
毎日、ムリなく、キレイを育む



ブランド紹介

２００３年よりエステティックサロンを運営し、これまで1500人以上食生活や生活習慣をカウンセリングしてきました。「キレイになり
たい」とご来店くださる方の共通のお悩みは、食生活は変わらないのに「太りやすくなった」こと。その原因を追究した結果、結果最大
の原因は「排出力の低下」でした。
排出力の低下は、東洋医学的に考えると、血と水のメグリをつかさどる「気」のエネルギーと深くかかわっています。
キレイプロダクツ 薬膳茶シリーズは、気のエネルギ―を整え、血・水のメグリをよくして、太りやすくなってしまった原因となってい
る排出力の低下を改善するために、体質別・お悩み別に４種をご用意しました。

キレイプロダクツは「毎日、ムリなく、キレイに」をテーマに商品を企画しています。

●ティータイプ
はじめは意識して飲んでいるサプリメントでも、忙しい毎日では飲み忘れることもしばしば…
でも！ティータイプのサプリメントなら、ホっと一息つくときでも、そして、お仕事しながらでもいつでもどこでも「美活」ができます。
●茶葉の特性を生かすために国際中医薬膳師監修
キレイプロダクツは、配合茶葉が持つ力を最大限に生かすため、国際中医薬膳師監修のもと、しっかり体感が得られるブレンドを目指し
ました。
●毎日飲むものだからテイスト・品質を重視
自然由来の素材にこだわり、品質管理を重視。茶葉の調達から焙煎・ブレンド・梱包・出荷までHACCAPおよびFSSC認定工場で一貫製
造しています。また、毎日のティータイムが楽しみになるようにおいしさにもこだわりました。

「楽して悩みから解放。ストレスフリーになれば、きっと、もっと楽しい」をフィソロフィーに掲げ、自分らしく「アガるきもち」を
見つけるためのライフスタイルに特化した「きっかけ」をご提案します。

エイベックスビューティメソッド美容茶シリーズは、目的別に茶葉を厳選。機能性パウダーを特殊製法にて茶葉に添着し、体感型のサ
プリメントティーです。

について
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「薬膳」とは

中医学の理論に基づき、食べ物が持つといわれる作用を組み合わせた食事のことをいいます。
春夏秋冬、それぞれの季節の特性により、崩れた体の機能を整える食事をとることによって、常に
バランスのとれた体の状態の維持を目指したのが薬膳です。

最近ではストレスや生活環境により、体のバランスがうまくとれず、不調を感じる人が多くなって
います。季節だけではなく、自分の体質を知って自分に合った食材を選ぶことが大切です。
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De.LLuCHAstrong～デ・ルー茶ストロング

●腸活サポート

＜フェカリス乳酸菌100億個配合＞
フェカリス菌は、腸内で善玉菌のエサとなり、善玉菌を増殖させ、悪玉菌を減らす効果がああります。
フェカリス菌は、もともと人間の腸内に存在する菌で、腸内に良い影響をもたらし、死菌で摂取した場合は、免疫力を高める効果に優れ
ています。

＜生きて腸まで届く乳酸菌＞
胞子を形成するため熱や酸に強く、胃酸でも死なずに生きたまま腸まで届きます（プロバイオティクス）。腸内で発芽して増殖し、乳酸
をはじめ様々な代謝産物を作り、それが腸内環境を整えるサポートをします。
＜夕顔果実末＞

夕顔果実末はビフィズス菌増殖作用を持ち、腸内環境を整える効果が期待できます。

●たっぷり食物繊維

＜キャンドルブッシュ＞
食物繊維がとても豊富で、ゴボウの6倍、キャベツの12倍、さらにサツマイモの20倍だと言われています。食物繊維が水分を含んで膨張す
ることで便の通りをスムーズにし腸内をきれいにします。
※腸の蠕動運動を促すセンノシドが含まれており、摂取過多はおなかが緩くなることがあります。

＜難消化デキストリン＞
糖分が小腸で吸収されるとき、糖質の吸収を抑制するので血糖値の上昇をおだやかにします。

・夕顔果実末は、食物繊維やカリウム、カルシウムなどのミネラルも豊富に含んでいます。

●素肌美サポート

＜ローズヒップ＞
赤色のカロテノイドであるリコピン、ビタミンA、ビタミンB群、ビタミンEなどのビタミン類、ミネラル類などを豊富に含んでいるほか、
炎症促進酵素シクロオキシゲナーゼの働きをやわらげる作用が知られており、抗炎症効果も期待されています。

