
現代人をサポートする栄養補給の新スタイル

栄養補給食品

「マインドワークス」と「ニュートリフェロン」が

ガムとキャンディー
になって新登場！

2017年

10月 20日
発売

同時購入3袋 ごとに10％OFF

キャンペーン価格（3袋）

￥8,100（BV 5,670）

10月20日（金）～10月31日（火）

新発売を記念して、まとめ買いがお得。
期間限定のこのチャンスをお見逃しなく！

マインドワークス（タブレット）を
期間中購入累計 3個 ごとに
マインドワークス ガムを

1袋プレゼント

ニュートリフェロン
（タブレット・グラニュール・キャンディー）、
ビフィズスを同製品同時購入 5個 ごとに

1個プレゼント

同時購入4袋ごとに
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マインドワークスイヤー“拡販”キャンペーン “守る力”キャンペーン

マインドワークス ガム

￥900 
お得！
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ごとにごとにごとにごとに

（BV 6,160）（BV 6,160

ごとに

（BV 6,160）（BV 6,160

キャンペーン価格（5袋）

（BV 6,160）

ごとに
袋プレゼント

キャンペーン価格（5袋）

（BV 6,160

ごとに
袋プレゼント

ニュートリフェロン キャンディー
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11月1日（水）～1２月31日（日）

マインドワークスニュートリフェロン

現代生活に不可欠な
“健考”をサポート！

判断力が
不安な年齢に
なってきた

集中力を
持続させたい

最近、
記憶力に自信が
なくなった

寒い季節の
体調管理に
気を配っている

いつも
すこやかで
いたい

季節の
変わり目もスッキリ
過ごしたい

ストレスや心身の疲労が蓄積しがちな日々の中で、

老若男女を問わず高まっているのが健考意識です。

働き盛りのビジネスマン、勉強に励む受験生、加齢に伴ううっかりなどが気になる世代にも、

充実した前向きな毎日を楽しむカギとなるのが健考力。

「マインドワークス」が冴えわたるいきいき実感をサポートします。

現代人特有の不調から身を守る、
“守る力”をサポート！
体に備わっている守る力の低下が懸念される現代、

ストレスや食生活の乱れなど種々の要因によって

抵抗力が弱まると、不調を招きがちです。

季節や気温などの環境変化に関係なく、いつも健康で快適な生活を送るためには、

体本来の守る力をしっかりと引き出すことが大切です。

新製品発売記念スペシャルオファー 

11月からのキャンペーン

〈紹介者〉
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※記載の価格はすべて消費税8％込みです。※SN価格は会員用です。※BVはボーナス計算用の値です。※製品写真の大きさの比率は実際と異なります。
※このキャンペーンは会員の方が対象です。※1回のご注文でSN金額3万円未満の場合は、別途510円の配送料がかかります（定期便を除く）。
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“噛む”ことは脳を刺激し、勉強などの能率アップやリラックスにつながるといわれています。

栄養補給の新スタイルで、いつでも手軽に！ 効率よく！

ニュートリフェロン  　  舐める で、より積極的に健康維持

メントール配合でのどスッキリ！ シュガーレスタイプ

ニュートリフェロン 
キャンディー

製品コード：2616
内容量：180g（約45粒）
参考小売価格：￥3,080
SN価格：¥2,200
BV：1,540

“健考”力を支える
独自の植物混合物を配合

「マインドワークス」

特別な比率で配合した４種の植物混合エキスで
体に備わった“守る力”に働きかける

「ニュートリフェロン」

記憶や集中力を応援 ガラナエキス

南米原産のカエデ科の植物。乾燥させたガラナ
の種子は、現地では食品や飲料、薬の原料として
伝統的に多用されています。また、ガラナエキス
を使った臨床データでは、記憶や集中力、注意
力、認識速度などに関する報告があります。

葡萄ポリフェノールの中でも、特にシャルドネの種子
は健考な巡りに関わるエピカテキンを多く含んでい
るといわれています。シャクリーは、最新の脳科学
と独自のテクノロジーを結集させて、その有用性を
高めるシャルドネ葡萄種子エキスを開発しました。

