
ライン登録
ID：@lmo3941r

登録後、問診票が送られて
きますのでご回答よろしく

お願いします。

〜LINE登録・問診票⼊⼒の流れ〜
・上記のQRコードを読み取ります。
※LINEアプリの友だち追加を選択→QRコード読み取りで⾏ってください。

・TNYCのアイコンが表⽰されます。追加を選択してください。

・メッセージが⾃動送信されてきます。
※ご本⼈確認のため、必ずお客様のお名前をフルネームでメッセージ送信

をお願いいたします。漢字・ひらがな・カタカナは問いませんのでご協⼒を
お願いします。

・お名前を送信後にメッセージに添付されている、事前問診表を選択します。

・問診票⼊⼒画⾯に移動しますので、回答をお願いします。

⼊⼒後スタッフがお席までお伺いいたしますのでそのままお待ちください。

当院ではオンライン診療も⾏っております
ご⾃宅や職場へお薬をご郵送できます、ご希望の⽅はスタッフへお声かけください

・メディカルサプリメント
・飲む美⽩セット（トランサミン・ハイチオール・ビタミンC）
・症状に合わせた内服薬（疲労回復・筋⼒アップ・ダイエット…）
・成⻑ホルモン
・AGA
・アンチエイジングクリーム
・EGFローション・クリーム



酸化ストレス検査

酸化ストレスが蓄積すると老化や病気になりやすくなってしまいます。まず
はお身体のダメージ度合いをチェックし、定期的に抗酸化力の高い点滴療法を
行います。3か月後に効果判定検査を行い、体感・数値としての目で見てわか
る効果を実感いただけます。

⾎液中の濃度変化
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還元型ＣｏＱ１０
(脂溶性抗酸化物質)

酸化損傷

ビタミンＥなど
脂溶性抗酸化物質

ビタミンＣ
(⽔溶性
抗酸化物質)

⾎漿中のリン脂質過酸化
(PC-OOH)

酸化ストレス＝⾝体をサビつかせる物質です

お酒・たばこ・ストレス・紫外線・⼤気汚
染・⾷品添加物などいろんなものから⾝体
は影響を受け、バランスが崩れていきます



・ドックコース ￥44,000（税込）

酸化損傷・⽔溶性抗酸化物質・脂溶性抗酸化物質の測定項⽬のうち代表的な7項⽬
を検査します。結果を踏まえ、医師からお⾝体の状態解説（お時間10分程度）を⾏
います。さらに結果を踏まえ、1〜2週間に1回のペースで3か⽉間抗酸化⼒の⾼い
ブースター点滴（￥15,000/回）を投与していただきます。3か⽉後チェック検査を
⾏い、効果判定を⾏います。
※数値としての効果が得られなかった場合、チェック検査費⽤￥15,000は全額返⾦いたします。

・フルサポートコース ￥77,000（税込）

酸化損傷・⽔溶性抗酸化物質・脂溶性抗酸化物質の測定項⽬をすべて調べます。
医師からの結果説明に加え、お⾝体の状態・これから意識すべきポイントなどしっ
かりとご説明します。1〜2週間のペースで抗酸化⼒の⾼いブースター点滴
（￥15,000/回）を投与していただきます。3か⽉後チェック検査を⾏い、効果判定
を⾏います。
※数値としての効果が得られなかった場合、チェック検査費⽤￥15,000は全額返⾦
いたします。

酸化ストレス度 チェック ドック フル

酸化
損傷

尿中8-OHdG ● ●

尿中HEL(ヘキサノイルリジン) ●

尿中イソプラスタン ●

CoQ10酸化率 ● ● ●

LPO(過酸化物質) ●

水溶
性抗
酸化
物質

STAS ●

PAO ●

ビタミンC ● ● ●

尿酸 ●

葉酸 ●

脂溶
性抗
酸化
物質

ルティン＋ゼアキサンチン ●

β-クリプトキサンチン ●

リコペン ●

α-カロテン ●

β-カロテン ● ●

ビタミンA ● ●

トコフェロール(ビタミンE) ● ●

ユビキノール(CoQ10) ● ● ●

検
査
項
⽬
⼀
覧



CKD（慢性腎臓病）検査 ￥9,900（税込）

尿検査により、腎機能の低下の原因となるL‐FABPと、腎障害の指標である
ALB(尿中アルブミン）を組み合せることで、CKDの早期発⾒と重症化予防を⽬的
とした査です。

 CKDは腎障害や腎機能の低下を伴い腎不全へと進⾏していきます。腎臓は
⼀度壊れてしまうと回復することが無いため、腎臓が壊れてしまう前の段
階から予防することが重要です。

 CKDになると、⾼⾎圧、脳卒中、⼼筋梗塞、⼼不全、骨粗しょう症、動脈
硬化のリスクが高まります。また、腎臓での解毒作⽤がなくなり普段の⾷
事・薬・運動に制限が出てきます。⼈⼯透析を要する状態

