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新しい
細胞をつくる

古い細胞を
こわす

細胞工場
発電所（ミトコンドリア）

たんぱく質

材料

ビタミン
ミネラル

部品

体を構成する60兆個※の細胞のそれぞれには「細胞をつくる工場」のような
働きがあり、肌や髪、内臓などを構成する細胞がつくられています。健康な細
胞をつくるには、その「材料」と、材料を組み立てる「部品」のような役割をする
栄養素が必要です。

腸で吸収された栄養素は「血液」
に移動。血液は細胞に必要な栄養
を運びます。健康な血液·血管で
ないと栄養素が行き渡りにくくな
るため、健康な状態を保つことが
重要です。

細胞工場を動かすためにはエネル
ギーが必要です。細胞内にはミトコ
ンドリアという「発電所」のような
機能があり、そこで必要なエネル
ギーをつくり出しています。

食事から摂取した栄養素は「腸」
から吸収されます。腸が不健康だ
とせっかく摂った栄養も無駄に。
まずは善玉菌が多い「良い腸内環
境」を保ち、栄養素を十分に吸収
することが大切です。

血液·血管の健康を
維持している栄養素

発電所でエネルギーを
つくっている栄養素

良い腸内環境を保つために
役立っている栄養素＊ 細胞工場で体をつくる基盤となっている栄養素つくる基盤とな

体をつくる細胞工場

体づくりに必要な
栄養素が補える6つのサプリメント。BASE 6

ベースシックス

栄養素を
吸収する腸

細胞に栄養素を
運ぶ血液

エネルギーを送る
発電所

DHA
E PA

食物繊維
 乳酸菌
ビフィズス菌

コエンザイム

Q10

ニュートリライト™の 6大おすすめサプリメント
『B A S E 6』のさらに詳しい情報はこちら

コーキューテン
2粒に牛ステーキ約11枚相当の
コエンザイムQ10を含有。

ブレイン＆ハートTM

（DHA&EPA）
DHAとEPAをたっぷり補給。

ニュートリ プロバイオTM

腸内にとどまり定着する5種類の
乳酸菌・ビフィズス菌を配合。

ニュートリ ファイバー パウダーTM

不足しがちな食物繊維を
たっぷり手軽に補給。
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E PA
D
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食物繊維

トリフ イバ パウ

維 乳酸菌
ビフィズス菌

＊乳酸菌・ビフィズス菌は、腸内細菌です。

たんぱく質

トリプルXTM
21種の植物原料を濃縮
ビタミン・ミネラルに加え

ファイトケミカルスが補給できます

ニュートリ プロテインTM、
プロテイン２ゴーTM

種の植物を配合。
んぱく質は100％植物由来。

たん

ニ
プ
3 種
た

 最初におすすめ「ベースサプリメント」

ビタミン
ミネラル

ファイトケミカルス

栄 養素のチームワークで 体はつくられる。

 トリプルXTM・プロテインの次におすすめ「ベースサポートサプリメント」
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BASE 6 ムービー
 MOVIE

良くわかる BASE 6

菌

20010JATP

※細胞の数については様々な説があります。

※ コエンザイムQ10 60mgに相当する食品の量は、「Pirlo Mattel, JOURNAL 
OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS（2001）」を基に作成
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美容と健康のカギは、筋肉。トリプルX TM 実験ムービー第2弾  公開中!

運動後、たんぱく質を多く摂るほど＊筋肉がつきやすい。適度な筋肉量が
エネルギーの代謝を上げ、体力づくりや美容に役に立ちます。

トリプルXTMを与える量を変えて（6粒と12粒）、
 植物の成長に違いが出るのか実験してみました。
 驚きの結果はこちらのQRコードから！

※トリプルXTMに関するWEB調査(2018年1月実施)  ベース：1年以上
トリプルXTMを利用しているディストリビューターの内、摂取する前の
健康状態が「普通だった、良かった」と回答したディストリビューター
（122人）
【注】過剰摂取を推奨しているわけではありません。

※プロテインに関するWEB調査(2018年1月実施)  ベース：ニュート
リ プロテイン（オールプラント）TMを利用しているディストリビューター
の内、摂取する前の健康状態が「普通だった、良かった」と回答した
ディストリビューター（287人）
【注】過剰摂取を推奨しているわけではありません。

＊より元気になったと実感

※18歳～70歳以上の全年代の推奨量 女性 50g 厚生労働省 「日本人の食事摂取基準(2015年)」より作成 

＊食事に加え、運動後たんぱく質20g摂取の場合

ファイトプロテクト™ の有用量を摂るためには、

１日2回分（12粒）の摂取が必要！
こんな食事の場合、

1日大さじ山盛り3杯分の摂取が必要！

1 日の摂 取 量を意 識して、より健 康に美しく！

なぜならななななななななぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜなななななな

トリプルXTMを摂って、
より元気になったと実感していますか？

ニュートリプロテインTMを摂って、
より元気になったと実感していますか？

トリプルX TM 

1日6粒×2回

 2回分（12粒）摂取している人の方が、より高い効果実感＊
を得ている！

＊より元気になったと実感

3杯分摂取している人が最も高い効果実感＊
を得ている!

ニュートリ プロテイン（オールプラント）TM

10g 10g 10g1日大さじ山盛り
1～3杯 (10g×1～3回)
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12粒未満（1日） 1杯分12粒（1日） 2杯分 3杯分

とても実感している 実感している やや実感している とても実感している 実感している やや実感している

1日あたりの
摂取量

1日あたりの
摂取量

 ウコン（クルクミン）エンジュ（ケルセチン）

ローズマリー（ロズマリン酸）

朝食

昼食

夕食
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100%  ニュートリ プロテインTM
大さじ山盛り

約3杯で
 不足分をカバー

摂取推奨量
今を楽しむ女性に
ありがちな食事

1日の摂取目安量1日の摂取目安量

10g 10g 10g 10g 10g 10g

 摂取量の違いによって効果実感に変化はあるの？  摂取量の違いによって効果実感に変化はあるの？

（12粒）
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