製品情報

ビーガンマイクロプレックス VMz

®

栄養補給コンプレックス
SLSフリーの植物性カプセル使用
製品説明

ビーガンマイクロプレックス VMz サプリメントは、食生活で不足しがちなビタミンとミネラルを手
軽にとることができる自然食品サプリメントです。この製品は、マイクロプレックスVMzと同じ利点
がありますが、ビーガンにやさしい素材で作られています。このサプリメントには必要不可欠な抗酸
化物質であるビタミン A,C,そして E と、糖たんぱく質マトリックスに入っているビタミン B がバラン
スよくブレンドされています。 また、ビーガンマイクロプレックス VMz には食物由来のミネラル、
カルシウム、マグネシウム、亜鉛、そして有機微量元素も含まれています。この製品にはドテラのペ
パーミントオイル、ジンジャーオイル、そしてキャラウェイがブレンドされています。 ビーガンマ
イクロプレックスVMzは、ラウリル硫酸ナトリウムを含まない植物性カプセルを用いています。

コンセプト

米国および多くの先進国の食生活にはカロリーが過剰に摂取され、食べ物が増えても重要な栄養素は
それほど多くはないという事実が最適な健康状態になっています。必要以上の食品消化、カロリー豊
富で栄養価が低い栄養素の選択肢はビタミン、ミネラル、およびその他の必須栄養素を奪われても脂
肪は奪われません。アメリカ医師会は “西洋社会でビタミン欠乏症の医学的症状はまれであり、貧弱
なビタミン摂取はまれではありません。” と栄養補助食品
の慎重さを認めています。(Journal of the American Medical
Association, June 19, 2002).
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ビーガンマイクロプレックスVMzは、正常な成長、機能、お
よび細胞の維持に不可欠な食品栄養素のビタミンおよびミネ
ラルが豊富に含まれています。ビーガンマイクロプレックス
VMzは必須の抗酸化ビタミンA、C、Eのバランスの取れたブレ
ンド、ビタミンB群のエネルギー複合体、800 IUのビタミンD
が含まれています。 また、代謝に重要なキレート化ミネラ
ル、骨の栄養素であるカルシウム、マグネシウム 、亜鉛も含
まれています。

特許糖タンパク質マトリックス

体に吸収されるビタミンやミネラルのほとんどは食物から来
ています。時々ビタミンやミネラルが孤立したり合成され、
体が食物栄養素として認識して吸収することが難しくなるこ
とがあります。 ビーガンマイクロプレックスVMzに入ってい
るビタミンはバイオアベイラビリティの促進を助けるために
特許糖タンパク質マトリックスが含まれています。ビタミン
糖タンパク質化合物を作るために、ビタミンを乳酸菌および
酵母を培養物に入れます。それが成長するにつれ、酵母は代
謝し、ビタミンをそのタンパク質マトリックスに結合させ、
ビタミンを消化するにおいて食物としてより認識しやすくな
ります。ビーガンマイクロプレックスVMzに入っているミネラ
ルは酵母によってバイオアベイラビリティを促進します。
*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration.
This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
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コンセプト (継続)

消化酵素と食物栄養素の適切な同化に必要なミ
ネラル補因子のブレンドによってビーガンマイ
クロプレックスVMzに入っているビタミンやミ
ネラルを強化します。

ビーガンマイクロプレックス VMz食品栄養素
複合体

ドテラビーガンマイクロプレックスVMzはビタ
ミンおよびミネラル補給の最高標準です。成分
にはラウリル硫酸ナトリウムを含まないラウリ
ン酸カプセルに封入され、小麦または乳製品を
含まれません。また、ペパーミント、ジン
ジャー、キャロウェイ種子の植物エキスを配合
したブレンドオイルで胃を落ち着かせるのに役
立ちます。
ビーガンマイクロプレックスVMzは活力と健
康のためにビーガン栄養補助食品としてドテラ
アルファ CRS®+とvEO メガと一緒に毎日使用
できるように作られました。

主な効果
• 健康な体の成長、機能、そしてメンテナン
スに不可欠な 22 種類のビタミンとミネラ
ルによって、毎日の健康維持を助けます。
• 必須栄養素の最適摂取に関連した活力と健

康な体をサポートします。
• 抗酸化ビタミンA、C、E でフリーラジカル
から守られるよう助けます。
• 活力あふれる健やかな生活を応援します。
• カルシウム、マグネシウム、亜鉛、および
ビーガンに優しいビタミンDで骨の健康をサ
ポートします。
•

