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「ゼラチンＰ＆Ｏ」の終売及び、
「ゼラチンＡ-Ｕ」新規取り扱い開始のお知らせ

お店からの

お知らせ

この度、誠に勝手ではございますが『ゼラチンＰ＆Ｏ』を
終売とさせていただく事となりました。
長年『ゼラチンＰ＆Ｏ』をご愛顧いただき、
誠にありがとうございました。
つきましては『ゼラチンＰ＆Ｏ』に代わりまして、
新たに2020年3月（予定）から
『ゼラチンＡ-Ｕ』の取り扱いを開始いたします。

ゼラチンA-U
1,620円（税込）

2020年
3月（予定）から

NEW!

販売開始

※2020年2月末を
　もって終売しました。

ゼラチンＰ＆Ｏ
1,620円（税込）
内容量：500ｇ
使用目安量：10ｇで
500ccのゼリーができます
賞味期限：製造より3年間

内 容 量
使用目安量

賞 味 期 限

：500ｇ
：5ｇで約200mlのゼリーを作ることが 
 できます
：製造より3年間
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携帯電話・ＰＨＳからもご利用いただけます。
受付時間は平日 午前9時～午後5時までTEL

ホームページ

ゼライス社がある宮城県を皆さまにもっと知ってもらいたい！
「ゼライスだより」編集長の橋本が宮城県をめぐります！

（撮影：橋本）

　毎年4月上旬頃に大河原町で行われる「おおがわら桜まつり」には県内外から多く
の人が訪れます。お祭りが開催されている期間は、この時期しか味わう事のできな
い「お花見弁当」の販売や、堤防からとは違った風景が楽しめる「お花見屋形船」が
運航され、各種様々な屋台が軒を連ねます。春の暖かな陽気も相まって会場は終日
活気に溢れていました。
　夜には夜桜のライトアップもされており、昼間とはまた違う幻想的な桜並木を見る
ことができます。
　取材当日は天候に恵まれたこともあり、まさに絶好の「お花見日和」でした！現地
に到着するとすでに町の中は多くの人や車で賑わいを見せていました。駅から10分
程歩くと白石川堤防が見えてきます。同時に見事な桜並木が目に飛び込んできまし
た。花弁が舞う中、ゆっくりと散策しながら桜を見る事ができます。
　堤防の桜並木は約8kmに渡り一本一本の木がほぼ等間隔に生えているため、来
場者の多さも気にならずに、桜の花が満開の木の下でゆったりと飲んだり食べたりす
ることができます。
　また、違った景色を見たい！という事でしたら、「お花見屋形船」が運航しているの
で、乗船をお勧めします。視界を遮るものが一切なく、全体像を眺めることができま
すよ！
　きらきらと輝く白石川と青く澄み渡る空、雪が残る蔵王連峰と桜並木のコントラス
トはまるで一枚の絵画の中にいるような気分になります。
　目の前に広がる絶景を、できたての屋台料理を頬張りながら見る事ができるの
は、桜まつりの醍醐味だと思います。大河原町の一目千本桜、一見の価値ありです！
　最後に表紙写真をご提供くださいました、大河原町商工観光課さま、美しいお写
真をありがとうございました！

“おおがわら桜まつり”に行ってきました！

　ソメイヨシノを中心とした桜並木「一目千本桜」は、大正12年、大河原町出身の高
山開治郎氏の寄贈により植樹されたそうです。高山氏は東京に上京し、仕事で成功
を収めましたが、上京している間も故郷との交流を続けていました。大正12年に白
石川堤防の工事が完了したという知らせを聞いた高山氏は植木職人２人を連れて町
に戻ります。
　この白石川の堤防を未来の桜の名所にしたいという夢を実現させるため、約
1,000本の桜の苗木を植えたそうです。高山氏の願いは、約90年の時を経て立派な
桜の木となり、毎年春に美しい桜の花を咲かせて人々を魅了しています。平成2年に
は「さくら名所百選の地」にも選ばれました。現在は町民の方々や地元の高校生が大
切に保護・育成をしているそうです。

　県南部に位置する大河原町は、中心部に白石川が流れており、冬には毎年
多くの渡り鳥が飛来します。白石川の両岸には、約8km、約1200本の桜並木
が続き、春にはこの桜並木「一目千本桜」を見物しに県内外、国外からも大変
多くの観光客が訪れます。
　壮大な蔵王連峰を背景とした桜並木は、この大河原町でしか見る事ので
きない絶景です。今回は、自然が織りなす美しい風景を目にする事ができる
大河原町に訪れました。

仙台市

大河原町

一目千本桜の歴史
ひとめせんぼんざくら

次回は  
仙台市へ
行きます！

ひとめせんぼんざくらひとめせんぼんざくら

編集長 橋本 泉（東京都出身）

おおがわら桜まつ
り

たくさんの人で賑わ
っています

どんどん焼き

イカ焼き

玉こんにゃく

風味・透明感・色調と作業性にも優れた
万能ゼラチンです。
1962年に発売し50年以上も愛される
業務用粉末ゼラチンの定番品です。
透明度が高く、味・匂いが少ないので
幅広いメニューにご使用いただけます。
使いやすいスタンドパック品です。



コラーゲン・トリペプ チド の機能性
～美肌効果だけではない ～

講演会レポート

2019年11月に東京都練馬区にてコラーゲン・トリペプチドに関   する講演を行いました。
今号では講演内容の一部をご紹介いたします。

講師：ゼライス・中央研究所
研究顧問 酒井康夫

健康報道部
旬のネタや、お客さまに
知っていただきたい情報を

お届けします！

　まず、食べ物のコラーゲンと一般的なコラーゲンサプ
リメントとの違いについてですが、食べ物のコラーゲン
はアミノ酸数が3000個に対して、一般的なコラーゲン
サプリメントは30～100個です。このまま飲んでもすべ
てが吸収されるわけではなく、飲んでから胃腸でさらに
消化酵素によって分解されます。およそ95％以上が細か
いアミノ酸に分解され、残った5％弱位がコラーゲンペプ
チドとして吸収されます。

コラーゲン・トリペプチドと
一般的なコラーゲンサプリメントとの違い
　コラーゲン・トリペプチド（以降、トリペプチド）はア
ミノ酸数がわずか3個ですから、元のコラーゲンと比較
して1000分の1くらいの大きさで、実際のサイズも約
1nm（ナノメートル）と非常に小さいです。トリペプチド
の機能性が発揮されるのはこの小ささに加えて、コ
ラーゲンの「最小単位」であるということが重要なポイ
ントです。「最小単位」であるからこそ、様々な機能性を
発揮するということが最近分かってきました。
　このため、トリペプチドを経口摂取すると消化管から
とても素早く吸収されます。私たちの消化管の中にはア
ミノ酸を吸収する取り込み口（アミノ酸輸送体）があり
ますが、その他にトリペプチドの様な、より小さいペプ
チドを吸収する取り込み口（ペプチド輸送体）がありま
す。これらを経由してアミノ酸やトリペプチドがダイレク
トにそのままの形で吸収されます。
　では、「吸収された後、どこへ向かうのか？」という事

かったです。人の場合はスティック1本（4ｇ）の摂取で十
分ですが、体重が7トンにもなりますと約140倍の体重が
ありますので、1日にスティック150本以上（約600ｇ）を
ペロッと飲んでしまいます。これを半年間、毎日与え続け
ました。合計で何万本分のトリペプチドを提供したか分
かりません（汗）。その甲斐があって半年後、象の膝の状
態が非常に良くなりました。活発に走り回り、メスに
ちょっかいを出すくらいまで元気になりました。
　この話（データ）が獣医師の間で一気に広まり、北は
北海道、南は沖縄まで様々な地域の動物園から、「トリ
ペプチドを膝や骨の調子が悪い動物に飲ませたい」
「詳しく説明して欲しい」との声がたくさん寄せられるよ
うになりました。現在、トリペプチドは象だけでなく、キ
リンやサイ、ライオン、ミーアキャット、犬といった多種
多様な動物の骨、関
節健康の維持や怪
我の修復に寄与し
ています。コラーゲ
ンの「最小単位」の
“チカラ”が発揮さ
れた訳ですので、ま
さに、研究者冥利に
尽きます。

をラットの実験で調べた結果、皮膚や関節あるいは骨、
軟骨などのコラーゲンと関係した結合組織にだけ選択
的に届き、そこで機能性を発揮するということが分かり
ました。また、「どのくらい吸収性が高いのか？」につい
て臨床試験をしたところ、トリペプチドの場合、経口摂
取してから5分後には非常に効率よく、そして高濃度に
血液中に移行し、関節や骨などに届く事が分かったの
です。一方、一般的なコラーゲンサプリメントは吸収性
が低い傾向にあります。
　アミノ酸3個の非常に小さなサイズの「最小単位」だ
からこそ、吸収性に優れ、体の中で様々な働きをする。
これがトリペプチドと一般的なコラーゲンサプリメント
との大きな違いです。

トリペプチドの“チカラ”
　膝関節症に対する機能性について、「どうしてトリペ
プチドが効くのか？」を多くの動物やヒトを対象として
調べて来ました。例えば、変形性膝関節症のモデル動
物（ウサギ）を対象にして、トリペプチド、そしてこれと
比較するための一般的なコラーゲンペプチドをそれぞ
れ1ヶ月間与え続けました。その結果、一般的なコラー
ゲンペプチド群は（対照群と同じように）軟骨の摩耗が
起きており、軟骨破壊も進んでいました。それに対して
トリペプチド群は軟骨が残っており、ダメージが軽減さ
れるということが分かりました。
　軟骨の摩耗により関節の表面にできた亀裂も一般
的なコラーゲンペプチドは対照群と変わらないのです
が、トリペプチドは数が明らかに減っています。何故か
というと、トリペプチドはプロテオグリカンや2型コラー
ゲン、ヒアルロン酸の産生を促進するからです。この実
験から動物に有効だということが分かったので、ヒトを
対象とした臨床試験を実施してみることになりました。
関町病院の丸山先生にご協力していただき、当初120
名の中からリウマチの患者を除いた軽度の被験者だけ
を対象として、対照群とトリペプチド群に分けて10週間
飲んでいただきました。通常、一般的なコラーゲンペプ
チドを使った膝の試験は半年～1年かけて行うもので
すが、動物試験では短期間で有効性が示されたので、

更に短い期間で実施していただきました。
　すると、膝に溜まった関節液も減り、更に膝から発生
する音（摩擦音）も有意に下がったという結果が得られ
ました。臨床試験でも、トリペプチドは膝関節の軟骨の
摩耗を軽減することが認められたのです。
　トリペプチドは健やかな肌を保つだけではなく、膝
関節の軟骨をはじめとして、骨、腱、靭帯、血管などのコ
ラーゲンが関係している結合組織に対しても力を発揮
するのです。

