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秘められたパワーで、今日も体調良好です。
生活環境の悪化や食生活の乱れ︑
絶え間ないストレスなど︑
病気ではないけれど体調に不安がある⁝⁝︒
そんな方におすすめしたい︑身体の内側から
健康を支える健康食品です︒

免疫力とは、体外から侵入して
くる物質によって病気にならな
いようにする身体の防衛機能。
これを 高 めることが 、健 康 を
維持するために大切なのです。

医食同源の思想に
基づいてつくられた
オンゴックス。毎日続
けることが大切です。

天然素材だけのやさしい力で、
健康を維持。
アガリクス、霊芝、舞茸、椎茸菌糸体の4種類のキノコ
と、冬虫夏草や田七人参など7種の植物成分を配合。
自然に育まれた植物の効果で健康をもたらします。

アガリクス、霊芝、舞茸、椎
茸は「キノコの四天王」と
呼ばれ、β-D-グルカンな
どの多糖体が健康維持に
注目されています。

あらゆる世代の
健康管理に最適。

「未病を癒す」
という
4千年の知恵を今にいかす。
免疫力や体力の増強をはかって「未病を癒す」
という、
東
洋医学の考え方に基づいてつくられたオンゴックス。
中国
4千年の食文化の知恵が、
ふんだんにいかされています。

キノコ類には、
β-D-グルカンなどの多糖類が多く含まれて
います。
これは人間に本来備わっている健康を保つはたら
きを高めるため、
あらゆる世代の方におすすめします。

【オンゴックス】

1日あたり12粒で
健康なカラダづくり。

健康食品

オンゴックス

（360粒入）

オンゴックス 袋入り徳用サイズ

（720粒入）

本体価格 12,000円

本体価格 21,000円

商品番号 635

商品番号 634

天然素材のパワーで健康なカラダづくり。
アガリクス茸、
霊芝、
舞茸、
椎茸菌糸体のすばらしいはたらきは、
近年、
現代人の健康のために大変注目されています。
この4種を凝縮した
「オンゴックス」
。
さらに7種の植物成分を組み合わせ、
健康なカラダづくりのお手伝いをします。
厳選された11種類の成分
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冬虫夏草

茶抽出物

大豆サポニン

中国の陸上選手も愛用の貴重な食品。
冬は土中で昆虫の体に寄生し、
冬は土中で昆虫の体内に寄生し、
夏に発芽
夏に発
し
芽して棒
状のキノコに。
て棒
状 のキノコに。
海 抜海
3抜
, 030, 000〜05〜,
5,000mのチベッ
ト高原に棲息する大変希
000mのチベット高原に棲息する希少な
も
少なものです。
のです。

緑茶カテキンを含有。
カテキンはお茶など、
ツバキ科の植物の葉
に含まれている主成分で、活性酸素から
カラダをまもります。

健康づくりに大豆のえぐみ。
新鮮な大豆の苦味、
えぐみと感じられるもの
が大豆サポニンです。活性酸素や血中の
悪玉コレステロールなどからカラダをまもり、
健康を維持します。
れい

アガリクス茸

椎茸菌糸体
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秦の始皇帝ご用達。昔から中国で 神草 と伝えられてきた霊芝。
希少価値の高いキノコとして珍重されている霊芝。
傘の部分に有益成分が多く、特殊な加工法により、
多糖類、
テルペノイドなどを効率よく抽出することに
成功しました。

話題も人気もひとり占め。医食同源の最高級キノコ。
温度、湿度、空気、土壌、管理方法など、普通のキノ
コの栽培条件より何十倍もの厳しい条件で、
やっと
採れる希少なキノコ。健康維持に必要なβ-D-グル
カン※ 、
α-グルカン※などの多糖類を非常に多く含
んでいます。

身近にあって頼りになる。椎茸の知られざるパワー。
味、香り、食感を楽しめる椎茸は私達には身近なキ
ノコです。菌糸体はその椎茸の茎の下から培土内
に伸びている白い糸体状のもので、多糖類のβ1.3-グルカン※をはじめ、
エルゴステリンなどを豊富
に含んでいます。

