
からだ元気館の
いつまでも自分らしくいるために

大切な人に健康を贈
ろう

税込10,000円以上お買い上げで、

10%OFF 送料無料&

ご注文は FAX で

0422-24-8981

生きた食物酵素
と乳酸菌代謝エ

キスで

消化器官の健康
を　　　　サポ

ート！
まるっ

と

腸活に

腸活習慣

トレーニ
ングに

水素関連
商品

イオン化
ミネラル

電磁波対
策に

BODY CARE

MINER
AL



生酵素
100％

乳酸菌
生産物質

無添加
砂糖不使用

G-001

腸活サプリ ダイゴプラス 
7,500販売価格 円 ( 税別 )

腸活に

化学物質0%の無添加食品です

天然原料の自然な美味しさ

そのままでもきな粉のような風味。
デザートとの相性も抜群です。

ミネラルがイオン化して
溶けているから吸収しやすい！亜鉛

マグネシウム

鉄マンガン

カリウム
ナトリウム

G-002

カルマックス 100ml
4,180販売価格 円 (税別 )

イオン化ミネラル G-003

カルマックスθ 100ml
5,500販売価格 円 (税別 )

イオン化ミネラル

カルシウム

イオン化
ミネラル

製法特許取得済

G-004

蘇生塩 300g
2,000販売価格 円 (税別 )

イオン化ミネラル

『天日熟成ミネラル塩』＋
『植物種子発酵イオン化ミネラル』の力　

人間の生体組成と同じ
ミネラルバランスだから
身体に負担がかからない！

腸内環境を整える乳酸菌生産エキスに
生きた酵素をプラス。
たべる腸活習慣でうごく腸を取り戻して、
毎日をたのしくしましょう。



G-008

ハイドロバス i-SUISO

1,280販売価格 円 (税別 )
スタートキット

Hydro Bath
i - S U I S O

自宅で簡単水
素風呂！

容器に入れて沈めるだけ！

水素入浴発生材

【セット内容】
●水素発生材 x 3包 (容量：30g/包)
●専用ケース x 1個

＋10包入りセット
スタートキット

Hydro Bath
i - S U I S O

G-009

ハイドロバス i-SUISO

4,580販売価格 円 (税別 )
スタートキット＋10包セット

水素入浴発生材

【セット内容】
●水素発生材 x 13包 (容量：30g/包)
●専用ケース x 1個

水素入浴発生材
水素入浴発生材 ハイドロバス「I-SUISO」は、自宅のお風呂に入れると水素が大量（18L以上）に
吹き出る、新発想の入浴剤です。 「i-SUISO」のお風呂に10分間入るだけで、皮膚や呼吸から大量の
水素を吸い込み、老化の原因となる活性酸素を除去します。

水素ガス生成器

水素ガス生成器ハイドリッチ

水素関連
商品

G-005

ハイドリッチ・スターターキット

19,800販売価格 円 (税別 )
SK-7

水素ガス生成器

【セット内容】
●水素生成器ハイドリッチ本体
●水素発生剤 HR-7L(15包入り)
●ネックセット
●取扱説明書

＊初回購入の方には別売りの
　鼻カニューラを特別にお付けします

G-006

リピート用水素発生材 HR-12L

6,900販売価格 円 (税別 )

水素ガス生成器

(15包入り )

がん予防の研究と、漢方でのがん治療や補完・代替
医療を実践する専門医と共同で開発した水素ガス
生成器「ハイドリッチ」。1時間に10L以上の水素
を生成できるハイパワーな水素ガス生成器です。

専用の吸入用
カニューラ付属

1回の水素生成が
水素水 600ℓ分

臨床と安全性の
設計に 2年

30 分の吸入でも

全身ケア！

水素発生材「HR-12L」、「HR-7L」は、食品添加物のみで配合して
おり、水との反応で水素が発生します。

G-007

リピート用水素発生材 HR-7L

5,400販売価格 円 (税別 )

水素ガス生成器

(15包入り )



トレーニ
ングに

ケータイに貼って電磁波対策
安心安全な通話を楽しもう！

美波動 携帯電話
1,800販売価格 円 (税別 )

Bhado 

美波動 ペンダント
5,000販売価格 円 (税別 )

Bhado 

首にかけるだけで
電磁波対策！

美波動 ポケット
3,100販売価格 円 (税別 )

Bhado 

シャツや上着の
ポケット、
携帯カバーに

Bhado 分電盤＆クルマ
分電盤に貼って電磁波対策＆節電

美波動 携帯電話
5,000販売価格 円 (税別 )

Bhado 

美波動 多機能
5,000販売価格 円 (税別 )

Bhado 

Bhado 多機能

身に着けて
電磁波防止
免疫力アップ

美波動 マクラクサァ
7,300販売価格 円 (税別 )

Bhado 眠りの質を変えて、
心身をストレス
から守る

電磁波対
策に

ご注文・お問い合わせは ONLINE SHOPでのご購入は

https://www.j-genki.com

フェイスブック・インスタグラムでも
健康に役立つ情報を発信しています！

Facebook Instagram

『Bhado』（ビハドー）シリーズは “人工電磁波”などのマイナスなエネルギーを
クリーンかつプラスに変換！「電気代節約」「燃費向上」「電磁波による悩み軽減」
など、わたしたちの暮らしをより快適にサポートしてくれます。

<サイズ> 直径約 1.8cm
<重さ>     約1g以下 

アスケアシリーズ

アスケアPRO
4,850販売価格 円 (税別 )

アスケア ZERO
11,000販売価格 円 (税別 )

アスケアシリーズは、アスリートに向けた本格的ボディー
ケアを目的として開発された商品です。
当商品は米国FDAで認められている安全で安定的かつ
機能性の高い原材料を使用しています。
スポーツや運動前後のボディケアとして体のよく使う部
分や気になるところに1秒ほどさっと吹きかけ、手でな
じませてお使いください。また、日々の入浴後や就寝前
等にお使いいただくとより効果的です。 【内容量】130g【内容量】130g

新成分プロテオブリカン
搭載でグレードアップ！
超回復と再生を実現

運動強度の強いトレーニ
ングを行うアスリートの
筋肉・関節をケア

G-011 G-012

G-016G-015G-014G-013 <サイズ>
プレート : 3×1.8×0.2cm
チェーン : 約68cm
<重さ>     約10g 

<サイズ> 5×8×0.1cm
<重さ>     約11g 

<サイズ> 5×3×0.2cm
<重さ>     約15g 

<サイズ> 10×6.1×0.2cm　<重さ>  約33g 

G-017 G-018

〈サイズ〉

Mサイズ /身長150～ 170cm
Lサイズ /身長180cm前後

Sサイズ /身長150cm前後
G-010

腸腰筋ストレッチベルト 
ラクナール

9,250販売価格 円 (税別 )

特許

取得
特許第5310680 号

■素材：天然ゴム・ポリエステル・
    POM樹脂・ナイロン
■重量：300g

腸腰筋ストレッチベルト

ラクナール
がラクにナール！

世界カイロプラクティック連盟 (WCA) 推薦

座ったままで足腰トレーニング！
骨盤起こしで代謝もUP！