人間だけじゃない、象（動物園）にも！？
　実は、膝の関節を良くするのはウサギやヒトだけでは
なく、大型動物の象の膝にも有効なことが分かってきま
した。現在、象はワシントン条約などによって輸出も輸入
も禁止になっている為、日本の動物園では人間と同様に
高齢化が進んでいます。体重がものすごく重い動物です
から、高齢化が進むと膝にかかる負担はとても大きくな
ります。多摩動物公園の獣医師から「関節症で苦しんで
いる大型動物がいるので、どうにかならないか」という
相談を受けて、本格的な投与試験を実施することになり
ました。多摩動物公園のアフリカ象（タマオ君）は痛い方
の足だけ、いつも浮かしている状態でした。そこで、餌の
豆乳にトリペプチドを溶かして毎日与えました。象は体
重が5～7トンありますので、摂取させる量はとても多

講演会の様子  たくさんの方にお越しいただきました！

膝や骨の健康のために
コラーゲンを飲む方が
増えています。
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講演会の様子  たくさんの方にお越しいただきました！

膝や骨の健康のために
コラーゲンを飲む方が
増えています。
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もっとご覧になりたい方は、当店のショッピングサイトにて公開中です！ ゼライスショップ 検索

の
交流ひろば

の

このコーナーでは、当店の商品をご愛用いただいている
お客さまからのお便りをご紹介いたします。

皆さまからのお便り大募集！
当店の商品についてのご感想やご意見、ご愛用方法についてのお便りお待ちしております。お便りを掲載させていただいた方には1,000円分のクオカードをプレゼント！［応募方法］

付属のハガキに商品に関するご意見やご感想、その他必要事項を明記のうえ、ご投稿ください！
応募締切：2020年5月31日（日） ※当日消印有効

皆さまからのお便り大募集！
当店の商品についてのご感想やご意見、ご愛用方法についてのお便りお待ちしております。

皆さまからのお便り大募集！
当店の商品についてのご感想やご意見、ご愛用方法についてのお便りお待ちしております。

お客さまからの声を紹介します

いつも摩擦音ケアにひざ年齢ボトルをご愛用いただき誠にありがとうございます。大好きなシニアソフトボールをこれからもずっと続けていただけるように、スタッフ一同Ｔ.Ｏさまを応援させていただきますので、よろしくお願いします！

いつもゼライスコラーゲン・スティッ
クをご愛用いただき

誠にありがとうございます。運動後に
お召し上がりいただ

くと、よりコラーゲンを効率的に摂取
できますので、これ

からも筋力トレーニング後にお召し上
がりいただければと

思います！お祖母様にもよろしくお伝
え下さい。

思います！お祖母様にもよろしくお伝
え下さい。

摩擦音ケアにひざ年齢ボトルをご愛用いただき誠にありがとうございます。もっと回を重ねていきたいとコメントをいただきましたが、私共にとって何よりの褒め言葉です。これからも継続していただき『ひざ年齢』の力を実感していただければと思います！ 

健康管理士一般指導員の橋本が健康情報を分かりやすくお届けします！

花粉症について
～予防ポイントのおさらい！～

日々の生活に役立つ
健康情報

すこやか
コラム

摩擦音ケアにひざ年齢ボトルをご愛用いただき誠にあり

スタッフ
から

スタッフ
から
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お召し上がりいただ
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がりいただければと

思います！お祖母様にもよろしくお伝
え下さい。

思います！お祖母様にもよろしくお伝
え下さい。

大変長くゼライスコラーゲンボトルを
ご愛用いただき誠に

ありがとうございます。Ｋ.Ｗさまをは
じめ、ダックスちゃん

やご友人の方の健康にお役立ていた
だけて、大変嬉しく

思います。これからもよろしくお願いし
ます。

　花粉症とは季節性アレルギー性鼻炎のことで、原因となる花粉が飛ぶ
季節に症状がでます。くしゃみや鼻詰まり、目のかゆみといった症状があ
り、風に乗って空気中に漂う花粉を、鼻や喉に吸い込む、あるいは目に付
着した時にアレルギー反応を引き起こす病気の事です。アレルギーを起
こしやすい体質の人が花粉と接触する事で起こるので、必ずしも直接接
触した人全員が症状を引き起こすわけではありません。
　スギやひのき、ブタクサなどの花粉がアレルゲンとなり、中でも「スギ
花粉症」は代表的です。花粉を引き起こすとされる花粉は他にも国内に約
60種類以上あると考えられており、地域により飛散期に差があるため、
どの時期にどのような花粉が飛ぶのか知ることも大切になってきます。

　花粉症が増大している理由には、花粉の飛散量が増えている事も理由の一つに挙げられます。戦後にスギやひのきの植林が盛んに
行われ、その時植えた木が成長し、たくさん花粉をつくるようになった事が関係しています。しかし、それ以外にも大気汚染や食生活、
ストレスなどが原因でアレルゲンが増えているため、花粉症が発症しやすくなっています。

　薬物療法はもちろん、手術療法や減感作療法といった治療法が確立されていますが、花粉症は繰り返し接触すると症状が強まる傾向
にあるため、日頃から可能な限り避けることをこころがけましょう！

日常生活での予防ポイント

早期治療で予防

花粉症の予防

　寒く冷たい冬も終わりを迎えると、温かく穏やかな春がやってきます。
日中も過ごしやすく、外へ出かけたくなる衝動に駆られる一方で、「また
花粉の時期がやってきた…」と、憂鬱な気分になります。花粉症の多く
は、スギやひのきの花粉によるもので、厚生労働省が公開している統計
によると花粉症患者の約７割はスギ花粉が原因だそうです。
　はっきりとしたデータはありませんが花粉症患者は近年増加しており、
とても身近な病気の一つです。今号では、花粉症とその予防方法について
ご紹介したいと思います。

花粉症とは

ちなみに、花粉症用のマスクでは花粉が約1/6、花粉症用のめがねでは1/4程度に減少することが分かっています。
早めの対策をこころがけ、快適に過ごしましょう。

主な花粉症原因植物の開花期

北海道

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

関　東

関　西

九　州

ス 　 ギ
ヒ ノ キ
ブタクサ

ス 　 ギ
ヒ ノ キ
ブタクサ
ス 　 ギ
ヒ ノ キ
ブタクサ

ス 　 ギ
ヒ ノ キ
ブタクサ

●気候、天候を考えながら生活する
●花粉情報に注意する
●シーズン中は、マスクや眼鏡をかけて花粉を避ける
●外出先から帰宅後は、室内に花粉を持ち込まないようよくはたいてから入る
●外出先から帰宅後は、洗顔やうがいをする
●外に干した洗濯物や布団はよく注意して取り込むようにする
●室内にいるときは、窓を閉め花粉が入らないよう注意する
●こまめに室内を掃除する。場合によっては、空気清浄機を用いる
●ストレスを上手に解消する
●暴飲暴食・睡眠不足・深酒・喫煙などは体調を崩すもとなので控える

●シーズン2週間前から医療機関を受診し、抗アレルギー薬を飲みはじめる
●花粉症を疑う症状が出たら早めに医療機関を受診する
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コラーゲン・トリペプチドは、アミノ酸３個でできた“コラーゲンの最小ユニット”です。
研究の結果、健康や美容などの面で、驚きのはたらきをすることが次々と分かってきました。
ここでは「トリペプチド」の仕組みを分かりやすくご紹介いたします。

コラーゲン・トリペプチド  とはゼライスの

～品質管理編～
思い

お客さまの毎日に寄り添う製品だからこそ、
徹底した品質管理で安全・安心を追求します。
　お客さまの信頼とご期待にお応えする安定した高品質の製品を提供するため、当

社はISO9001の品質マネジメントシステムに基づいた生産体制を確立し、原料調達か

ら発送までの各工程に徹底したトレーサビリティを構築しています。

　また、自社内の検査体制を整え、専門の技術スタッフが最新の分析機器を使用し、

製品の品質管理を担っています。検査は原料から最終製品まですべてロット毎に行

い、品質を確認の上、お客さまへ確かな製品をお届けしております。

　“良い品質”とは、安心して使っていただける製品

だと考えております。お客さまにとって当社製品がより

身近なものであってほしい、そんな想いから私たちは品

質管理の徹底に日々 取り組んでいます。

※
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昭和16年／仙台市若林区に宮城化学工業所を設立。
　　　　　 世界で初めて鯨を原料としたゼラチンの製造を開始
昭和28年／家庭用高級ゼラチンパウダー「ゼライス」を開発、発売
平成14年／開発製品「コラーゲン・トリペプチド」が
　　　　　 『みやぎものづくり大賞テーマ賞』を受賞
平成15年／「ゼライス」の発売開始50周年を迎え、
　　　　　 社名をゼライス株式会社に変更
平成19年／本社機能を仙台市若林区から多賀城市へ移転
平成23年／3.11 東日本大震災で地震・津波被災
平成26年／旧本社工場跡地に、仙台市「若林西復興公営住宅」ならびに
 　　　　　「ゼライスタウン若林」が完成

／ゼライス株式会社
／昭和 16年 10月29日
／１億円
／宮城県多賀城市
／ゼラチン、コラーゲンペプチドの製造及び販売

◆社　　名
◆創　　業 
◆資  本  金
◆所  在  地
◆事業内容

◆歴　　史

徹底した品質管理の下、多くの工程を経て「トリペプチド」はつくられます。
特にトリペプチド化する酵素分解工程は、当社が持つ世界初の特許技術です。

秘密は、３個のアミノ酸からなる、
コラーゲンの最小ユニット「トリペプチド」

「トリペプチド」は肌内部まで浸透し、
内側から保湿効果を発揮します。

直接腸管から吸収される「トリペプチド」。
スピードが断然違います。

これまでに“コラーゲン・トリペプチド”に関する論文数は23報、
学会発表数はなんと35演題※。分野別の論文数は、吸収性（2
報）、皮膚（8報）、骨（6報）、膝
関節（2報）などとなっています。
また、2005年には動物園から
の依頼を受け、加齢により動き
が鈍くなったアフリカゾウへ与
えたところ、半年後には元気に
遊ぶ姿を見せ飼育員を驚かせ
ました。この出来事は全国に報
じられ大変注目を集めました。
ご納得して商品をお使いいた
だけるよう、当社はこれからもコ
ラーゲン・トリペプチドの研究を
続けていきます。
※2018年7月末時点

製 造 工 程

構 造 吸 収 力

浸 透 力 信 頼 性

GlyGly

1000
サイズ

1

加熱・変性・加水分解

コラーゲン分子（三重らせん構造）

一般のコラーゲンペプチド

これがコラーゲンの
最小ユニット

「トリペプチド」

1分子あたりのアミノ酸数

約3,000個

1分子あたりのアミノ酸数

約30～100個

1分子あたりのアミノ酸数

3個

トリペプチドは、体内にある
コラーゲンの最小単位（3個）と同じため
吸収が早い。

従来のペプチドは、
分子量が多すぎるため
体内で酵素分解を経て吸収される。

コラーゲントリペプチド

コラーゲントリペプチド

従来のペプチド

コラーゲンの最小ユニット
「トリペプチド」 コラーゲン

分解

肌表面

角質層

原 料 溶 解 酵素分解 酵素失活 ろ 過 殺 菌 噴霧乾燥 検 査 包 装 出 荷

コラーゲン・トリペプチドの
力を、科学的にも実証し続け
ています。

また、2005年には動物園から
の依頼を受け、加齢により動き
が鈍くなったアフリカゾウへ与
えたところ、半年後には元気に
遊ぶ姿を見せ飼育員を驚かせ
ました。この出来事は全国に報