＜ルイボス＞
強力な抗酸化力を持つフラボノイドが豊富に含まれており、リン、カルシウム、ナトリウム、カリウム、マグネシウムなどの主要なミネ
ラル類も多く含んでいるため、カラダを健やかに保ち、透明感のある肌へとサポートします。
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温・美巡茶

●気を巡らす

＜ジャスミン＞
自律神経を整え、鬱気分やイライラ、胸のつかえなどにも効果を発揮します。精神を安定させて不眠多夢の解消サポートにも。

＜バラの花＞
血の巡りを改善し、体を温める効果があります。ホルモンバランスを整えて、PMS症状の緩和をサポートします。

＜みかんの皮＞
リモネンやテルピンなどが主成分の精油が含まれており、リラックス効果があります。ヘスペリジンというポリフェノールは、毛細血管
の状態を整え、血流を促進します。

＜田七人参＞
血のめぐりに働きかけるといわれ、古くから生薬として使われていました。中性脂肪やコレステロールを分解し、血流を改善する効果が
あります。
フラボノイドが血管の弾力性を高めて、血液をサラサラにするほか、サポニンや体に活力を与えるアルギニン、血管に働きかけるフラボ
ノイド、さらにビタミンやミネラルなど多くの栄養成分を含んでおり、これらが複合的に作用します。
有機ゲルマニウムという成分が含まれ、抗ウイルス作用も。

●浄化＆温めサポート

＜紅花＞
血液の流れを改善する活血化瘀作用があり、瘀血（血行不良）により起こる不調（月経痛や月経不順）を改善する生薬としても使用され
ています。

＜生姜＞
「血」を促す作用に優れており、カラダ（胃腸）を温める効果があります。体表の発汗を促して不調を取り除く効果をもつ食材です。

・田七人参は、中性脂肪やコレステロールを分解し、血流を改善する効果があります。フラボノイドが血管の弾力性を高めて、血液をサ
ラサラにする効果があります。

・みかんの皮は、ヘスペリジンというポリフェノールをふくんでおり、毛細血管の状態を整え、血流を促進します。

・フェンネルは、気の巡りをよくし、腹部の冷えを取り痛みを緩和する効果が期待できます。
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温・美巡茶

●水分代謝サポート

＜フェンネル＞
健胃、止痛の効能から、「安中散」などに入っている生薬で、胃の悩みの方によく処方される漢方です。
利尿効果、発汗作用からむくみ防止、ダイエット効果を期待して使われていたハーブでもあります。

＜メリロート＞
古くから消化不良や頭痛などの薬として使われてきたほか、むくみの改善や血行・リンパの流れをスムーズにする効果があります。
抗酸化作用のあるクマリンのほかに、草が発酵すると生成される抗血液凝固作用のあるジクマロール、クマリン誘導体のメリロートシド、
サポニン類、フラボノイド類であるケンフェロールやクエルセチンを含んでいます。

＜クミスクチン＞
カリウムとオルソシフォニンの硬化でで利尿作用がとても高いのが特徴です。
ロズマリン酸の作用により、糖と脂肪が腸内で過剰に吸収されるのを防ぎます。

●食事サポート

＜プアール＞
微生物を使って発酵させた「後発酵茶」です。
17種類のアミノ酸組成成分が含まれ、ビタミン類や繊維質も多く含まれています。
コレステロールやトリアシルグリセロールなど血中脂肪が減少し、肥満を抑える効果があります。

・フェンネルは、消化酵素の分泌を助ける作用があり、胃もたれの予防や緩和をサポートします。

・クミスクチンのロズマリン酸の作用により、糖と脂肪が腸内で過剰に吸収されるのを防ぎます。

・メリロートは、古くから消化不良や頭痛などの薬として使われています。
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LIBERTEA~リバティ

●燃焼力サポート
＜シナモン＞
漢方では「桂皮（ケイヒ）」と呼ばれ、古代からアジアや地中海地方では血行を助ける生薬として使われてきました。
シナモンに含まれる有効成分「シンナムアルデヒド」には、毛細血管の細胞を密着させる受容「Tie2」を活性化させる作用があり、栄養などの漏れだし
を防ぐといわれています。発汗・解熱作用があります。

