
13種類の必須ビタミン 

ビタミンＡ （ベータカロチン） 

ビタミンＢ１ Ｂ２ Ｂ５ （パントテン酸） 

Ｂ６ Ｂ１２ ナイアシン 葉酸  

ビタミンＣ ビタミンＤ３ ビタミンＥ 

ビタミンＨ （ビオチン） ビタミンＫ 

バランスのとれた酵素 

パパイン （パパイヤ酵素）  

アミラーゼ （でん粉分解酵素）  

リパーゼ （油分分解酵素） 

プロテアーゼ （蛋白質分解酵素）  

セルラーゼ （セルロース分解酵素）  

ブロメライン （パイナップル酵素） 

オメガ必須脂肪酸 
天然の豊富なミネラル 

カルシウム 鉄 マグネシウム  

亜鉛 セレニウム 銅 マンガン 

クロム 塩素 ナトリウム カリウム  

７２種類以上の自然ミネラル 

イオン化合物 

ハーブ・グリーンフード 

水素サプルメントが他

の栄養素の吸収を手

助けしますので、同時

にお摂りください。 

トレース・ミネラル・リサーチ社のエレクトロ・

ビタミンはアメリカで２５年以上の経験と実績

があります。中でも「デイリー５」は特に総合

必須栄養素をバランスよく配合した最適の

マルチ・サプルメントです。 

アメリカ、ユタ州、グレイトソルト

レイク湖の１万年前の太古の

土壌から採掘されたミネラルが

バランスよく含まれています。 

酵素が消化を促

進し代謝を手

伝ってくれます。 

ハーブと海草藻類がブレン

ドされておりストレスを軽減

させ免疫力を向上させてく

れます。 

オーガニック・フラックスオイル 

 （亜麻仁油） シード・パウダー 

オメガ ３－６－９ のバランス 

のとれた脂肪酸 

オメガ３ – α-リノレン酸 など 

オメガ６ – アラキドン酸 など 

オメガ９ – オレイン酸 など 

空腹時ではなく食事と

いっしょに１日２～３粒

お摂りください。 

アルファルファ 麦 ケルプ （こんぶ科） 

スピルリナ （藍藻） クロレラ （緑藻）  

シトラスバイオフラボノイド （柑橘類）  

ギシギシ （タデ科） アセロラチェリー  

クロロフィル （葉緑素） バラ 青緑藻 

水素くん 

開封後は 

要冷蔵 



Rich Natural Minerals 

13 Essential Vitamins 
Vitamin A (Beta Carotene) 

Vitamin B2, B5  (Pantothenic Acid) 

Vitamin B6, B12, Niacin, Folic Acid  

Vitamin C, Vitamin D3, Vitamin E 

Vitamin H (Biotin), Vitamin K 

Essential Enzymes 
Papain (Enzyme from Papaya)  
Amylase (decomposes Starch) 

Lipase (decomposes Lipids） 

Protease (decomposes Proteins）  

Cellulase (decomposes Cellulose）  

Bromelain (Enzyme from Pineapple) 

 

Omegas Fatty Acids 

Calcium,  Iron,  Magnesium 

Zinc,   Selenium,  Copper 

Manganese, Chromium, Chloride 

 Sodium, Potassium  

Separate Hydro-

gen Supplement 

can help absorb 

more nutrients.  

Electro-Vita-Min DAILY 5 is the original 
food-based multi with over 25 years on 
the market! It is a powerful multi, which 
provides a complete synergistic blend of 

the 5 most important nutrient catego-
ries. 

A complex of over 72 

naturally occurring ionic 

trace minerals from the 

Great Salt Lake in Utah. 

Enzymes help 

improve di-

gestion and 

metabolism.  

Blended with herbs and 

green foods, to reduce 

stress and improves im-

mune system.  

Omegas 3-6-9 Essential Fatty Acids 

from organic flax oil seeds powder 

 

Omegas 3 – α-Linolenic acid, etc.  

Omegas 6 – Arachidonic acid, etc. 

Omegas 9 – Oleic acid, etc. 

Take 2– 3 tablets 

daily, with sepa-

rate meals. 

Alfalfa Leaf, Kelp  
Acerola Cherry Concentrate 

Chlorella Algae,  Wheat Grass 

Blue Green Algae,  Chlorophyll 

Citrus Bioflavonoids Complex 

Yellow Dock Root,  Rose Hips  

Hydro Boy 

Keep in refrigerator 
after unsealing 

the bottle 

Herbs & Green Foods 