“健考”な巡りに関わる注目株 シャルドネ葡萄種子エキス

シャクリー ディファレンス シャクリー ディファレンスシャクリー独自の“マインドワークス スマートブレンド” -MindWorks Smart Blend™※-

現代人こそ上手に活用したい植物エキス

私たちに本来備わっている守る力を生かすために、シャクリーがこだ
わったのが植物の力。「ニュートリフェロン」は、数百種類もの植物から
選び抜かれた4種類の植物混合エキスが主原料。カボチャの種子、ベニ
バナの花、オオバコの種子、スイカズラの花、この4種類を独自の特別な
比率で組合せることで、守る力をサポートします。

植物が持つ力を研究してきたシャクリーならではの「4つの植物混合エキス」

※シャルドネ葡萄種子エキス末とガラナエキス末を中心に、ブルーベリー粉末、グリーンコーヒー豆エキス末をブレンドした植物混合物

１日目安量

3粒

「マインドワークス」をガムにしました
“舐める”ことは唾液の分泌を促し、健康へのさまざまなサポート効果が期待できます。

「ニュートリフェロン」をキャンディーにしました

唾液は抗菌・洗浄、エイジングケア効果など、健康と若さにとって欠かせない重要な働きで知られています。
「ニュートリフェロン キャンディー」は、厳選した 4種の植物を独自に組合せたエキスを配合し、
“舐める”形状にすることで、より積極的に守る力をサポートします。

カボチャ
の種子

オオバコ
の種子

ベニバナ
の花

スイカズラ
の花

主原料
植物混合エキス（カボチャの種子、ベニバナの花、オオバコの種子、
スイカズラの花）

１粒（4g）当たりの栄養成分

エネルギー  10.3kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g

炭水化物  3.9g
ナトリウム 0mg
糖類、ショ糖 0g

１日目安量

４粒

いつでも手軽に「健考力」
チャージ！

噛むことは勉強・仕事の能率アップやひらめき、気分転換、眠気防止などをサポートすることが報告されています。
「マインドワークス ガム」は、脳科学とテクノロジーを結集した独自の植物混合物を原料に、
“噛む”形状にすることで、より効率よく健考力をサポートします。

集中力やひらめきがほしい、仕事や勉強の
能率を上げたい、リフレッシュしたい時など、
家だけでなく、オフィスや学校、外出時も
手軽に携帯。いつでもどこでも噛んで、
手軽に健考サポート。

レモン＆ローズマリー風味で集中力や記憶をサポート
脳研究でも注目されている、体や心への香りの働きかけにも着目。
集中力や記憶力との関連性で話題のレモン&ローズマリー風味も健考力をバックアップします。

マインドワークス ガム

数量限定

製品コード：2615
内容量：40粒
参考小売価格：￥4,200
SN価格：¥3,000
BV：2,100

主原料
植物混合物*  （シャルドネ葡萄種子エキス末、ガラナエキス末、ブルー
ベリー粉末、グリーンコーヒー豆エキス末）、レモン果汁粉末、レモン
果皮粉末、ローズマリー抽出物、ビタミン（B6、B12）、葉酸

１粒（1.2g）当たりの栄養成分表示

エネルギー 2.66kcal
たんぱく質 0.01g
脂質 0.05g
炭水化物 0.80g
* MindWorks Smart BlendTM 57.5mg

食塩相当量 0.001g
ビタミンB6 5mg
ビタミンB12 125μｇ
葉酸 200μｇ

マインドワークス 　   噛む で、より効率よく“健考”サポート

体調を崩しやすい季節の変わり目や、空気の
乾燥が気になる場所、人混みなどでも手軽に
舐めてのどを潤し、守る力をサポート。通勤、
通学、アウトドアや旅行、また、忙しい家事
の合間など、いつでもどこでも !

植物エキスの自然な味わいに、メントールでさわやかさをプラスしました。
シュガーレスで甘さは控えめ。小分けの持ち運びにも便利な個包装になっています。

体調を崩しやすい季節の変わり目や、空気の
乾燥が気になる場所、人混みなどでも手軽に

家事

いつでも手軽に「守る力」
チャージ！

植物混合物*  （シャルドネ葡萄種子エキス末、ガラナエキス末、ブルー
主原料
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ことは脳を刺激し、勉強などの能率アップやリラックスにつながるといわれています。ことは脳を刺激し、勉強などの能率アップやリラックスにつながるといわれています。ことは脳を刺激し、勉強などの能率アップやリラックスにつながるといわれています。ことは脳を刺激し、勉強などの能率アップやリラックスにつながるといわれています。ことは脳を刺激し、勉強などの能率アップやリラックスにつながるといわれています。ことは脳を刺激し、勉強などの能率アップやリラックスにつながるといわれています。




