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栄養素４０１ 

 

 

 
≪ １００ｇ小袋が４個入って 

います（１か月分） ≫ 

定価 6,600円 

 

人間の身体は約６０兆個（４０兆個という説もある）の細胞で 

できています。 身体の中では、毎日ものすごい数の古い細胞

が死んでいき、新しい細胞が生まれています。 

新しく生まれてくる細胞は、皆様が毎日食べている食事が原

料です。  皆様は新細胞を作るために必要な種類の原料を

毎日 摂取していらっしゃいますか？  

（私たちが調べたところ、ほとんどの皆様は、自分の身体を作

るために必要な原料がかなり不足していました） 

「栄養素４０１」は、野菜類、穀物類、肉類、魚類、海鮮類、果物

類から、必要な原料を選別し、それらを粉末にしてブレンドし

たものです。 細胞を作るのに必要な食材粉末をブレンドした

“栄養素の缶詰”です。  

これまでにたくさんの方にすばらしい効果が出ています。 

特に血管年齢が若くなり、結果として皮膚、毛髪が若返ったと

いう報告が多く届いています。 

（効果の詳細は予防医学セミナーで発表しています） 

 

ドクターバリア 

 

 

 

 

≪ ８０ｇ小袋が２個入って 

います ≫ 

定価 6,600円 

 

 

さまざまな感染症を予防するために開発された製品です。 

医師団の先生たちが、予防に必要な原料＋配合を研究され、

専門家が創り上げた黄金比の組み合わせレシピです。 

日本に無い原料は海外の産地から取り寄せました。 

最高級品の原料ばかりを配合して製品に仕上げました。 

コロナ感染症が蔓延した際にも威力を発揮して、たとえコロナ

に感染しても、ほとんどの人は重症化しないで治癒したとい

う報告が多く寄せられました。 

強力な免疫能力を発揮するための主要な機能は４構成。 

その機能をもっと高めるために、さらに数十種類の補助成分

をブレンドしました。 したがって免疫力が高まり、身体を内部

から丈夫にするということができるようになりました。 

このように夢の成分が約４０種類以上ブレンドされています。 

ドクターバリアは食品ですが“薬”以上の効果が期待できま

す。 内容成分をご覧になった医学・薬学の先生たちが一番 

よく買ってくださっています。 

添加材などは一切入っていません。 効果のある原料を粉末

にして、ただブレンドにしただけの“粉末食品”です。 



 

青 春 時 代 

 

 

 
 

 

≪ ソフトカプセルが 120粒 

入っています ≫ 

定価 13,200円 

 

 

≪ソフトカプセル６０粒入り袋×２個入っています（120粒）≫ 

 

「青春時代」は、身体をつくる「栄養素」ではなく、身体の機能

を若返らせるために作られた製品です。 

人生を何十年も生きてこられた皆様は、身体の機能もそれな

りに傷つき痛んでいます。 

老化とともに身体の機能が衰えることは“自然の理”ですが、 

それを少しでも若い時代の身体の機能を復活させようと思

い、世界各国から特殊な素材原料を取り寄せました。 

“薬”ではなく“食品”扱いにするため、医師の皆様に「安全性」

を最重要に考えて、原料レシピを完成していただきました。 

お客様には、毎日４粒ぐらいを飲んでいただいています。 

連続飲用すると２～４ヶ月ぐらいで 『若返りの兆候が出てき

た』 という報告をいただくことが多くなってきました。 

入手困難な原料、高価な原料がたくさん入っています。 

若返りを願われるならば、どうぞご自身でご体験ください。 

（身体機能がよほど悪くなってない限り、服用を続けていると

身体の本来の回復機能が目覚めてくる方が多いです） 

 

コラーゲン（食用） 

「低分子３０００」 

 

 

 

≪ １００ｇ入り袋が３個入って 

います（１か月分） ≫ 

定価 13,200円 

 

 

≪１００ｇ入り袋が３個入っています（１か月分）≫ 

 

