
家族みんなの元気を、自然の美味しいチカラから

［エックスプラムトゥエンティ］

エックスプラム20（トゥエンティ）
（705mL）
本体価格4,600円（税込み価格4,968円）
商品番号621

エックスプラム20  X-Plum20

梅肉濃縮飲料

濃縮果汁をプラスして 
飲みやすさアップ 

特長

リンゴとブドウの果汁を加えた
ことでより飲みやすく、まろ
やかな味わいに。お子さまか
らお年寄りまで、ご家族で毎
日ご愛飲いただけます。

特長

ブドウエキスの添加と梅エキ
スの増量で、クエン酸とポリ
フェノールが約10％アップ。
さらに高い美容・健康効果が
期待できます。 

オリゴ糖などのはたらきで
お腹にもやさしく

特長

オリゴ糖などを加え、お腹の
調子を整え、快調な毎日を
サポートします。

その一杯に、ご家族の元気がいっぱい。 
お好きな飲み方でお楽しみください。
エックスワン創立20周年に誕生したエックスプラム20。 

「よりやさしく」「より飲みやすく」「より新しい」黒酢ドリンクの開発を目指しました。

エックスプラムでおなじみの梅と黒酢をベースに、

植物由来成分とリンゴ、ブドウ果汁をプラス。 

飲みやすく仕上げたまろやかな味わいで、 

そのままストレートで飲んだり、氷やお湯で割ったりと、 

ご家族でお好きな飲み方が楽しめます。 

毎日の健康づくりに、ぜひお役立てください。

（液だれ防止キャップ付）

よりすこやかに、
梅肉と黒酢のクエン酸がたっぷり 
ポリフェノール約10％アップ

家族みんなの元気を、自然の美味しいチカラから

［エックスプラムトゥエンティ］

エックスプラム20（トゥエンティ）
（705mL）
本体価格4,600円（税込み価格4,968円）
商品番号621

エックスプラム20  X-Plum20

梅肉濃縮飲料

濃縮果汁をプラスして 
飲みやすさアップ 

特長

リンゴとブドウの果汁を加えた
ことでより飲みやすく、まろ
やかな味わいに。お子さまか
らお年寄りまで、ご家族で毎
日ご愛飲いただけます。

特長

ブドウエキスの添加と梅エキ
スの増量で、クエン酸とポリ
フェノールが約10％アップ。
さらに高い美容・健康効果が
期待できます。 

オリゴ糖などのはたらきで
お腹にもやさしく

特長

オリゴ糖などを加え、お腹の
調子を整え、快調な毎日を
サポートします。

その一杯に、ご家族の元気がいっぱい。 
お好きな飲み方でお楽しみください。
エックスワン創立20周年に誕生したエックスプラム20。 

「よりやさしく」「より飲みやすく」「より新しい」黒酢ドリンクの開発を目指しました。

エックスプラムでおなじみの梅と黒酢をベースに、

植物由来成分とリンゴ、ブドウ果汁をプラス。 

飲みやすく仕上げたまろやかな味わいで、 

そのままストレートで飲んだり、氷やお湯で割ったりと、 

ご家族でお好きな飲み方が楽しめます。 

毎日の健康づくりに、ぜひお役立てください。

（液だれ防止キャップ付）

よりすこやかに、
梅肉と黒酢のクエン酸がたっぷり 
ポリフェノール約10％アップ
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梅と黒酢をベースに、厳選した天然素材のみ使用。梅は最高品質の
南高梅にこだわり、本場紀州産の中でも価値の高い大きい梅だけを
選びました。黒酢は、昔ながらの製法で、手間をかけつくり上げた
極上品です。さらに、貴重品とされる霊芝・高麗人参・金柑なども豊富
に配合。また、無添加無着色で天然素材のよさがいかされています。

最高品質の紀州産南高梅を1本に1kgも使用。大自然で育った
梅には、大地や清流からもたらされた天然ミネラルが豊富です。
天然玄米黒酢は、伝統ある木製樽を使い丹念につくり上げてい
ます。

