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うになりました。「国産Iま安全」と思われがちで
すが、購入の際:こ注意したし、ことは使用農薬の
有無。栄養成分豊富なパパイヤiま病害虫:こ犯さ
れやすく農薬を大量:こ使麗しても1る場合もあり
ます。当社のパパイヤリーフティー|ま、無農薬
栽培されたタィ産パパィャ葉のみを天日乾爆さ
せ、日本で厳格な検査を受|す た安全な商品です。
毎日の健康維持に安心してご利用ください。

本国内でもパバィャ栽培が盛んにお
おり、安価なパパィャ葉も出回るよ

最近では日
こなわれて

饉籍 :議 P35ま た I議 別織 警 窯

貴重なパパイャリーフティーを509単位でお
求めいただけます。ビニール袋に入った簡易
包装のため、この価格での提供が可能になり
ました。お店で使いたい方にもピッタリです。

*お得な業務用 (5009)も あります。
*lkg以 上お求めの場合はご相談くださしヽ。
特別卸価格にてこ提供いたします。

知ってますか !?青パパイヤ
^雇琶力 !<青パパイヤに含まれる3大酵素>

〇タンパク質分解酵素/脂肪を燃焼分解して体外に排出しますo 糟質分解酵義/体
内に溜まつた余分な脂肪や糖分、古いタンパク質を分解する働きがあります。○脂肪分
解酵素/内臓に付いた脂肪を溶かします。*3つの鬱轟をもつ野菜はノWヾイヤだけ :

′ヾパイル酵素つてナ姦?

タンパク質分解酵素のシステ
インプロテアーゼに分類され
る酵素です。青パパイヤには
この酵素が豊富に含まれてお

り、ダィェットゃ美肌にも効

果的との研究結果が数多く発

表されています。また、青パ

パイヤには高い抗酸化力があ
り、身体の酸化防止が期待で

きるほか、豊富に含まれるミ

ネラルが身体機能正常化の助
けにもなつてくれます。
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青パパイャ ノニジュース 黒にんにく

ビタミンBl(m9) 0.12 002 012
ビタミン C(m9) 9 16

マグネシウム (mg) 190 141 32

カルシウム (mg) 290 15

総抗酸化能 .¬ ,ol→ 76.2 1.2 911
SOD‐ |_|]. 900 4.8 8.2

ポ`ン フエノール ヽ 1600 127 410
t SODと は強力な抗酸化作用を持つ酵素の一種です。人間
の体内に備わつた防御システムとして活動することで活性
酸素を除去します。期待できる効果/動脈硬化予防・高血
圧症改善・糖尿病予防および改善・美肌効果など

★本製品は医薬品ではありません

100g当たり 膏′ヤ《イヤ オレンジ リンゴ バナナ
カロリー (kcal) 39 47 52 89

)l:77a-)L (mg) 0

総脂質 ―脂肪 (g) 0.14 0.12 017 033
炭水化物 (9) 9.81 1].75 1381 2284
タンパク質 (g) 0.61 094 0.26 109
食物繊維 総規定量 (9) ■8 24 24 26

h)t >)L(mg) 24 40

鉄分 (mg) 0.10 0.10 0.12 026
hU)A\mg) 257 181 107 358
亜鉛 (mg) 0.07 007 004 015
cr=y A(ru) 1094 225 54 64

`,ミ
ンB、 ギ葉豪(mOg) 38 30 20

C!iY C(mg) 61,8 53.2 4.6 87

`~ミ
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0.73 0.18 018 0.10
ベータカロチン(moq) 276 71 27 26

*製品に使用するパバ イヤは当社提携農園 (タ ィ最北県チェンラーイの標高800m地点にあるパーヤメンラーイ地区)で栽培されたものです。

リーフティー ‐賞い織化鮨止力をもつ′ヤ
ー
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電:甲悔爆させた書跡0お荼PAPAYA LEAF TEA

Pesticide-free papayaleaves from Chiangrai Thailand

Green Papaya
leaf tea iびゴJ=ィ _
タイ・チェンラーイ産無農薬栽培パパイヤ葉

ちよこつとお試しなら(p6参照 )

タイ北部の高地で太陽をたっぶり浴びた無農薬栽培のパパイ
ヤ葉を天日乾燥してお茶にしました。パパイヤの葉にはダイ
エツト&美肌効果や肥満防止のほか、整腸作用 。抗癌作用 。

便秘解消 。糖尿病防止 。冷ぇ性改善 。高血圧や
アレルギー症状緩程:こ効果が期待できるとさ
では古くから飲用されてしヽます。 、1本 製品

●パパイヤ葉の驚くべき効果

日本では沖縄など一部の地域をはじめ、熱帯地方の国々で古くから栽培されて
いるパパイャ。日本では熟した実を食することが一般的ですが、東南アジアな
どでは未熟な青パパイヤやその葉も食用にされ、民間薬としても利用されてき
ました。パパィャの葉にはビタミンCやカロチノイド、フラボノイドなどとい
つた抗酸化作用をもつ成分が豊富に含まれ、その抗酸化力は健康ジュースとし
て有名なノニジユースの数十倍と言われています。また、抗がん作用を持つ成
分も豊富に含まれている (ビタミンB17・ アミグダリンやイソチォシアネートな
ど)こ とが確認されており、近年、さまざまな研究がおこなわれています。
青当紙に掲載されている内容はパパィャの葉につtヽ てタイ国内で一般に知られている効能などをまと
めたもので、医学的な根拠に基づき記載したものではあり奏せん。よつて、当社販売製品の薬効等 (日
本国内におIナ る業事法等講法令に基づく内容)ではないことをご理解くださしヽ。

● お い し い 飲 み 方 く飲み方は録茶と同じです>

パパイヤ葉茶 1～ 2gに熱湯 200～300ccを 注ぎ、
3分ほど待つてからお飲みください。煮出すと有効
成分をより多く抽出することができます。
*冷やしても美味しく召し上がれます。

薬](と紛砕しでそのまま留し,生かることもできます
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シヨツピング

24時間いつても気軽にお買い犠が楽しめるネットショッピングはコチラヘ♪

■こちら00Rコードからどうぞ
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ヤ葉を天日乾燥させるこ
とで栄養成分が凝縮され、SOD
酵素やポリフェノールなどの有
効成分を高凛度で擬取できます
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