748円（税込）
10,476円（税込）

4Life トランスファーファクター® トライファクター®
専売特許製品（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）
• 健康を守るシステム（認識/反応/記憶）を教育
• 濃度25%アップ、ウルトラファクターXF™配合
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。
製品番号

201-24070

1本 / 60カプセル 35 LP

会員価格

6,372円（税込）

希望小売価格

7,668円（税込）

4Life® トライファクターフォーミュラ

オーヴォファクター™

高品質な3種の成分が、皆さまの健康を

鶏の卵黄から抽出したトランスファーフ

サポートします。

ァクター

ウルトラファクターXF™

ナノファクター™

牛の母乳を独自の技術で限外ろ過処理

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

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
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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®
専売特許製品（米国特許番号 6,468,534/6,866,868)

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 (30 ml 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
• 濃度25%アップ、ウルトラファクターXF™配合
お 召し上 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。
製品番号

201-24105

1箱 / 500 ml × 2本
会員価格

50LP

9,396円（税込）

希望小売価格 11,124円（税込）
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TRANSFERCEUTICAL ® PRODUCTS

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®
専売特許製品（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
• 濃度25%アップ、ウルトラファクターXF™配合
お召し上がり方：1日1包を目安にコップ1杯（約250
cc）の水に溶かしてお召し上がりください。
製品番号

201-24113（1箱/ 8g × 15包） 18LP

会員価格

3,726円（税込）

希望小売価格

4,644円（税込）

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®
専売特許製品 (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すので、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(1パケット/30 ml 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
• 濃度25%アップ、ウルトラファクターXF™配合
お召し上がり方：1日1パケットを目安にお召し上がりください。
製品番号

201-24110

1箱 / 15パケット

会員価格

4,860円（税込）

希望小売価格

5,724円（税込）

25LP
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スキン リニューイング
私たちの体の中を外的要因から守るために、常にその外側で刺激を受け止めているのは
大部分をしめる
「肌」
。たくさんの刺激を受け続けるため荒れたり乾いたりしやすくなってい
ます。毎日頑張っているお肌をしっかりケアしていたわってあげましょう。
トランスファーファクターがすこやかなお肌に導きます。

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
[おもな成分]
乳タンパク、酵母多糖体、アロエベラ液汁、パンテノール、ローマカミツレエキス、
ユーカリ葉油、ローズマリー油、アラントイン（肌荒れ防止成分）、PCA-Na（NMF:天
然保湿因子）、
ラベンダーエキス
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。
製品番号
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201-25041

1本/56.7ｇ

会員価格

2,916円（税込）

希望小売価格

3,564円（税込）

16LP

TRANSFERCEUTICAL ® PRODUCTS

トランスファーファクター豆知識
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。
• フォーライフの創設者デイビッド・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、専売特許製品です。。
4Lifeトンラ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、体本来に備わったシステムをサポートします。
• 体が本来もつシステムのバランスを整えます。

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
[おもな成分]
乳タンパク、アルテア根エキス、アロエベラ液汁、グルコン酸亜鉛、ラクトフェリン
（保湿成分）、銀
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。
製品番号

201-24046

1本/50ml

会員価格

4,104円（税込）

希望小売価格

4,860円（税込）

23LP
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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*
お召し上がり方：1日4～6カプセルを目安にお召し上がりください。
製品番号

201-24087

１本/120カプセル 25LP

会員価格

4,212円（税込）

希望小売価格

5,238円（税込）

* 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）

4Lifeトランスファーファクター® カーディオ
4Lifeトランスファーファクター® カーディオは、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）
お召し上がり方：1日4カプセルを目安にお召し上がりください。
製品番号

201-21002

１本/120カプセル 46LP

会員価格

7,452円（税込）

希望小売価格

9,288円（税込）
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4Life トランスファーファクター® ビスタ
4Life トランスファーファクター® ビスタは、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）
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。
製品番号

201-29501

1本/60 カプセル 38LP

会員価格

6,588円（税込）

希望小売価格

7,884円（税込）

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®
専売特許製品（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）を教育
カプセルが苦手な方におすすめ
濃度25%アップ、ウルトラファクターXF™配合