健康な免疫と消化機能をサポートします。

• レモンピールから天然の葉酸配合
• 抗酸化ビタミンA、C、Eを含む必須ビタミ
ンのバランスの取れたブレンド、 ビタミン
B群のエネルギー複合体、バイオアベイラ
ビリティを向上させるために特許を取得し
た完全な糖タンパク質マトリックス配合さ
れています。
• カルシウム、マグネシウム、亜鉛、セレ
ン、銅、マンガン、クロムを含むキレート
化ミネラルのバランスが取れたブレンドが
含まれています。

• ケール、タンポポ、パセリ、ケルプ、ブロッコ
リー、ブリュッセルの芽、キャベツ、ホウレン
草の植物性ブレンドが含まれています。
• プロテアーゼ、ラクターゼ、リパーゼ、アミ
ラーゼ、α-ガラクトシダーゼ、ジアスターゼ、
グルコアミラーゼ、ペプチダーゼの消化酵素ブ
レンドが配合されています。
• トコトリエノール類を含むビタミンE群のスペ
クトルが含まれています。

• ドテラの消化作用のペパーミント、ジジャー、
そしてキャラウェイがブレンドされています。
• ラウリル硫酸ナトリウムフリーの植物性カプセ
ルで作られています。
• 活力と健康のための栄養補助食品の基礎を得ら
れるようにvEOメガ、アルファCRS+と一緒に毎
日使用するように特別に作られまた。

使用法

成人は食事と共に毎日 4 カプセルを摂りま
す。マイクロプレックス VMz は、アルファ
CRS+と XEO メガと共に摂取するように調合
されています。
(オメガ３系脂肪酸を摂取すると、ビーガン
マイクロプレックスVMzの脂溶性ビタミンの
吸収がサポートされます。)
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†US patents #6864231, #6942856, #7138113

よくある質問
Q: この製品は非GMO、グルテンフリーですか？
A: ビーガンマイクロプレックスVMzは遺伝子組
み換え物質、グルテンが含まれていません。
Q: スリム＆サシーのVシェイクを使用していて
もビーガンマイクロプレックスVMzをとる必
要がありますか？
A: ビーガンマイクロプレックスVMzは、幅広い
種類の高品質で生物利用可能な栄養素を一日
中供給できるように作られています。スリム
＆サシーVシェイクはビタミンやミネラルが
たくさん含まれていますが、食事に少しの刺
激を与えるように作られています。 どちら
の製品も同じ日に安全に使用することができ
ます。

*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration.
This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
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Q: この配合物中の酵素ブレンドでは、ダイジェ
ストゼンのテラザイム も使用する必要があり
ますか？
A: ビーガンマイクロプレックスVMzは通常の消
化機能をサポートするよう作られています。
消化器機能のフルサポートが必要な場合はビー
ガンマイクロプレックスVMzに加えてダイジェ
ストゼンのテラザイムをお勧めします。

Q: ビーガンマイクロプレックスVMzは何を表
していますか？
A: ビーガンマイクロプレックスは「微量栄養
素」と「複合体」の組み合わせで、VMはビ
タミンとミネラルの略称になります。zは製
品が最初に発売されて以来の改良点を反映
しています。

Q: この製品はは完全な食物サプリメントとみな
されますか？
A: ビーガンマイクロプレックスVMzには、健康
に必要とされるビタミンとミネラルが含まれて
います。栄養素について最も重要なことは、そ
れらが生物学的に利用可能であることす。体内
のバイオアベイラビリティを最適化する科学的
研究によって示されたビタミンとミネラルを選
択されています。
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Q: 子供がドテラa2zチュアブルの代わりにこの
製品をとることができますか？
A: ドテラはお子様にはビーガンマイクロプレッ
クスVMzではなくドテラa2zチュアブルとIQ
メガをお勧めします。カプセルを飲み込める
10代のお子様には半分の用量を使用できま
す。ご質問がある場合は小児科医にご相談く
ださい。
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一緒にご利用できるお勧め商品
• PB アシスト®+

• アルファ CRS®+
• ボーンニュートリエント
• vEO メガ

*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration.
This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
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ビーガンマイクロプレックスVMz®
栄養補給コンプレックス
120 ベジタブルカプセル
製品番号: 60201122
IPC価格: $64.25
Retail: $85.67
PV: 39.5

WARNING: Accidental overdose of iron-containing products is a leading cause of fatal poisoning in
children under 6. Keep this product out of reach of children. In case of accidental overdose, call a
doctor or poison control center immediately.

*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration.
This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
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