＜唐辛子＞
βカロテン、ビタミンC、ビタミンEが豊富に含まれており、抗酸化作用や疲労回復などの効果があります。また、カプサイシンは、食欲増進や血行促進、
発汗を促します。

＜ザクロ種子＞
ビタミンB₂やエラグ酸が豊富に含まれ、脂質や糖質を効率良くエネルギーに変え脂肪を燃焼させるサポートをする働きがあるため、ダイエットに効果的
です。

＜ヒハツエキス＞
ヒハツエキスに含まれるピペリンは、血管内で一酸化窒素（NO）の産生を促して血管を拡張させるため、血流促進効果があります。体内に蓄積した脂
肪を燃えやすくしてくれる作用も。

・マテにはアミノ酸から合成される水溶性ビタミン様物質のコリンと、カフェインに似たアルカロイドであるマテインが豊富に含まれています。
マテインは、自律神経を刺激し、心身を活性化させるほか、血流を改善することで細胞の新陳代謝を促進する効果が期待されています。
また、コリンは血管を拡張して血圧を下げる効果があるといわれており、コレステロール値を調整するレシチンを生み出し、血管を柔軟にします。

・グアバはケルセチンは血液中の抗酸化力を高め、血流を改善したり、血管の健康を保つ効果があります。

●毒だしサポート
＜どくだみ＞
ドクダミの生葉の臭気の成分は、デカノイルアセトアルデヒドで、殺菌作用があると言われています。利尿や便通など様々な解毒効能があると言われ、
生薬でも使用されています。また、ドクダミに含まれるルチンには、血管の透過性を適度に保ち、血管を丈夫にする働きがあります。ルチンは丈夫な血
管に不可欠なコラーゲンの合成を助けるビタミンＣの吸収を促進し、血管の老化を抑制します。

＜岩塩＞
人間の体内にあるミネラルとほぼ同じバランスを持っているといわれているため、カラダに溜まった毒素を排出します。また、豊富なミネラルのほか、
水素を含有しているため、抗酸化力が高いのが特徴です。

＜よもぎ＞
利尿作用が高いカリウムを豊富に含んでおり、不要な水分や老廃物排出をサポート。むくみを改善します。豊富に含まれるオリゴ糖の一種イヌリンは、
便秘や皮膚疾患、消化不良、疲労回復に役立ちます。

＜タマネギの皮＞
ケルセチンというポリフェノールの一種が豊富に含まれています。毛細血管が丈夫になり血液をサラサラにし、善玉コレステロールを増やして悪玉コレ
ストロールを減少させる効果があります。
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●水分代謝サポート

＜メリロート＞
古くから消化不良や頭痛などの薬として使われてきたほか、むくみの改善や血行・リンパの流れをスムーズにする効果があります。
抗酸化作用のあるクマリンのほかに、草が発酵すると生成される抗血液凝固作用のあるジクマロール、クマリン誘導体のメリロートシド、サポニン類、
フラボノイド類であるケンフェロールやクエルセチンを含んでいます。

＜クミスクチン＞
カリウムとオルソシフォニンの硬化でで利尿作用がとても高いのが特徴です。
ロズマリン酸の作用により、糖と脂肪が腸内で過剰に吸収されるのを防ぎます。

＜たんぽぽ＞
利尿作用が高いカリウムを豊富に含んでおり、不要な水分や老廃物排出をサポート。むくみを改善します。豊富に含まれるオリゴ糖の一種イヌリンは、
便秘や皮膚疾患、消化不良、疲労回復に役立ちます。

＜シシウド＞
ヨーロッパでは薬用や食用として使われており、中国でも漢方薬として活用されています。
カリウム・クマリン・ビタミンE・ビタミンC・マグネシウム・セレン・鉄・ミネラルなど、ミネラルも豊富です。
血管拡張作用があるといわれ、むくみなどに効果が期待できます。そのほか、頭痛や神経痛、冷え性などにも効果があります。

●食事サポート

＜プアール＞
微生物を使って発酵させた「後発酵茶」です。17種類のアミノ酸組成成分が含まれ、ビタミン類や繊維質も多く含まれています。
コレステロールやトリアシルグリセロールなど血中脂肪が減少し、肥満を抑える効果があります。

＜グアバ葉＞
タンニンやケルセチンなどのポリフェノール、ビタミンC、β-カロテン、ビタミンE、カリウム、食物繊維など様々な栄養素が含まれています。グアバの
ポリフェノールにより、体内に吸収されるブドウ糖の量が減少します。

