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世界77カ国に展開する、多数の受賞認証実績を誇るグローバルブランド

強化された主要成分

ヒツジプラセンタ(胎盤)
抽出物

植物プラセンタ(胎座)
抽出物

フィトホワイト 
トリペプチド

海洋性細胞
抽出物

オキアミオイルと
フィッシュオイル

ユビキノール

新EVOUTION Softgelsシリーズ製品に共通する製品情報：
推奨摂取目安： 1日1粒、食前30分前、できれば朝の空腹時に摂取してください。

1日2粒までの摂取を推奨します。

      保管方法： 涼しく乾燥した場所において、25℃以下で保管してください。

         適応症： サプリメント食品としてご使用ください。

 形態： 腸溶性コーティングソフトジェル

使用上の注意： 子供の手の届かないところに保管してください。
有害症状が発現した場合は医師に相談してください。

          包装： ソフトジェルは不正開封防止加工・冷間成形のアルミを用いた医薬品
グレードのブリスターで包装されており、あらゆる悪条件から保護され

ています。このホイルブリスターは湿気、酸素、光を100％遮断します。これにより製造
時点から摂取時点まで個々のソフトジェルの完全性が保持されます。 個々のソフト
ジェルはミシン目で分かれており、取り扱いや保管に便利です。外部の悪条件から
保護するために、高品質のアルミホイルパウチでさらに包装・密閉された3つのアル
ミブリスター（30ソフトジェル入り）は、偽造防止のための包括的な機能を備えたプレ
ミアムボックスに収められています。

EVOUTION Softgelsシリーズの製品はスイス、ドイツ、アメリカにおいて、異なる
管轄区域の国際的な規制基準に準拠するための計画に基づいて製造されています。

最初に製造が行われたのは、アメリカのメリーランド州とニューヨーク州にあるFDA
の承認とGMPの認定を受けた製造施設です。 特定のパックの製造国を確認するため
には製品のバッチに記載されたライセンス製造者の情報を参照してください。

PE EVOLUTION Softgels                  2018 新調合

VP EVOLUTION Softgels  2018 新調合

MCE EVOLUTION Softgels               2018 新調合

PE AF Softgels      (2008年 発売)

VP AF Softgels        (2008年 発売)

PE AF with premium Marine Cellular
 Extracts Softgels   (2016年 発売)  

ヒツジプラセンタ(胎盤)抽出物   　　 　300mg
100 : 1 抽出濃度比
生ヒツジプラセンタ(胎盤) 30,000mg 相当
より高濃度の生物活性成分を提供

魚DNA細胞抽出物 　　  　 200mg
100 : 1 抽出濃度比
魚DNA細胞抽出物 20,000mg 相当
羊プラセンタの生物学的特性ならびに全体的な成分を補完

ユビキノール                 　　  　100mg
CoQ10 の高度な形態、活性型抗酸化物質の最も生体吸収性の高い形態
健康と肌において全体的なメリットをもたらす(以前の処方のmg x 10)

植物プラセンタ(胎座)抽出物 (Dermacenta PlusTM)    140mg
(大豆芽植物抽出物、マカ、ヴィティス・ヴィニフェラ種のぶどう、
およびトチバニンジン属の植物の若い芽から抽出された生物活性化合物）
100 : 1 抽出濃度比
植物プラセンタ(胎座)抽出物 14,000mg 相当
高い抽出率のため、低用量で、より高純度の生理活性物質を提供する

フィトホワイトトリペプチド　　　　　　　　　　　       　 200mg
生細胞に天然に存在する独自の強力な抗酸化物質は、
さまざまな代謝プロセスに不可欠であり、細胞増殖、皮膚の美白を促進し、
優れた老化防止化合物として機能する
ユビキノール 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　60mg
CoQ10 の高度な形態、活性型抗酸化物質の最も生体吸収性の高い形態
健康と肌において全体的なメリットをもたらす(以前の処方のmg x 6)