お召し上がり方：1日3粒を目安にお召し上がりください。
製品番号

201-24042

1本/90粒

会員価格

6,588円（税込）

希望小売価格

7,884円（税込）

35LP
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ライトスタート®

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。

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。

All- In- One Nutrition
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TRANSFERCEUTICAL ® PRODUCTS

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

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、手軽に便利な個包装です。

4Life® トランスファーファクター プラス® トライファクター®
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。
ヘルスコンプレックス
（植物成分含有）
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。
BioEFA™ with CLA（魚油：イワシ・サバ・サーモン由来、EPA/DHA含有）
青魚に多く含まれる健康成分の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。
お召し上がり方：1日2袋を目安にお召し上がりください。
製品番号

201-26530

1箱/30袋

会員価格

8,208円（税込）

希望小売価格

9,828円（税込）

50LP

《 2箱セット 》
製品番号
会員価格

201-26532

2箱/60袋

100LP

16,308円（税込）
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究極の変身フォーミュラ、それがPRO-TF！
あなたの内なる変身願望の実現をサポート
あなたはどんな変身願望を持っていますか？アスリートであれば最高のパ
フォーマンス、女性であればしなやかなボディライン、男性なら引き締まっ
たカラダなど。それを可能にするのがPRO-TF。余分なものを燃やし、パフ
ォーマンスを最大限に引き上げる「究極の変身フォーミュラ」です。

PRO-TFが必要な4つの理由
1. 燃やす

3. 圧倒するパフォーマンス

余分なものは削ぎ落とし、欲しいものだけを手

極限状態で勝者と敗者を隔てるものは最後のワンプッシュ。PRO-TFはパ

に入れる。PRO-TFは運動による燃焼を強烈に

フォーマンスのカギとなる持久系アミノ酸であるBCAA(分岐鎖アミノ酸)を

サポート。あなたの体をもっともっと燃えやす

2,300mg以上含有(1回あたり)*。狙った獲物は、逃さない。

く。しかも食事と食事の間の空腹感をも減らし

*ハイパフォーマンスを維持するためには運動する30分前から運動中にBCAAを

てくれるスグレモノ。

2,000mg以上摂取することが望ましいといわれています。

2. 魅せるボディ

4. 美しいエイジング

キレイな体、細マッチョなカッコいい体。魅せるボ

素敵なオトナは年齢を味方にする！筋肉や臓器だけでなく、肌も髪も爪

ディに不可欠なのが「筋肉」。PRO-TFはペプチド化

も、すべての体のパーツの材料が「プロテイン」。明日の引き締まった若々

した超吸収性の高加水分解プロテインを配合。あ

しい体には今日のプロテイン投入が絶対条件。PRO-TFであなたもレジェ

なたの魅せるボディGETを効率的にバックアップ。

ンドの仲間入り！

4Life トランスファーファクター® PRO-TF® プロテイン
（バニラ・チョコレート）
引き締まった体作りをサポートするホエイプロテインと卵白プロテインを配合。専用スプーン1杯（17g）
で10gのプロテイン
（たん
ぱく質）
を補給することができます。体内で素早く吸収されやすいペプチドプロテイン*で、運動前後のサポートにもおすすめしま
す。たんぱく質はきれいな肌、筋肉、髪の毛や爪など、健康な体作りに欠かせない栄養素です。
*高加水分解（High-DH）
プロテイン：他のプロテインよりも消化吸収が早く、体内で効率良く利用される。

•
•
•
•

たんぱく質 10g
必須アミノ酸 4,900mg以上
BCAA（分岐鎖アミノ酸） 2,300mg以上
トランスファーファクタートライファクター 300mg

※含有量は専用スプーン1杯あたり

お召し上がり方：専用スプーン1杯（約17g）を250cc程度の水に溶かしてお召し上が
りください。
シェイカー（別売り）を使用すると溶けやすくなります。
《 バニラ 》 （1缶 / 783g / 46回分/1回分あたり70kcal）
製品番号

