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          皆さん、こんにちは！     
私は、エニーバ社の 
ミッションでもある 
“LIFE-CHANGING ラ 
イフ・チェンジング”な 
製品を世界中に届け

なければいけないと強く感じる今日こ
の頃です。価値がある情報、効果ある
栄養素を提供することが人々がより健
康で生活できることのサポートになる
と信じています。ENIVAのスペルを逆
から読むと A VINE となり、これは大
自然を生きる植物の「つる」を表してい
ます。私達が「つる」となって、さまざま
な人達へ必要な栄養素が行き渡るよ
うサポートをしていきます。多くの人達
が、より健康になる方法を探している
ことでしょう。しかしながら、そのほと
んどが、思うように結果を出すことが
できず葛藤していることと思います。
エニーバはそんなあなたのサポートを
するためにあるのです！そして、あな
た自身もそのサポートができます！も
し、あなたの周囲で健康に対して悩ん
でいる方がいれば、ぜひエニーバの
体験談を聞かせてあげてください！
人間の身体が必要とする栄養素を正
しいバランスで与えることができるの
がエニーバなのです！きっとエニーバ
で素晴らしいことが起こるでしょう！ 

 

心を込めて、Dr.ベンより 
     

  
ベンジャミン･ベックラー最高医務責任者 

 

市販のサプリメントの７割がタブレットや錠剤で販売されているのはご存

知でしょうか？そして、それらが普通の健康状態である胃腸で消化す

ることが困難だということを？消化が困難となると、いくら“サプリメント”

と銘打っていても、あなたの身体にとってあまり効果は期待できませ

ん！残念なことに、医薬品関係の企業にとってこれは周知の事実なの

です。知ってながら、Advil（アメリカの大手痛み止め薬）は、最近液状

のカプセルの販売を始めたのです。「液状は早い！“Liquid is Fast”」

と。痛みは早く治めたいという消費者の願いと液体が早く効果を出すと

いう事実の兼ね合いで、今では殆どの企業が液状カプセルを出してく

るようになりました。しかしながら、毎日必要なマルチビタミンやミネラル

サプリメントとなると、一般的に販売されているものはやはり、 タブレット

や錠剤が現在でも主流となっています。残念ながら昔の研究が基本と

なっているためです。ただ、それらのタブレットや錠剤が胃腸の中で分

解したとしても、成分が効果的に消化されるためには結局液状になっ

ていなければなりません。このような製品では、いくら“健康”を表に出

していたところで実際の効率を考えた場合そうとも限らないのです。 
 

「Good News」です！エニーバはサプリメントの先端をいっていること、

つまり液状であり、かつその液状が、身体が効率よく消化できる準備

（分解済み）が出来ていることです。ただの液体ではありません。エニ

ーバ社製品は有効的で人間の身体に健康を促すサポートができるの

です。 

 

 

エニーバ社の製品はは安全性、品質、そして効果において
保証されています。当社製品の開発や、改良は常に以下の 
3点に従って実施されています。 

 ：人間の身体に優しい 

 ：自信をもち常に良い製品を作るため 

に改良を重ねること 

 ：身体に最も効果的な影響 
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エニーバの話を聞いて、「良さそう
だな！」と思って登録してバイブを
買いました。その後、次々に出てく
るプロモーション！キュープラスを
買うとアイヘルスがもらえるなんて
～！！！オートシップを 7日にする
だけでスリムがもらえるなんて！な
んて素敵な会社なの～！と思いま
した。他社のサプリを飲んでいまし
たが、すべてエニーバに切り替えま
した。価格表を見て、卸値で買う方
がお得？と思い、卸値で買う方法を
確認しました。製品も良いし、お友
達に教えてあげようかな♪と思いま
した！そんな時、友だちに「今、サ
プリは何を飲んでいるの？」と聞か
れ「エニーバだよ。説明を聞いてみ
たら？」と言うとすぐに予定を合わ
せてくれてすぐに登録！ 
お友達と会うときに、「良いもの見つ
けたよ～」と気軽にお伝えしていま
す。ある友達には「なんでもっと早く
教えてくれなかったの～～～」と言
われてしまいました（汗） 
素晴らしい製品が安く買えて、プレ
ゼントもたくさんもらえるエニーバ、
最高です！     !"#さまより$
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 喫煙と VIBEについて 
 

厚生労働省「最新たばこ情報」によると、この 20 年間で日本人の 喫煙

率が男性は 82.3%⇒32.2%、女性は 15.7%⇒10.5%にこの 20 年間で減

少したとありますが、残念ながら日本は「ヘビースモーカー」としても海

外でも有名になっています。タバコは、フリーラジ カルといって体内の 

       劣化を促進させてしまう影響があり ます。つまり、身体の老 

       化を促進するのです。この体内の劣化を食い止めることが 

       出来れば、誰もが嬉しいはずですよね?VIBE はこのフリ ー 

       ラジカルと戦う作用があります!!つまり、劣化した 細胞を修 

       復し、そして劣化を 防御しようとサポートします。喫煙者に 

       は、ぜひ VIBE をお勧 めしてみてはいかがでしょうか? 
!
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身体の内側から綺麗になるために 
!