魚DNA細胞抽出物 400mg
100 : 1 抽出濃度
魚DNA細胞抽出物 40,000mg相当
硫酸化グリコサミノグリカン  50mg
細胞外マトリックスの天然成分で、筋骨格の健康に重要な成分

オキアミオイル 50mg
フィッシュオイル 50mg
心血管の健康、認知機能、良好な脂質代謝、免疫機能、皮膚の健康など、
ヒトの健康のサポートに不可欠なEPAとDHAが豊富に含まれる

ユビキノール　　　　　　　　　　　　　  　　　　　    　 30mg
CoQ10 の高度な形態、活性型抗酸化物質の最も生体吸収性の高い形態
健康と肌において全体的なメリットをもたらす

ビタミン C 30mg
柑橘類に多く含まれる必須水溶性ビタミン。 抗酸化物質として働き、
フリーラジカルによる損傷を減らし、コラーゲン合成を助ける

アスタキサンチン 5mg
すべてのカロテノイドの中で最も安定した形である水生生物由来の
カロテノイド。 強力な抗酸化物質として作用し、酸化ストレスによる
フリーラジカルによる損傷を防ぐ

重合したDNA抽出物＋濃縮物-羊プラセンタ（胎盤）抽出物
   300mg

30 : 1 抽出濃度比
生ヒツジプラセンタ(胎盤) 9,000mg 相当
生物活性成分の必須濃度を提供
コラーゲンエラスチンHME 100mg
プロテイン-M ポリペプチド    50mg
50 : 1 抽出濃度比
コラーゲンエラスチンHME & プロテイン-M ポリペプチド
7,500mg 相当
コエンザイム Q10      10mg
ユビデカレノンは天然に存在するコエンザイム(補酵素)であり、
フリーラジカルのスカベンジャーであり、抗酸化作用ならびに
膜安定化特性を備えている

DermacentaTM 400mg
(大豆芽植物プラセンタ（胎座）)
20 : 1 抽出濃度比
植物プラセンタ(胎座)抽出物 8,000mg 相当
標準抽出値のため、高用量で生物活性化合物の必須濃度
を提供

ビタミン C                                              100mg
柑橘類に多く含まれる必須水溶性ビタミン
抗酸化剤として働き、フリーラジカルによる損傷を減らし、
コラーゲン合成を助ける
ザクロ抽出物                                             80mg
ファイトケミカル化合物ならびにエラグ酸が豊富 
抗酸化作用と抗炎症作用を有する

海洋性細胞抽出物 550mg
50 : 1 抽出濃度
魚DNA細胞抽出物 27,500mg 相当

コエンザイム Q10　　　　　　　　　　　　　  10mg
ユビデカレノンは天然に存在するコエンザイム(補酵素)であり、
フリーラジカルのスカベンジャーであり、抗酸化作用ならびに
膜安定化特性を備えている

グレープシード抽出物 　　　　　　　　　　　　 20mg
抗酸化作用を有するオリゴメリックプロアントシアニジン
複合体を豊富に含む

ウェルネスの進化
卓越した技術と
高い信頼性を有するブランドが開発した
細胞療法
ミトコンドリアとテロメアのバイオアクチベーター

新EVOLUTIONシリーズ製品とAFシリーズ製品の比較

MFIII のご購入・お問い合わせ
株式会社サンシナジー info@mfplusjapan.jp
〒100-6162 東京都千代田区永田町2-11-1 
山王パークタワー3F TEL （03） 6383-3991
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PE Evolution Softgels
強化されたヒツジプラセンタ（胎盤）抽出物 日々の栄養サプリメント
ヒツジプラセンタ(胎盤)抽出物に上質な魚DNA細胞抽出物とユビキノールを加えて強化した、
身体内外の若返り、集中的な細胞再生、全体的なウェルネスのための製品です。