＜さんざし＞
食物繊維やビタミン、ミネラルがバランスよく含まれ、胃液分泌を促進し、消化を助ける作用があります。漢方では消食の効能が知られておリ、消化不
良、胃腸機能の低下、下痢などに効果があります。

＜マテ＞
カルシウム、亜鉛、鉄、食物繊維、葉緑素（クロロフィル）を豊富に含み、慢性的な野菜不足を補うほどバランスの良い健康効果を持つため、「飲むサ
ラダ」ともいわれています。

・たんぽぽには、豊富に含まれるオリゴ糖の一種イヌリンが含まれ、便秘や、消化不良に役立ちます。





SALA～サラ

●血液をサラサラに

＜なたまめ＞
古くから漢方で使用されているなた豆には、特有の成分であるカナバニンやコンカナバリンAが含まれています。昔は膿を取ってくれる
「膿とり豆」と呼ばれ主に生薬として利用されていました。なた豆には、ウレアーゼやカナバニン、コンカナバリンAなどの成分が含ま
れ、ウレアーゼはもともと体内に存在する酵素で、尿素をアンモニアと二酸化炭素に分解する働きがあります。ウレアーゼが正常に働く
ことで人間は有毒な物質の排出をサポートします。。また、なた豆に含まれるコンカナバリンAは腎臓のろ過機能の回復に役立つといわ
れており、なた豆は腎機能の回復をサポートします。そのほか、カナバニンには、血液・体液の流れを促進する効果があります。

＜オオムギ＞
体内で水分を吸収し、排便を促進する不溶性食物繊維と、急激な血糖値の上昇を抑制する水溶性食物繊維をバランスよく含んでいます。
また、β-グルカンが含まれており、β-グルカンはコレステロールを低下させる効果があります。

＜クマザサ＞
葉緑素や多糖類のバンフォリン、各種ビタミンやミネラル類、安息香酸、カルシウム、リグニンなどが含まれており、体のバランスを正
常に保ちます。葉緑素には、脱臭効果や抗菌作用があり、人間の血液に含まれるヘモグロビンをサポートし、ＤＮＡを酸化ストレスから
守ります。貧血予防、高血圧予防の効果も期待できます。バンフォリンという多糖類にも防腐効果、安息香酸は殺菌・解毒作用に効果が
あります。

＜クロゴマ＞
リノール酸、オレイン酸などの不飽和脂肪酸を約50％、必須アミノ酸をバランス良く含んだたんぱく質を約20％含みます。ビタミンやミ
ネラルの栄養素が1粒にぎっしりと詰まっており、さらにセサミンという脂溶性の抗酸化成分を含みます。
飽和脂肪酸（リノール酸、オレイン酸）には、血中のコレステロールを減らす作用があり、血管を浄化して血行を良くします。またゴマ
に含まれるビタミンEやセサミンにも同様の効果があるため、ごまは健康な血管を保つのに良い食材です。

●デリケートサポート（アレルギーケア）

＜グリーンルイボス＞
発酵前の緑色のグリーンルイボスは、抗酸化物質であるアスパラチンというフラボノイドが豊富に含まれており、抗酸化力はルイボスの
10倍といわれています。メタボリックシンドロームの予防に効果的であるという研究もされています。ミネラル成分は体に馴染みやすく、
全身の細胞を活性化させ、生体の機能を正常に保つ作用が期待されています。
特有のアスパラチンというフラボノイドは、糖尿病の原因となる高血糖の予防効果があるという研究報告も。

＜甜茶＞
甜茶ポリフェノールをはじめ、甘味成分のルブソシド、カリウム、カルシウム、マグネシウム、鉄などといったミネラル類が豊富に含ま
れています。甜茶ポリフェノールは、アレルギーの原因物質であるヒスタミンを抑える効果があり、花粉症やぜんそくなどの症状の緩和
や改善に効果があります。甘味や旨味に関わるアミノ酸系窒素化合物であるベタインも含んでおり、肝機能の強化をサポートします。
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＜明日葉＞（デリケートサポート）
明日葉特有のフラボノイドであるカルコンには血糖値を下げたり、肥満を抑制したりする効果があることが証明されています。そのほか、
β-カロテンやビタミンB群、ビタミンC、ビタミンEをはじめ、カルシウムやカリウム、鉄などのミネラル類や食物繊維など、優れた働き
を持つ栄養素が豊富に含まれています。口内炎や風邪の予防に効果的であるといわれています。