※ CKD診療ガイドライン2009・糖尿病性腎症分類より参照

CKD（慢性腎臓病）とは

 CKDとは腎臓の働きの低下やタンパク尿といった腎臓の異常が続く状態
を指します。

 患者数は1,300万⼈以上と⾔われており、CKDの進⾏に伴う透析患者数も
増加傾向にあります。

CKDの診断基準と国内推計患者数

CKDは慢性に経過するすべての腎臓病を指し、国民の
8人に1人が罹患していると推計されています。

日本人成人の 8人に1人がCKD

CKDの定義

①腎臓の異常 (たんぱく尿がでる)
②腎臓の働きの低下

(GFRが60mL/分/1.73m＾2未満)

以上の両⽅またはどちらかが
３カ⽉以上続くとCKDと診断されます。

※ 2014年末の慢性透析患者に関する基礎集計(一般社団法人 日本透析医学会 統計調査委員会)、厚生労働省「平成26年度国民医療費」より引用改変

CKD



腸内フローラ検査 ￥39,600（税込）

腸管環境のバランスをお調べします。

遺伝・環境・感染・食事・抗生物質な
ど様々な影響でバランスを崩しやすい
腸内環境を調べ、炎症性腸疾患・糖尿
病・肥満・自閉症スペクトラム障害・
神経疾患・動脈硬化・気管支喘息・非
アルコール性肝障害・自己免疫性疾患
などのリスクを調べることができます。

腸内フローラとは？

私たちのお腹には、たくさんの細
菌がいます。中でも腸内の菌は腸
内菌と呼ばれ、種類は100種類・
その数はなんと100兆個にもなり
ます。これらの多種多様な細菌の
いる⼩腸の終わりから⼤腸にかけ
て“腸内フローラ”と呼んでいます。

快便
美肌

痩せやすい

感染症予防

アトピー・アレルギー予防

主な腸内細菌

おなかが張る便秘

肌荒れ痩せにくい

感染症にかかりやすい



認知症検査
“認知症”原因や種類は様々ですが、⽇本の認知症の約半数

を占めるアルツハイマー型認知症について、そのリスクを調
べることができます。認知症は時間の経過とともにアミロイ
ドベータペプチドという物質の蓄積により、神経細胞がダ
メージを受け発症します。下記の検査では、アミロイドベー
タペプチドの蓄積度合い・たまりやすい遺伝⼦型かどうかを
それぞれ調べることで認知症のリスクを予測することができ
ます。

各検査には医師の結果説明アフターフォローも含みます。

MCIスクリーニング検査
￥27,500（税込）

こちらの検査はアミロイドベータペ

プチドの蓄積度合いを調べます。蓄積度
合いを調べることで、認知症の前段階で
ある、MCI（軽度認知障害）のリスクを
調べることができます。MCIは日常生活
に問題はありませんが、放置すると5年
で50％近くが認知症へと進行してしまい
ます。

軽度認知障害(MCI)

短期記憶の喪失

【症状】

初期認知症

読解、物質意識
⽅向感覚の問題

【症状】

中期認知症

とっさの判断力
注意力の低下

【症状】

重度認知症

視覚の問題

【症状】

ApoE遺伝子検査 ￥22,000（税込）

こちらの検査は、アミロイドベータペプ

チドの蓄積・凝集にかかわる蛋白質の遺伝
子型を調べます。この遺伝子型は6パター

ンのタイプがあり、タイプによりアルツハ
イマー病発症への影響が約3.2～11.6倍も異
なることが分かっています。

スクリーニング・遺伝子検査セットコース ￥44,000



サプリナビ検査 ￥27,500（税込）

ビタミン・ミネラル・⾷物繊維これらすべてを⾷品から
適正量摂取するのはなかなか難しいものです。こちらの検
査では、お⾝体の栄養状態を把握できます。ご⾃⾝に不⾜
している栄養素を把握したい⽅や、サプリメントで補って
いる⽅はそれが正しいのかお調べすることもできます。

遺伝子検査 ￥55,000（税込）

こちらの検査は肥満・高血圧・心筋梗塞など生活習慣病との関連性の高い遺
伝子を分析し、お調べします。

○71種類の遺伝子の保有状況を測定

○14項目の生活習慣の遺伝的リスクを判定

○保有遺伝子に基づくアドバイス付報告書

個々人の遺伝的リスクに基づく
ライフスタイル・生活習慣を提案

•生活習慣病の予防・重症化予防
•自分にあったトレーニング方法

•自分が吸収しにくい栄養素を意識して摂
取する

「オーダーメード医療」の実現へ

遺伝⼦検査のポイント

抗酸化物質 フリーラジカルを消去する物質
⽔溶性 ビタミンC、尿酸、葉酸

脂溶性 ルティン＋ゼアキサンチン、β-クリプトキサンチン、リコペン、
α-カロテン、β-カロテン、VA(ビタミンA)、VE(ビタミンE)/コレ
ステロール、CoQ10