Evolution Softgels シリーズ
より高濃度の成分とより強力な効能＊

*AF シリーズの調合との比較

海洋性細胞抽出物ヒツジプラセンタ(胎盤)抽出物

ユビキノール

ヒツジ
プラセンタ
抽出物

魚DNA
細胞性
抽出物

ユビキノール

人類は、歴史的にプラセンタの回復力を
知っていたことがわかっています。ヒツジ
プラセンタはヒトプラセンタと同様の役割
を有しています。ヒツジプラセンタには
アミノ酸、メラトニン、核酸、ヒアルロン酸、
抗酸化物質、免疫補酵素、ペプチド、成長
因子、その他の必須栄養素などの生理活

性栄養素が凝縮されています。ヒツジプラセンタ抽出物の
品質は抽出率で評価され、抽出率が高いほど生理活性の高
いプラセンタ抽出物が濃縮されていることを示します。
PE Evolutionは、1粒あたり、新鮮なヒツジのプラセンタ
30,000mgに相当する抽出率を有しています。

海洋性細胞抽出物は魚の精
巣のDNAの重合形態を保存
するため、水相にて行われる
独自の製法を用いて魚の精
巣から抽出されます。魚DNA
細胞抽出物は抗酸化作用、抗
菌作用、光保護作用、光老化

防止作用等、さまざまな生物学的特性を有してお
り、身体能力の向上、筋骨格系の健康維持、免疫系
の活性化、そして皮膚における健康的なコラーゲ
ンとエラスチンの産生を促進する効果があります。

ユビキノールはコエンザイムQ10（CoQ10）の最も高度な形態の一つであり、また、最も生
物学的利用活性の高い活性抗酸化物質でもあります。CoQ10には、細胞のエネルギー代
謝に不可欠な酸化型（ユビデカレノン）と、抗酸化機能に不可欠な還元型（ユビキノール）が
存在します。ユビデカレノンが体内で使われるとユビキノールになり、ユビキノールが体内で
役割を果たすとユビデカレノンになります。この変換は平衡状態を維持するために行われる
ものであり、可逆的です。しかし、いくつかの研究において、ユビキノールはユビデカレノンよ
りも生物学的利用能ならびに輸送能に優れていることが示唆されています。

VP Evolution Softgels (ホワイトニング効果有）

強化された植物プラセンタ（胎座）抽出物 日々の栄養サプリメント
肌の若返り、細胞の再生、心血管の健康、全体的なウェルネスのために、植物プラセンタ(胎座)
抽出物と植物成分を強化した製品です。

植物プラセンタ(胎座)抽出物
植物プラセンタ(胎座)抽出物
(Dermacenta PlusTM) は、
非GMO大豆、マカ(Lep id ium 
meyenii)、ヴィティス・ヴィニフェ
ラ種(Vitis vinifera)のぶどう、お
よびトチバニンジン属(Panax)の
植物の若い芽から抽出された生

物活性化合物のブレンドからなる独自の成分です。
VP Evolutionは、1粒あたり、植物プラセンタ(胎座) 
14,000mgに相当する抽出率を有しています。植
物プラセンタ(胎座)は植物の若い芽から抽出されま
す。動物のプラセンタ（胎盤）と同様のアミノ酸、ペプ
チド、抗酸化物質、必須栄養素で構成されています。
植物プラセンタ(胎座)の生理活性化合物は、細胞の
成長と細胞のプロセスに不可欠な成長因子の誘導
を助けます。植物プラセンタ(胎座)には心臓病のリス
クの軽減、健康な骨の維持、更年期症状の緩和など
、いくつかの健康上の利点を提供する天然のイソフ
ラバノイドも含まれています。若い芽から抽出された
植物抽出物に含まれる生物活性成分は、優れた抗
酸化特性も提供するため、フリーラジカルによって引
き起こされる細胞損傷を抑制することができます。