・ハトムギには、アレルギーを引き起こす物質ヒスタミンを抑制するはたらきが報告されており、花粉症予防に役立つと考えています。
また炎症物質TNF-αを抑制するはたらきを持つため、アレルギー予防効果も期待されています。

●素肌美サポート

＜ハトムギ＞
精米に比べて2倍以上ものたんぱく質を含み、そのほかにも脂質やカルシウム、鉄分、ビタミンＢ1、ビタミンＢ2などを豊富に含みます。
ハトムギのたんぱく質は良質なアミノ酸を多く含み、新陳代謝を活発にし、ニキビにも効果的と言われています。
また、ハトムギのコイケノライドによって腫瘍が抑制されるため、イボトリとして昔から使用されています。

＜グアバ葉＞
ビタミンCやビタミンEを豊富に含み、シミやそばかすを予防します。
またアトピー性皮膚炎の改善にも役立つことも報告されており、肌に対する働きも期待されています。

・明日葉にはβ-カロテンが豊富に含まれており、β-カロテンから変換されたビタミンAには皮膚や粘膜を丈夫に保ってくれる働きがある
ため、肌のカサつきや肌荒れを改善する効果があると期待されています。また、紫外線によって発生した活性酸素を無効化する働きがあ
り、メラニン色素の発生を抑制する効果があります。

●血圧が気になる方に
・ルイボスは血圧上昇酵素アンジオテンシン変換酵素（ACE）のはたらきを抑制することによる血圧低下作用も報告されており、高血圧
予防効果も期待されています。





毎日、ムリなく、キレイを育む

Tohtos～トートス

●抗糖化サポート
＜マンゴスチン抽出エキス＞
果皮に、プロシアニジン類、カテキン類などの様々なポリフェノールが含まれています。マンゴスチンには、特にポリフェノールの一種
であるキサントンが含まれており、その中でもα-マンゴスチンやγ-マンゴスチンはマンゴスチン特有の成分で、抗糖化が証明されてい
る成分です。

＜桑の葉＞
桑の葉特有のポリフェノール：1-デオキシノジリマイシン（DNJ）が糖質分解酵素の働きをブロックし、糖質の吸収を抑制します。

＜難消化デキストリン＞
糖分が小腸で吸収されるとき、糖質の吸収を抑制するので血糖値の上昇をおだやかにします。

・サラシアにはサラシノールという特有の成分があり、血糖値の上昇を抑えます。

●美肌サポート
＜ハイビスカス＞
ハイビスカスには、クエン酸とリンゴ酸が含まれており、一緒に摂ることで、より新陳代謝を活性化し、肌の生まれ変わりに働きかけま
す。また、ポリフェノールも豊富なので、アンチエイジング効果も高いのが特徴です。

＜ローズヒップ＞
赤色のカロテノイドであるリコピン、ビタミンA、ビタミンB群、ビタミンEなどのビタミン類、ミネラル類などを豊富に含んでいるほか、
炎症促進酵素シクロオキシゲナーゼの働きをやわらげる作用が知られており、抗炎症効果も期待されています。

＜ルイボス＞
強力な抗酸化力を持つフラボノイドが豊富に含まれており、リン、カルシウム、ナトリウム、カリウム、マグネシウムなどの主要なミネ
ラル類も多く含んでいるため、カラダを健やかに保ち、透明感のある肌へとサポートします。



Tohtos～トートス

●ゆらぎ世代のダイエットに
＜杜仲葉＞
杜仲葉配糖体の代表的な成分としてゲニポシド酸は、体内に吸収されると、自律神経系の副交感神経に作用します。この作用が末梢血管
周囲の筋肉をやわらげ、血管を広げて血流の抵抗を減らすことにより、血圧を穏やかにします。
また、血液中の老廃物や、血管に沈着するコレステロールを除去し、排出をサポートします。

＜サラシア＞
サラシアは、ポリフェノール類やテルペノイド類の働きにより、腸で脂肪代謝酵素を阻害し脂肪の吸収を抑える働きがあります。また体
内の脂肪細胞に溜まっている脂肪の分解を促す働きも報告されています。
脂肪の吸収を抑える働きや蓄積された脂肪の分解を促す働きもあることから脂肪燃焼の効果が期待されます。