ご納得して商品をお使いいた
だけるよう、当社はこれからもコ
ラーゲン・トリペプチドの研究を

力を、科学的にも実証し続け
ています。

当社について
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コラーゲン・トリペプチドは、アミノ酸３個でできた“コラーゲンの最小ユニット”です。
研究の結果、健康や美容などの面で、驚きのはたらきをすることが次々と分かってきました。
ここでは「トリペプチド」の仕組みを分かりやすくご紹介いたします。

コラーゲン・トリペプチド  とはゼライスの

～品質管理編～
思い

お客さまの毎日に寄り添う製品だからこそ、
徹底した品質管理で安全・安心を追求します。
　お客さまの信頼とご期待にお応えする安定した高品質の製品を提供するため、当

社はISO9001の品質マネジメントシステムに基づいた生産体制を確立し、原料調達か

ら発送までの各工程に徹底したトレーサビリティを構築しています。

　また、自社内の検査体制を整え、専門の技術スタッフが最新の分析機器を使用し、

製品の品質管理を担っています。検査は原料から最終製品まですべてロット毎に行

い、品質を確認の上、お客さまへ確かな製品をお届けしております。

　“良い品質”とは、安心して使っていただける製品

だと考えております。お客さまにとって当社製品がより

身近なものであってほしい、そんな想いから私たちは品

質管理の徹底に日々 取り組んでいます。

※
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昭和16年／仙台市若林区に宮城化学工業所を設立。
　　　　　 世界で初めて鯨を原料としたゼラチンの製造を開始
昭和28年／家庭用高級ゼラチンパウダー「ゼライス」を開発、発売
平成14年／開発製品「コラーゲン・トリペプチド」が
　　　　　 『みやぎものづくり大賞テーマ賞』を受賞
平成15年／「ゼライス」の発売開始50周年を迎え、
　　　　　 社名をゼライス株式会社に変更
平成19年／本社機能を仙台市若林区から多賀城市へ移転
平成23年／3.11 東日本大震災で地震・津波被災
平成26年／旧本社工場跡地に、仙台市「若林西復興公営住宅」ならびに
 　　　　　「ゼライスタウン若林」が完成

／ゼライス株式会社
／昭和 16年 10月29日
／１億円
／宮城県多賀城市
／ゼラチン、コラーゲンペプチドの製造及び販売

◆社　　名
◆創　　業 
◆資  本  金
◆所  在  地
◆事業内容

◆歴　　史

徹底した品質管理の下、多くの工程を経て「トリペプチド」はつくられます。
特にトリペプチド化する酵素分解工程は、当社が持つ世界初の特許技術です。

秘密は、３個のアミノ酸からなる、
コラーゲンの最小ユニット「トリペプチド」

「トリペプチド」は肌内部まで浸透し、
内側から保湿効果を発揮します。

直接腸管から吸収される「トリペプチド」。
スピードが断然違います。

これまでに“コラーゲン・トリペプチド”に関する論文数は23報、
学会発表数はなんと35演題※。分野別の論文数は、吸収性（2
報）、皮膚（8報）、骨（6報）、膝
関節（2報）などとなっています。
また、2005年には動物園から
の依頼を受け、加齢により動き
が鈍くなったアフリカゾウへ与
えたところ、半年後には元気に
遊ぶ姿を見せ飼育員を驚かせ
ました。この出来事は全国に報
じられ大変注目を集めました。
ご納得して商品をお使いいた
だけるよう、当社はこれからもコ
ラーゲン・トリペプチドの研究を
続けていきます。
※2018年7月末時点

製 造 工 程

構 造 吸 収 力

浸 透 力 信 頼 性

GlyGly

1000
サイズ

1

加熱・変性・加水分解

コラーゲン分子（三重らせん構造）

一般のコラーゲンペプチド

これがコラーゲンの
最小ユニット

「トリペプチド」

1分子あたりのアミノ酸数

約3,000個

1分子あたりのアミノ酸数

約30～100個

1分子あたりのアミノ酸数

3個

トリペプチドは、体内にある
コラーゲンの最小単位（3個）と同じため
吸収が早い。

従来のペプチドは、
分子量が多すぎるため
体内で酵素分解を経て吸収される。

コラーゲントリペプチド

コラーゲントリペプチド

従来のペプチド

コラーゲンの最小ユニット
「トリペプチド」 コラーゲン

分解

肌表面

角質層

原 料 溶 解 酵素分解 酵素失活 ろ 過 殺 菌 噴霧乾燥 検 査 包 装 出 荷

コラーゲン・トリペプチドの
力を、科学的にも実証し続け
ています。

また、2005年には動物園から
の依頼を受け、加齢により動き
が鈍くなったアフリカゾウへ与
えたところ、半年後には元気に
遊ぶ姿を見せ飼育員を驚かせ
ました。この出来事は全国に報

ご納得して商品をお使いいた
だけるよう、当社はこれからもコ
ラーゲン・トリペプチドの研究を

力を、科学的にも実証し続け
ています。

当社について
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ＴＥＬ：0120-593-014
ＵＲＬ：www.jellice-shop.com

ゼライスショップ

原材料やご使用方法、トリペプチド含有量は同じです。膝ケアに関する従来品の研究データを活用し機能性
表示食品として発売したのが「ひざ年齢」です。なお、「ひざ年齢」は、GPHypというアミノ酸の組み合わせである
トリペプチド成分のみ、“機能性関与成分”として表記しています（トリペプチド全体量は540mg）。摂取目的はも
ちろんのこと、お手元に置いていただくデザインなどに合わせてお選びください。

「摩擦音ケアにひざ年齢」と「ゼライスコラーゲン・スティック／ボトル」の違いは？Ｑ
A

コラーゲン合成に関係する成
分にはビタミンＣなどがありま
す。ビタミンＣと一緒に摂取す
れば、より多くのコラーゲンが
合成されます。また骨の健康の
ためにはカルシウムと一緒に摂
取することをお勧めします。

より効果的に摂取するには？Ｑ
A

Ｑ A＆ よくある質問をご紹介します。

商品のご案内

サプリメントシリーズ
秘密は、３つのアミノ酸からなるコラーゲンの最小ユニット「トリペプチド」。
だから、ダイレクトに吸収。美容と健康をサポート。生活シーンに合わせて商品をお選びください。

計量不要で衛生面にも配慮した個包装タイプ

摩擦音ケアに ひざ年齢
スティック

摩擦音ケアに ひざ年齢
日常生活で生じるひざ関節の違和感（摩擦音）を軽減。

円（税込）4,100

摩擦音ケアに ひざ年齢

摩擦音ケアに ひざ年齢
スティック
4,100

120g（4g×30本）内容量

約30日分 約50日分

定期コースあり まとめ買い割引あり 定期コースあり まとめ買い割引あり

計量スプーン付きのお徳用サイズ

摩擦音ケアに ひざ年齢
ボトル

円（税込）6,260

摩擦音ケアに ひざ年齢
ボトル

200g内容量

ゼライスコラーゲン・タブレット
いつでも手軽に摂れる錠剤タイプ

円（税込）3,900
54.6g（210粒）

コラーゲンペプチド（ゼラチンを含む）、還元麦芽糖水
飴／結晶セルロース、二酸化ケイ素、ステアリン酸Ｃａ

内容量

原材料

栄養成分【７粒（1.82g）あたり】エネルギー7kcal、たんぱく
質1.25g、脂質0.03g、炭水化物0.43g、食塩
相当量0.0002g　※コラーゲン1,200mg（トリ
ペプチド含有量540mg）

約30日分

時間帯や場所、味を気にせず手軽に「コラーゲント
リペプチド」を摂取することができます。包装はコン
パクトで便利なチャック付きアルミパウチです。

定期コースあり まとめ買い割引あり

ゼライスコラーゲン・ プチ
美容のための１日２グラム、ハーフサイズ

60g（2g×30本）

コラーゲンペプチド（ゼラチンを含む）

内容量

原材料

栄養成分【スティック1本（2g）あたり】エネルギー7kcal、
たんぱく質1.8g、脂質0g、炭水化物0g、食塩
相当量0.04g　※コラーゲン1,800mg（トリ
ペプチド含有量270mg）

約30日分

いつまでも若 し々い素肌のために「コラーゲントリペ
プチド」を摂取される方には、ピンクのデザインがか
わいい本品をお勧めします。

定期コースあり まとめ買い割引あり

円（税込）2,590

8mm

１日１本（2ｇ）を目安に、お好みの飲み物などに溶かしてお召し上がりください。お召し上がり方１日７粒を目安に、噛まずに水またはぬるま湯でお召し上がりください。お召し上がり方

NEW

計量不要で衛生面にも配慮した個包装タイプ

摩擦音ケアに ひざ年齢

摩擦音ケアに ひざ年齢
日常生活で生じるひざ関節の違和感（摩擦音）を軽減。

計量スプーン付きのお徳用サイズ

摩擦音ケアに ひざ年齢
計量スプーン付きのお徳用サイズ

摩擦音ケアに ひざ年齢

機能性表示食品 届出番号：D347 円（税込）6,260

ゼライスコラーゲン・ボトル
計量スプーン付きのお徳用サイズ

お好みで量を調整することもできる、お徳用ボトルタイプです。ご家族で「コラーゲントリ
ペプチド」をお召し上がりください。※付属スプーンは容器の中に入っています。

200g

コラーゲンペプチド（ゼラチンを含む）

内容量

原材料

栄養成分【スプーン1杯（4g）あたり】エネルギー14kcal、
たんぱく質3.6g、脂質0g、炭水化物0g、食塩
相当量0.06g　※コラーゲン3,600mg（トリ
ペプチド含有量540mg）

約50日分

ゼライスコラーゲン・スティック
計量不要で衛生面にも配慮した個包装タイプ

円（税込）4,100
120g（4g×30本）

コラーゲンペプチド（ゼラチンを含む）

内容量

原材料

栄養成分【スティック1本（4g）あたり】エネルギー
14kcal、たんぱく質3.6g、脂質0g、炭水化物
0g、食塩相当量0.06g　※コラーゲン
3,600mg（トリペプチド含有量540mg）

約30日分

いつまでも健康的でアクティブな毎日をサポートする、「コラーゲントリペプチド」配合
の健康食品です。スポーツ選手のケアにもお勧めします。

定期コースあり まとめ買い割引あり 定期コースあり まとめ買い割引あり

１日に付属スプーン１杯（約４ｇ）を目安に、お好みの飲み物などに溶かして
お召し上がりください。お召し上がり方１日１本（４ｇ）を目安に、お好みの飲み物などに溶かしてお召し上がりください。お召し上がり方

