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イントラ― よりよい毎日のために
私達の身体は、健康を維持する為に必要な8つの生
命システムを持っております。
イントラには、1日の目
安量である30mlの中に、現代の食生活では補いきれ
ない重要な植物由来の栄養素が含まれています。
イントラの中には抗酸化物質、
フラボノイド、
リグニ
ン、多糖類等特有の栄養素を多分に含む23種類の
植物が中心となり、今日よりもっと良い明日を迎えて
欲しいという願いを込めて作られた果汁飲料水です。
• 23種類のハーブと洋なしジュースをベースにした
大変のみ易い製品です

A Premium Blend of 23 Botanical Extracts
ライフスタイル社は高品質な天然ハーブ主体のサプ
リメントを北米、
アジア、
ヨーロッパなどで販売する
グローバルなネットワークマーケッティング会社で
す。
ライフスタイル社のディストリビューターは皆様の
「より良い明日」
をお届けする為に活動しています。

自然回帰、素晴らしいことだと思いませんか？
古来より人々の生活の知恵として育まれてきた植物の
根、樹皮、葉、花弁等は現代社会において発見されたも
のではなく、長い歴史の中で私達の食文化の根源をな
してきました。
時間がたつにつれ食物は特定の回復力と自然体への回
帰に有効であることがわかり、
ある種の植物の配合は
3000年前に始まったという記録が残されております。
それぞれの植物は何世紀にもわたって集められた知恵
の宝庫であり、世界中の多様な文化と気候の中で育ま
れてきました。
その気になれば、変えることができます。
1992年 ライススタイル社はイントラの販売を開始し
ました。

www.lifestyles.net

イントラは先代の知恵の結集です。

• いつでも簡単にお召し上がりになれます
• 20日のクーリングオフ
このガイドはイントラの効果・効能を示すものではありません。

1992年の発売当初より世界20カ国以上の方々に愛飲さ
れております。

長い歴史の中で認められ、現在においてもその有効性を研究されてい
る植物について、
より理解を深めていただきたいという目的で作成され
ました。
ご不明な点、
または疑問点がございましたら、是非医療専門家にご相談
下さい。

ライフスタイル社のイントラについて
• イントラに使用されている23種類のハーブは農薬や人
口肥料を一切使用せず栽培されたものです。
• イントラに使用されている植物は活性成分を高水
準に保つために、注意深く手で摘み取り収穫されてお
ります。
•徹
 底的な検品と分析の後、活性成分は慎重に抽出さ
れます。
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ライフスタイル社および製品についての詳細はディスト
リビューターにお尋ねください。

• 当社の技術は、
それぞれの食物抽出液が一貫した高い
濃度の活性成分を保っております。
• それぞれの抽出液は、
ライフスタイル社の独自の製法
に基づき最大効果が得られるように配合されています。
•製
 品はＧＭＰ標準のもとＨＡＣＣＰ認証工場にてボト
ル詰めされています。
• イントラが世界的に支持されるのは、23種類の植物の
配合が単体よりもはるかに大きな相乗効果を生み出す
ことにあります。
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1. 朝鮮五味子 過去数千年の間いろいろな処方で使われてきま
したが、現代の研究ではその強力な抗酸化作用が注目されており
ます。

Intra Botanicals - All Natural From Around the World
植物名

原産国

シベリア人参

中国、
ロシア、韓国

朝鮮五味子

中国

キバナオウギ

中国

カモミール

メキシコ、
エジプト

レイシ

カスカラ

植物名

原産国

インド

コロハ

地中海、
オーストラリア

インド、
フランス

サルサパリラ

インド

タイム

パッションフラワー

モロッコ

チコリ

ブルガリア、
中国

アルファルファ

中国

はと麦

唐辛子

セロリー

ジュニパーベリー

南アメリカ、
アメリカ

アロエベラ葉肉

原産国

中国

アメリカ

タンポポ

植物名

生姜

イギリス、
イタリア、
アルバニア

ローズヒップ

アメリカ

甘草

アメリカ

オオウメガサソウ

ビーポレン

アメリカ、
中国

2. シベリア人参 古典の中で最初に文章化されたハーブのひと
つで、近年ロシアの科学者の研究が再び脚光を浴びております。

南アメリカ、
アメリカ

3. キバナオウギ 大変優れたハーブで、
その効果は多くの専門家
が人参より優れていると考えております。

アフリカ、
中国、
インド

メキシコ、
中央、南アメ
リカ

4. カモミール ヨーロッパ原産のカモミールは、
そのマイルドな
特性から、古代より伝説的なハーブとして知られています。

ヨーロッパ、
北米、
北ア
フリカ、
アジア

スペイン、
ギリシャ、
トル

5. レイシ
不老不死の霊薬として中国では皇帝のみが口にす
ることができました。

コ、
ロシア、
アジア

6. タンポポ ヨーロッパ原産、現在では世界中に分布しているタ
ンポポの根はその生命力の強さ故、長寿のシンボルとして知られ
ております。
UK
Juniper berries