・ハイビスカスに含まれているクエン酸とリンゴ酸には、代謝を促進させることによって、脂肪の分解を促進します。
リンゴ酸は、酢酸やクエン酸からも生成される栄養素で、体内で合成されるリンゴ酸は脂肪を合成させる働きを持ちます。また、ハイビ
スカスに含まれているハイビスカス酸は、アミラーゼの活性を阻害することによって、コレステロールを低減させる効果が期待されてい
ます。

・サラシアは、腸で脂肪代謝酵素を阻害し脂肪の吸収を抑える働きがあります。また体内の脂肪細胞に溜まっている脂肪の分解を促す働
きも報告されています。

・桑の葉には血圧降下作用のあるGABAが含まれており、血圧降下作用が報告されています。

・ローズヒップには、ティリロサイトというポリフェノールが含まれており、エネルギーを産生するミトコンドリアに働きかける作用が
確認されています。
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ChaLuna garden~カルナガーデン

●安眠サポート

＜大麦発酵液GABA＞
発酵大麦エキスを用いた乳酸菌発酵によるギャバ(γ- アミノ酪酸)です。
一時的な疲労感やストレスを感じている方の睡眠の質の向上に役立つ機能があることが報告されています。そのほか、一時的な疲労感や
ストレスの緩和、肌弾力の維持機能も報告されている成分です。

＜レモンバーム＞
シソ科のハーブでレモンに似た香りで、別名で「メリッサ」ともいわれています。
ストレスに起因する症状の緩和に役立ち、古くから長寿のハーブといわれています。
脳の虚血状態における脳細胞のストレスを軽減させ細胞を保護するとともに、脳の海馬の酸化を抑え、炎症を抑制する効果をもつことが
分かっています。
レモンバームは消化を促す効果があり、苦味成分が肝臓や胆嚢に作用し、消化吸収を助けます。また、腸にガスがたまる不調にも良いと
されています。
抗菌、抗ウイルス作用があり、口唇ヘルペスにも効果が期待できます。

＜カリン＞
ビタミンCやタンニンをはじめとするポリフェノール、ベンズアルデヒド、トリテルペン化合物、クエン酸、リンゴ酸、カリウム、食物繊
維の一種であるペクチンなど豊富に含まれています。
心地よさなどの感情を生み出すドーパミンや気持ちを落ち着かせる働きがあるGABA（ギャバ）などの神経伝達物質やストレスを緩和する
副腎皮質ホルモンの合成をサポートする働きがあります。
また、ベンズアルデヒドやタンニンをはじめとするポリフェノール、トリテルペン化合物が豊富に含まれているため、感染症の原因とな
る細菌やウイルスが喉の粘膜を通り体内に侵入してくる際、喉で細菌やウイルスを殺したり、炎症を和らげる働きがあるため咳止めや喉
の炎症の予防に効果を発揮します。
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ChaLuna garden~カルナガーデン

●ディフェンス力アップ

＜クリスパタス乳酸菌＞
乳幼児の腸内から発見された機能性乳酸菌です。大学との共同研究にて、ゼロアレル乳酸菌の摂取によるアレルギー症状の軽減・感染症
リスクの低下が確認されています。

＜酢酸菌発酵物＞
柿から単離した酢酸菌を植物由来原料を用いて発酵した機能性パウダーです。免疫賦活作用により花粉症やアレルギー症状を抑制します。
有効成分のひとつであるリポ多糖（リポポリサッカライド：LPS）は、体内の免疫バランスを正常化し、食細胞であるマクロファージが
活性化されて自然治癒力を向上し、皮膚の新陳代謝を促進させ、ウイルスや細菌に強いカラダづくりをサポートします。

＜マキベリー＞
アントシアニンをとても豊富に含むため、果実の中でもトップクラスの抗酸化力をもっています。その他にビタミンCや鉄分、カリウムな
ども豊富でとても栄養価の高い果実です。マキベリーのアントシアニンはほとんどが抗酸化力の強いデルフィニジン・シアニジンが含ま
れています。マキベリーにはデルフィニジンが非常に豊富に含まれているため、炎症に関わるCOX-2たんぱく質増加を抑制します。