＜検査項⽬＞



ホルモンバランス検査 ベース￥7,700（税込）

ホルモンは“免疫”“代謝”“体の調節”に重要な働きがあります。このバランスは、加齢や

生活習慣の乱れ、ストレスにより崩れていきます。更年期障害・自律神経の乱れ等もお調
べすることができます。結果を踏まえた医師からの生活指導やご自身に合った最適な介入
方法もお伝えします。
※項目数・検査内容により追加料金がかかります

IGF-I
新陳代謝で重要なホルモン

DHEA-s
「ホルモンの源」と呼ばれ
る 重要なホルモン

※年齢とともにホルモンは減少していく

ホルモン 特徴 改善対策
IGF-I
※成⻑ホルモン

思春期ピーク
年齢と共に減少
運動不⾜で低下
新陳代謝を保つために重要

①規則正しい⽣活
※⽣活のリズムがホルモンの分泌に⼤き
な
影響を与える
②運動
※筋⾁トレーニングなどの無酸素運動が
効果的

DHEA-s
※性ホルモンの原料

20歳をピークに年齢と共に減少
若返りホルモン
カロリー制限で上昇

①規則正しい⽣活
②運動
③⾷事
④⼼理的要素
※恋愛や憧れがホルモン分泌に影響す
る

コルチゾール
※ストレスホルモン

ストレスで増加
朝⾼く、夜低い

①ストレス解消
②⽣活のリズムを整える

DHEA-s／コルチゾール⽐
※ストレス抵抗⼒

DHEA-sは免疫機能を⾼める作⽤
を持っているため、ストレスへ対
する抵抗⼒の指標

①コルチゾール分泌量を下げる
②DHEA-sの分泌量を増やす

＜検査項⽬＞



Lox-index検査 ￥16,500（税込）

※採⾎検査で簡単にお調べできます。



遅延型アレルギー検査

遅延型アレルギーとは、よく知られる即時アレルギーとは違い、IgG依存型

食物アレルギーのことであり、発現までに時間がかかることからこう呼ばれ
ます。発現までに早いものでも数時間から数日かかります。一般的なアレル
ギー症状以外にも片頭痛や慢性の蕁麻疹・消化不良・手湿疹・憂鬱・関節
痛・倦怠感・イライラ・集中力の低下など症状は様々です。原因がわからな
い慢性的なつらさ、何が原因かはっきりしていないアレルゲンを調べること
ができます。主な食生活に合わせて細かくお調べできます。

フルコース（全219項目） ￥49,500 （税込）

ハーフコース（120項目） ￥38,500（税込）

あなたは⾷べ物で病気になっていませんか？



※感度97.4% 特異度92.1%

超早期がんスクリーニング検査

全16項目（男女差あり）の疾患のリスクをお調べします。
肺がん/食道がん/胃がん/大腸がん/舌がん/肝臓がん/膵臓がん/腎臓がん/甲状腺が
ん/脳腫瘍/胆のうがん/前立腺がん/乳がん/子宮頸がん/卵巣がん/アルツハイマー
型認知症

気になる疾患3項目 ￥120,000（税込）

※さらに1項目毎に￥20,000で気になる項目をご追加いただけます

16項目（全項目） ￥300,000 （税込）

・感度が非常に高く、画像診断や腫瘍マーカーよりもより早期
の段階で発見可能
・ステージや腫瘍の大きさは関係なく検査可能
・再発を発見できる可能性も期待されています。

この検査の特徴

腫瘍マーカー

画像検査

超早期ガンリスク検査

ガン腫瘍の⼤きさ ⼩→⼤

テロメアテスト検査 ￥50,000

こちらの検査では、遺伝子の強度を調べることができます。結果
から冠動脈心疾患・慢性心不全・糖尿病・ストレス疾患・動脈硬
化・心筋梗塞・腎疾患などのリスクを調べることができます。



点滴メニュー
※価格はすべて税込です

疲労回復 ￥3,300
疲労回復効果のあるビタミンB1・デトックス効果のあるグリチロン・リラッ

クス効果のあるグリシンを配合。

疲労回復α ￥7,700

ベーシックな疲労回復点滴に加え、高い抗酸化作用を有するビタミン群やプ

ラセンタも追加配合。アンモニアや乳酸などの疲労物質の血中濃度が速やかに
低下することで、高い疲労回復効果を期待できます。

活力アップ ￥5,500

戦うためのホルモンを直接点滴で注入。集中力のカンフル剤として効果を期

待できるだけでなく、全身のだるさや食欲不振の改善効果も。さらにはビタミ
ンB1も配合されており、疲れにくい身体に。

高濃度ビタミンC ￥11,000

抗酸化物質の代名詞であるビタミンCを高濃度で配合。
体に蓄積している酸化ストレスをリセット。効果は2～4
週間。アンチエイジングやお肌のお悩みだけでなく、免
疫アップにも効果が期待できます。

