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■ニュートリミール
■オートミールレーズンバー
■Rev3

■バイオメガ
■コキノン30

■コキノン30
■ヘパシルDTX

■コキノン30
■プロフラバノール

C100

■プロコサミン
■アクティブ
カルシウム

基本栄養成分
エッセンシャル

グッドシンキング
肌の衰えや
肌色が気になるあなたに

物忘れ、ご家族の受験や
成績が気になるあなたに

身体の動きをスムーズに
したい方、四肢・節々
の不調を感じたら

喫煙や飲酒の習慣がある
　美容・代謝促進を
　 心がけているあなたに

最近「年かな」と気に
なりだしたあなたに
慢性疾患予防対策に

継続できるメタボ対策
■大地と太陽の恵み
甘藷若葉すいおう

肥満を解消したいあなたに
エネルギーアップ、疲労回復に

抵抗力アップ、美肌、老化対策、
体内浄化を目指すあなたに

目が疲れてかすみがちな
あなたに、目の老化が
気になりだしたら

サーキュレーションクリアビジョン

　　ウェイト
マネージングクレンズ

　アンチ
エイジング

　ビューティフル
ライフ

アクティブ
ジョイント

■ヘパシルDTX
■プロフラバノールC100
　　■ユサナ・プロ
　　　 バイオティック

ユサナ誕生のきっかけになった製品、それがエッセンシャルです。カラダの中で作るこ
とが出来ず、食べ物からしか摂取出来ない必須栄養素を、適切なバランスでまとめた
製品です。ビタミンと抗酸化物質供給のメガAO、ミネラル供給のマルチビタミンの二
つから成り立っており、ヘルスパックの骨格*をなすものです。誰にとっても必要な製
品、という意味を込めてエッセンシャル（＝絶対必要な）という名前を与えています。

基本栄養成分　エッセンシャル

*ヘルスパックは、エッセンシャルにプロフラバノールC100とアクティブ・カルシウムを追加した構成。

【製品番号】101　
【内容量】メガAO 113g (112粒)　
　　　　マルチミネラル90g (112粒)/箱

毎月お届けするニュースレター 4APRIL  2012

ユサナ製品をご愛用いただき、ありがとうございます。

ユサナはWTA（女子プロテニス協会）のオフィシャル・パートナーです

春の紫外線にご用心。

日焼け止め乳液

 サンセイ デイ・クリーム
【製品番号】302  

Daytime protective emulsion

一人ひとりのニーズに応える

8つの「ユサナスタイル」
基本のヘルスパック（エッセンシャル）と
応用（オプティマイザー）の組み合せで、
あなたに最適なスタイルが簡単に見つかります。

3号連載 2

あなたにあったユサナ製品選びをアシスト。

コキノン30は【細胞のエンジン、ミトコンドリアの燃料】

【製品番号】126　【内容量】67g（112粒）／１ボトルグッドシンキング　ギンコーPS
ギンコーPSは【脳のガードマン】
主成分のイチョウ葉エキス、ギンコライドとフラボノ
イドには、神経細胞の働きを保護し、脳や末梢神経
を拡張する作用があります。また記憶を収納する海
馬の委縮を抑制します。もう一つの主成分である大
豆濃縮物も、神経細胞の働きをサポートします。

＜こんな方におススメ＞ 
◆最近物忘れが気になる方
◆頭脳を酷使する仕事に従事
　されている方
◆受験勉強中の
　学生の方 
◆冷え性・肩こり　
　がつらい方

血液をサラサラにするだけでなく、DHAは
脳へエネルギーを供給し、認知能力をサポ
ートします。また神経細胞膜の流動性を維
持し神経保護機能も備わっています。
DHAの不足は、脳の機能低下を引き起こ
します。“脳への発電所”とも言えます。