摂
取
上
の
注
意

●食物アレルギーのある方は、原材料をご参照の上、召し上がらないでください。
●顆粒商品を粉末のまま直接口に入れますと、喉につまる恐れがありますので、必ずお飲み物等に溶かしてお召し上がりください。
●体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。
●妊娠・授乳中の方、及び薬剤を服用されている方は、医師または薬剤師と相談の上、お召し上がりください。
●腎臓や肝臓に疾患をお持ちの方、特にたんぱく質摂取制限のある方は、医師または薬剤師と相談の上、お召し上がりください。
●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日の摂取目安量をお守りください。

【顆粒商品のお召し上がり方】 【錠剤商品のお召し上がり方】

冷たい液にもサッと溶けますので、お好みの飲み
物やお料理に溶かしてお召し上がりください。

お茶（緑茶、紅茶、ウーロン茶など）へ使用すると
少し濁ってしまうことがありますが、コラーゲンの成
分(栄養的価値)には影響ありません。濁りが気に
なる方は、ミルクなどを加えると気になりません。

健康補助食品として、１日７粒を目安に噛まずに
水またはぬるま湯でお召し上がりください。

お召し上がり方

原材料名 コラーゲンペプチド（ゼラチンを含む）

栄養成分表示
4gあたり

エネルギー
たんぱく質
脂質

14kcal
3.6g
0g

炭水化物
食塩相当量

0g
0.06g 機能性

関与成分
コラーゲントリペプチド（GPHyp）…130mg
GPHypは、グリシン-プロリン-ヒドロキシプロリンの略号です。

［届出表示］
本品にはコラーゲントリペプチド（GPHyp）が含まれるので、日常生活で生じる膝関節の違和
感（摩擦音）を軽減する機能があります。ただし、一過性でない膝関節の違和感（摩擦音）が
続いたり、あるいは膝関節に他の異常がある場合は医師の診察をお勧めします。

本品は事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費
者庁長官に届出されたものです。ただし、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。また本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものでは
ありません。

詳しい情報はこちらから！
http://www.jellice-shop.com/pr/hiza/

『摩擦音ケアに ひざ年齢』の

１日１本（４ｇ）を目安に、お好みの飲み物などに溶
かしてお召し上がりください。

お召し上がり方
１日に付属スプーン１杯（約４ｇ）を目安に、お好み
の飲み物などに溶かしてお召し上がりください。

お召し上がり方

基本的にはいつでも構いませ
んが、コラーゲン合成は成長ホ
ルモンの分泌に合わせて活発
になるので、より効果的に摂る
場合は就寝前や運動直後がお
すすめです。

摂取するタイミングは？Ｑ
A ご心配な場合、医師や薬剤師へ

ご相談されることをおすすめいた
します。また、当店へ具体的なお
薬名をお伝えいただければ、問題
となるような相互作用が無いかど
うか、可能な範囲で調査させてい
ただきます。

薬との飲み合わせは？Ｑ
A

このページの商品は軽減税率対象品目です。
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ＴＥＬ：0120-593-014
ＵＲＬ：www.jellice-shop.com

ゼライスショップ

原材料やご使用方法、トリペプチド含有量は同じです。膝ケアに関する従来品の研究データを活用し機能性
表示食品として発売したのが「ひざ年齢」です。なお、「ひざ年齢」は、GPHypというアミノ酸の組み合わせである
トリペプチド成分のみ、“機能性関与成分”として表記しています（トリペプチド全体量は540mg）。摂取目的はも
ちろんのこと、お手元に置いていただくデザインなどに合わせてお選びください。

「摩擦音ケアにひざ年齢」と「ゼライスコラーゲン・スティック／ボトル」の違いは？Ｑ
A

コラーゲン合成に関係する成
分にはビタミンＣなどがありま
す。ビタミンＣと一緒に摂取す
れば、より多くのコラーゲンが
合成されます。また骨の健康の
ためにはカルシウムと一緒に摂
取することをお勧めします。

より効果的に摂取するには？Ｑ
A

Ｑ A＆ よくある質問をご紹介します。

商品のご案内

サプリメントシリーズ
秘密は、３つのアミノ酸からなるコラーゲンの最小ユニット「トリペプチド」。
だから、ダイレクトに吸収。美容と健康をサポート。生活シーンに合わせて商品をお選びください。

計量不要で衛生面にも配慮した個包装タイプ

摩擦音ケアに ひざ年齢
スティック

摩擦音ケアに ひざ年齢
日常生活で生じるひざ関節の違和感（摩擦音）を軽減。

円（税込）4,100

摩擦音ケアに ひざ年齢

摩擦音ケアに ひざ年齢
スティック
4,100

120g（4g×30本）内容量

約30日分 約50日分

定期コースあり まとめ買い割引あり 定期コースあり まとめ買い割引あり

計量スプーン付きのお徳用サイズ

摩擦音ケアに ひざ年齢
ボトル

円（税込）6,260

摩擦音ケアに ひざ年齢
ボトル

200g内容量

ゼライスコラーゲン・タブレット
いつでも手軽に摂れる錠剤タイプ

円（税込）3,900
54.6g（210粒）

コラーゲンペプチド（ゼラチンを含む）、還元麦芽糖水
飴／結晶セルロース、二酸化ケイ素、ステアリン酸Ｃａ

内容量

原材料

栄養成分【７粒（1.82g）あたり】エネルギー7kcal、たんぱく
質1.25g、脂質0.03g、炭水化物0.43g、食塩
相当量0.0002g　※コラーゲン1,200mg（トリ
ペプチド含有量540mg）

約30日分

時間帯や場所、味を気にせず手軽に「コラーゲント
リペプチド」を摂取することができます。包装はコン
パクトで便利なチャック付きアルミパウチです。

定期コースあり まとめ買い割引あり

ゼライスコラーゲン・ プチ
美容のための１日２グラム、ハーフサイズ

60g（2g×30本）

コラーゲンペプチド（ゼラチンを含む）

内容量

原材料

栄養成分【スティック1本（2g）あたり】エネルギー7kcal、
たんぱく質1.8g、脂質0g、炭水化物0g、食塩
相当量0.04g　※コラーゲン1,800mg（トリ
ペプチド含有量270mg）

約30日分

いつまでも若 し々い素肌のために「コラーゲントリペ
プチド」を摂取される方には、ピンクのデザインがか
わいい本品をお勧めします。

定期コースあり まとめ買い割引あり

円（税込）2,590

8mm

１日１本（2ｇ）を目安に、お好みの飲み物などに溶かしてお召し上がりください。お召し上がり方１日７粒を目安に、噛まずに水またはぬるま湯でお召し上がりください。お召し上がり方

NEW

計量不要で衛生面にも配慮した個包装タイプ

摩擦音ケアに ひざ年齢

摩擦音ケアに ひざ年齢
日常生活で生じるひざ関節の違和感（摩擦音）を軽減。

計量スプーン付きのお徳用サイズ

摩擦音ケアに ひざ年齢
計量スプーン付きのお徳用サイズ

摩擦音ケアに ひざ年齢

機能性表示食品 届出番号：D347 円（税込）6,260

ゼライスコラーゲン・ボトル
計量スプーン付きのお徳用サイズ

お好みで量を調整することもできる、お徳用ボトルタイプです。ご家族で「コラーゲントリ
ペプチド」をお召し上がりください。※付属スプーンは容器の中に入っています。

200g

コラーゲンペプチド（ゼラチンを含む）

内容量

原材料

栄養成分【スプーン1杯（4g）あたり】エネルギー14kcal、
たんぱく質3.6g、脂質0g、炭水化物0g、食塩
相当量0.06g　※コラーゲン3,600mg（トリ
ペプチド含有量540mg）

約50日分

ゼライスコラーゲン・スティック
計量不要で衛生面にも配慮した個包装タイプ

円（税込）4,100
120g（4g×30本）

コラーゲンペプチド（ゼラチンを含む）

内容量

原材料

栄養成分【スティック1本（4g）あたり】エネルギー
14kcal、たんぱく質3.6g、脂質0g、炭水化物
0g、食塩相当量0.06g　※コラーゲン
3,600mg（トリペプチド含有量540mg）

約30日分

いつまでも健康的でアクティブな毎日をサポートする、「コラーゲントリペプチド」配合
の健康食品です。スポーツ選手のケアにもお勧めします。

定期コースあり まとめ買い割引あり 定期コースあり まとめ買い割引あり

１日に付属スプーン１杯（約４ｇ）を目安に、お好みの飲み物などに溶かして
お召し上がりください。お召し上がり方１日１本（４ｇ）を目安に、お好みの飲み物などに溶かしてお召し上がりください。お召し上がり方

摂
取
上
の
注
意

●食物アレルギーのある方は、原材料をご参照の上、召し上がらないでください。
●顆粒商品を粉末のまま直接口に入れますと、喉につまる恐れがありますので、必ずお飲み物等に溶かしてお召し上がりください。
●体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。
●妊娠・授乳中の方、及び薬剤を服用されている方は、医師または薬剤師と相談の上、お召し上がりください。
●腎臓や肝臓に疾患をお持ちの方、特にたんぱく質摂取制限のある方は、医師または薬剤師と相談の上、お召し上がりください。
●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日の摂取目安量をお守りください。

【顆粒商品のお召し上がり方】 【錠剤商品のお召し上がり方】

冷たい液にもサッと溶けますので、お好みの飲み
物やお料理に溶かしてお召し上がりください。

お茶（緑茶、紅茶、ウーロン茶など）へ使用すると
少し濁ってしまうことがありますが、コラーゲンの成
分(栄養的価値)には影響ありません。濁りが気に
なる方は、ミルクなどを加えると気になりません。

健康補助食品として、１日７粒を目安に噛まずに
水またはぬるま湯でお召し上がりください。

お召し上がり方

原材料名 コラーゲンペプチド（ゼラチンを含む）

栄養成分表示
4gあたり

エネルギー
たんぱく質
脂質

14kcal
3.6g
0g

炭水化物
食塩相当量

0g
0.06g 機能性

関与成分
コラーゲントリペプチド（GPHyp）…130mg
GPHypは、グリシン-プロリン-ヒドロキシプロリンの略号です。

［届出表示］
本品にはコラーゲントリペプチド（GPHyp）が含まれるので、日常生活で生じる膝関節の違和
感（摩擦音）を軽減する機能があります。ただし、一過性でない膝関節の違和感（摩擦音）が
続いたり、あるいは膝関節に他の異常がある場合は医師の診察をお勧めします。

本品は事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費
者庁長官に届出されたものです。ただし、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。また本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものでは
ありません。

詳しい情報はこちらから！
http://www.jellice-shop.com/pr/hiza/

『摩擦音ケアに ひざ年齢』の

１日１本（４ｇ）を目安に、お好みの飲み物などに溶
かしてお召し上がりください。

お召し上がり方
１日に付属スプーン１杯（約４ｇ）を目安に、お好み
の飲み物などに溶かしてお召し上がりください。

お召し上がり方

基本的にはいつでも構いませ
んが、コラーゲン合成は成長ホ
ルモンの分泌に合わせて活発
になるので、より効果的に摂る
場合は就寝前や運動直後がお
すすめです。

摂取するタイミングは？Ｑ
A ご心配な場合、医師や薬剤師へ

ご相談されることをおすすめいた
します。また、当店へ具体的なお
薬名をお伝えいただければ、問題
となるような相互作用が無いかど
うか、可能な範囲で調査させてい
ただきます。

