
BE AU T Y & V I TA L C H A R G E



近代科学を融合させた美と活力の源泉

母なる地球における生命の営みにはとてつもなく長い歴史があります。

人類のはるか祖先にあたる多細胞生物が生まれて10億年。

生物は生命の設計図ともいえる遺伝子を子孫に引き継ぐことで

連綿と絆をつなぎ、現在まで続いています。

その過程で、人類はもちろん、あらゆる動植物も

気候変動や紫外線にさらされながらさまざまな進化を遂げてきました。

中でも自ら動くことができない植物は、外部からの脅威に立ち向かうために

その身にさまざまな有用成分を蓄えて、強かに生き残ってきたのです。

とくに数千年前から生き抜いてきた生命力の強いベリーと、

アマゾンの原住民に古くから利用されてきたキャッツクローには

逞しい力が詰まっています。

美と活力を促すANDには、こうした植物のパワーはもちろん、

豊かな暮らしを実現するために人類が積み重ねてきた近代科学の知恵も凝縮しました。

前向きに生きる人の美と活力を支えるために。

したた



魅せたくなる。
しなやかな、美しさと逞しさ。
「ずっときれいでいたい」「ずっとチャレンジし続けたい」

ハリと生きがいのある人生へと導くドリンク、AND。

この一本には“Activate （＝毎日を活性化する）

New Drink（＝これまでにない新感覚飲料）”という意味が込められています。

選び抜かれた有用成分がイキイキとした美しさを保つだけでなく、

エネルギッシュに活動する人の心身をもサポートします。

内側からあふれ出す輝きとともに、漲る活力を実感できることでしょう。

自分の可能性を、もっと信じられる毎日へ。

みなぎ



黒とゴールドで魅せる
プレミアムな一本に宿した意匠。
黒とゴールドを基調にしたモダンで洗練されたプレミアムドリンク。

この上ない品質をもって極める美を“ゴールド”で、

湧き立つ揺るぎない力を“黒”で表現しました。

しなやかで美しい現代の女性と精悍で自信に満ちた

男性をイメージしたパッケージデザインです。

ゴールドに光り輝きながら上昇するデザインは、

内側から美を育むイメージや、美容、健康の要素を積み重ね、

特別な自分へと生まれ変わる様子を表現しています。

デザイン



VITAL CHARGE
やる気がみなぎり、

思いのままに行動できる充実した日々へ

BEAUTY
内側から泉のごとく
あふれ出す輝き

VITAL CHARGE
やる気がみなぎり、

思いのままに行動できる充実した日々へ

BEAUTY
内側から泉のごとく
あふれ出す輝き

内側から泉のごとく
あふれ出す輝き  

BEAUTY & VITAL CHARGE
美しさと逞しさを兼ね備えたハイブリッド製品

真の美しさとは、外面的なものだけではなく

満ち足りた内側のパワーがからだの外側にもあふれ出し

オーラのような豊かな輝きを放つものです。

植物の有用成分と近代科学の知恵を凝縮したこのドリンクは

一層輝きたい日に向けて心身を健やかに高めていく活力源であり、

日常的に飲み続けると美しさを保ち続ける心強い味方になります。

鏡の中の自分にほほ笑むことができる毎日に。

人生に下り坂はありません。

常に未知なる頂と新たなステージがあり、

好奇心と情熱の赴くまま飽くなき挑戦を続けていくことで

新しい世界が開け、次の夢が浮かんでくるでしょう。

もっとエネルギーがある毎日にしたい。

大切なものを守り、自分らしい人生を謳歌したい。

そんな気持ちこそが、新たな原動力です。

ＡＮＤでフレッシュな活力を補充していくことで

次の扉を開け、まだ見ぬ可能性に出合えます。

BEAUTY VITAL CHARGE

やる気が漲り、
思いのままに人生を謳歌できる日々へ

みなぎ



ANDがもたらす５つのパワー
植物に秘められた恩恵は多彩です。先人たちがそうしてきたように、

人は古来、植物のサポートを得て健やかな日々を実現し、生を営んできたといえます。

さらに現代人は、そこに近代科学の知恵を集めた研究成果をも加えることで

より健やかな毎日に活かすことができるのです。

逞しさを支える