＜こんな方におススメ＞ 
◆喫煙・飲酒の多い方
◆寝不足気味の方　
◆ぷりぷりなお肌を
　求める方

主成分のコエンザイムQ10は、
細胞のエネルギー産生活動を活発

にさせますので、細胞レベルで若々し
いカラダ作りをサポートします。

ヘパシルDTXは【肝臓強化マシーン】

＜こんな方におススメ＞ ◆飲酒の多い方
◆日常生活でストレスの多い方　◆肌荒れが気になる方

万能な解毒システムである肝臓を、日常のストレス、疲
労、喫煙、飲酒などによるダメージから守ります。不健
康な肝臓は消化酵素の生成を鈍らせ、栄養の吸収が
低下することで老化や疾病につながります。

＜こんな方におススメ＞ ◆疲労を軽減させたい方　◆代謝をアップさせたい方
◆脳や臓器、血管などを若 し々く保ちたい方　◆階段などで息が上がってしまう方

主成分のコエンザイムQ10は細胞そのものを元気にする
ことから、コキノン30はビューティフルライフ、アンチエイ
ジングにも入っている、健康のためのマルチプレーヤー
です。ストレスの多い現代人にはとても有効な成分です。

バイオメガは【血液のお掃除屋さん】

バイオメガは【血液のお掃除屋さん】

＜こんな方におススメ＞
◆中性脂肪が気になる方　◆視機能が気になる方

主成分のオメガ3脂肪酸は、血液の粘りの原因となる中
性脂肪や血中コレステロールを低下させ、伝達経路を
健康に保つ働きをします。７クリアビジョン、上のグッド
シンキングにもリストされる、多機能成分です。

【製品番号】123 【内容量】44.8g (56カプセル)/1ボトル

コキノン30は【細胞のエンジン、ミトコンドリアの燃料】

【製品番号】122　【内容量】93.6g(112カプセル)/1ボトルサーキュレーション　

バイオメガ

サーキュレーション　

　　　　　コキノン30

【製品番号】135 【内容量】51g(84粒)/1ボトルアンチエイジング　

ヘパシルDTX

アンチエイジング　コキノン30

＜こんな方におススメ＞   ◆脳の老化を防ぎたい方
◆暗記力を養いたい方    ◆魚をあまり食べない方

グッドシンキング　バイオメガ
【製品番号】122　【内容量】93.6g(112カプセル)/1ボトル

【製品番号】123 
【内容量】44.8g 
(56カプセル)/1ボトル
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（月～金 9:00～18:00/土日祝休）お問い合わせ
ご注文は…

当該週
当該週
当該週
当該週

当該週
当該週
当該週

5/7（月）以降

5/3（木）～5/6（日） 5/7（月）～
ポイント計上

当該週
当該週
当該週
当該週

ポイント計上出 荷 出 荷

2012年  ゴールデンウィーク　＜営業についてのお知らせ＞

＜ポイント計上・出荷スケジュール＞

お支払い方法

＜注意事項＞
●製品の出荷（平和島物流センター）について：カレンダー
通りとなります。（営業時間：9：00～18：00）
●週内の出荷をご希望される場合：5月2日（水）の午前11：
00までに、ご入金下さい。但し、午前11:00までにご入金い
ただいても、金額不足等弊社にて入金確認がとれない場合
には週内の出荷ができなくなる可能性がありますので、ご注
意ください。
●オートシップサイクル②（4/29週～）のお支払い方法が
ATM（銀行振込）の方は、できるだけ前週の4/27（金）まで
にご入金下さい。5月3日（木）～5月6日（日）は金融機関が
休業となり、当該週の営業は、5月1日（火）、5月2日（水）の
2日間のみとなりますのでご注意ください。
●5/3（木）～5/6（日）にオンラインで注文をされた方：コン
ビニカードでお支払いの場合は、5月7日（月）9:00以降お
支払いが可能となります
●コミッションのお支払日は、4/27確定は5/2（水）払い、
5/4確定は5/10(木）払いになります。

ＡＴＭ（全てのご注文）
コンビニカード（全てのご注文）
クレジットカード（ＦＡＸ、電話注文）
クレジットカード（オンラインからの注文）

当該週
当該週
当該週
当該週

当該週
当該週
当該週

5/1（火）以降

4/28（土）～4/30（月） 5/1（火）～5/2（水）
入 金 確 認

ポイント計上

当該週
当該週
当該週
当該週

ポイント計上出 荷 出 荷

日 月 火 水 木 金 土 
  4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28

  4/29 4/30 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5

   5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12

  