フィトホワイトトリペプチド
独自のブレンドの調合である複合
体、フィトホワイトトリペプチドは、
すべての細胞に存在する生物活性
タンパク質チオール化合物です。こ
れは、サッカロマイセス・セレビシエ
（Saccharomyces cerevisiae）
、カンジダ・ユティリス（Candida 

util is）の各属に属する菌株を培養し、グルコースを基
質として、微生物の細胞から化合物を抽出する方法で
製造されました。フィトホワイトトリペプチドはDNA合
成および修復、タンパク質合成、アミノ酸輸送、酵素活
性化などのさまざまな代謝プロセスにおいて重要な役
割を果たします。細胞内のフィトホワイトトリペプチドの
濃度は免疫系、消化器系、呼吸器系、心血管系、中枢神
経系、細胞増殖など、体内のあらゆるシステムのパフォ
ーマンスに影響を与えます。さらに、フィトホワイトトリ
ペプチドは、フリーラジカルの危険な影響から細胞を保
護し、効果的に肌を白くし、肌全体の状態の改善を助け
ます。

注: 画像は説明をする目的のみで使用されており、実際の製品は画像の状態や製品の改良により異なる場合があります。
MFIII のご購入・お問い合わせ　株式会社サンシナジー info@mfplusjapan.jp　〒100-6162 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー3F TEL （03） 6383-3991
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MCE Evolution Softgels
強化された海洋性細胞抽出物 日々の栄養サプリメント
オキアミオイルと魚から抽出したEPAとDHAを豊富に含んだ、強化された海洋性細胞抽出物の調合、
筋骨格系のコンディショニング、細胞の再生、全体的なウェルネスのためのオイルです。

魚DNA細胞抽出物 オキアミオイルとフィッシュオイル
魚DNA細胞抽出物は、魚の
精巣の主成分であるDNAの
重合形態を保存するため、水
相にて行われる独自の製法を
用いて魚の精巣から抽出され
ます。魚DNA細胞抽出物は強
い抗酸化作用、抗菌作用、光保

護作用、抗光老化作用等の特性を有しています。
身体能力の向上、筋骨格系の健康維持、免疫系の
活性化、そして皮膚における健康的なコラーゲン
とエラスチンの産生を促進する効果があります。
MCE Evolutionの調合は軟骨、骨、皮膚、靭帯、
腱などの多くの結合組織の細胞外マトリックスの
主要な天然成分である硫酸化グリコサミノグリカ
ンで強化されています。 それは抵抗や弾性など、
筋骨格系における重要な側面の多くを担っていま
す。硫酸化グリコサミノグリカンは抗炎症性、抗酸
化性、抗異化性、抗アポトーシス性を有します。

オキアミオイルとフィッシュオイルには
オメガ3脂肪酸が豊富に含まれています。 
オメガ3脂肪酸は人間の健康をサポート
するために不可欠ですが、人体において
は合成されません。オメガ3脂肪酸には
長鎖脂肪酸であるα-リノレン酸 (ALA)、
エイコサテトラエン酸(EPA)、ドコサヘキ

サエン酸(DHA)が含まれます。EPAとDHAは、人体において
特に脳と目に豊富に含まれています。現在進行中の数々の科
学的研究は、心血管の健康、認知機能、脂質代謝、免疫機
能、皮膚の健康など、EPAとDHAが有するさらなる健康上
の利点の証拠を提供し続けています。オキアミオイルには多
価不飽和脂肪がリン脂質として含まれており、EPAとDHAの
優れた供給源です。私たちの細胞膜の大部分はリン脂質で構
成されており、リン脂質は人体においてすぐに利用できる形態
です。一方、フィッシュオイル中のEPAとDHAは通常、中性脂
肪として含まれており、その生物学的利用活性を向上させる
ためには追加の処理を行う必要があります。生物学的利用
活性が低いにもかかわらず、魚由来のオメガ3脂肪酸は確立
された研究において健康に大きな利益をもたらすと証明され
ています。魚DNA細胞抽出物とオメガ3脂肪酸の調合は、健
康の潜在的可能性を最大化し、相乗効果をもたらします。
MCE Evolutionの調合に含まれるアスタキサンチンは、壊れ
やすい脂肪を酸化から保護する強力な抗酸化物質であり、オ
キアミオイルとフィッシュオイルの安定性を確保します。