＜ペパーミント＞
シソ科の植物で、セイヨウハッカとも呼ばれているハーブの一種です。
メントール、精油成分、フラボノイド、タンニン、ミントポリフェノールなど多くの有効成分を含んでおり、肌の調子を整える効果や消
化器の不調を改善する効果があります。
ペパーミントに含まれているルテオリン-7-O-ルチノサイドはミントポリフェノールとも呼ばれており、この成分はペパーミント以外のミ
ントにはほとんど含まれていません。
ミントポリフェノールは鼻の粘膜の腫れを抑制する作用など、アレルギー症状を緩和するために有効な働きを持っているため、ペパーミ
ントを摂取することで花粉症を予防・改善する効果があります。
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ChaLuna garden~カルナガーデン

●素肌美サポート
＜ローズヒップ＞
＜ローズヒップ＞
赤色のカロテノイドであるリコピン、ビタミンA、ビタミンB群、ビタミンEなどのビタミン類、ミネラル類などを豊富に含んでいるほか、
炎症促進酵素シクロオキシゲナーゼの働きをやわらげる作用が知られており、抗炎症効果も期待されています。

＜柿の葉＞
レモンの20倍、緑茶の30倍のビタミンCが含まれ、一般的に、ビタミンCは加熱するとほとんど壊れてしまうとされていますが、柿の葉
茶はお湯で淹れても問題がありません。
プロビタミンC成分を多く含むものは柿の葉茶だけであり、温かいお茶での摂取が可能なので、美容の面でも健康面でも高い効果をえら
れます。
フラボノイドのケルセチン誘導体を含んでいることで、血圧上昇を抑制します。

＜ルイボス＞
＜ルイボス＞
強力な抗酸化力を持つフラボノイドが豊富に含まれており、リン、カルシウム、ナトリウム、カリウム、マグネシウムなどの主要なミネ
ラル類も多く含んでいるため、カラダを健やかに保ち、透明感のある肌へとサポートします。

＜芍薬＞
筋肉の緊張をやわらげる作用が認められています。血管を広げたり血液の不足を補う働きもあるとされ、女性の月経不順や生理痛、また
冷え症の緩和にも用いられてきました。生理痛は子宮収縮が強いために起こるといわれています。そこで漢方では芍薬は婦人向けの女性
の体の不調や貧血の改善、血流の改善のためにも良いとされます。

●血圧が気になる方にも
GABAや芍薬など、配合茶葉の効果で血圧が気になる方にもおすすめです。
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おすすめの飲み方

●体感を得たいとき
空腹時にマグカップに１包を入れ熱湯を注いで5~10分ほど
おいてからお飲みください。

●キレイを育みたいとき
マグボトルやポットなどに1包を入れ熱湯を注いでそれぞ
れおススメの置き時間をおいてからお好きな時にお飲みく
ださい。

●ウエルカムドリンクとして
代謝を高めたい、発汗したい
→リバティ

疲れがたまっている、リラックスしたい
→サラ、トートス、カルナガーデン

＊*＊ホットでもアイスでもおいしい＊*＊

コップに氷を入れて
一気に冷やしてもGOOD！
冷蔵庫で冷やしてもO.K！

煮出さなくても
お湯に入れるだけでO.K！

商品内容
＜内容量＞
デ・ルー茶ストロング：120ｇ/4ｇ×５包入りピロー袋：6袋
温・美巡茶：120ｇ/4ｇ×５包入りピロー袋：６袋
リバティ：60ℊ/3ℊ×5包入りピロー袋：4袋
サラ： ：120ｇ/4ｇ×５包入りピロー袋：６袋
トートス：60ℊ/3ℊ×5包入りピロー袋：4袋
カルナガーデン：60ℊ/3ℊ×1包入り20袋

＜形状＞ティーパック



受賞歴

●エステセレクション金賞受賞

エステセレクションは、著名エステティシャンが認めたサ
ロンクオリティ製品を認定。
見込まれる効果や使いやすさ、成分・味覚・コストパ
フォーマンスなどの審査基準全10項目をクリアし、金賞

を受賞しました。（デ・ルー茶ストロング）

●季節ウエルカムドリンク人気ランキングにランクイン

美容サロンがお客様におススメしている
「実際売れているウエルカムドリンク」ランキングに堂々
5位にランクイン。
（温・美巡茶）



ダイエットサポートティLIBERTEA
人気女性誌公式サイトkokode .jp
「ハーブティ厳選しました」企画

ランキング3位

メディア掲載

抗糖化＆ダイエットティTohtos
人気女性誌公式サイトkokode .jp

「2020年＆2021年上半期売れ筋ランキング」

サプリメント＆インナーbeautyランキング1位



メディア掲載～カルナガーデン