※初回キャンペーン価格：￥3,300
お試しサイズで初回のお客様のみ￥3,300で提供いたします。

ブースター点滴 ￥16,500

抗酸化物質・アミノ酸・ビタミン・ミネラルをお客様個人のお悩みに応じで、
総合的に独自配合。お悩みを軽減するだけでなく、細胞機能を底上げし、“マ
イナスをプラスに”。体調に合わせて医師と相談しながら内容を決めます。
（カウンセリング費用込み）



自由診療メニュー

当院では成長ホルモン補充療法を行っております。

成長ホルモンは骨粗鬆症予防だけでなく筋力維持・
アンチエイジング・メンタルヘルス・睡眠の質の改
善にも効果が期待されています。ご興味のある方は
スタッフへお声かけください。

メディカルサプリメント
医療機関専門サプリメントを採用しています。

ご希望のサプリメント購入はもちろん、オンラ
イン診療によるカウンセリングからお客様に
あったサプリメントのご提案も行っております。

※料金詳細ページもございます。ご参照ください。

成長ホルモン補充療法

血液検査や尿検査・便検査で、より精度の

高い各種疾患に対するリスク評価を行うこと
ができます。また検査のみでなく、結果に合
わせたサポート体制も充実しております。

※詳細ページもございます。ご参照ください。

Lox‐index

CKD検査

超早期がん
スクリーニ
ング検査

他にも数種類
の検査があり
ます

疾病リスク検査

お客様個人のお悩みに合わせて医師が点滴内容をご提案します。

※詳細ページもございます。ご参照ください

点滴療法



自由診療メニュー

アンチエイジングクリーム ￥16,500（税込）

リピーター様多数！！トレチノイン軟膏・ハイドロキノン
軟膏を独自の割合で配合したクリームです。シミ・しわ・ニ
キビなどの皮膚のお悩みを改善し、お肌もトーンアップする
ことで若返り効果が期待できます。

日本初のアメリカ抗加齢学会施設認定を受けた「虎の門中村
康宏クリニック」中村康宏院長がオリジナルレシピで配合

雑誌“美ST”で当院の
アンチエイジングクリーム
が取り上げられました



EGFローション・クリーム
ローション：￥8,800（税込）/クリーム：33,000（税込）

TV番組でも取り上げられたEGFクリーム・ローションです。

背中やお尻、ご自身でも普段はあまり見えない場所ならではの
改善しにくいお悩み（黒ずみ・赤み・乾燥など）に最適です。

当院のEGFクリームを使⽤し、9⽇間で⽪膚状態の著明に改善する結果に！！



メディカルサプリメント

当院では、医療機関専門のサプリメントを取り扱っております。

医療機関専門サプリメントは品質だけでなく、体に最も働きやすい比率で配合され
ています。

※価格はすべて税別 30日前後単位の価格です

◎医師・看護師によるカウンセリング ￥3,000
医師・看護師によるカウンセリングにてお客様に合ったサプリメントをご提案さ

せていただきます。

※￥11,000以上（税込）お買い上げのお客様はカウンセリング費用を
無料にさせていただきます。

＜サプリメントメニュー＞
マルチビタミン＆ミネラル

脂溶性・水溶性ビタミンのセット

ビタミンC-400
ビタミンB群30
ビタミンD
美肌サプリ
グルコン酸亜鉛10
カルシウム＆マグネシウム
セレン
ヘム鉄
スーパーアンチオキシダント
スーパーレスベラトール
ダイエットサプリ
還元型コエンザイムQ10
食物繊維プラス
有胞子乳酸菌
オメガ3系脂肪酸プラス
必須アミノ酸

サプリメントはオンライン診療でもお買い求めいただけます。ご希望のお客様はスタッフ
へお声かけください。

￥10,450

￥4,290
￥1,650
￥1,650
￥8,250
￥1,650
￥4,290
￥1,650
￥4,400
￥8,800
￥16,500
￥8,250
￥4,950
￥8,250
￥4,400
￥7,700
￥9,350



NK細胞活性検査

NK細胞とは、免疫反応において重要な働きをしている白血球の細胞の一つで

す。ウイルス・細菌などに感染した細胞や一部のがん細胞に対して攻撃してく
れます。

免疫力は病気・加齢・ストレス・不適切な生活習慣などが原因で低下し、持病
の悪化・病気にかかりやすい・疲れやすいなど身体に影響を及ぼします。
また、20歳を過ぎた頃より低下し始め、40歳代で50％・70歳代で10％にまで低下
してしまうことがあります。

