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ライフの

創造

5



4.
健康な暮らしに欠か
せない栄養素 2.

Enivaには「ベターライフの創造（より良い人生の創造）」という１つの目的が
あります。 それは我々の製品を通じて、皆さまの生活や人生を変えるような
チャンスの提供、そして奉仕福祉活動等を通して、世界をよりよい場所にす
るための努力をし続けることです。 その為に我々は何年もの間、科学に基づ
いた安全で効果的な栄養補助食品の開発に専念、邁進してきました。 各分
野の専門研究者や医師で構成された献身的なチームが処方した革新的な
製品は、正に世界中の何百万もの命に確かな実績と影響を与え続けていま
す。 さあ、あなたも VIBE®と共により豊かな人生を手に入れましょう！

VIBE®：細胞の栄養/防御のための高度な栄養マトリックス

私たちの体は毎日の栄養補給が必
要です。 この栄養補給は主として私
たちが消費する食物やサプリメント
からもたらされます。 事実、「必須栄
養素」と言われる特定のビタミンや
ミネラルが欠乏すると、体は健康に
機能することができません。 そして
これらの必須栄養素の大部分は体
内で生成することができないので
す。 現代人の食生活には様々な課題
があるため、今では多くの科学者や
臨床医が人々に質の高い、マルチ栄
養補助食品を日常的に摂取するよう
推奨しています。 ところが残念なこと
に、サプリメントの多くがほとんどと
言っていいほど必須栄養素を含有し
ておらず、あるいは疑わしい設計で
提供されています。VIBEは違います。 
VIBE®の容器には、食生活の中でも
広く認められている健康維持に欠か
せない必須栄養素と栄養素量が検
証データと共にバランス良く記載さ
れています。*　しかも、VIBEは心臓
の健康をサポートすることが研究さ
れており、皆さまの新たな毎日のス
タートに欠かせない存在として注目
されています。

濃縮天然果実、
野菜＆
アロエベラ

米 国 保 健 社 会 福
祉省は、新鮮な果
物や野菜を毎日8
～10品摂取するよ
う推奨しています。 
しかし多様化する
忙しいライフスタイルの中では、こ
れは難しい場合があります。 嬉しい
ことに、VIBEがこれを容易に解決し
ます。 VIBEの濃縮された天然果実や
野菜ブレンドは、新鮮な農作物から
抽出されており、あなたに必要な栄
養素をフルに満たすだけでなく、抗
酸化物質も含まれ、経済的にもお得
です。* もぎたての果物や野菜を食
べることの代替にはなりませんが、
科学的なORAC実験データに基づ
くと、VIBEの１回分の目安摂取量に
は、新鮮な果物や野菜を何皿も消費
するのに匹敵する抗酸化活性が含
まれています。*

3.認証済み

研究に基づくDNA
サポートフォーミュラ
認証済み1.

DNAは体の機能と
健康をつかさどる

「マスターマップ」
と言えます。 この
マップが損傷する
と、体内で悪影響が生じます。 何より
素晴らしい知らせは、 Enivaの提供す
る栄養補助食品VIBEはDNAを健全に
サポートするよう処方されていること
です。* 専門家が評価し発表したデー
タでは、たとえ細胞がストレス下にあ
っても、VIBEには健全なDNAを促進
する能力があることが実証されまし
た。*† 研究により、DNAに損傷を与え
ることで知られているフリーラジカル
に対抗するVIBEの広範囲の活動が検
証されています。* また、人体への臨床
試験においても、バイオマーカー検査
を通じて、DNAサポートを示す結果を
示しています。* VIBEは病気を治療し
たり軽減したり治癒させるものではあ
りませんが、その専門的で特殊な処方
があなたとあなたのDNAを健康に保
つために役立つでしょう。*

認証済み 認証済み

あなたの人生をより豊かで、健康的な毎日に
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†  Baechler BJ, Nita F, Jones L, Frestedt JL. 今までにない
液剤のマルチファイトニュートリエント（植物性栄養素） 
サプリメントがDNA保護効果を示しています。 人間栄
養のための植物食。 2009 年6月 64(2):81-5.



強力緑茶EGCG 
カテキン錯体4.