201-27568

50LP

会員価格

12,312円（税込）

希望小売価格

15,390円（税込）

《 チョコレート 》 （1缶 /897g / 46回分/ 1回分あたり72.3kcal）
製品番号

201-27577

50LP

会員価格

12,312円（税込）

希望小売価格

15,390円（税込）
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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
• 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）
お召し上がり方：1日4カプセルを目安にお召し上がりください。
製品番号

201-24201

1本/ 120カプセル 40LP

会員価格

6,912円（税込）

希望小売価格

8,613円（税込）

4Life® トランスフォーム™ バーン
運動による燃焼メカニズムに着目し、
カリウスフォルスコリーやアフリカンマンゴノキ
などの植物原料を配合。筋力トレーニングや運動を取り入れたウエイトマネージメン
トを心がける方の目標達成をサポートします。
• 燃焼をサポートするカリウスフォルスコリーやトウガラシを配合
• 食生活をサポートするアフリカンマンゴノキを配合
• ウエイトマネージメントにかかせないビタミンB群を配合
お召し上がり方：1日4カプセルを目安にお召し上がりください。
おすすめのタイミング：週5日程度の定期的な運動（トレーニング）をする際に、運動
前に召しあがることをおすすめします。
製品番号

201-27584

1本/80カプセル 35LP

会員価格

6,318円（税込）

希望小売価格

7,898円（税込）
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Ｄ－エンザイム™
プレバイオティクス（食物繊維）
と乳酸菌などのプロバイオティクス（善玉菌）を
一緒に摂ることで、毎日のリズムにアプローチ。内側の環境を整えます。
• 乳酸菌やビフィズス菌を増やす食物繊維（イヌリン）を配合
• ビタミンやミネラルを含むパパイヤ果実抽出物が食生活をサポート
お召し上がり方：1日3～6粒を目安にお召し上がりください。
製品番号

201-23010

1本/90粒

会員価格

5,184円（税込）

希望小売価格

6,048円（税込）

23LP
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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
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。
製品番号

201-28095

1本/60カプセル 16LP

会員価格

3,024円（税込）

希望小売価格

3,672円（税込）

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
ご使用方法：手に適量を取り、やさしくなじませてください。
製品番号

201-23507

1本/60ml

会員価格

2,700円（税込）

希望小売価格

3,348円（税込）

12LP
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4Lifeフォーティファイ™

栄養豊富なミールパック

専売特許製品（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
製品番号

201-15005

1袋/24食分
会員価格

25LP

3,700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。

＊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。子供たちの間で見られる
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になります。
＊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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WEIGHT MANAGEMENT

WEI GH T M A N G E ME N T
ニュートラスタート® ココア
専売特許製品（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
• 4LifeトランスファーファクターE-XF 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（ 亜鉛、銅、鉄、Mg、V.A、V.B1、V.B2、V.B6、V.B12 ）
お召し上がり方：栄養補給のため、1日に専用スプーン2杯（64g）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。
（1缶 / 960g / 15回分/1回分あたり252.16kcal）
製品番号

201-28087

25LP

会員価格

5,076円(税込）

希望小売価格

6, 156円 (税込)

シェイプシステム
ウエイトマネージメントを心がける方の食生活をサ
ポートします。運動習慣と組み合わせて、美しく健康
的なボディづくりにお役立てください。
シェイプシステム・シトラス

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

・ニュートラスタート®ココア

2缶

・エナジースティックス・シトラス

2箱

・カイトライト®

1本

製品番号

201-90166

会員価格

100LP

19,980円（税込）

• 栄養機能食品（ビタミンC）

シェイプシステム・ベリー

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

・ニュートラスタート®ココア

2缶

ください。

・エナジースティックス・ベリー

2箱

・カイトライト®

1本

製品番号

201-27519

1本/60カプセル 15LP

会員価格

2,916円(税込)

製品番号

希望小売価格

3,456円（税込）

会員価格
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201-52494

100LP

19,980円（税込）

WEIGHT MANAGEMENT

WEIGH T M AN AGEMENT

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。

無理なく続けることが目標への近道。
Ac hieve y o ur hea lthy sha p e...