ひじょうに多くの方は、コラーゲンについて、間違った知識を

お持ちです。 

コラーゲンは低分子５０００以下にならないと、人体には吸収

できません。 コラーゲンの原料は牛、豚、魚ですが、この中で

一番原料が高価なのは牛の真皮層です。 

当社の「低分子３０００ コラーゲン」は、最高級の牛の真皮層

を原料にして、加水分解、酵素分解を何回も繰り返して、１５０

日間の歳月をかけて低分子３０００に精製したものです。  

当然ながら業界では最高品質であり、多くのコラーゲン製品

を作っている会社に、私たちは“原料”として販売しています。 

当社の会員には自社製品として、純度１００％の製品を皆様に

直売しています。 防腐剤や添加材は一切入っていません。 

（ですから開封した後は、冷蔵庫に保管してください） 

未開封でしたら、常温でも３年間以上、品質の変化はおきませ

ん。   （日本の高級コラーゲン製品のほとんどは、当社が 

原料を供給し、そこに添加材を加味した商品が多いです） 



 

コラーゲン（化粧用） 

「超低分子１０００」 

 

 

 

 

≪ 小ボトルが１個入って 

います ≫ 

定価 13,200円 

 

 

超微粉末のコラーゲンです 

添加材や防腐剤は 

一切入っていません 

コラーゲンの製造過程においては、粒子を細かくすればする

ほど、技術的に生産が難しくなります。 

現在、日本で超低分子１０００を生産しているのは、私たちの

グループだけです （私達は「超低分子 450」までの超微細

コラーゲンを生産できる技術を持っています）。 

この製品 「超低分子１０００」 は、テルピアを原料にして生産

したコラーゲンであり、化粧品用として製造しました。  

飲用もOKですが、（超高価品ですから）食用として食べるの

はもったいないです。 どうぞ美顔用にお使いください。 

 

コラーゲンは、微細になればなるほど、極端に高度な製造技

術が必要になり、製造コストも一挙に高くなります。 

ですからアジアでは私達のグループ以外で超低分子１０００

を生産している工場はありません。 

街で売られているのは、私たちから各社に“原料”として出荷

したものを、各社のブランド名で販売しているものです。 

 

（微量を水で溶いてお顔に塗ってください。最初は突っ張る

感じがして、しばらくすると肌の変化が自分でわかります） 

 

冬 虫 夏 草 

 

  

↓下記の袋詰に変更 

 

 

≪ 純度１００％の冬虫夏草粉 

５３ｇ（約 150カプセル） 

入っています ≫ 

定価 13,200円 

世界には 450種類ぐらいの冬虫夏草が存在しています。 

ただし薬効が認められているのはその中の十数種類だけです。 

当社製品は、病院で使われている“薬”としての最高級の冬虫夏

草を、原産国から輸入して、日本で箱詰めしたものです。 

しかし発売以来２０年の間に、原料となる冬虫夏草がたいへん

高くなってきました。 

製品価格を据え置いて、今までと同じ価格で発売するために、

梱包を簡素化して、現在は袋詰めに変更しました。 

 

品質は、発売以来２０年の間に順次レベルアップしてきたもの

で、最高級の薬効のある品質であり、現地国では病院で薬とし

て使用されています。 日本にも多くのファンがおられます。 

上質冬虫夏草の純度１００％の子実体・菌糸体のパウダーです。 

（原料入手が困難になったため、２０２０年に生産終了にしました） 

今回、偶然に原料が入手できましたので、復活販売することが

できました。 原料は驚くほど高くなっています。 

（現在の原料が無くなれば、今回も生産は終了にします） 



 

（乳酸発酵ハナビラタケ） 

X 5 

 

  

↓下記の袋詰に変更 

 

 

 

≪ ６０カプセル袋が２個 

入っています ≫ 

定価 13,200円 

 

 

国際的な科学誌「ネイチャー」で記事報道された「ハナビラタケ」

を、特殊な乳酸菌で発酵させた『乳酸発酵ハナビラタケ』です。 

 

日本人研究者が、栽培の難しいハナビラタケの栽培に成功し、 

そのハナビラタケを、特別乳酸菌によって発酵加工させたもの

が、この 「X5」 です。 

通常のハナビラタケ製品にくらべて、この 「X5」 は RNA値が 

５倍以上もあります。  

さらに、βグルカンもハナビラタケ乾燥重量の４０％以上含まれ

ています。  

このようなすごい数値に変化したのは、ひとえに特別乳酸菌の

発酵能力のおかげです。 ２０００種類以上もある乳酸菌のう

ち、（高額になりますが）特殊な乳酸菌を採用しているからです。 

 