VIBE®：細胞の栄養/防御のための高度な栄養マトリックス

高速吸収のための
前消化された液体
フォーミュラ

液状の薬剤や栄養
補助食品は、その性
質上、消化の最初の
ステップを必要とし
ないため、従来から
ある固型の錠剤より

も体内で速く機能することが知られ
ています。 実際、米国薬局方（USP）
は固型の栄養錠剤および丸剤が体
内で溶解するのにかかる時間の基
準を設定しています。 しかし、たとえ
適切に製法されていても、錠剤や丸
剤は、人の加齢による体内の変化等
による消化の問題を抱えています。 
VIBEの特化された液体フォーミュラ
は、体内におけるいくつもの消化プ
ロセスのステップがすでに考慮さ
れており、自然界の青写真に従うよ
うに設計されています。 これは体内
に取り込まれると直ちに、容易に作
用することを意味しています。* VIBE
の液状の「体内で直ちに対応する」
設計は、健康の為にまるで意図され
たように、実際に栄養素が体内にお
いて活用される可能性を増加させ
ます。*     

5.

米 国 保 健 社 会 福
祉省は、新鮮な果
物や野菜を毎日8
～10品摂取するよ
う推奨しています。 
しかし多様化する
忙しいライフスタイルの中では、こ
れは難しい場合があります。 嬉しい
ことに、VIBEがこれを容易に解決し
ます。 VIBEの濃縮された天然果実や
野菜ブレンドは、新鮮な農作物から
抽出されており、あなたに必要な栄
養素をフルに満たすだけでなく、抗
酸化物質も含まれ、経済的にもお得
です。* もぎたての果物や野菜を食
べることの代替にはなりませんが、
科学的なORAC実験データに基づ
くと、VIBEの１回分の目安摂取量に
は、新鮮な果物や野菜を何皿も消費
するのに匹敵する抗酸化活性が含
まれています。*

補助因子の
科学
自然界で育つ果物や野菜は独特な栄養
素ばかりでなく、一般的に「全食品マトリ
ックス」と呼ばれる複数のファイトニュー
トリエント（植物性栄養素）群を含んで
います。 今では科学者たちは、この複数
の栄養素の組み合わせこそが果物や野
菜栄養価値を高め、健康に寄与している
と主張しています。 同様に、VIBE特有の 
Cofactor Synergy™製法では、複数の果
実および野菜から抽出された成分が配
合されています。このようにVIBEは、自然
界の全食物マトリックスの青写真に従っ
た形で あなたの体が大自然の恩恵を受
けられるように支援するのです。*

認証済み 認証済み

私たちはみな、日常生活の中で強
いプレッシャーを経験しています。 
私たちの体は常にストレスや多忙
なライフスタイル、有害物質、そし
て睡眠不足と戦っており、そのすべ
てにおいてフリーラジカル（活性酸
素）を生み出す可能性があります。
この 「フリーラジカル攻撃」から体
を防衛するために今、最も注目さ
れている１つが緑茶、特にカテキ
ン系に含まれるEGCGという特殊成
分です。 VIBEには細胞の健康に良
いとされる濃縮EGCGを伴った緑茶
カテキンの強力な専有複合物（錯
体）が含まれています。*VIBEなら高
濃度の緑茶の健康促進特性を便利
にしかも経済的に得ることができ
るのです。* わずか１回分の目安量
にして1オンス（30cc）に緑茶2.5～5
杯飲むのに相当する健康なEGCG
が含まれています！

VIBE®  
  毎日の細胞防御フォーミュラ
  天然果実風味
VIBE® キッズ サポートフォーミュラ

*  これらの記述は食品医薬品局（FDA）によって評価されては
おらず、疾病の診断、治療、治癒または予防を意図したもので
はありません。 

あなたの人生をより豊かで、健康的な毎日に
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科学に基づく進歩
F Cellular Defense™ 研究（細胞の防御に関する研究データ）: 専門家に

よる評価が掲載された科学誌のデータによると、VIBEにはDNAの支
持特性、広範囲の抗酸化活性、細胞膜の整合性など、健康的な加齢
をサポートする作用があると検証されています。* 

F  業界をリードする抗酸化保証と第三者による一貫性のある（濃度が
評価された）ORACシール

F 承認のConsumer Labs® シール
F  非処方箋薬と栄養補助食品で高名な出版物Physician’s Desk Reference®

で評価され発表された
F 植物栄養素の補助因子とのバランスのとれたRDA必須栄養素 
F  特に心臓血管系（循環器系）および免疫の健康など特例の 

症状が気になる方への特殊製法*
F 緑茶の疫学的調査研究に基づいた高いEGCG
 境界値含有量
F 水溶性のイオンバランスのとれたミネラル
F 脂溶性栄養素の乳化技術
F 溶液中の栄養素の安定性
F 広範囲の抗酸化活性検査 
F  天然グルタチオンの生成をサポート*
F  吸収力が強化され、飲みやすい液体処方