ＮＫ細胞活性検査は採血で、ご自身の免疫力の程
度をお調べします。ご自身の免疫力を知ることで、
健康のかじ取りができます。

高い結果の場合は維持を、低い結果の場合は免疫力
アップのための工夫が必要となります。

NK細胞＝免疫機能を司る重要な細胞

免疫⼒の総合基本評価基に加え、培養によるＴ細胞の増殖能
⼒を測定し、免疫⼒の包括的評価を⾏います。また、Ｔ細胞
増殖脳による免疫⼒年齢を判定します。

¥55,000（税込）



重金属ミネラル検査 ￥24,200（税込）

毛髪に蓄積された重金属やミネラルを調べ、慢性疲労の原因や栄養状態を調べ
ることができます

毛髪はご自身で簡単に採取できるだけでなく、長期的な体内情報量・食事や代謝
レベルの影響を受けない・含まれているミネラルが高濃度・含まれる有害金属の
値も血液の5～200倍と非常に高く、病気になる前の予防医学検査と位置づけられ
ています。

ミネラルとは

糖質・蛋白質・脂質・ビタミン
と並ぶ5大栄養素の1つであり、リ

ン・カリウム・カルシウム・亜
鉛・鉄・マグネシウムなどたくさ
んあります。ミネラルは人が生き
ていく上で欠かせない物質であり、
重（有害）金属の排泄にも欠かせ
ません。現代人は常にミネラル不
足です。

重金属とは
主なものは、カドミウム・水銀・鉛・ヒ
素・アルミニウムの5種類です。

これらが蓄積すると、骨が弱くなる・記
憶力の低下・不眠・集中力の欠如・頭
痛・攻撃的など様々な体への不調が出て
きます。

大気汚染・残留農薬・魚介類・ワクチン
などいたるところから体内に侵入してき
ます。

完全に遮断することは不可能なため、定
期的な測定・排泄を促すことが重要です。

ミネラルの働き低下
重⾦属の蓄積

結果に基づいたアドバ
イスを参考に、半年ご
との定期検査で⼼⾝と
もに健康に



網羅的な腫瘍マーカー検査

ＰｒｏＧＲＰ：肺がん
ＣＹＦＲＡ：肺がん
ＡＦＰ：肝臓がん
ＣＡ-19-9：膵臓・胆道がん
ＣＥＡ：胃・肺・大腸・乳がん
ＰＳＡ：前立腺がん
ＣＡ125：卵巣・子宮がん

がん検診の基本的な腫瘍マーカーを網羅的にお調べ
する検査です。

※腫瘍マーカーは経年的変化が重要となるので、年に1回の継続
的な検査がおすすめです。

※⻘：男性のみ ⾚：⼥性のみ

・2017年にがんで死亡した人は373,334人（男性220,398人、女性152,936人）
・2014年に新たに診断されたがん（罹患全国合計値）は867,408例（男性

501,527例、女性365,881例）
・2016年に新たに診断されたがん（全国がん登録）は995,132例（男性566,575
例、女性428,499例）

* 性別不詳があるため男女の合計が総数と一致しません。

1位 2位 3位 4位 5位

男性 胃 肺 ⼤腸 前⽴腺 肝臓 ⼤腸を結腸と直腸に分けた場合、結腸4位、
直腸5位

⼥性 乳房 ⼤腸 胃 肺 ⼦宮 ⼤腸を結腸と直腸に分けた場合、結腸2位、
直腸7位

男⼥計 ⼤腸 胃 肺 乳房 前⽴腺 ⼤腸を結腸と直腸に分けた場合、結腸3位、
直腸6位

ガンの統計

ガンの罹患数が多い部位

元データ：

※参考：国⽴がん研究センターがん情報サービス

地域がん登録全国合計によるがん罹患データ
¥11,000（税込）



CC

美白・美肌

トラネキサム酸
ビタミンＣ（250㎎）
グルタチオン
ハイチオール

疲労回復・パフォーマンス向上

ＢＣＡＡ製剤
カルニチン
グルタチオン
タウリン

￥3,300
￥3,300
￥4,400
￥3,300
※税込価格

￥440/1包
￥8,250
￥4,400
￥4,400
※税込価格

マジンドール
カナグリフロジン
ＧＬＰ－1

￥825
￥550/1錠
￥88,000～
※税込価格

ダイエット

自由診療 各種内服薬・注射薬

その他医薬品のビタミン・ミネラルなどもございます
お気軽にお問い合わせください



この度はマルチビタミンproをご購入いただき
誠にありがとうございます。

ご購入いただいたお客様にのみ、
メディカルサプリメントのご案内を

させていただいております。

当社CEOの中村康宏が院長を務める“虎の門
中村康宏クリニック”では医療機関専門の“メ
ディカルサプリメント”を取り扱っております。

メディカルサプリメントとは、医療機関のみ
で取り扱うことのできる、安全で質の高いサプ
リメントです。また天然由来の素材から作られ
ているため、合成サプリメントと比較すると吸
収率も高く、体内で利用されやすいことが分
かっています。