薬との飲み合わせは？Ｑ
A

このページの商品は軽減税率対象品目です。
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美容成分を贅沢に配合。
確かなうるおいを実感したい方へ サラサラなのに潤う「Ｗ保湿効果」

ビューティーケア 医薬部外品

ゼライスコラーゲン・
スキンケアローション

潤いを速効チャージして、ふっくら美肌へ

とろみのあるテクスチャーで、肌に素早く浸透す
るローション。乾燥しがちな肌のすみずみまでたっ
ぷりの潤いで満たし、毛穴がふっくら、キメの整っ
たみずみずしい肌を長時間キープします。

円（税込）4,990
［詰め替え用］

円（税込）3,97 2
定期コースあり まとめ買い割引あり

100ml内容量

　　　　　
洗顔後、2～3プッシュを清潔な
手のひらに取り、顔全体と首筋
～デコルテを包み込むようにやさ
しくなじませます。乾燥が気になる
箇所には重ねづけをしましょう。

使用方法

ゼライスコラーゲン・
スキンケアクリーム

美容成分を閉じ込めて、ハリと弾力がみなぎる肌へ

なめらかなテクスチャーで、若 し々いハリと弾力
のある肌へ導くクリーム。とろけるようになじん
で、毛穴と小じわがふっくら！肌の深部にまで
潤いを届けて、柔らかな肌が持続します。

ゼライスコラーゲン・
ボディケアクリーム

ふっくら柔軟な肌を保つボディケアクリーム

なめらかなテクスチャーで、肌に浸透して
しっかり保湿。美容成分を閉じ込めてベタつ
かない心地よい使用感です。いつまでも柔
らかく弾力のある肌を保ちましょう。

円（税込）4,48 1

ＴＥＬ：0120-593-014
ＵＲＬ：www.jellice-shop.com

ゼライスショップ
ＴＥＬ：0120-593-014
ＵＲＬ：www.jellice-shop.com

ゼライスショップ

詰め
替え用も
ございます

［詰め替え用］

円（税込）4,7 8 7
定期コースあり まとめ買い割引あり

　　　　　
ローションの後、1～2プッシュを
清潔な手のひらに取り、顔全体と
首筋～デコルテにやさしくなじま
せます。乾燥が気になる箇所には
重ねづけをしましょう。

使用方法 詰め
替え用も
ございます

薬用CTP
スキンケアローション

ローションタイプで速効保湿。肌荒れ・荒れ性に

【効能又は効果】
●肌荒れ・あれ性を防ぎます。
●皮膚をすこやかに保ち、うるおいを与えます。

とろみのあるローションなのに、お肌に塗った後
はベタつかないサラリとした使用感です。

円（税込）2,637
定期コースあり まとめ買い割引あり

150ml内容量

120g内容量

　　　　　 
適量を手に取り、皮膚に塗布して
ください。1日3～4回程度、痒み
あるいは乾燥が気になる部位に
ご使用ください。

使用方法

薬用CTP
スキンケアジェル

ジェルで続く保湿効果。肌荒れ・荒れ性に

【効能又は効果】
●肌荒れ・あれ性を防ぎます。
●皮膚をすこやかに保ち、うるおいを与えます。

スーッとなじんでベタつかない使用感なのに、
しっとりとした潤いが続くジェルです。

円（税込）3,951
定期コースあり まとめ買い割引あり

　　　　　 
適量を手に取り、皮膚に塗布し
てください。1日１～２回程度、痒
みあるいは乾燥が気になる部位
にご使用ください。

使用方法

円（税込）5,8 05
80g内容量

120g内容量

［詰め替え用］

円（税込）3,462
定期コースあり まとめ買い割引あり

　　　　　
手のひらに適量を取り、全身に優
しく馴染ませてください。
※乾燥しているときは、たっぷりと
お使いください。

使用方法 詰め
替え用も
ございます

商品のご案内 商品のご案内

スキンケア・ボディケアシリーズ
「コラーゲン・トリペプチド」を贅沢に配合したスキンケア・ボディケアシリーズ。
肌内部への浸透を実感でき、使えば使うほどうるおい溢れる素肌へ導きます。

スキンケア・ボディケアシリーズ各種割引サービスのご注文について
定期コースのお申し込みはお電話でのみ承っております。
まとめ買い割引はお電話・インターネットで承っておりますが、インター
ネットの場合、数量３本以上でカートに入れると割引が自動計算されます。

【詰め替え方法】
❶リングを回してボトルを開け
　て、使い切ったカートリッジを
　取り出します
❷新しいカートリッジを入れて、
　リングをカチッと鳴るまで回
　してボトルを閉めます

① 本品を鍋に入れ、牛乳550mlを加えかき混ぜながら中火にかけ、沸騰したら弱火にして完全に溶
　 かします。
② ①をカップ等に注ぎ冷やし固めます。

パティスリーゼライス 
プリンミックス

簡単便利！牛乳でつくるプリンの素です

みんなが大好きなカスタードプリンを、ご家庭で
簡単につくることができます。クリーミーでコクの
ある仕上がりとなっております。

円（税込）200
まとめ買い割引あり

80g（約８人分）内容量

①本品を鍋に入れ、牛乳200mlを加えかき混ぜながら80℃くらいに加温して、完全に溶かします。
② ①に冷たい牛乳200mlを加え、よく混ぜ合わせます。
③ ②をカップ等に注ぎ冷やし固めます。

パティスリーゼライス 
ババロアミックス

簡単便利！牛乳でつくるババロアの素です

濃厚な舌触りのフランス伝統菓子を、ご家庭で簡
単につくることができます。なめらかでしっとりとした
口当たりで、手軽さと美味しさを両立させました。

円（税込）200
まとめ買い割引あり

80g（約６人分）内容量

①本品を鍋に入れ、牛乳400mlとクリーム100mlを加えかき混ぜながら中火にかけ、沸騰したら弱火
　 にして完全に溶かします。
② ①をカップ等に注ぎ冷やし固めます。

簡単便利！牛乳とクリームでつくる
パンナコッタの素です

パティスリーゼライス 
パンナコッタミックス
本場イタリアの味を、ご家庭でお楽しみいただけ
ます。抹茶やコーヒーを入れてアレンジすることも
できます。

円（税込）200
まとめ買い割引あり

50g（約７人分）内容量

　　　　　　 
5gで約250mlのゼリーを作ることができます。
①エースアガーをあらかじめ砂糖と混ぜてから水に振り入れるか、水を軽くかきまぜながら徐々に加えた　
　後、短時間沸騰させて完全に溶かします。
②そのあと温めた他材料に加え、かき混ぜて均一な材料液にします。
③エースアガーを溶かしたゼリー液は常温でも固まりますが、冷蔵庫で冷やした方がよりおいしくお召し
　上がりいただけます。

エースアガーA-G
常温でも溶け出さないゼリーが作れる
海草主原料のゲル化剤

海藻からの抽出物を主成分としたゲル化剤で
す。ゼリー液は冷蔵庫で冷やさなくても室温で
固まるので、夏でもゼリーが溶け出したり崩れた
りすることはありません。透明感のある美しいゼ
リーに仕上がります。  
※本商品は「ゼラチン」ではありません。

円（税込）3,020
まとめ買い割引あり

1kg内容量

※写真はイメージです

※写真はイメージです

※写真はイメージです

ゼラチンシリーズ
ゼリーやスイーツ、お料理に大活躍のゲル化剤です。用途や調理法に合わせてお選びください。

5ｇで、約200mlのゼリーを作ることができます。ゼラチンに3～4倍量の水を加え、10～20分間お
き、十分にふやかしてください。ふやかしたゼラチンは50℃～60℃に加熱し、軽くかき混ぜると均一
に溶けます。

ゼラチンＡ-Ｕ
プロ愛用のロングセラー業務用粉ゼラチン

風味・透明感・色調と作業性にも優れた万能ゼ
ラチンです。1962年に発売し50年以上も愛さ
れる粉末ゼラチンの定番品です。透明度が高く、
味・匂いが少ないので幅広いメニューにご使用
いただけます。使いやすいスタンドパック品です。

円（税込）1,620
まとめ買い割引あり

500g内容量

使用方法

つくり方

つくり方

つくり方

1袋（5g）で約250mlのゼリーを作ることができます。
（型抜きしない柔らかいゼリーを作る場合は、約300mlに対して1袋お使いください）
この商品は水でふやかす手間がかかりません。50℃～60℃の材料にそのまま振り入れてください。
※ゼラチンを溶かした材料液は、最低でも２～３時間程度冷蔵庫で冷やし固めてください。

ゼラチンP-100
毎日ゼラチンをお使いになる方のための
お徳用ゼラチンパウダー

５グラムずつ分包した顆粒ゼラチンがたっぷり
100袋入り。頻繁にゼラチンをお使いになる方
にオススメのお徳用商品です。
※本商品は「顆粒タイプ」のゼラチンです。

円（税込）2,590
まとめ買い割引あり

500g（5g×100袋）内容量

使用方法

使用方法

詰め替え用は、外気に触れず二次汚染のリスクを低減させたエアーレスタイプです。
簡単に詰め替えることができ、いつもフレッシュな状態でお使いいただけます。

詰め替え用について

❶ ❷

NEW

パッケージ
リニューアル
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このページの商品は軽減税率対象品目です。このページの商品は通常税率（10％）です。



美容成分を贅沢に配合。
確かなうるおいを実感したい方へ サラサラなのに潤う「Ｗ保湿効果」

ビューティーケア 医薬部外品

ゼライスコラーゲン・
スキンケアローション

潤いを速効チャージして、ふっくら美肌へ

とろみのあるテクスチャーで、肌に素早く浸透す
るローション。乾燥しがちな肌のすみずみまでたっ
ぷりの潤いで満たし、毛穴がふっくら、キメの整っ
たみずみずしい肌を長時間キープします。

円（税込）4,990
［詰め替え用］

円（税込）3,97 2
定期コースあり まとめ買い割引あり

100ml内容量

　　　　　
洗顔後、2～3プッシュを清潔な
手のひらに取り、顔全体と首筋
～デコルテを包み込むようにやさ
しくなじませます。乾燥が気になる
箇所には重ねづけをしましょう。

使用方法

ゼライスコラーゲン・
スキンケアクリーム

美容成分を閉じ込めて、ハリと弾力がみなぎる肌へ

なめらかなテクスチャーで、若 し々いハリと弾力
のある肌へ導くクリーム。とろけるようになじん
で、毛穴と小じわがふっくら！肌の深部にまで
潤いを届けて、柔らかな肌が持続します。