エニーバのデトックスプログラムで

結果がここまではっきりと出てくる

ことに驚いています。1週間で 7

ポンド（約３キロ）減量しました！

身体全体がリフレッシュしたような

すっきりした感じです!   

        フロリダ出身 A さん

このプログラムで 3ポンド

（約１．５キロ）＆ウエストサイズも

落ちました！天然成分でかつプロ

グラムも簡単に出来てとっても感

謝しています！体も気分も今まで

より調子がよく体力も少し付いたよ

うです。この機会にこれからの食

事もヘルシーなチョイスでいこうと

思います！ ミネソタ出身 L.N さん  
!
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  “VIBEは栄養補助食品業界では、他の製品とは全く 

         比べ物にならない製品だよ！” 

                      ジェームス・セド医師より
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残りの夏をスリムに過ごしたい！ダイエットをしなくちゃ！ 

暑い中の外出は汗もかく！汗の匂いも気になる!飲みすぎ！ 

外は交通量が多く空気が汚れている場所に行くことがある！ 

体に害はないかしら？と思っているあなたにはこのセット 
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Y.T さま、コメントありがとうございました! 
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ジャパン･コンダクター 

（日本時間受付対応） 

EMAIL: enivajapan@gmail.com 
 

エニーバ･カスタマーサービス 

(アメリカ･ミネソタ州時間対応) 

EMAIL: ｊapan@eniva.com 

FAX: 0-800-100-0073 
!

重要なお知らせ 

 価格調整：7月 1日より実施 *8月 1日に変更 
 定期購入（オートシップ）の一律化：8月より 
全オートシップが 7日発注 

＊7月は 21日に設定している方が自動的に 14日に移動となります。 
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「この度 ＲAを獲得できとても嬉しく思ってます。 
私はエニーバと関わり、製品を通してたくさんの 
方と出会いました。またグループの方から、製品 
の素晴らしい体験談を聞くことができ、エニーバ 
との出会いに感謝しています。これからも、製品 
を通じて素敵な出会いを繋げていきたいと思って 
ます。今後ともよろしくお願いします。」 
 

      Hirao さま、コメントありがとうございました！ 
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クリスタル･ペイパーウェイト

と賞状が送られました! 
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エニーバ独自に開発された水!ミネ

ラル豊富で浸透力が抜群!あなた

の身体を一瞬で潤す!!

  

酸素や栄養素を体の隅々まで行き届か

せ、身体の老廃物を除去するサポート

があります。「生きた水」とは、このエニ

 ーバの水のことです!!
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日焼けから守る＆日焼け後のケ

アに最適な１本!あなたの肌を優

しく潤す! “日焼けにはこのスプレーがピ
ッタリだわ!日焼けする前に肌を十分潤すこ
とで肌への負担も減るように感じたわ。更
に、日焼けしてしまった後もスプレーをつけ
ただけで、意外に早く治まったの!私の夫も
すごく気に入っているの!!  “   
                 ダイアンさんより 
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ガルシニア・カンボージャ 

食欲抑制＆炭水化物を脂肪として

蓄積されるのをストップ!! 

ラズベリーケトン 

代謝の活性化!!  

グリーン・コーヒービーン 

脂肪細胞を最初に燃やす!! 

虫除けサポート蚊を寄せ付けな

い!ご存知ですか?ビタミン Bが

虫除けに働く効果がある驚きの

事実!http://bit.ly/VitBMosquito 
皮膚からの発刊作用によって本来であ

れば蚊が好む二酸化炭素が体内よりで

てくるのですが、ビタミン Bが排出され

るときの特殊な匂いが二酸化炭素をカ

バーするサポート  をしてくれるようです。

 

 ４つのパワーブレンドが１つになっ  

 た！これ１杯であなたの体を覚醒。 
 エナジー・アップ・ブレンド 

 抗酸化パワーアップ・ベリー（果

実）ブレンド 

 集中力＆活力アップ・ブレンド 

 タンパク質スタミナ・ブレンド 

疲れを感じるとき、また運動前に!
ウルトラショットでエナジー"#$$!

身体にたまった毒素を出して 
綺麗な身体を作り上げる!! 
天然パワー・デトックス

喫煙者、お酒がお好きな方、ダ 

イエットにご興味のある方には、 

デトックスをお勧め。体内を清 

浄することで、日頃からたまっ 

ている毒素を排出できます。 

またデトックス後、ダイエットに 

効果的なサプリメントをとるこ 

とで効果 UPが期待できます。 

!