さらに、よりお客様個人に合ったサプリメン
トをご提案させていただくため、オンラインカ
ウンセリングを行っております。

医師・看護師がSkypeまたはFaceTimeでカウ

ンセリングを行い、サプリメントをご提案させ
ていただきます。

クリニックで取り扱っている様々なサプリメント、各種料金に関
しましては、同封しておりますメニュー一覧をご参照ください。

ご希望のお客様はこちらよりご連絡ください。
http://tnyc.tokyo

サプリメントは1年間の定期購入も可能となっております。
※定期購入されたお客様は年4回のカウンセリングが無料でついてく
るため、定期的に医師のフォローを受けていただくことが可能です。

※途中で解約される場合は別途解約料が発生いたしますので、あらかじめご了承ください。

当院ホームページの“お問い合わせ”より
サプリメント購入希望とご連絡ください。



[名称]酵母加工食品
[原材料名]酵母（ビタミンB2含有）、トロマイド（Ca・Mg含有）酵
母（パントテン酸含有）、酵母（ビタミンB6含有）、酵母（ビタミ
ンB1含有）、酵母（亜鉛含有）、酵母（ナイアシンアミド含有）、

酵母（クロム含有）、酵母（葉酸含有）、酵母（ビオチン含有）、酵
母（銅含有）、酵母（ビタミンB12含有）酵母（セレン含有）/結晶
セルロース、ビタミンC、レシチン（大豆由来）、HPC、ステアリン
酸カルシウム、微粒酸化ケイ素、イノシトール
[内容量]115.2g（0.32g×360粒）
[保存方法]高温多湿及び直射日光を避け、涼しいところで保存してく
ださい。
[販売者合同会社DXB]

[賞味期限]

お問い合わせ：03-6823-1409 MADE IN JAPAN

[ご注意]〇粒の表面に原料由来の点や色が見られることがありますが、問題あ

りません。〇水分の付着が変色などの原因となりますので、濡れた手などで触
れた粒は容器に戻さないでください。〇原材料のご確認をいただき、食物アレ
ルギーのある方、薬を服用中の方や通院中の方は、お医者様とご相談の上、お
召し上がりください。〇開封後はお早めにお召し上がりください。〇使用後は
蓋をしっかりと閉めてください。
食生活は主食・主菜・副菜を基本に食事のバランスを。

成分配合量/12粒3.84g当たり
エネルギー 13.90kcal たんぱく質 0.94g 脂質 0.23g 炭水化物
2.01g ナトリウム5.57㎎（食塩相当量0.01g）
水溶性ビタミン
ビタミンB1：50㎎ビタミンB2：50㎎ ナイアシン：30㎎パントテン
酸：50㎎ ビタミンB6：40㎎ビオチン：300μg 葉酸：400μg ビタミ
ンB12：100μg ビタミンC：500㎎カルシウム：100㎎ マグネシウ
ム：60㎎亜鉛：15㎎ 銅：1.5㎎イノシトール：25㎎ セレン：50μg 
クロム：100μg ホスファチジルコリン：35㎎
脂溶性ビタミン
成分配合量/１カプセルあたり
ベーターカロテン：5000μg ビタミンD：25μg ビタミンE：134㎎
ルテイン：1㎎ リコピン：3㎎

商品名：マルチビタミン＆ミネラル



[原材料名]植物油脂,ゼラチン,ビタミンC,グリセリン,乳化剤,ミツロウ,
着⾊料（マリーゴールド,トマトリコピン）,ナイアシン,ビタミンE,パ
ントテン酸Ca,乳酸Ca,パーム油カロテン,デュナリエラカロテン,ビタ
ミンB6,ビタミンB2,ビタミンB1,β‐カロテン,安定剤（アラビアガム）,
葉酸,ビオチン,酸化防⽌剤（V.E）,ビタミンD,ビタミンB12
[内容量] 440mg×30粒
[保存方法]高温多湿及び直射日光を避け、涼しいところで保存してく
ださい。
[販売者]合同会社DXB

[賞味期限]

お問い合わせ：03-6823-1409 MADE IN JAPAN

[ご注意]

成分配合量/

商品名：マルチビタミンpro



商品名：美肌サプリ

[名称]酵母含有食品
[原材料名]酵母（ビタミンB12含有）、酵母（ビタミンB6含有）、酵
母（葉酸含有）/ビタミンC、HPMC、ステアリン酸カルシウム、微粒
酸化ケイ素
[内容量]31.1g（0.37g×84カプセル）
[保存方法]高温多湿及び直射日光を避け、涼しいところに保存してく
ださい。
[販売者]合同会社DXB

[賞味期限]