南米アマゾンで育つキャッツクローから

抽出されるＡＣ-11※1は健やかに生きる

活力をチャージし、ハリのある人生と

逞しさを支えます。

元気を維持する
ナイアシン※2、グルコン酸亜鉛、

ビタミンＢ2、ビタミンＢ6が一体となって、

あと一歩前進したい、もうひと頑張り

したい人を支える力に。

若 し々さを保つ
みずみずしく、元気な毎日を支える

マキベリー、シーベリー、ブラックカラント、

ビタミンＣが、チャレンジする

若々しさの源に。

人生のハリを高める
コラーゲンをサポートする

大豆ペプチドとビタミンＣを一緒に

取ることでイキイキとした毎日に。

美しさと輝きを与える
リンゴンベリー、ラズベリーなどの

有用成分が美容のコンディションを高め、

若々しく輝きにあふれた

美しさへ導きます。

※1 キャッツクロー抽出物
※2 栄養機能食品（ナイアシン）。 ナイアシンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。

　　



アクティブな活動をサポートするビタミンB群は全部で８種類あり、

ANDにはそのうちB2、B6、ナイアシン、葉酸と４種類も配合しています。

これらは水溶性ビタミンと呼ばれ、体内でほとんど貯蔵されないため

定期的な摂取が欠かせません。

ナイアシンは、生命活動に欠かせない酵素の働きを助ける“補酵素”としての役割をもち、

体内で必要とされるエネルギーのうち6～7割が、このナイアシンの働きによるといわれるほど。

皮膚や粘膜の健康維持を助ける働きがあるので、

私たちのからだに欠かすことのできない重要なビタミンです。

1日の食事摂取基準※2では、18歳以上の成人の場合、

男性13mg、女性9mgの摂取が推奨されており、

ANDには一本で約3倍の39.45mgも配合されています。

「まだまだできる」　 困難に負けない強さと確信をサポートします。

※1 ナイアシンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。ANDはナイアシンの栄養機能食品です。
※2 日本人の食事摂取基準（2015年版）の推定平均必要量（mgNE/日）

エネルギッシュな毎日を支えるナイアシン※１



※1 食品に含まれる必須アミノ酸のバランスを数値化したもの。上限を100とし、数値が高いほどアミノ酸がバランスよく含まれ、栄養価が優れている食品と考えられています。
※2 推定値

大豆は、良質なたんぱく質を豊富に含むことから「畑の肉」と呼ばれています。

体内では合成できない必須アミノ酸がバランスよく含まれており、アミノ酸スコア※1が100の食品です。

この大豆が原料となり、大豆の発酵や酵素分解の過程でできる成分が大豆ペプチド。

ペプチドは、たんぱく質を分解する過程で生成される、アミノ酸が数個つながった状態のものです。

たんぱく質は、アミノ酸がたくさん集まってできており、消化・分解されてから体内に吸収されますが、

ペプチドはすでに分解、低分子化されているため、吸収が実にスムーズ。

また、アミノ酸単体で取るよりも効率が良いといわれています。

特にダイエット時や活動量が多いときなど、アミノ酸が不足しがちなときは

速やかに美しさと逞しさを支える貴重な活力源になるため、

大豆ペプチドを3,365ｍg※2も配合しているANDは

頼もしい味方になることでしょう。

からだに必要な栄養を補給し、再び元気な一歩を踏み出すために

頑張る人のバイタルチャージにお勧めです。

バイタルチャージにすぐれた大豆ペプチド



驚異の生命力を備えた５種のベリー

色鮮やかでフレッシュな味わいをもつベリーには、過酷な地でも生きながらえてきた驚異の生命力が備わっています。

それは私たちにとってもエネルギーと輝きの源になりうるのです。

冬は-30℃にもなる極寒の土壌に自生する逞しいベリー。フィンラン
ドではジャムなどの加工食品にも多用されています。かぐわしい香り
とルビーのように真っ赤に熟す可憐さをもつ一方、豊富なレスベラト
ロール、高濃度のビタミンCやアルブチン、ミネラル分を多く含有する
多彩さが魅力です。