我々の決意： 
安全性＆品質  
F  完全な栄養分析とラベルクレーム検査
F  最先端の栄養補助食品施設でのオンサイトGMP製造
F FDA（米国食品医療品局）および USDA（米農務省）検査済み
F 農薬、除草剤、毒素、汚染物質の安全性検査
F 重金属、微生物、アレルギー検査
F  社内HPLC、MS- ICP、NIR、FTIR、細菌その他の分析検査手法
F  業界をリードするエンタープライズリソースプランニング（ERP）

のコンピュータ化された原料および製造管理情報システム（デ
ータの整合性とセキュリティに関する米国連邦規則21条規制に
適合する）

Enivaの栄養補助食品は、時代を超えて通用する安全性、品質、有効
性を重視しています。それらは業界をリードする研究所や大学によ
り、その安定性、純度および整合性が第三者によってテストされ、処
方されています。VIBEおよびEnivaが取り扱う全ての高度な栄養補助
食品は、世界中の何百人もの人々の健康的な生活をサポ―トするた
めに使用されてきました。

 科学的根拠に証明された栄養補助食品

Super Concentrate

VIBE®  
  毎日の細胞防御フォーミュラ
  天然果実風味
VIBE® キッズ サポートフォーミュラ
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医師が処方
Benjamin Baechler, MD
Eniva副会長（副社長）、チーフ・サイ
エンス・オフィサー

「Enivaで人々が健康な生活を送る
ための支援の一部を担うことを私は
名誉に思います。 私は、栄養学的介
入と人々の健康目標の実現を助ける
うえで果たす役割に情熱を注いで
います。 Eniva VIBEの栄養補助食品
は、専門分野に特化した栄養サポー
トにおける重要な進歩を象徴してい
ます。 その栄養成分、幅広い抗酸化
能力、および健全的な加齢のサポー
ト力は傑出しています。」

医師が推奨
Brent Agin, MD
Healthy Aging for Dummies（ダミーの
ための健康的な老化）： の著者

「Enivaの業界をリードするVIBEは、こ
れまでに私が遭遇した最高の栄養補助
処方です。 専門家としての私の意見で
は、VIBEは最先端を行くEnivaの製造プ
ロセスによるすばらしい吸収力を備え
た、最も完全な栄養製剤です。 私は自信
をもってすべての患者さんにVIBEを推薦
し、自分も毎日のVIBE摂取を欠かすこと
はありません！」

Maria Nualart, MD
「私の患者の中には最近、VIBEやその他

のEnivaの栄養補助食品から著しいメリ
ットを得ている人たちがいます。 彼らは
以前よりずっと健康に感じていて、計り知
れないほどのよりよいクオリティオブライ
フを手にしています。」

Ricardo Garcia Pelayo, MD
「健康の専門家として、私は医療実践に

おいて、Eniva製品が包括的な栄養を摂
取する家族、友人、患者を支援するため
の最も重要なツールであると確信して
います。 VIBEは薬物治療ではありません
が、それは患者が特定の健康目標ですば
らしい支援を実現するのに役立っていま
す。 私は特に自信を持ってEniva製品を
お勧めします。」

Thomas C. Oliver, DC
「私は患者の多くにVIBEを推奨し、すば
らしい成果を得ています。 この製品の背
後にある研究とそれが受けてきた卓越
性を認識すればするほど、患者さんにま
すます自信をもって推薦してきました。」

インパクトのある解決策* 

あなたの健康は
いくらに値しますか？
– Starbucks® ミディアム5ラテ: $3.54 
– PepsiCo® Propel® フィットネスウォーター: $1.69
– McDonald’s® フライドポテト： $1.69
– Eniva® VIBE® -毎日1液量オンス（30cc）: $1.50未満 (卸売り価格)
Starbucks®、 Propel® および McDonald’s® は登録商標であり、 Eniva USAとは
提携していません。