し
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舞茸の上質なおいしさとヘルシーさは女性に大人気。
舞茸は食物繊維やビタミン、
ミネラルを多く含みます。
さらにβ-D-グルカン※を代表とした多糖類も豊富です。
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枸杞

菊花

食用ヘチマ

枸杞と呼ぶ赤い実の不思議。
枸杞子と呼ぶ赤い実の不思議。
中国では仙人の食べ物とい
われているクコ。多く
の栄養成
われている枸杞。
血行をよ
くす
分が含まれており、
身体の正
るベタインを含み、
肝臓に脂
常化を円滑にします。
肪がたまるのを防ぐので強壮
に用いられます。

暮らしと共にある菊。
菊花は鑑賞用だけではなく、
和食や薬膳料理にも用いられ
ています。
目の健康によいとされ、
まさに
「見てよし食べてよし」の
植物です。

肌はもちろん健康にも。
東南アジアや沖縄では食用
化粧水でおな
じみのヘチマで
すが、
数種類のサポニンを含
品種もあるヘチマ。
数種類の
み健康なカラダづくりにも役
サポニンが肌はもちろん健康
立ちます。
づ
くりに役立ちます。

オンゴックスに含まれている1日12粒
（3g）
での主な栄養の含有量

田七人参
「金不換」
といわれる高い価値。
「お金に換えることができない」
といわれる程の価値をもち、含
有するサポニンは15種類以
上。生活習慣病の予防のた
めに使われています。

こんな方におすすめします。

エネルギー …………………………………………… 7.2kcal

糖 質 …………………………………………………… 1.22g

たんぱく質 …………………………………………… 0.27g

食 物 繊 維 …………………………………………… 1.21g

脂質 …………………………………………………… 0.11g

ナトリウム …………………………………………… 0.52mg

●食生活が不規則になりがちな方

アガリクス・ムリル・ブラゼイルエキス
（乾物換算1.89g）… 630mg

茶抽出物（茶カテキン）……………………………… 30mg

●煙草やお酒をたしなむ方

舞 茸 末 ……………………………………………… 180mg

大豆サポニン ………………………………………… 15mg

霊芝エキス …………………………………………… 90mg

ヘチマエキス ………………………………………… 15mg

●中高年の方

シイタケ菌 糸 体エキス ……………………………… 15mg

菊の花エキス ………………………………………… 15mg

●風邪をひきやすい方

田七人参エキス ……………………………………… 90mg

冬虫夏草エキス ……………………………………… 7.5mg

クコエキス …………………………………………… 30mg

β-グルカン※ ………………………………………… 750mg

（※注）
グルカン：グルコース
（ブドウ糖）
から構成されている多糖類の総称。
グルコースには 型とβ型の異性体があり、
どちらのグルコースを構成糖にしているかでα-グルカン、
β-グルカンに分かれています。

オンゴックス（360粒入）本体価格 12,000円

商品番号 635

お召し上がり方

1日12粒を目安にお召し上がりください。

オンゴックス 袋入り徳用サイズ（720粒入）本体価格 21,000円

商品番号 634

【現金返済保証制度】飲食料品・一部商品を除き、現金返済保証制度を設けております。返品または交換を承りますので、
お求めになったライフクリエーターにお申し出ください。

〒107-0062 東京都港区南青山-5-4-27 BARBIZON104 5F Tel 03-6891-8000（代）
●株式会社エックスワンは1987年の創業以来、化粧品や健康食品など、すこやかで美しい暮らしのため、
より「安全」、より「安心」、より「高品質」な商品を自社開発し、会員の皆さまの手を通して商品特性を
紹介させていただいている会社です。

※商品の色は印刷のため、実物と多少異なる場合がありますので、
ご了承ください。※本体価格には消費税は含まれておりません。記載事項の無断使用を禁ず。

6635 00814 2000

4 582437 924006