ゼライスコラーゲン・
ボディケアクリーム

ふっくら柔軟な肌を保つボディケアクリーム

なめらかなテクスチャーで、肌に浸透して
しっかり保湿。美容成分を閉じ込めてベタつ
かない心地よい使用感です。いつまでも柔
らかく弾力のある肌を保ちましょう。

円（税込）4,48 1

ＴＥＬ：0120-593-014
ＵＲＬ：www.jellice-shop.com

ゼライスショップ
ＴＥＬ：0120-593-014
ＵＲＬ：www.jellice-shop.com

ゼライスショップ

詰め
替え用も
ございます

［詰め替え用］

円（税込）4,7 8 7
定期コースあり まとめ買い割引あり

　　　　　
ローションの後、1～2プッシュを
清潔な手のひらに取り、顔全体と
首筋～デコルテにやさしくなじま
せます。乾燥が気になる箇所には
重ねづけをしましょう。

使用方法 詰め
替え用も
ございます

薬用CTP
スキンケアローション

ローションタイプで速効保湿。肌荒れ・荒れ性に

【効能又は効果】
●肌荒れ・あれ性を防ぎます。
●皮膚をすこやかに保ち、うるおいを与えます。

とろみのあるローションなのに、お肌に塗った後
はベタつかないサラリとした使用感です。

円（税込）2,637
定期コースあり まとめ買い割引あり

150ml内容量

120g内容量

　　　　　 
適量を手に取り、皮膚に塗布して
ください。1日3～4回程度、痒み
あるいは乾燥が気になる部位に
ご使用ください。

使用方法

薬用CTP
スキンケアジェル

ジェルで続く保湿効果。肌荒れ・荒れ性に

【効能又は効果】
●肌荒れ・あれ性を防ぎます。
●皮膚をすこやかに保ち、うるおいを与えます。

スーッとなじんでベタつかない使用感なのに、
しっとりとした潤いが続くジェルです。

円（税込）3,951
定期コースあり まとめ買い割引あり

　　　　　 
適量を手に取り、皮膚に塗布し
てください。1日１～２回程度、痒
みあるいは乾燥が気になる部位
にご使用ください。

使用方法

円（税込）5,8 05
80g内容量

120g内容量

［詰め替え用］

円（税込）3,462
定期コースあり まとめ買い割引あり

　　　　　
手のひらに適量を取り、全身に優
しく馴染ませてください。
※乾燥しているときは、たっぷりと
お使いください。

使用方法 詰め
替え用も
ございます

商品のご案内 商品のご案内

スキンケア・ボディケアシリーズ
「コラーゲン・トリペプチド」を贅沢に配合したスキンケア・ボディケアシリーズ。
肌内部への浸透を実感でき、使えば使うほどうるおい溢れる素肌へ導きます。

スキンケア・ボディケアシリーズ各種割引サービスのご注文について
定期コースのお申し込みはお電話でのみ承っております。
まとめ買い割引はお電話・インターネットで承っておりますが、インター
ネットの場合、数量３本以上でカートに入れると割引が自動計算されます。

【詰め替え方法】
❶リングを回してボトルを開け
　て、使い切ったカートリッジを
　取り出します
❷新しいカートリッジを入れて、
　リングをカチッと鳴るまで回
　してボトルを閉めます

① 本品を鍋に入れ、牛乳550mlを加えかき混ぜながら中火にかけ、沸騰したら弱火にして完全に溶
　 かします。
② ①をカップ等に注ぎ冷やし固めます。

パティスリーゼライス 
プリンミックス

簡単便利！牛乳でつくるプリンの素です

みんなが大好きなカスタードプリンを、ご家庭で
簡単につくることができます。クリーミーでコクの
ある仕上がりとなっております。

円（税込）200
まとめ買い割引あり

80g（約８人分）内容量

①本品を鍋に入れ、牛乳200mlを加えかき混ぜながら80℃くらいに加温して、完全に溶かします。
② ①に冷たい牛乳200mlを加え、よく混ぜ合わせます。
③ ②をカップ等に注ぎ冷やし固めます。

パティスリーゼライス 
ババロアミックス

簡単便利！牛乳でつくるババロアの素です

濃厚な舌触りのフランス伝統菓子を、ご家庭で簡
単につくることができます。なめらかでしっとりとした
口当たりで、手軽さと美味しさを両立させました。

円（税込）200
まとめ買い割引あり

80g（約６人分）内容量

①本品を鍋に入れ、牛乳400mlとクリーム100mlを加えかき混ぜながら中火にかけ、沸騰したら弱火
　 にして完全に溶かします。
② ①をカップ等に注ぎ冷やし固めます。

簡単便利！牛乳とクリームでつくる
パンナコッタの素です

パティスリーゼライス 
パンナコッタミックス
本場イタリアの味を、ご家庭でお楽しみいただけ
ます。抹茶やコーヒーを入れてアレンジすることも
できます。

円（税込）200
まとめ買い割引あり

50g（約７人分）内容量

　　　　　　 
5gで約250mlのゼリーを作ることができます。
①エースアガーをあらかじめ砂糖と混ぜてから水に振り入れるか、水を軽くかきまぜながら徐々に加えた　
　後、短時間沸騰させて完全に溶かします。
②そのあと温めた他材料に加え、かき混ぜて均一な材料液にします。
③エースアガーを溶かしたゼリー液は常温でも固まりますが、冷蔵庫で冷やした方がよりおいしくお召し
　上がりいただけます。

エースアガーA-G
常温でも溶け出さないゼリーが作れる
海草主原料のゲル化剤

海藻からの抽出物を主成分としたゲル化剤で
す。ゼリー液は冷蔵庫で冷やさなくても室温で
固まるので、夏でもゼリーが溶け出したり崩れた
りすることはありません。透明感のある美しいゼ
リーに仕上がります。  
※本商品は「ゼラチン」ではありません。

円（税込）3,020
まとめ買い割引あり

1kg内容量

※写真はイメージです

※写真はイメージです

※写真はイメージです

ゼラチンシリーズ
ゼリーやスイーツ、お料理に大活躍のゲル化剤です。用途や調理法に合わせてお選びください。

5ｇで、約200mlのゼリーを作ることができます。ゼラチンに3～4倍量の水を加え、10～20分間お
き、十分にふやかしてください。ふやかしたゼラチンは50℃～60℃に加熱し、軽くかき混ぜると均一
に溶けます。

ゼラチンＡ-Ｕ
プロ愛用のロングセラー業務用粉ゼラチン

風味・透明感・色調と作業性にも優れた万能ゼ
ラチンです。1962年に発売し50年以上も愛さ
れる粉末ゼラチンの定番品です。透明度が高く、
味・匂いが少ないので幅広いメニューにご使用
いただけます。使いやすいスタンドパック品です。

円（税込）1,620
まとめ買い割引あり

500g内容量

使用方法

つくり方

つくり方

つくり方

1袋（5g）で約250mlのゼリーを作ることができます。
（型抜きしない柔らかいゼリーを作る場合は、約300mlに対して1袋お使いください）
この商品は水でふやかす手間がかかりません。50℃～60℃の材料にそのまま振り入れてください。
※ゼラチンを溶かした材料液は、最低でも２～３時間程度冷蔵庫で冷やし固めてください。

ゼラチンP-100
毎日ゼラチンをお使いになる方のための
お徳用ゼラチンパウダー

５グラムずつ分包した顆粒ゼラチンがたっぷり
100袋入り。頻繁にゼラチンをお使いになる方
にオススメのお徳用商品です。
※本商品は「顆粒タイプ」のゼラチンです。

円（税込）2,590
まとめ買い割引あり

500g（5g×100袋）内容量

使用方法

使用方法

詰め替え用は、外気に触れず二次汚染のリスクを低減させたエアーレスタイプです。
簡単に詰め替えることができ、いつもフレッシュな状態でお使いいただけます。

詰め替え用について

❶ ❷

NEW

パッケージ
リニューアル
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09 10

このページの商品は軽減税率対象品目です。このページの商品は通常税率（10％）です。



ゼライスコラーゲン・ボディケア クリーム

薬用 CTP スキンケアローション

薬用 CTP スキンケアジェル

ゼライスコラーゲン・スキンケアクリーム

ＴＥＬ：0120-593-014
ＵＲＬ：www.jellice-shop.com

ゼライスショップ原材料・成分一覧　 お買い物ガイド

ご注文方法 お電話、インターネット、ファックスにて承ります。

お支払い方法について

ご返品について

送料について 配送について

■お電話 受付時間　平日 午前９時~午後５時まで

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
0120-593-014

ご注文日より１週間以内にお届けいたします。
・商品は日本郵便（ゆうパック）にてお届けいたします。
・配送は日本国内のみとさせていただきます。
・お届け時間帯は以下の時間帯からお選びいただけます。

※長期休業期間および配達地域の状況等により、お届けまでに上記日数よりお時間がかかる場合もございます。
※無料サンプルなど、一部商品はポスト投函でお届けする場合もございます。

※対応ブラウザ
【ＰＣ】Internet Explorer 11、その他Chrome、FireFox、edge、Safari最新バージョン
【スマートフォン・タブレット】iOS（11以降）：Safari、Chrome／Android OS（6以降）：Chromeの最新バージョン

商品代金5,000円（税込）以上で送料無料です。　

ご返品をご希望される場合、コールセンターまたはお問い合わせフォーム
よりご連絡をお願いいたします。

商品到着日から８日以内に、未開封に限り返品可能です。

商品の到着を確認してから、「コンビニ」「郵便局」「銀行」で後払いできる
安心・簡単な決済方法です。後払い手数料は無料です。
請求書は商品に同封されていますので、ご確認ください。

■後払い

■インターネット　

■FAX 注文用紙に必要事項を明記し送信してください。

022-361-8834

www.jellice-shop.com
ゼライスショップ 検索

午前中 12：00
～14：00

14：00
～16：00

16：00
～18：00

18：00
～20：00

20：00
～21：00

商品代金5,000円（税込）未満

商品代金5,000円（税込）以上

定期コースに通常購入品を同梱

定期コース 商品代金に関わらず送料無料
全て送料無料

送料無料
送料550円（税込）

■商品の返品について
商品が届いたら、すぐに内容をご確認ください。
返送料は、当社が負担いたします。
交換の場合は、同一商品をお届けいたします。

■破損や配送ミスなど弊社理由による返品や交換

商品到着日から8日以内のご連絡に限り承ります。
商品ご開封後の返品はご容赦ください。
返送料はお客様負担とさせていただきます。
お客さまのご都合による交換はご容赦ください。

■お客さまのご都合による返品
［返送先］
〒985-0833
宮城県多賀城市栄4-4-1 ゼライス通販配送センター
TEL 0120-593-014
※返品や交換の際は、商品に「お買い上げ明細書」を同封の上、ご返送ください。

■スキンケア・ボディケアシリーズ 成分

■ゼラチンシリーズ　原材料・栄養成分

ゼライスコラーゲン・スキンケアローション

成分

スキンケア・ボディケアシリーズと、ゼラチンシリーズの原材料・成分は
こちらをご覧ください。 ※サプリメントシリーズは商品のご案内ページ（７Ｐ）に記載しております。