休業

休業

休業

休業（祝日） 休業（祝日）休業（祝日） 休業（祝日）

サイクル
①の週

サイクル
②の週

サイクル
③の週

オートシップ
サイクル②
ゆうちょ銀行
自動引落日

オートシップ
サイクル②
内容変更締切日

オートシップ
サイクル④
内容変更締切日

オートシップ
サイクル③
ゆうちょ銀行
自動引落日

オートシップ
サイクル③
内容変更締切日

＊サイクル③(5/6週）でお支払いがゆうちょ銀行の
自動引落としの皆さまへ
ゴールデンウィーク中につき、製品の出荷が5月10
日以降となりますので予めご了承下さい。

休業
5/2（水）又は
5/7（月）以降

5/2（水）以降
5/2（水）以降

休業 5/8（火）以降

5/19 土東京 5/20日大阪
プロダクト・フェア開催

ユサナと第三者機関

ユサナは、研究開発や教育、啓蒙の為に、第三者研
究機関とのコラボレーションを大切にしています。最
近新たにパートナーとなったソルトレイク・シティの
整形外科専門病院は、老化とともに多くの人が悩む
変形性関節症のスペシャリストです。

「私達は、不健康に永く生きてしまっている」
　　　　　　　　　　　　　　　　－マイロン・ウェンツ博士

現在先進国の多くが、急速に高齢化へ進んでいます。
　特徴は： 5人に1人が65歳以上
 65歳以上の人口の内、4割が1つ以上の疾病を抱えている
 85歳以上の人口の内、9割が1つ以上の疾病を抱えている
 人生最後の10年間は、何かしら疾病に苦しめられている

産業革命以来、人類の寿命は急速に延びて来ましたが、もうこ
れ以上は延ばせないと言われています 。大切なことは、健康な
期間（＝ヘルススパン）を延ばすことにつきます。ヘルススパン
は、遺伝的要因、生活環境、ライフスタイルで変化します。遺伝
的要因は別として、生活環境とライフスタイルを見直せば、ヘル
ススパンをコントロール出来るのです。
※ 今生まれて来ている新世代は、現代の栄養価の低い食生活によって、初めて寿命が縮
んでいくのを経験する世代だと言われています。

加齢とともに起こる最も顕著な問題は変形性関節症です。この症状に悩む人は急
増しており、毎年45万もの人々が新たにこの問題に直面しています。軟骨と骨の退
化、筋肉の弱体化、関節のずれ、急速な体重増加などがこの問題を加速させます。

ユサナはこの点に着目し、整形外科専門病院とのコラボレーションに至りました。
当院の医師達とユサナの科学者達は、以下を大切に考えています。
● 健康的な体重管理  ● エクササイズで体脂肪率を増やさない
● 外傷を負わないように気をつける  ● 健康的でバランスの取れた食生活

もちろんサプリメントの活用も大切であるという共通認識を持っています。
理想のサプリメントは： ● ビタミンDが豊富
● 魚油とその他必須脂肪酸  ● 軟骨、関節を守るサプリメント

ユサナ「8つのスタイル」を連載中の
ユサナニュースをテキストにセミナーを開催。

＜お楽しみイベント＞
チーム対抗(?)
ゲーム大会を
企画中！

● 8つのスタイルコーナー
● 試飲試食コーナー
● アンケートに答えて
　おみやげをゲット

いつまでも健康的に歩くことが出来る関節を維持するには、ユサナのマクロ・オ
プティマイザーで体重管理をしながら、ヘルスパック・エッセンシャルは勿論の
こと、バイオメガとプロコサミンをしっかり使うことが良いということです。今後
のユサナと整形外科専門病院との更なるコラボレーションにご期待ください。

新連載

“TOSH”整形外科専門病院

ご来場いただいたゲストの方に、
すいおう、Rev3、プロバイオティックを
各1包ずつプレゼント

ゲストプレゼント