エナジースティックス
（シトラス・ベリー）
専売特許製品（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
お召し上がり方：1日1包を目安に、約250ccの水に溶かしてお召し上がりください。

エナジースティックス・シトラス
製品番号

201-27560

1箱/30包

エナジースティックス・ベリー
34LP

製品番号

201-27563

1箱/30包

会員価格

5,724円（税込）

会員価格

5,724円（税込）

希望小売価格

6,804円（税込）

希望小売価格

6,804円（税込）

34LP
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enummi ® PERSONAL CARE

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
会員価格

201-25062

130LP

23,760円（税込）
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enummi ® SKIN CARE

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
[おもな成分]
アルニカ花エキス、
ゴボウ根エキス、カミツレエキス、ホップエキス、
スギナエキス、マクロシス
ティスピリフェラエキス、
アルテア根エキス、
アロエベラ液汁（保湿成分）、パンテノール

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。
製品番号

201-25025

1本/120ml

会員価格

2,160円（税込）

希望小売価格

2,916円（税込）

8LP

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
[おもな成分]
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、ビオチン、ベタイ
ン、PCA-Na（NMF）、ヒアルロン酸Na、
カプリリルグリコール（エモリエント成分）
ご使用方法：洗顔後、顔や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。
製品番号 201-25027 1本/120ml 12LP
会員価格

2,700円（税込）

希望小売価格

3,564円（税込）

japan.4life.com [27]

enummi ® SKIN CARE

ステップ 3：与える
エヌミィ® ライフＣセラム
（美容液）
専売特許製品（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E-XF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
［おもな成分］
アスコルビン酸テトラヘキシルデシル（ビタミンC誘導体）、オリーブ油、オリーブ葉
エキス、乳タンパク、卵黄エキス、オレンジ果皮油
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。
製品番号

201-25060

1本/30ml

会員価格

4,644円（税込）

希望小売価格

5,508円（税込）

25LP

ステップ 4：与える
（目元用クリーム）
エヌミィ® アイクリーム
専売特許製品（米国特許番号6,468,534/6,866,868）
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E-XF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
[おもな成分]
スクワラン、アセチルヘキサペプチド-8（保湿成分）、リノール酸、リン脂質（NMF）、
セラミド2、パルミトイルオリゴペプチド、ヒアルロン酸Na、パルミトイルテトラペプ
チド-7、PCA-Na（NMF）、チャ葉エキス、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
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。
製品番号
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201-25035

1本/15ml

会員価格

5,508円（税込）

希望小売価格

6,372円（税込）

30LP

enummi ® SKIN CARE

ステップ 5：守る
エヌミィ® モイスチャーライザー（昼用乳液）
専売特許製品（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E-XF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
[おもな成分]
炭酸ジエチルヘキシル（エモリエント成分）、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、リン脂質（NMF）
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。
製品番号

201-25029

1本/50ml

会員価格

4,644円（税込）

希望小売価格

5,508円（税込）

25LP

ステップ 5：守る
（夜用クリーム）
エヌミィ® ナイトクリーム
専売特許製品（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E-XF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
[おもな成分]
モスビーン種子エキス、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、アロエベラ液汁、パンテノール、ヒアルロン酸Na、アラントイン
（肌荒れ防止成分）
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。
製品番号 201-25048 1本/50ml 30LP
会員価格

5,508円（税込）

希望小売価格

6,372円（税込）
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エヌミィ® ボディローション
エヌミィ® ボディローション
専売特許製品（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E-XF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
[おもな成分]
サフラワー油、ヒマワリ種子油、ビャクダンエキス、キハダ樹皮エキス、オオムギエキ
ス、アロエベラ液汁（保湿成分）、チャ葉エキス、乳タンパク、卵黄エキス、アラントイ
ン（肌荒れ防止成分）
ご使用方法：適量をとり全身になじませてください。
製品番号
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201-25003