ベリーの中ではなじみ深いラズベリーは16～17世紀頃イギリスで栽
培が始まり、修道士が壮健のために取り入れたことから広がったとい
われています。厳しい寒さに耐える強さをもち、赤紫色の可憐な果実
を実らせます。美容成分として注目されているポリフェノールの一
種、エラグ酸が豊富で女性を輝かせるベリーです。

「スーパーフルーツ」の中でもフルーツの王様として特に注目されるベ
リー。古くから活力向上・健康増進のためマキベリーのジュースを常飲
してきたチリ南部の先住民族マプチェ族が、屈強なインカ人やスペイン
人など他民族の侵略にも屈しなかったのは、丈夫なからだつくりを助
けるマキベリーに秘密があったからだという言い伝えがあります。

日本ではカシスという名前で知られ、数百年の歴史があります。
ANDのために厳選したニュージーランド産のブラックカラントは特
にアントシアニンの含有量に優れたベン・アード種を使用。湧き出る
水ときれいな空気がもたらしたトップレベルのカシスです。

その実に200 種類以上の豊富な天然成分を含み、“サジー”という名
前でも知られています。馬などの野生動物たちにも好んで食べられて
おり、ギリシャ神話に登場する空飛ぶ白馬ペガサスの神聖な飛躍力の
もとになったとの伝説も。また、強大なモンゴル帝国に君臨したチンギ
スハンも大いに重宝したという記録があります。

Maqui Berry

丈夫なからだへと導く マキベリー
Seaberry

チンギスハンの勇ましさの源 シーベリー

Lingonberry

高貴な香りと栄養が凝縮した リンゴンベリー

Raspberry

美しさへの夢を叶える ラズベリー

Black Currant

母なる大地の恵み ブラックカラント



南米ペルーなどアマゾン奥地の熱帯雨林地帯を原産とする

現地でも希少性の高いツル植物の「キャッツクロー」。

葉の付け根にネコの爪のような突起があるのがその名の由来です。

原住民たちの間では、2000年以上はるか昔から、

お茶などとして生活に取り入れられてきたといわれています。

現代になり、スウェーデンの研究者によって

30年以上にわたり、250種類を超える植物探索を行ってきた中でその価値が認識され、

樹皮から取り出した有用成分でさらに注目を集めるようになったのです。

樹皮から抽出される類まれなる力
キャッツクローの樹皮から、独自の熱水抽出によって得られる成

分こそ「AC-11」です。ANDには、昨今注目を集めるこのAC-11

を125mg配合しています。ハリのある健やかな毎日へ導く有用成

分としてエネルギッシュな活動のサポートになるでしょう。

ＡＣ-11※1

はるか古来、伝承されてきたキャッツクロー

※1 キャッツクロー抽出物



多彩な有用成分が調和し、美と健康を支える

古来、秘伝のごとく伝えられてきた植物が、現代では近代科学の力でメカニズムが解明されたことで

人類にとってさらに有用な成分として活用できるようになっています。

※1 栄養機能食品（ナイアシン）。ナイアシンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。

※2 キャッツクロー抽出物

シーベリー
ビタミンB1・B2、Ｃ、Ｅの他、フラボノイドやポリフェノール、さらに赤ちゃんのからだに多く含
むとされるパルミトレイン酸やミネラルなど200種類の多彩な栄養を含みスーパーフルーツと
呼ばれています。

リンゴンベリー
ビタミンＣやアルブチン、ミネラル分など、豊富に含みます。昨今特に若 し々さを保つ成分とし
て知られるようになったレスベラトロールが多いのも特長です。

ブラックカラント
世界的に、特に優れたカシス品種とされ、強い紫外線から身を守るために有用なアントシアニ
ンを、ブルーベリーの3～4倍も豊富に含みます。

ラズベリー
アントシアニンやエラグ酸などのポリフェノールを多く含むことから、からだを内側から守り、
美容のコンディションを維持する働きが期待できます。

ホウレンソウなどの緑黄色野菜に含まれる成分です。ビタミンＢ群の一種で、特に女性は日常
的な摂取が必要だとされています。

健康維持を助けるとともに、美容にも欠かせない成分です。イキイキとした美しさと、健やかな
リズムを保ちます。

マキベリー
エネルギッシュなパワーをもたらすスーパーフルーツの一種。クリアな毎日をサポートするデル
フィニジンを豊富に含みます。

大豆ペプチド
エネルギー源やからだの構成成分となるたんぱく質の一種で、多種類のアミノ酸を豊富に含みます。
酵素成分で低分子化したことで、効率よく体内に吸収され、速やかな栄養補給につながります。