この製品をお買いになる方のほとんどが「ガン疾患」のお客様で

す。 どのようにしてこの製品を知ったのかお聞きしたところ、

イギリスで発行されている国際的な科学雑誌「ネイチャー」で紹

介されているから、というお答えが多かったです。 

発酵ハナビラタケの研究は、日本人医師たちにより開発された

ものであり、日本国内でハナビラタケ栽培も成功したそうです。 

 

美 々 メッセージ 

 

 

 

１パック 

定価 13,200円 

 

女性ホルモンがいちばん多く出ている時期は２０～３３歳ぐらい

で、そのあとはエストロゲンの分泌は急激に低下します。 

50 歳ぐらいになると分泌量は最低ラインにまで低下し、体中に

シワがあらわれだし、表皮も垂れ始めます。 

●人間の表皮「真皮層」の構成物質は、 

   ①エラスチン  ②コラーゲン  ③ヒアルロン酸 

などが主成分です。 

●飯島博士が、海外の秘境に育つ「〇〇芋」に含まれている成分

に、これらの①～③を再生させる機能が含まれていることを

突き止めました。 

●黒酵母菌の働きを応用して、「〇〇芋」に含まれる特定成分を

経皮吸収できるように“キレート化”しました。 

 これによって「○○芋」は低分子化され、浸透圧によって皮膚

から浸透することが可能になりました。 

（コロナ感染症により、原料の入手が困難になりましたので、 

現在の在庫が無くなり次第、生産を終了します） 



 

貴 素 ８ ８ 

 

 

 

 

 

≪ 上記の容器が３個 

入っています ≫ 

定価 13,200円 

（約 1か月分） 

 

 

 

≪ 1袋に小容器が３個入っています（約 1か月分） ≫ 

 

世界最高品質のラジウムが産出するのは、オーストリアのバード

ガスタイン地方です。 

治療のために、世界中から 1 か月、2 か月と長期の湯治に多く

の人達が訪れています。 

（日本のラジウム鉱泉は玉川温泉ですが、バードガスタイン炭鉱

と比べると、レベルは比較にならないほど低いです） 

 

ラジウムからは常にアルファ波が放出されており、その波長が 

治療に効果があります。 

アルファ―波は人体に優しい作用があるということは、世界中

でさまざまな研究発表がなされています。 

バードガスタイン炭鉱から上質ラジウムを取り寄せ、さらに効果

を高める成分を加味し、「貴素８８」が完成しました。 

 

ガン疾患、胃腸疾患、便秘症の方々が飲用しておられます。 

ラジウム粉末ですからザラザラしており、多くの方はヨーグルト

などに混ぜて食べておられます。 

 

８ ８ バ ー ム 

 

 

 

１個  定価 2,970円 

 

≪ 1袋に上記の容器が３個 

入っています ≫ 

定価 8,910円 

 

 

≪ 「88バーム」は、小容器に軟膏が入っています ≫ 

上質のラジウム鉱石の粉末にワセリン、その他の成分をブレンド

した軟膏です。  これは食べ物ではありません。 

この製品には、生活の必需品として多くのファンがおられます。 

 

●一番驚いたのは、やけどをした際に、この「８８バーム」を塗っ

たところ、水ぶくれにもならなくて、短期間で治癒しました。 

●虫に刺された際に、この「８８バーム」を塗ったところ、同じよ

うに短期間で治癒しました。 

●吹き出物ができた際に、この「８８バーム」を塗ったところ、こ

れまた短期間で治癒しました。 

●切り傷などの場合は、最初に十分に傷口を消毒する必要があ

ります（破傷風菌が傷口に入らないように）。 「８８バーム」を

使うのはその後からがいいと思います。 

このように、家庭内のさまざまな場面で使用されていますが、

すべてラジウムから発生するα波長の効用だと思われます。 

日本バイオサイエンス株式会社（2022年 7月版） 