1本/250ml

会員価格

2,484円（税込）

希望小売価格

2,916円（税込）

8LP

enummi ® ORAL CARE

エヌミィ® オーラルケア
エヌミィ® トランスファーファクター ハミガキ
専売特許製品（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E-XF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
[おもな成分]
ソルビトール（湿潤剤）、グリセリン（湿潤剤）、キシリトール（香味剤）、乳タンパ
ク、卵黄エキス、ラクトフェリン（保湿剤）
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。
製品番号

201-25050

1本/113g

会員価格

1,728円（税込）

希望小売価格

2,052円（税込）

5LP

japan.4life.com [31]

enummi ® PERSONAL CARE

エヌミィ® パーソナルケア

エヌミィ® シャンプー
魅せたい髪は元気な頭皮から。2年先までしなやかにつよく。
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。
〔おもな成分〕
• 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

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。
製品番号

[32] 4LIFE PRODUCT CATALOG JAPAN 2018

201-25113

1本/355ml

会員価格

2,376円（税込）

希望小売価格

2,970円（税込）

10LP

enummi ® PERSONAL CARE

エヌミィ® ヘアコンディショナー
魅せたい髪は元気な頭皮から。2年先までしなやかにつよく。
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。
〔おもな成分〕
• 傷んだ髪を補修する：ホホバ種子油、ヤシ油、パンテノール
• 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

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。
製品番号

201-25115

1本/355ml

会員価格

2,376円（税込）

希望小売価格

2,970円（税込）

10LP

エヌミィ® ボディウォッシュ
やさしく洗って、うるおいは守る。
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。
〔おもな成分〕
• 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）
※サルフェート（硫酸系界面活性剤）フリー、パラベンフリー

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。
製品番号

201-25111

1本/355ml

会員価格

2,376円（税込）

希望小売価格

2,970円（税込）

10LP

エヌミィ® シャワートリオ

エヌミィ® ヘアケアセット

製品番号

201-25117

製品番号

201-25119

会員価格

6,750円（税込）

会員価格

4,482 円 （税込）

27LP

セット内容：シャンプー、ヘアコンディショナー、

18LP

セット内容：シャンプー、ヘアコンディショナー（各1本）

ボディウォッシュ（各1本）
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ESSENTIAL OILS

4Life™ エッセンシャルオイル
BREATHE IN AND BEGIN…
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
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としたい

気持ちを
高めたい
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すっきり
させたい

前向きな
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●
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持ちたい
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●

リラックス

●
●

●

集中したい
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したい
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●

●

●

クールタッチ
T ファクター
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●
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●

●
●

●

●

場面に合わせて
お風呂
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マッサージ

爽やか

スポーツ
後に

お部屋にディフューズ
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雰囲気
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雰囲気

レモン
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明るい
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睡眠時の
枕に
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●

●

クールタッチ
T ファクター

こんな場面も

●
●
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●

●
●

●

●

洗濯物を
気持ちよく

●

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）
4Life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）

内容量

15ml

（1滴の目安 約 0.05ml）

製品番号

201-20009

34LP

会員価格

5,346円（税込）

希望小売価格

6,683円（税込）

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）
内容量

15ml

（1滴の目安 約 0.05ml）

製品番号

201-20011

32LP

会員価格

5,346円（税込）

希望小売価格

6,683円（税込）

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）
内容量

15ml

（1滴の目安 約 0.05ml）

製品番号

201-20001

20LP

会員価格

3,402円（税込）

希望小売価格

4,253円（税込）
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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）

内容量

15ml

（1滴の目安 約 0.05ml）

製品番号

201-20005

12LP

会員価格

2,241円（税込）

希望小売価格

2,801円（税込）

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）

内容量

15ml

（1滴の目安 約 0.05ml）

製品番号

201-20003

18LP

会員価格

3,132円（税込）

希望小売価格

3,915円（税込）

エッセンシャルオイル(精油)とは？
動物と同じように、植物にも数多くの外的脅威から自分の身を守るすべがあります。独特な香りや風味を放つことで、捕食昆虫
や細菌などの外的脅威を寄せつけないように身を守っています。その植物の芳香物質を凝縮した高濃度なエキス(液体)がエッセ
ンシャルオイル(精油)です。私たち人間はこうしたたくさんの植物由来のエッセンシャルオイルを、その香りを楽しんだり、作用を
日常的に活かすことを見出し、何世紀にもわたって利用してきました。