SIBERIA
Siberian ginseng root

FRANCE
Chicory root
GERMANY
German chamomile

EUROPE
Chinese rose hips

USA
Cascara bark
Alfalfa
Pipsissewa
Passion flower
Aloe vera gel
Bee pollen

NORTH AMERICA
Chinese rose hips

MEXICO
German chamomile
Sarsaparilla

ITALY / ALBANIA
Juniper berries

SPAIN
Licorice root
Thyme

BULGARIA
Dandelion root
GREECE / TURKEY
Licorice root

MOROCCO
Thyme

MEDITERRANEAN
Fenugreek seed
EGYPT
German chamomile

NORTH AFRICA
Chinese rose hips

CENTRAL AMERICA
Sarsaparilla

AFRICA
Ginger root

SOUTH AMERICA
Passion flower
Aloe vera gel
Sarsaparilla
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RUSSIA
Licorice root

ASIA
Licorice root
Chinese rose hips

INDIA
Chicory root
Celery seed
Capsicum fruit
Chinese pearl barley
Ginger root

KOREA
Siberian ginseng root
CHINA
Siberian ginseng root
Astragalus root
Reishi mushroom
Schisandra berry
Dandelion root
Ginger root
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14. パッションフラワー アメリカ南部原産。
チェロキーインディ
アンに古くから貴重な万能薬として使われておりました。
15. ビーポレン ビタミン、
ミネラル、
アミノ酸、
たんぱく質を豊富
に含み、
その効能は中国の伝説にも度々登場しています。
16. アロエベラ 古くは西洋の民話にも登場し、現在では多くの
健康食品、化粧品の分野に使われています。
17. タイム 地中海原産で現在は世界的に分布。化粧品、食品等
広範囲に使われています。
18. はと麦 2000年以上の歴史があり、高麗人参に類似した特
性を持っています。世界中の亜熱帯地方に分布。
19. コロハ 中近東、地中海原産。古代エジプト時代より使われて
いる伝統的な植物であり、火と力を与えると信じられていました。

8. カンゾウ 中近東、
中国原産。調合の際、他の植物と相性がよ
く、
また長寿の妙薬と呼ばれていました。

20. 生姜
南アジア原産で世界的に分布。古くは殺菌効果に着
目されていましたが、現代では抗酸化作用が注目されています。

9. ジュニパーベリー 東欧原産で1000年以上も前の標本もあ
り、古くは活力の源として大変価値があるものと信じられており、
調味料としても使われていました。

21. セロリ 南ヨーロッパ原産で、古代ギリシャ、
ローマ時代は整
腸剤、強壮剤、香料として使用されていました。

11. アルファルファ 世界中に分布しており、
ビタミン、
ミネラル、
フ
ラボノイド、
アミノ酸、
たんぱく質が豊富で、古くから活力を持続さ
せるのに欠かせないものとして使われてきました。

12

13. チコリ根 アジア、
ヨーロッパ原産。伝統的にユニークな調味
料として使われていまた。

7. カスカラ スペインの探検家が神聖な樹皮と呼んだことで有名
であり、北米東海岸を原産とし、アメリカ原住民の間では強壮剤
として栽培されていました。

10. ローズヒップ 中国、
日本原産。
ビタミンの爆弾と呼ばれビタ
ミンＣが豊富で、
中国では古くから価値あるものとされてきました。
ビオフラボノイド、植物酸、
リコピン、
カロチン、鉄分、
カルシウム等
豊富に含む。

AUSTRALIA
Fenugreek seed

12. オオウメガソウ カナダケベック州からジョージア州に至る北
米原産で古くはアメリカインディアンも幅広く使用していました。
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22. 唐辛子 ビタミンが豊富で代謝促進効果がり、他の植物との
調合の際、相乗効果を生む優れた植物であるとされています。
23. サルサパリラ
熱帯アメリカと西インド諸島原産。古くから
民間療法に使われきたことで有名ですが、現在は多くの加工食品
に使われています。
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