水・BG・ペンチレングリコール・加水分解コラーゲン・グリチルリチン酸 2K・ヒアルロン酸 Na・リン酸アスコルビル Mg・グリセリン・メチ
ルパラベン

成分

水・グリセリン・ジ (カプリル /カプリン酸 )PG・スクワラン・BG・ポリアクリルアミド・(C13,14) イソパラフィン・加水分解コラーゲン・ヒア
ルロン酸 Na・グリチルリチン酸 2K・セラミド EOP・セラミド NP・セラミド AP・フィトスフィンゴシン・コレステロール・リン酸アスコルビ
ルMg・トコフェロール・ラウロイルラクチレートNa・カルボマー・キサンタンガム・ステアリン酸グリコール (SE)・ラウレス -7・ステアリルアルコー
ル・PPG-4セテス -20・フェノキシエタノール・メチルパラベン

成分

精製水、1,3- ブチレングリコール、1,2- ペンタンジオール、加水分解コラーゲン末、ヒアルロン酸ナトリウム (2)、濃グリセリン、リン酸L-アスコルビ
ルマグネシウム、パラオキシ安息香酸メチル

成分

精製水、1,3- ブチレングリコール、スクワラン、メチルポリシロキサン、架橋型メチルポリシロキサン、ポリオキシエチレンセチルエーテル、カルボキシビニルポリ
マー、1,2- ペンタンジオール、デカメチルシクロペンタシロキサン、加水分解コラーゲン末、ホホバ油、L-アルギニン、セスキオレイン酸ソルビタン、ポリオキシエチ
レン硬化ヒマシ油、アクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体、L-アスコルビン酸硫酸エステルニナトリウム、パラオキシ安息香酸メチル、フェノキシエタノー
ル、ベヘニルアルコール、ペンタステアリン酸デカグリセリル、ステアロイル乳酸ナトリウム、N-ステアロイルフィトスフィンゴシン、(2S,3R)-2- オクタデカノイル
アミノオクタデカン -1,3- ジオール、ヒドロキシステアリルフィトスフィンゴシン、フィトスフィンゴシン、ヒアルロン酸ナトリウム (2)、ソルビトール発酵多糖液

成分

水・グリセリン・ジ (カプリル酸 /カプリン酸 )PG・スクワラン・BG・ポリアクリルアミド・加水分解コラーゲン・(C13,14) イソパラフィン・ヒ
アルロン酸 Na・グリチルリチン酸 2K・セラミド EOP・セラミド NP・セラミド AP・フィトスフィンゴシン・コレステロール・リン酸アスコル
ビル Mg・トコフェロール・ラウロイルラクチレート Na・カルボマー・キサンタンガム・ステアリン酸グリコール (SE)・ラウレス -7・ステアリ
ルアルコール・PPG-4セテス -20・フェノキシエタノール・メチルパラベン

エースアガー A-G

パティスリーゼライス プリンミックス 

パティスリーゼライス　ババロアミックス

ゼラチンＰ－１００

使用上の注意
※お肌に異常が生じていないかよく注意してください。 ※傷やはれもの・しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。化粧品がお肌に合わないとき、即ち次のような場合には、ご使用を
おやめください。そのまま化粧品の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮フ科専門医にご相談されることをおすすめします。○使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け (白斑等 )や
黒ずみ等の異常があらわれた場合。 ○使用したお肌に、直接日光があたって上記のような異常があらわれた場合。 ※高温又は低温になるところや直射日光の当たるところには置かないでください。乳幼児
の手の届かないところに保管してください。 ※使い切るまで、ポンプ部を緩めたり外したりしないでください。中身が出にくくなる場合や、汚染の可能性があります。

【１袋（5ｇ）あたり】エネルギー18kcal、たんぱく質4.6ｇ、脂質0ｇ、炭水化物0ｇ、食塩相当量0.03ｇ

原材料名

栄養成分

ゼラチン（豚由来、アルカリ処理）

【100ｇあたり】エネルギー311kcal、たんぱく質0.1ｇ、脂質0ｇ、炭水化物91.6ｇ、食塩相当量0.12ｇ

原材料名

栄養成分

カラギナン、ローカストビーンガム、リン酸一カリウム、ぶどう糖

【１袋（80ｇ）あたり】エネルギー199kcal、たんぱく質1.9ｇ、脂質1.8ｇ、炭水化物45.4ｇ、食塩相当量0.11ｇ

原材料名

栄養成分

グラニュー糖、脱脂粉乳、植物油脂、コーンシロップ／ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、着色料(アナトー、クチナシ)、カゼインNa(乳由来)、乳化剤(大
豆由来 )、酸化防止剤 (V.E)

【１袋（80ｇ）あたり】エネルギー238kcal、たんぱく質3.7ｇ、脂質9.2ｇ、炭水化物36.2ｇ、食塩相当量0.08ｇ

原材料名

栄養成分

グラニュー糖、植物油脂、ゼラチン、コーンシロップ／カゼインNa( 乳由来 )、増粘剤 (増粘多糖類 )、香料、乳化剤 (大豆由来 )、着色料 (アナトー、ク
チナシ )、酸化防止剤 (V.E)

パティスリーゼライス　パンナコッタミックス

【１袋（50ｇ）あたり】エネルギー177kcal、たんぱく質2.2ｇ、脂質0ｇ、炭水化物44.6ｇ、食塩相当量0.62ｇ

原材料名

栄養成分

グラニュー糖、ブドウ糖、ゼラチン、コーンスターチ、食塩／ゲル化剤（増粘多糖類）、香料、メタリン酸Na

使用上の注意
直接火にかけて煮立たせたり電子レンジにかけて溶かすと、ゼリー液が固まらなくなる場合があります。 ※パイナップル、メロン、キウイフルーツ、パパイヤなどの果物はゼラチンを分解
する酵素を含んでおり、固まらないことがあります。これらの果物をご使用の際には予め短時間煮るか、缶詰や瓶詰をご使用ください。 ※ご使用の他の材料によりゼリーの固さが変わるこ
とがあります。この場合、ゼラチンの使用量を加減してください。 ※ゼラチンを使用したデザートなどは冷蔵庫に保存し、できるだけ早く召し上がってください。 ※水濡れしたゼラチンや
ゼリー液は床に落とした場合、滑りやすいのできれいに拭き取ってください。

原材料名

栄養成分

ゼラチン（牛・豚由来、アルカリ処理）

ゼラチンA-U

【100ｇあたり】エネルギー344kcal、たんぱく質87.6ｇ、脂質0.3ｇ、炭水化物0ｇ、食塩相当量0.66ｇ

商品到着後、請求書で
「後から」お支払い

コンビニ 郵便局銀行

その他全国大手の
コンビニでもＯＫ！

14日以内にお支払い

※注文者様のご住所とお届け先のご住所が異なる場合は、請求書は商品に同封されず、注文者様へ
　お送りいたします。商品代金のお支払いは「コンビニ」「郵便局」「銀行」どこでも可能です。 請求書
　の記載事項に従って発行日から14日以内にお支払いください。
【ご注意】
後払いのご注文には、株式会社ネットプロテクションズの提供するNP後払いwizサービスが適用
され、サービスの範囲内で個人情報を提供し、代金債権を譲渡します。ご利用限度額は累計残高で
55,000円（税込）迄です。
※高額のご注文の場合や短期間の内に繰り返し複数のご注文をされた場合など、ネットプロテク
ションズが必要と判断した場合は、ご本人確認のため、ご連絡させていただくことがございます。

これらのVISA・MASTER・JCB・AMERICAN EXPRESS・DINERSのロゴマークの
あるカードでご利用いただけます。

お支払回数は一括払いのみとさせていただきます。
※セキュリティ保護のため、クレジットカード初回ご利用時はインターネット注文をお願いいたします。
以降はお電話やＦＡＸでもご利用いただけます。

代金は商品お届け時に配送員にお支払いください。  代引き手数料は無料です。

■代金引換

■クレジットカード

■楽天ペイ ■Amazon Pay
楽天ＩＤとパスワードを使ってス
ムーズなお支払いが可能です。楽天
ポイントが貯まる・使える！「簡単」
「あんしん」「お得」な楽天ペイをご利
用ください。

Amazonに登録された配送先とクレ
ジットカードの情報を利用し、簡単・
スムーズにお買い物ができます。
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ゼライスコラーゲン・ボディケア クリーム

薬用 CTP スキンケアローション

薬用 CTP スキンケアジェル

ゼライスコラーゲン・スキンケアクリーム

ＴＥＬ：0120-593-014
ＵＲＬ：www.jellice-shop.com

ゼライスショップ原材料・成分一覧　 お買い物ガイド

ご注文方法 お電話、インターネット、ファックスにて承ります。

お支払い方法について

ご返品について

送料について 配送について

■お電話 受付時間　平日 午前９時~午後５時まで

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
0120-593-014

ご注文日より１週間以内にお届けいたします。
・商品は日本郵便（ゆうパック）にてお届けいたします。
・配送は日本国内のみとさせていただきます。
・お届け時間帯は以下の時間帯からお選びいただけます。

※長期休業期間および配達地域の状況等により、お届けまでに上記日数よりお時間がかかる場合もございます。
※無料サンプルなど、一部商品はポスト投函でお届けする場合もございます。

※対応ブラウザ
【ＰＣ】Internet Explorer 11、その他Chrome、FireFox、edge、Safari最新バージョン
【スマートフォン・タブレット】iOS（11以降）：Safari、Chrome／Android OS（6以降）：Chromeの最新バージョン

商品代金5,000円（税込）以上で送料無料です。　

ご返品をご希望される場合、コールセンターまたはお問い合わせフォーム
よりご連絡をお願いいたします。

商品到着日から８日以内に、未開封に限り返品可能です。

商品の到着を確認してから、「コンビニ」「郵便局」「銀行」で後払いできる
安心・簡単な決済方法です。後払い手数料は無料です。
請求書は商品に同封されていますので、ご確認ください。

■後払い

■インターネット　

■FAX 注文用紙に必要事項を明記し送信してください。

022-361-8834

www.jellice-shop.com
ゼライスショップ 検索

午前中 12：00
～14：00

14：00
～16：00

16：00
～18：00

18：00
～20：00

20：00
～21：00

商品代金5,000円（税込）未満

商品代金5,000円（税込）以上

定期コースに通常購入品を同梱

定期コース 商品代金に関わらず送料無料
全て送料無料

送料無料
送料550円（税込）

■商品の返品について
商品が届いたら、すぐに内容をご確認ください。
返送料は、当社が負担いたします。
交換の場合は、同一商品をお届けいたします。

■破損や配送ミスなど弊社理由による返品や交換

商品到着日から8日以内のご連絡に限り承ります。
商品ご開封後の返品はご容赦ください。
返送料はお客様負担とさせていただきます。
お客さまのご都合による交換はご容赦ください。

■お客さまのご都合による返品
［返送先］
〒985-0833
宮城県多賀城市栄4-4-1 ゼライス通販配送センター
TEL 0120-593-014
※返品や交換の際は、商品に「お買い上げ明細書」を同封の上、ご返送ください。

■スキンケア・ボディケアシリーズ 成分

■ゼラチンシリーズ　原材料・栄養成分

ゼライスコラーゲン・スキンケアローション

成分

スキンケア・ボディケアシリーズと、ゼラチンシリーズの原材料・成分は
こちらをご覧ください。 ※サプリメントシリーズは商品のご案内ページ（７Ｐ）に記載しております。