美味しいお召し上がり方

◎ロック／ストレート
そのままでも、氷を入れても美味しくお飲み
いただけます。

◎水割り／お湯割り
大人にはウィスキーや焼酎を入れて、
お子さまにはヨーグルトや牛乳割りでどうぞ。
※牛乳は凝固しますので、よくかき混ぜてお飲みください。

◎酢の物／浅漬け
サラダドレッシングなど、料理の味付けに
お使いいただけます。

カラダ全体のバランスを整えることで、精神が安定しエネルギッシュな
毎日を過ごすことができます。悪化する現代の生活環境や食生活の
変化は、心とカラダに大きなストレスをもたらす傾向にあります。エック
スプラム20は、バランスのよいパワフルなカラダづくりをサポートする健
康飲料です。

●美容と健康を大切にする方

●冷えが気になる方

●食生活が不規則になりがちな方

●煙草やお酒をたしなむ方

●ぐったりしやすい中高年の方

●育ち盛りのお子さまにも

栄養成分表示〈エックスプラム20に含まれている100mLでの主な栄養の含有量〉

このような方におすすめします

エックスプラム20（トゥエンティ）
（705mL）
本体価格4,600円（税込み価格4,968円）
商品番号621

●紀州産南高梅
1kgの青梅からわずか20gしかとれない梅肉エキスを贅沢に使用して
います。梅肉エキスからは、血流をスムーズにする物質、「ムメフラー
ル」が発見されています。

●天然玄米黒酢
酢は身体によく、血液改善効果も発見されています。玄米を原料とし
通常の酢より長く醸造する黒酢には、必須アミノ酸などの有効成
分が際立っているといわれています。

●赤紫蘇

●高麗人参エキス
多くの栄養を含み、全身の機能を活性化させるはたらきを持って
います。また、ビタミン・ミネラルを含む多糖類がバランスよく含まれ、
健康の維持を助けます。

●霊芝
ガノデリックアシッド、多糖体、プロテオグルカン、ペプチドグルカン、ゲ
ルマニウムなどが含まれ、昔から不老長寿の食品として珍重されてい
ます。

●金柑
鎌倉時代から民間薬として親しまれ、クエン酸やビタミン、カロテンな
どが豊富。生産時期が短く、生産量も少ないため、貴重品となってい
ます。

●ローヤルゼリー
大自然とミツバチが与えてくれた理想的な食品。アミノ酸やビタミン、
ミネラルを豊富にバランスよく含んでいます。

●オリゴ糖
食物繊維に酵素を作用させてつくる、難消化性の糖質の一種。
腸内細菌の善玉菌であるビフィズス菌を増やすことでおなかの調
子を整えます。

●ブドウエキス
ポリフェノールの一種であるプロアントシアニジンを含みます。活
性酸素を掃除する抗酸化作用を強く持つ成分で、美肌や老化
防止、動脈硬化などを予防するといわれています。

厳選した素材

選び抜いた紀州産南高梅は、芳醇な香りと深い味わいが特長です。
じっくりとねかされた黒酢は、まろやかな口あたりで、さらにブドウ果
汁とリンゴ果汁が加わり、飲みやすく仕上がりました。梅の旨味が
さまざまな天然素材と見事に調和して、爽やかな美味しさをお楽しみ
いただけます。

美味しさへの追求

伝統的な製法

健康へのこだわり

「よりやさしく」「より飲みやすく」「より新しい」
黒酢ドリンクの開発を目指しました。

古くから健康に役立つ食物として重宝されてきた梅をはじめ、自然の恵みがぎっしり詰まったエックスプラム20。
カラダを元気にしてくれる天然素材を厳選し、無添加・無香料で仕上げています。
エックスプラムにリンゴやブドウの果汁を加えた、まろやかでフルーティな味わいで、
お子さまからお年寄りまで、毎日安心して美味しくお召し上がりいただけます。

エックスプラム20の      つのこだわり

１日15～20cc（大さじ1～2杯）を目安に
お召し上がりください

主な成分とそのはたらき

〈エックスプラム20〉でさらに追加された植物成分

　-リノレン酸やフラボノイドが豊富なミネラルの多い紀州産赤紫蘇
エキスを使用。平安時代に伝わって以来、食用のみならず幅広く用
いられてきました。

00820  500（CS）6621※本体価格には消費税は含まれておりません。
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