お問い合わせ：03-6823-1409 MADE IN JAPAN

配合成分量/3カプセル1.11g当たり
エネルギー 4.62kcal たんぱく質 0.09g 脂質 0.06g 炭水化物
0.94g ナトリウム0.92㎎（食塩相当量0.002g）
葉酸：400μg ビタミンB12：400μg ビタミンB6：10㎎ビタミンC：
650㎎

[ご注意]〇酵母由来の原料を使用していますので、色調などに多少の

違いがありますが、品質には問題ありません。〇水分の付着が変色な
どの原因となりますので、濡れた手などで触れたカプセルは容器に戻
さないでください。〇原材料のご確認をいただき、食物アレルギーの
ある方、薬を服用中の方や通院中の方は、お医者様とご相談の上、お
召し上がりください。〇開封後はお早めにお召し上がりください。〇
乳幼児の手の届かないところに保管して下さい。
食生活は主食・主菜・副菜を基本に食事のバランスを。



商品名：ビタミンB群30

[名称]ビタミンB群含有食品
[原材料名] HPMC、レシチン（大豆由来）、ビタミンB6、パントテン
酸カルシウム、ビタミンB2、ナイアシンアミド、ビタミンB1、結晶

セルロース、イノシトール、微粒酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウ
ム、葉酸、ビタミンB12、ビオチン
[内容量]9.6g（0.32g×30カプセル）
[保存方法]高温多湿及び直射日光を避け、涼しいところに保存してく
ださい。
[販売者]合同会社DXB

[賞味期限]

[栄養成分表示]
1カプセル0.32g当たり
エネルギー 1.38kcal たんぱく質 0.13g 脂質 0.04g 炭水化物
0.13g ナトリウム0.11㎎（食塩相当量0.0003g）
配合成分量…ビタミンB1：30㎎ ビタミンB2：30㎎ ナイアシン：30
㎎ パントテン酸：30㎎ ビタミンB6：30㎎ ビオチン：30μg 葉酸：
300μg ビタミンB12：30μg ホスファチジルコリン：15㎎ イノシ
トール：15㎎

お問い合わせ：03-6823-1409 MADE IN JAPAN

[ご注意]〇水分の付着が変色などの原因となりますので、濡れた手

などで触れたカプセルは容器に戻さないでください。〇原材料のご
確認をいただき、食物アレルギーのある方、薬を服用中の方や通院
中の方は、お医者様とご相談の上、お召し上がりください。〇開封
後はお早めにお召し上がりください。〇乳幼児の手の届かないとこ
ろに保管して下さい。〇本品は多量接種により疾病が治癒したり、
より健康が増進するものではありません。〇1日の摂取目安稜を

守ってください。〇本品は特定保健用食品と異なり、消費者庁長官
による個別審査を受けたものではありません。
食生活は主食・主菜・副菜を基本に食事のバランスを。



商品名：スーパーアンチオキシダント

[名称]酵母エキス末含有食品
[原材料名] 酵母エキス末（酵母エキス、デキストリン）、CoQ10、フ
ランス海岸松樹皮エキス末/ビタミンC、HPMC、ビタミンE、ステア
リン酸カルシウム
[内容量]54.0g（0.36g×150カプセル）
[保存方法]高温多湿及び直射日光を避け、涼しいところに保存してく
ださい。
[販売者]合同会社DXB

[賞味期限]

お問い合わせ：03-6823-1409 MADE IN JAPAN

[栄養成分表示]
5カプセル1.80g当たり
エネルギー 8.03kcal たんぱく質 0.16g 脂質 0.21g 炭水化物
1.38g ナトリウム0.66㎎（食塩相当量0.002g）
配合成分量…ビタミンE：134㎎ CoQ10：30㎎ ビタミンC：1000㎎
グルタチオン（酵母由来）：25㎎ フランス海岸松樹皮エキス末
（ピクノジェノール）：25㎎

[ご注意]〇天然由来の原料を使用していますので、色調などに多少の

違いがありますが、品質には問題ありません。〇水分の付着が変色
などの原因となりますので、濡れた手などで触れたカプセルは容器
に戻さないでください。〇原材料のご確認をいただき、食物アレル
ギーのある方、薬を服用中の方や通院中の方は、お医者様とご相談
の上、お召し上がりください。〇開封後はお早めにお召し上がりく
ださい。〇乳幼児の手の届かないところに保管して下さい。〇開封
後は蓋をしっかりと閉めてください。
食生活は主食・主菜・副菜を基本に食事のバランスを



グルコン酸亜鉛
[栄養成分表示]１カプセル0.236g当たり
エネルギー 0.83kcal たんぱく質 0.00g 脂質 0.01g 炭水化物
0.19g ナトリウム0.10㎎（食塩相当量0.00025g） 亜鉛 10.0㎎ 銅
0.33㎎
〇亜鉛は皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、味覚を正常に保つ
のに必要な栄養素です。亜鉛はたんぱく質・核酸の代謝に関与して、
健康維持に役立つ栄養素です。