 夏休みが終わり子供たちが学校へ
 

「子供が食べるものがどのように学

校生活に影響するのか？」というこ

とを考えたことがありますか？統計

によると、1日に必要な栄養を摂取

している子供達は半分にも満たな

い、という統計が出ています。子供

のころに栄養失調に陥った場合、

行動が乱雑になり、年齢を重ねる

につれてひどくなる可能性があると

いうリポートが出ています。 

：さまざまなミネラルや

ビタミンがバランス良く含まれた身

体には必要不可欠な栄養素ブレン

ド、 ：純粋＆安心なフィッ

シュ・オイル、 ：

脳の発達、健康的な骨、視力や免

疫サポート、そしてなにより子供に

も優しいエナジードリンクの

をぜひ子供たちのためにい

かがでしょうか？！ 
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   トランス・レスベラトロール配合!

 リヴィール“美の象徴”プレミア

ム・ナチュラル・シャンプー 

 リストア“修復”プレミアム・ナチ

ュラル・コンディショナー  

 リフレッシュ“清涼”プレミアム・

ナチュラル・ボディソープ  
 !

  日焼けで痛んだ髪や、乾燥!
 した身体全体を潤いで満たし!
 てくれる高級ボディケア製品!

!

＊在庫が終了次第本プロモーションも終了となりますので予めご了承ください"!!
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アイヘルス編 
アイヘルスをアイスクリームへかけてみました！とっても美味しくいただきました(^O^)

アイヘルスを飲み始めて 1週間、特に変化を感じていませんでした。そんなある

日、近くのものから遠くへ視点を移した時、「あれ？ぼけてる！」と。そういえば・・・ア

イヘルスを飲んでなかった～！いつも朝一番に飲んでいるので、朝から見えていた

ので変化に気がつかなかったんですね！その時に、ピントがすぐに合う幸せを実感

しました！ドライアイも解消され、大満足です！    Yukiko Iwamoto さまより 

ボディケア製品編 
高級化粧品を使っている方たちから、「お肌

がツルツル、ツヤツヤじゃない。何を使って

るの？」とよく言われるようになり 

ました。私のお勧めは活性（クリ 

ーム）！ご高齢者の顔半分につ 

けてあげたらシワがピ-ン！！！ 

私の周りでは活性（クリーム）を 

「しわとり」と呼んでいます。  

                              Yukie Mizuno さまより 

VIBE&エファコー編 
     両手の指がいつも腫 れていて、曲げ辛かったの    

     です が、VIBE とエファ コーを飲んで 4日目に 

     腫れが引いて、指も細くなり曲げ伸ばしがスムー 

       ズになって驚いています。 

            60 代エニーバ製品愛用者女性より 

ダイエット 3面スペシャル編 
ダイエット 3個セットを 1 ヶ月 

間飲み続けました。その間、ダイエット 

らしいことは一切しませんでしたが、 

2キロ落ちました！プロティンはス 

プーン２杯とありますが、スプーン 

１杯でも十分効果があるんですね！良いと 

        Sashiko Utou さまより 
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エニーバ製品体験談集 
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VIBE編 
今日年の年末あたりから、いつも飲んでいたバイブを切らし

ている状態で大風邪をひいてしまいました。風邪が治ったと

ころで、甲状腺の検査で血液検査をしたところ、大好きな酒

を飲んでいないにもかかわらず、肝臓の数値が悪化・・・・・ど

うりで体がだるいと感じていました。そんな時バイブを分けて

頂き、1 日２パケットを飲んでいたところ、3 日目あたりから、

内臓が軽く感じ始めました。食欲や体のだるさが無くなってき

ました！（次の検査が楽しみです）バイブって、細胞まで浸

透していくという話を聞いていましたが、まさしく、そんな 

状態のように感じました。また、元気な時は、フュージョ 

ンが苦手だったのですが、弱っている体には、 

とても良いようで、苦手な味も、不思議と大丈夫 

で、ごくごく飲めましたよ。これも体が要求してい 

たんですね。  Mieko Higashimori さまより 
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ライフ･クレンズ編 
ずっと便秘で悩んでいて、ドラックストアで薬を買って飲ん

でいたけど効き目が弱かったり殆どなかったり、私には効

かなくて困っていました。ライフ・クレンズに出会ってから、

すごく自然なお通じになり、便秘の問題が解消 

されました!!友達にいつもライフ・クレンズは 

お勧めしています!!   サリー.B さまより 

 

バイオ･クロー編 
就寝前にバイオ・クローを飲むと気持ちが休

まり、身体全体がバランスがとれた感覚にな

るんだ!!朝起きてから一日中、体臭も自然と 

     消えていくのを感じ本当にありがた 

     いです。友達にもお通じのサポート 

     としてあげたことがあるんだけど、そ 

     の友達も気に入ってしまって、今で 

     は愛用しているくらいなんだ！エニ 

     ーバ社ありがとう！ ダン.N さまより 

            

!
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エニーバ社  
 

*これらの文章は米国食品医薬品局によって評価されたものではありません。また、本製品は決して疾病の診断、治療、治癒、または予防の為に製造されたものではありません。 
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皆様の素晴らしい体験談ありがとうございました! 