エッセンシャルオイルの働き
精油の香り成分は、ディフューザー等を使って拡散させることで鼻から入り、脳にすばやく認識されます。鼻に入った香り成分
は、まず嗅覚神経につながる粘膜に溶け込みます。そこで香りの情報は電気的信号に置き換えられ、嗅覚神経を通っておもに
感情や記憶をつかさどる大脳辺縁系へと届けられます。このようなコミュニケーションを通すため、精油の香りを嗅ぐとその鎮
静作用や活性作用によって気分をやわらげ、前向きな気分にしてくれることがあります。
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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)。

〔 替え蓋つき 〕
内容量

118ml

製品番号

201-20007

10LP

会員価格

2,133円（税込）

希望小売価格

2,666円（税込）

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。

製品番号

201-91533

10LP

会員価格

5,184円（税込）

希望小売価格

6,480円（税込）

付属品

専用ACアダプター、給水カップ

推奨水量

120ml

適用床面積

約6畳

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キャリア
オイルのキットセット。

製品番号

201-53776

100LP

会員価格 18,576円（税込）
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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
て評価されます。総合スコアには6～7個の要素が含まれ、それらの要素がオイルの信頼性、純度、効能の3つに集約されます。実
際に、使用するエッセンシャルオイルが4Lifeの基準に見合うかどうかを確証するため、原材料となる植物の詳細にまで遡って調
べます。4Life-PIQスコア90以上が理想とされており、4Life™ エッセンシャルオイルは全てその基準を満たしています。

簡単アロマケア
エッセンシャルオイルは、
シンプルに、簡単に生活に取り入れることができます。
お好みの香りを選んで、気軽にお楽しみください。
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。
アロマストーンやティッシュで
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ます。
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。
お風呂で
一日の疲れをとるバスタイムをリラックス空間に。
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。
セルフケアマッサージに
立ち仕事やよく歩いた日、運動後の疲れには、セルフケアマッサージもおすすめ。
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。

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。
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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アニマルヘルス
4Lifeトランスファーファクター® アニマルフォーミュラ
専売特許製品（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 E-XF、4Lifeオリジナルブレンド配合
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）
製品番号

201-28505

1缶/4.32kg/30回分

会員価格

17,658円（税込）

希望小売価格

20,466円（税込）

57LP

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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フォーライフ製品原材料索引
4Life® トランスファーファクター プラス® トライファクター®
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
4LIFEトランスファーファクター® トライファクター®
乳清粉末、卵黄粉末、マルトデキストリン、ゼラチン
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®
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
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®
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
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®
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、エルダーベリー濃縮果汁、
アサイ粉末、香料（ストロベリー、ラズベリー由来）、グリセリ
ン、増粘多糖類、ビタミンC、グリセリン脂肪酸エステル
4Lifeトランスファーファクター®リニューアルTM
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
4Lifeトランスファーファクター® リキッド
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
4Life® ナノファクター グルタミンプライムTM
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
4Lifeトランスファーファクター® カーディオ
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
4Lifeトランスファーファクター® ビスタ
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
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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
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®
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
ライトスタート®
マルチプレックス（ビタミン・ミネラル含有）
卵殻Ca、セルロース、酸化Mg、ビタミンC、ステアリン酸Mg、ビ
オチン、硫酸鉄、β-カロテン、ナイアシン、グルコン酸銅、微粒
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
ヘルスコンプレックス（植物成分含有）
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
4Life®トランスファーファクター プラス® トライファクター™
大豆抽出物（遺伝子組換えでない）、米ぬか抽出物、乳清粉末、
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、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
BioEFATM with CLA
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
4Lifeトランスファーファクター® PRO-TF® プロテイン・バニラクリーム
乳清タンパク、マルトデキストリン（遺伝子組み換えでないとう
もろこし由来）、卵白タンパク、コーンスターチ（遺伝子組み換
えでない）、こんにゃく粉末、乳清粉末、ヤシ油、食塩、コロハ
種子粉末、ライススターチ、卵黄粉末、香料（バニラ、クリーム
由来）、甘味料（スクラロース、アセスルファムK）、増粘剤（グ
ァーガム）
4Lifeトランスファーファクター® PRO-TF® プロテイン・チョコレート
乳清タンパク、マルトデキストリン（遺伝子組換えでないとうもろこし
由来）、卵白タンパク、ココア粉末、食塩、乳清粉末、ヤシ油、コーンス
ターチ、卵黄粉末、香料（チョコレート、クリーム由来、増粘剤（キサン
タンガム、CMC）、甘味料（スクラロース、アセスルファムK）
4Lifeトランスファーファクター® リヌーヴォ

