
「エッセンシャル ひざ関節サポート」みんなの感想は？
6月7月は魅力的なパワーアップ製品が続々登場！

MANNATECH
CALENDAR
6-7
2021

◎ 新規登録
▲ オートシップ・オーダー  代金引換

★ オートシップ・オーダー  クレジットカード
● 通常オーダー

■ オートシップ・オーダー  ゆうちょ銀行自動払込
※ オートシップ・オーダー  最終出荷日各オーダー・申し込み締め切り日

6月1日
プロバイオティクス製品
「GI-プロバランス」がパワーアップ！

7月1日
「守る・はねかえす力」が
グレードアップした「マナブーム」！
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「GIプロバランス」リニューアル

「マナブーム」リニューアル

「ひざ関節サポート」発売記念キャンペーン期間終了

リニューアルの詳細はこちら▶

今多くの注目を集めるプロバイオティクス製品「GI-
プロバランス」が待望のリニューアル！厳選されたプ
ロバイオティクスが 6種類から8種類へ、またマナ
ポールが新たに配合されるなど、より一層パワー
アップした内容で皆さまの健康をサポートします。

GI－プロバランス

内容量：1.5g× 30包
用法：1日に1包（目安）

希望小売価格：6,501円（税込）
アソシエート価格／
プレファード・カスタマー価格：

PV：28　CV:70％製品番号 18603

5,200 円（税込）

【オーダーサービスセンター】
0120-074-109（通話無料）
03-6630-7570（携帯・PHS）

〒150-0043  東京都渋谷区
道玄坂2-11-1 Gスクエア
マナテックジャパン合同会社
オーダーサービスセンター宛

【ファックス】

0120-925-310
【メール】
CUSTSERV1@mannatech.co.jp

内容量：3.2g 15包
用法：1日に1包（目安）

希望小売価格：12,000円（税込）
アソシエート価格／
プレファード・カスタマー価格：

PV：50　CV:70%製品番号 47203

9,600 円（税込）

乳酸菌は＋17％、ビフィズス菌は5倍にアップ

厳選されたプロバイオティクスが500億個以上

マナポールとアラビノガラクタン（アンブロガード）を新配合

ほのかなヨーグルト風味で大人気！

身体に本来備わっている「守る力」と「はねかえす
力」をアシストするマナブームがパワーアップ！マナ
ポールとビタミンCを増量、さらにミラクルフルーツ 
アムラと亜鉛を新たに配合いたしました。糖質栄養
素－ビタミン－ミネラルのトリオが、皆さまの健康的
なライフスタイルを強力に応援します。

マナブーム

マナポールは＋22％、アカシアガムは+13％

良質なビタミン Cの宝庫、アセロラは 90%アップ

アムラとグルコン酸亜鉛が守る力をさらにアップ

甘さを控えた爽やかな後味を実現！

新生「GI-プロバランス」で毎日手軽に腸活！
リニューアル！
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リニューアルの詳細はこちら▶

「マナブーム」で変化に負けないからだづくり！



エッセンシャル
ひざ関節サポートで
毎日笑顔に！

ひざの健康に着目した機能性表示食品

愛用者の声 ※個人の感想です。効果を保証するものではありません。

日本の皆さまのために開発された「エッセンシャル ジョイント」は、

機能性表示食品「エッセンシャル ひざ関節サポート」へと生まれ変わり、

より身近な存在として皆さまの健康をサポートします。

※エッセンシャル ジョイントの配合をそのままに、機能性表示食品になりました。

おうち時間も増えたし、少しくらい運動しなくては！と思い

ながらも、ひざ関節の不快感でついおっくうに... という方も

きっと多くいらっしゃることでしょう。

不快感を緩和するグルコサミン塩酸塩が関節の曲げ伸ばしを

サポート！「ひざ関節サポート」が皆さまの生き生きとした毎日

を応援します。

軟骨の構成成分として知られるグルコサミンをはじめ、古来

健康に良いとされるボスウェリアセラータエキス、美容と

健康をサポートするレスベラトロール、抗酸化成分を含むマツ樹

皮エキスやウコンエキスなど、自然由来の成分をバランスよ

く配合しました。

シニア世代に限らず、30代でも気になる人が増え続けているひざの

不快感。その原因の多くは、筋力の低下や骨軟骨の衰えによりひざ

関節への負担が大きくなることにあります。また、遺伝的な要因や

肥満などの影響も。だからといって、安静にしすぎるのは逆効果。

動かないことでさらに筋力が低下し状態が悪化→さらに動かなく

なる…という悪循環が生まれます。

ハツラツとした毎日を楽しむために重要なのは、気になり始めたら

放置せず早めに対策をすること。適度な運動や歩く習慣でひざ周辺

の筋力を高める→さらに活動しやすくする、という好循環をつくる

ことが大切です。ひざの不快感を上手にコントロールして、いつまでも

軽やかに人生を歩き続けましょう！

製品特設サイト▶

ひざの
不快感をケア

筋力が
アップ

ひざの負担が
軽減

できるだけ動く

好循環

ひざの
不快感

運動不足

筋力の低下 動きたくない

悪循環

特徴成分

機能性関与成分 その他の成分

グルコサミン塩酸塩

ボスウェリア
セラータエキス

レスベラトロール
（ブドウ皮エキス）

マツ樹皮エキス

プロメライン

ウコン

「エッセンシャル ジョイ
ント」の時から愛用してい
ます。仕事で運転するこ
とが多いせいか、足まわり
に少し不安があったので
すが、食べ始めてすぐに
いい感じになりました。
今も毎日欠かさず食べて
います。 （60代男性）

エッセンシャル ひざ関節サポート

内容量：162g （ 899mg× 180粒）

希望小売価格：8,000円（税込）
アソシエート価格／
プレファード・カスタマー価格：

PV：52　CV:65製品番号 47503

6,400 円

<栄養成分>
6粒（5.394g）あたり、エネルギー/21.4kcal、たん
ぱく質/0.77g、脂質/0.23g、炭水化物/4.07g、食塩
相当量0.02g、機能性関与成分 グルコサミン塩酸塩
/1,500mg
用法：１日6粒を目安に、水などと共にお召し上がり
ください。

＜ご注意＞
機能性表示食品は直接的な効果を訴求できる反面
制約も多いため、製品をご紹介する際は、ウェブ
ページ、フライヤーおよび製品ラベルに記載されて
いる文言内の表現をご使用ください。

（税込）

健康のために散歩を日
課にしています。「エッセ
ンシャル ひざ関節サ
ポート」を食べるように
なってから足取りが軽く
なって、つい遠くまで
行っちゃうんです。
 （70 代女性）

立ったり座ったりがどう
もぎくしゃくしていたけ
ど、「エッセンシャル ひ
ざ関節サポート」を食べ
はじめてから立ち居振
る舞いがスムーズになり
ました。 （70 代女性）

昔傷めた右ひざがいつも
気になっていました。
「エッセンシャル ひざ関
節サポート」を食べ続け
ていたら違和感がやわら
いで嬉しかった。

（40 代女性）

「エッセンシャル ジョイ
ント」からの愛用者です。
第一関節が悩みの種だっ
たのですが、すいぶんと
違和感がやわらいだ気が
します。食べててよかった
としみじみ思っています。
 （50代女性）

マンションの3階に住ん
でいます。これまでは階
段の上り下りがおっくう
で嫌だったのに、「エッセ
ンシャル ひざ関節サ
ポート」を食べ始めてしば
らくしたら、気にならなく
なりました。 （80代女性）