〇銅は、赤血球の形成を助けるとともに、多くの体内酵素の正常な働
きと骨の形成を助ける栄養素です。
〇1日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分の量が栄養素等表
示基準（18歳以上、基準熱量2,200kcal）に占める割合：亜鉛114％・
銅37％

[名称]グルコン酸亜鉛含有食品
[原材料名]難消化性デキストリン/グルコン酸亜鉛、HPMC、結晶セ

ルロース、ステアリン酸カルシウム、微粒酸化ケイ素、グルコン酸銅、
リン酸三カルシウム
[内容量]21.24g（0.236g×90カプセル）
[保存方法]高温多湿及び直射日光を避け、涼しいところに保存してく
ださい。
[販売者] 合同会社DXB

[賞味期限]

お問い合わせ：03-6823-1409
MAID IN JAPAN

[ご注意]〇水分の付着が変色などの原因となりますので、濡れた手な

どで触れたカプセルは容器に戻さないでください。〇原材料のご確認
をいただき、食物アレルギーのある方、薬を服用中の方や通院中の方
は、お医者様とご相談の上、お召し上がりください。〇開封後はお早
めにお召し上がりください。〇本品は多量接種により疾病が治癒した
り、より健康が増進するものではありません。〇亜鉛の取りすぎは銅
の吸収を阻害する恐れがありますので、過剰摂取にならないよう注意
してください。〇1日の摂取目安を守ってください。〇乳幼児・小児

は本品の摂取を避けてください。〇本品は特定保健用食品と異なり、
消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。
食生活は主食・主菜・副菜を基本に食事のバランスを。



ビタミンD

[栄養成分表示]１カプセル0.27g当たり

エネルギー 1.71kcal たんぱく質 0.10g 脂質 0.14g 炭水化物

0.03g ナトリウム0.02㎎（食塩相当量0.00005g） ビタミンD

25.0μg 亜麻仁油140㎎

[名称]ビタミンD含有食品

[原材料名]亜麻仁油/ゼラチン、グリセリン、ビタミンD

[内容量]16.2g（0.27g×60カプセル）

[保存方法]高温多湿及び直射日光を避け、涼しいところに保存してく

ださい。

[販売者] 合同会社DXB

[賞味期限]

お問い合わせ：03-6823-1409
MAID IN JAPAN

[ご注意]〇天然由来の原料を使用していますので、色調などに多少の

違いがありますが、品質には問題ありません。〇水分の付着が変色

などの原因となりますので、濡れた手などで触れたカプセルは容器

に戻さないでください。〇原材料のご確認をいただき、食物アレル

ギーのある方、薬を服用中の方や通院中の方は、お医者様とご相談

の上、お召し上がりください。〇開封後はお早めにお召し上がりく

ださい。〇乳幼児の手の届かないところで保管してください。

食生活は主食・主菜・副菜を基本に食事のバランスを。



TV番組でも取り上げられた
EGFが含まれるメディカルク
リーム・ローションです。
背中やお尻、ご⾃⾝でも普

段はあまり⾒えない場所なら
ではの改善しにくいお悩み
（⿊ずみ・⾚み・乾燥など）
にも、その他お顔や腕、様々
な⽪膚のお悩みに合わせて、
EGF/FGFなど成⻑因⼦を含め、
独⾃配合しております。

当院のEGFクリームを使⽤し
9⽇間で⽪膚状態の著明に改善する結果に！

今まで様々な化粧品・医薬品を使ってみてもどうにもならなかった
⽪膚トラブル、ぜひ⼀度ご相談ください！！

EGF配合ローション・クリーム
ローション：￥8,800（税込）/クリーム：33,000（税込）

多くお客様にご使⽤いただき、⾼い効果を実感いただいております



ダイエット療法

ダイエットに効果的な内服薬・注射薬を取り揃えております。

“ダイエットがなかなか続かない”
“我慢がストレスに”
“運動が苦⼿”

当院スタッフが無理のない、お客様に合ったダイエット療法を
サポートいたします。

内服薬剤
・αグルコシダーゼ阻害薬：

⼩腸からの党の吸収をおさえます
・SGLT2阻害薬：

⾎中の余分な糖分を尿中へ排泄させます
・防⾵通聖散：

体の⽔分循環を改善し便通にも効果があります
・⾷欲抑制剤：
マジンドール

注射製剤
GLP‐１：⽪下注射

インスリンの分泌を促す・⾎糖値を上げるホルモンを抑制する・胃からの⾷
物の排泄を遅らせることで⾷欲をおさえる

おすすめ基本セット
αグルコシダーゼ阻害薬・SGLT2阻害薬・防⾵通聖散

オプションセット
①基本セット+⾷欲抑制剤 ②基本セット+GLP-１

※各薬剤単体でも販売しております