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

4Life®トランスフォーム TM バーン
フルーツ抽出物（グレープフルーツ、オレンジ、ダイダイ）、カリウスフ
ォルスコリー根抽出物、アフリカンマンゴノキ種子抽出物、トウガラ
シ果実粉末、ショウガ根オイル、HPMC（カプセル）、ステアリン酸マグ
ネシウム、ナイアシンアミド、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2
D-エンザイムTM
パパイヤ果実抽出物、イヌリン、乳酸桿菌、ビフィズス菌、微結晶セル
ロース、マルトデキストリン、ビタミンC、増粘剤（CMCNa）、高級脂肪
酸、微粒二酸化ケイ素
BioEFATM with CLA
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
フレックス フォーライフ® クリーム
水、オリーブ果実油、グリセリン、ジステアリン酸ボリグリセリ
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、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、シリカ、リン酸3Ca、フェノキシエタノール、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、BG、
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
4Lifeフォーティファイ™
米、レンズ豆、豆など
ニュートラスタート® ココア
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。
カイトライト®
キトサン（エビ由来）、アロエ葉肉パウダー、ビタミンC、酸化防
止剤（エリソルビン酸）、ゼラチン
エナジースティックス・シトラス
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
エナジースティックス・ベリー
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
エヌミィ® フェイシャル クレンザー（洗顔料）
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
エヌミィ® リフレッシング トナー（化粧水）
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
エヌミィ® ライフC セラム（美容液）
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
エヌミィ® アイクリーム（目元用クリーム）
水、スクワラン、ステアリン酸グリセリル、ステアリン酸PEG100、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
エヌミィ® モイスチャーライザー（昼用乳液）
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
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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、パルミチン酸アスコルビル、ケイ酸(AI/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
エヌミィ® ナイトクリーム（夜用クリーム）
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
エヌミィ® ボディローション
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
エヌミィ® トランスファーファクター ハミガキ

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）
エヌミィ® シャンプー
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、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
エヌミィ® ヘアコンディショナー
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
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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
エヌミィ® ボディウォッシュ
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
4LifeTMエッセンシャルオイル Tファクター（ブレンドオイル）
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
4LifeTMエッセンシャルオイル クールタッチ（ブレンドオイル）
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）
4LifeTMエッセンシャルオイル リラックス（ブレンドオイル）
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）
4LifeTMエッセンシャルオイル レモン（シングルオイル）
レモン果皮油（果皮）
4LifeTMエッセンシャルオイル ペパーミント（シングルオイル）
セイヨウハッカ油（葉）
4LifeTMエッセンシャルオイル キャリアオイル
ヤシ油（果実）
4Lifeトランスファーファクター® アニマルフォーミュラ

乳清粉末、卵黄粉末、イノシトール6リン酸、ベータシシトステロ
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
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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 TEL：045 - 680 - 4811（代） FAX：045 - 680 - 4821代）
ご注文・お問い合わせは、ディストリビューターサービスまで

電話でのご注文
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0800-700-5433
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ウェブサイトでのご注文

FAX でのご注文
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0800-700-5444
または

045-680-4821
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