ナイアシン※1
ビタミンＢ群の一種で、皮膚や粘膜の健康維持を助ける成分です。
（ANDはナイアシンの栄養機能食品です）

健やかな生活に欠かせない健康維持を助ける成分です。偏食のある人は不足しがちになるた
め、効率よく摂取したい成分です。

しなやかなからだづくりや健康維持を助ける成分です。毎日忙しい人の活力を支え、行動的
な日 を々サポート。また「美容ビタミン」とも呼ばれ、イキイキと輝く美しさへと導きます。

人の体内でもつくられる成分で、健康維持を助ける成分です。からだを構成するたんぱく質と
の相性もよく、食事が偏りがちな人をサポートし、健やかな毎日へ導きます。

ＡＣ-11※2
南米アマゾンに育つキャッツクローの抽出物であるＡＣ-11は、元気を支える成分として注目され
ています。

ビューティ成分 バイタルチャージ成分

葉酸

ビタミンＣ

グルコン酸亜鉛

ビタミンＢ2

ビタミンＢ6 



「魅せたくなる」あなたになれる7つの理由

※1 栄養機能食品（ナイアシン）。 ナイアシンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
※2 推定値
※3 食品に含まれる必須アミノ酸のバランスを数値化したもの。上限を100とし、数値が高いほどアミノ酸がバランスよく含まれ、栄養価が優れている食品と考えられています。
※4 キャッツクロー抽出物

皮膚や粘膜の健康維持を助ける「ナイアシン※1」の栄養機能食品。

ビタミンB群8種のうち、ビタミンB2、B6、葉酸にナイアシンの4種を配合。
2

“美容”も“活力”も必要なエイジング世代のためのハイブリッド製品。1

大豆の発酵や酵素分解の過程でできる「大豆ペプチド」を3,365mg※2配合。3

植物性たんぱく質を豊富に含む大豆ペプチドは、

健やかなからだを支える「アミノ酸スコア※3」100の食品。4

エネルギッシュな毎日へ導く話題の有用成分、

「AC-11※4」を125mgも配合。5

スーパーフルーツとしてメディアを賑わすマキベリーやシーベリーなど

5種の「ベリーエキス」を配合。さわやかな酸味のあるベリー味で続けやすいおいしさ。6

健やかなからだを保つための４つのフリーを実現。

脂質ゼロ、ノンカフェイン、保存料無添加、合成着色料無添加。7

人生のハリを高め、美しさと輝きを与える美容ドリンク。逞しさを支え、元気を維持するバイタルチャージドリンク。



もっと輝ける。今までなかった実感を得られる。
見違える毎日をもたらす美と活力の新習慣。

ANDでもっと魅せたくなる自分へ

Scene 3Scene 1

とっておきの日に備えて
“10日間集中”

大切な日に向けた美容エネルギーチャージのために

お勧めしたい飲み方です。誕生日や

結婚記念日など、特別な日に向けて１日一本を

目安に10日間続けて摂取すれば、

心とからだの向上につながります。

Scene 2

２～３日に一本を目安に
“定期的に”

からだは夜眠っている間につくられます。

「シンデレラタイム」と呼ばれる時間帯

（夜10時から2時頃）など1日の終わりに

自分で決めたペースで飲めば、

快適さを継続できるでしょう。

元気がほしいときの
“栄養補給として一本”