あなたは毎日8～10品目摂取していますか？

米国保健社会福祉省は、新鮮な果物や野菜を毎日8～10
品摂取するよう推奨しています。 しかし、忙しいスケジ
ュールの中で慌ただしく食事をしたり、健康食品のコ
ストがますます上がる中、毎日完璧に摂取することは
ほとんどの人々にとって非現実的です。 これこそ、便利
にそして経済的に毎日の栄養ニーズをサポートする
ためにVIBEが作られた理由です。

**栄養価のソースは、最新の米国農務省政府調査報告に基づい
ています。
完全な栄養素リストは「サプリメント・ファクト」を参照してくださ
い。 † ORAC （活性酸素吸収能力）法抗酸化スコアに基づく

ほんの強力VIBE1液量オンス(30cc)が以下に 
含まれる栄養素** に相当します：

30
ブロッコリ

セレン

11 トマト
ビタミンA 

 

71
マスクメロン

ビタミンE

5 カップ
緑茶

(EGCG 含有)

96
ブルーベリー

 抗酸化物

10カップ  
サヤインゲン

葉酸

19
小麦スライス

亜鉛

12
オレンジスライス

ビタミンC

認定
オーガニック

アロエベラ
ジェル

25
アスパラガス
カルシウム
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記載されている製品体験は、Enivaウェルネスコミュニティのメンバー
の個人的な体験談を反映することを意図したものです。 他の人が手
に入れるかもしれない一般的な結果を予測することを目的としてはい
ません。 Enivaメンバーはこの製品を通したビジネスに関心を持って
いるかも知れません。

* これらの記述は食品医薬品局（FDA）によって評価されてはおらず、
疾病の診断、治療、治癒または予防を意図したものではありません。 



あなた自身はあなたが摂取したもので作らており、体は最
適な健康のために毎日栄養を必要とします。 VIBEは水で薄
めたジュースでも、一時流行したフルーツダイエットのよう
な「誇大広告」でもありません。 VIBEは違います。 それは真
に科学的根拠のある栄養補助食品です。 VIBEには検証済
みのそうそうたる栄養滋養分が詰まっています。 VIBEの進
化した高度な栄養を味わい、実感してください。 あなたに
はそうするだけの価値があります！

生活に活力を* 
 

VIBE®から始める方法

ステップ 1: VIBEで栄養基盤を
 整える
F 毎日VIBEを1回摂取してください。  
F  VIBEに水を混ぜます。 敏感で胃が炎症を起こしやすい方は、ゆ

っくり開始し、徐々に量を増やしていきます。

ステップ 2: その他のEniva栄養補助食品で健康
目標に焦点を当てる 

F  目標とする特定の健康目標に役立つその他のEniva
 栄養製品を追加します。 必要に応じて製品を追加ま
 たは除去します。 
F  目標ボディーサポート情報については、「Eniva 製品

ホイール」、「製品カタログ」、またはオンラインの「ボ
ディエクスプローラ」を参照してください。

最良の結果を得るには：
–    栄養基礎を整えるためにVIBEを毎日摂取してください。
–    Eniva栄養製品の摂取が初めての場合は、一度に4種以上のEniva

製品摂取から始めないでください。 
–    いつものように、これらを含む栄養補助食品を開始する前には、かかりつけの

医療機関に相談することをお勧めします。
この情報は教育目的のためであり、医学的なアドバイスではありません。

栄養サポートのフルライン
Enivaは、健康促進のためにVIBEとの相乗効果で機能する、複数の世界
クラスの栄養補助製品を提供しています。 心臓、関節、眼であれ、他の健
康上の目標であれ、Enivaはあなたにぴったりの適切な併用製品をご用
意しております！* 
すべての健康関連製品リストは Eniva カタログをご覧ください。

VIBEのご注文は、ここに記載されてい
るお問い合せ先にご連絡くださるか、
またはEniva（0800-100-0075）までお
電話してください。その際はプロモー
ション番号をお伝えください。

© Eniva USA, 2015
Plymouth, MN
All Rights Reserved
0662.08.15.REV.03

*  これらの記述は食品医薬品局（FDA）によって評価されては
おらず、疾病の診断、治療、治癒または予防を意図したもので
はありません。 

Enivaにお電話くださる際は、上記の情報を提示してください。

プロモーション番号：

s

活力あふれる
生活を 
実感しよう！*

「VIBEでより良い人生を」*

自然の青写真 • 証明された科学 • 強力な効果
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