多忙なスケジュールや運動の後、あるいは

もうひと頑張りしたいというときにANDを補給すれば、

心とからだ、そして美しさと逞しさの

メンテナンスになります。

美しさや元気、はつらつさは、からだの内側からあふれ出てくるもの。

必要な栄養とともに、プラスαのエネルギー源を補充することで、心もからだも満たされ、

充実感とハリのある毎日を送ることができます。そこで加えたいのが美と活力をもたらすインナーケア。

さわやかな酸味とおいしさを感じる、続けやすいベリー味です。

習慣化することで、いつもと違う美しさや逞しさを実感できるはずです。



ＡＮＤ〈エー・エヌ・ディー〉
（アクティベイト ニュードリンク）

Q. どのような特長の製品ですか？
A. ANDは「Beauty & Vital Charge」と、「美容」と「活力」の両方をサポートする、２つの機能を

兼ね備えたハイブリッド製品です。これ1本で「美容」も「活力」も実感できるので男女関係なく年齢

が気になってきた皆さまにお勧めしたい製品です。また、ANDはナイアシンの栄養機能食品です。

Q. 配合の成分は、全て天然成分ですか？ 
A. ANDは天然成分だけにこだわらず、自然のチカラと近代科学の知恵を組み合わせることでよ

り皆さまに満足いただける高品質の製品づくりにこだわりました。

Q. お勧めの飲み方はありますか？ 
A. 初めは、10日間集中して召し上がっていただくことをお勧めします。そうすることでこれまで不足

していた「美容」と「活力」がチャージされ、より実感しやすくなります。その後は3日に1本を目安に

などご自身のペースで構いませんので、定期的に召し上がっていただくことをお勧めしております。

Q. いつ飲むのがよいですか？
A. いつ召し上がっていただいても構いませんが、就寝中は美容や健康維持のためにさまざまな栄

養成分を必要としますので、「シンデレラタイム」と呼ばれる時間帯（夜10時から2時頃）など、１日

の終わりに召し上がっていただくことをお勧めしております。

Q. 長期間飲み続けてもよいですか？ 
A. もちろんです。「美容」と「活力」をサポートする製品ですので、ぜひ続けて召し上がってください。

Ｑ＆Ａ

熱量・・・・・・・・・・

たんぱく質・・・・・・・

脂質・・・・・・・・・・・・・・

炭水化物・・・・・・・・

食塩相当量・・・・・・・

ナイアシン・・・・・

亜鉛・・・・・・・・・・

0.17ｇ

39.45mｇ

4.81mｇ

22.5kcal

3.05ｇ

0ｇ

4.45ｇ

この一本が、今とこれからを支える力になる。
からだをきらめかせるプレミアムドリンク。

栄養成分表示  1本（50ｍL）当たり

◆原材料名

大豆ペプチド、エリスリトール、ベリー抽出物（ラズベリー、ブラックカラント、マキベリー、リンゴンベリー、

シーベリー）、デキストリン、キャッツクロー抽出物/安定剤（ペクチン、大豆多糖類）、ビタミンC、酸味料、香

料、グルコン酸亜鉛、ナイアシン、ビタミンB2、ビタミンB6、甘味料（スクラロース、ステビア）、葉酸

◆飲み方

1日1本を目安に、よく振って召し上がってください。

食生活は主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

【摂取の方法および摂取する上での注意事項】

■本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。

　１日の摂取目安量を守ってください。

■本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

■1日当たりの摂取目安量に含まれる機能に関する表示を行っている栄養成分の量が栄養素表示基準値

　（18歳以上、基準熱量2,200kcal）に占める割合：ナイアシン303％

栄養機能食品（ナイアシン）
ナイアシンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。

清涼飲料水  1箱（1本50ｍＬ×10本）
ナチュラリープラス会員価格 ￥17,280（税込）



〒106 - 6035 東京都港区六本木1- 6 -1 泉ガーデンタワー35階

　 0120 -989 -329 ／TEL：03 - 6230 -3311／FAX：03 - 6230 -3011

http : //www.natura l ly-plus .com

※容器の形状・デザインは変更される場合があります。

ナチュラリープラス会員の方

　 0120 -934 -258
受付時間　平日9時～18時（土・日・祝日休み）

テレフォンオーダー

 　0120 -936 -329
受付時間　平日10時～17時（土・日・祝日休み）
公衆電話からおかけの場合　TEL03 - 6230 -3311

製品相談室