水・BG・ペンチレングリコール・加水分解コラーゲン・グリチルリチン酸 2K・ヒアルロン酸 Na・リン酸アスコルビル Mg・グリセリン・メチ
ルパラベン

成分

水・グリセリン・ジ (カプリル /カプリン酸 )PG・スクワラン・BG・ポリアクリルアミド・(C13,14) イソパラフィン・加水分解コラーゲン・ヒア
ルロン酸 Na・グリチルリチン酸 2K・セラミド EOP・セラミド NP・セラミド AP・フィトスフィンゴシン・コレステロール・リン酸アスコルビ
ルMg・トコフェロール・ラウロイルラクチレートNa・カルボマー・キサンタンガム・ステアリン酸グリコール (SE)・ラウレス -7・ステアリルアルコー
ル・PPG-4セテス -20・フェノキシエタノール・メチルパラベン

成分

精製水、1,3- ブチレングリコール、1,2- ペンタンジオール、加水分解コラーゲン末、ヒアルロン酸ナトリウム (2)、濃グリセリン、リン酸L-アスコルビ
ルマグネシウム、パラオキシ安息香酸メチル

成分

精製水、1,3- ブチレングリコール、スクワラン、メチルポリシロキサン、架橋型メチルポリシロキサン、ポリオキシエチレンセチルエーテル、カルボキシビニルポリ
マー、1,2- ペンタンジオール、デカメチルシクロペンタシロキサン、加水分解コラーゲン末、ホホバ油、L-アルギニン、セスキオレイン酸ソルビタン、ポリオキシエチ
レン硬化ヒマシ油、アクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体、L-アスコルビン酸硫酸エステルニナトリウム、パラオキシ安息香酸メチル、フェノキシエタノー
ル、ベヘニルアルコール、ペンタステアリン酸デカグリセリル、ステアロイル乳酸ナトリウム、N-ステアロイルフィトスフィンゴシン、(2S,3R)-2- オクタデカノイル
アミノオクタデカン -1,3- ジオール、ヒドロキシステアリルフィトスフィンゴシン、フィトスフィンゴシン、ヒアルロン酸ナトリウム (2)、ソルビトール発酵多糖液

成分

水・グリセリン・ジ (カプリル酸 /カプリン酸 )PG・スクワラン・BG・ポリアクリルアミド・加水分解コラーゲン・(C13,14) イソパラフィン・ヒ
アルロン酸 Na・グリチルリチン酸 2K・セラミド EOP・セラミド NP・セラミド AP・フィトスフィンゴシン・コレステロール・リン酸アスコル
ビル Mg・トコフェロール・ラウロイルラクチレート Na・カルボマー・キサンタンガム・ステアリン酸グリコール (SE)・ラウレス -7・ステアリ
ルアルコール・PPG-4セテス -20・フェノキシエタノール・メチルパラベン

エースアガー A-G

パティスリーゼライス プリンミックス 

パティスリーゼライス　ババロアミックス

ゼラチンＰ－１００

使用上の注意
※お肌に異常が生じていないかよく注意してください。 ※傷やはれもの・しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。化粧品がお肌に合わないとき、即ち次のような場合には、ご使用を
おやめください。そのまま化粧品の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮フ科専門医にご相談されることをおすすめします。○使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け (白斑等 )や
黒ずみ等の異常があらわれた場合。 ○使用したお肌に、直接日光があたって上記のような異常があらわれた場合。 ※高温又は低温になるところや直射日光の当たるところには置かないでください。乳幼児
の手の届かないところに保管してください。 ※使い切るまで、ポンプ部を緩めたり外したりしないでください。中身が出にくくなる場合や、汚染の可能性があります。

【１袋（5ｇ）あたり】エネルギー18kcal、たんぱく質4.6ｇ、脂質0ｇ、炭水化物0ｇ、食塩相当量0.03ｇ

原材料名

栄養成分

ゼラチン（豚由来、アルカリ処理）

【100ｇあたり】エネルギー311kcal、たんぱく質0.1ｇ、脂質0ｇ、炭水化物91.6ｇ、食塩相当量0.12ｇ

原材料名

栄養成分

カラギナン、ローカストビーンガム、リン酸一カリウム、ぶどう糖

【１袋（80ｇ）あたり】エネルギー199kcal、たんぱく質1.9ｇ、脂質1.8ｇ、炭水化物45.4ｇ、食塩相当量0.11ｇ

原材料名

栄養成分

グラニュー糖、脱脂粉乳、植物油脂、コーンシロップ／ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、着色料(アナトー、クチナシ)、カゼインNa(乳由来)、乳化剤(大
豆由来 )、酸化防止剤 (V.E)

【１袋（80ｇ）あたり】エネルギー238kcal、たんぱく質3.7ｇ、脂質9.2ｇ、炭水化物36.2ｇ、食塩相当量0.08ｇ

原材料名

栄養成分

グラニュー糖、植物油脂、ゼラチン、コーンシロップ／カゼインNa( 乳由来 )、増粘剤 (増粘多糖類 )、香料、乳化剤 (大豆由来 )、着色料 (アナトー、ク
チナシ )、酸化防止剤 (V.E)

パティスリーゼライス　パンナコッタミックス

【１袋（50ｇ）あたり】エネルギー177kcal、たんぱく質2.2ｇ、脂質0ｇ、炭水化物44.6ｇ、食塩相当量0.62ｇ

原材料名

栄養成分

グラニュー糖、ブドウ糖、ゼラチン、コーンスターチ、食塩／ゲル化剤（増粘多糖類）、香料、メタリン酸Na

使用上の注意
直接火にかけて煮立たせたり電子レンジにかけて溶かすと、ゼリー液が固まらなくなる場合があります。 ※パイナップル、メロン、キウイフルーツ、パパイヤなどの果物はゼラチンを分解
する酵素を含んでおり、固まらないことがあります。これらの果物をご使用の際には予め短時間煮るか、缶詰や瓶詰をご使用ください。 ※ご使用の他の材料によりゼリーの固さが変わるこ
とがあります。この場合、ゼラチンの使用量を加減してください。 ※ゼラチンを使用したデザートなどは冷蔵庫に保存し、できるだけ早く召し上がってください。 ※水濡れしたゼラチンや
ゼリー液は床に落とした場合、滑りやすいのできれいに拭き取ってください。

原材料名

栄養成分

ゼラチン（牛・豚由来、アルカリ処理）

ゼラチンA-U

【100ｇあたり】エネルギー344kcal、たんぱく質87.6ｇ、脂質0.3ｇ、炭水化物0ｇ、食塩相当量0.66ｇ

商品到着後、請求書で
「後から」お支払い

コンビニ 郵便局銀行

その他全国大手の
コンビニでもＯＫ！

14日以内にお支払い

※注文者様のご住所とお届け先のご住所が異なる場合は、請求書は商品に同封されず、注文者様へ
　お送りいたします。商品代金のお支払いは「コンビニ」「郵便局」「銀行」どこでも可能です。 請求書
　の記載事項に従って発行日から14日以内にお支払いください。
【ご注意】
後払いのご注文には、株式会社ネットプロテクションズの提供するNP後払いwizサービスが適用
され、サービスの範囲内で個人情報を提供し、代金債権を譲渡します。ご利用限度額は累計残高で
55,000円（税込）迄です。
※高額のご注文の場合や短期間の内に繰り返し複数のご注文をされた場合など、ネットプロテク
ションズが必要と判断した場合は、ご本人確認のため、ご連絡させていただくことがございます。

これらのVISA・MASTER・JCB・AMERICAN EXPRESS・DINERSのロゴマークの
あるカードでご利用いただけます。

お支払回数は一括払いのみとさせていただきます。
※セキュリティ保護のため、クレジットカード初回ご利用時はインターネット注文をお願いいたします。
以降はお電話やＦＡＸでもご利用いただけます。

代金は商品お届け時に配送員にお支払いください。  代引き手数料は無料です。

■代金引換

■クレジットカード

■楽天ペイ ■Amazon Pay
楽天ＩＤとパスワードを使ってス
ムーズなお支払いが可能です。楽天
ポイントが貯まる・使える！「簡単」
「あんしん」「お得」な楽天ペイをご利
用ください。

Amazonに登録された配送先とクレ
ジットカードの情報を利用し、簡単・
スムーズにお買い物ができます。
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ゼライスコラーゲン・プチ …通常価格2,590円（税込）

定期コース

まとめ買い割引

初回～4回目

3個～4個 5個～9個 10個以上

5回目～9回目

2,460円 2,331円 2,201円 2,072円
5％割引

5％割引

10％割引

10％割引

10回目～14回目 15％割引

15％割引

15回目～ご解約迄 20％割引

2,460円 2,331円 2,201円

ゼライスコラーゲン・スティック …通常価格4,100円（税込）

定期コース

まとめ買い割引

初回～4回目

3個～4個 5個～9個 10個以上

5回目～9回目

3,895円 3,690円 3,485円 3,280円
5％割引

5％割引

10％割引

10％割引

10回目～14回目 15％割引

15％割引

15回目～ご解約迄 20％割引

3,895円 3,690円 3,485円（税込） （税込） （税込）

（税込） （税込） （税込） （税込）

ゼライスコラーゲン・ボトル …通常価格6,260円（税込） 

定期コース

まとめ買い割引

初回～4回目

3個～4個 5個～9個 10個以上

5回目～9回目

5,947円 5,634円 5,321円 5,008円
5％割引

5％割引

10％割引

10％割引

10回目～14回目 15％割引

15％割引

15回目～ご解約迄 20％割引

5,947円 5,634円 5,321円（税込） （税込） （税込）

（税込） （税込） （税込） （税込）

定期コース

まとめ買い割引

初回～4回目

3個～4個 5個～9個 10個以上

5回目～9回目

3,895円 3,690円 3,485円 3,280円
5％割引

5％割引

10％割引

10％割引

10回目～14回目 15％割引

15％割引

15回目～ご解約迄 20％割引

3,895円 3,690円 3,485円（税込） （税込） （税込）

（税込） （税込） （税込） （税込）

定期コース

まとめ買い割引

初回～4回目

3個～4個 5個～9個 10個以上

5回目～9回目

5,947円 5,634円 5,321円 5,008円
5％割引

5％割引

10％割引

10％割引

10回目～14回目 15％割引

15％割引

15回目～ご解約迄 20％割引

5,947円 5,634円 5,321円（税込） （税込） （税込）

（税込） （税込） （税込） （税込）

（税込） （税込） （税込）

（税込） （税込） （税込） （税込）

ゼライスコラーゲン・タブレット …通常価格3,900円（税込） 

定期コース

まとめ買い割引

初回～4回目

3個～4個 5個～9個 10個以上

5回目～9回目

3,705円 3,510円 3,315円 3,120円
5％割引

5％割引

10％割引

10％割引

10回目～14回目 15％割引

15％割引

15回目～ご解約迄 20％割引

3,705円 3,510円 3,315円（税込） （税込） （税込）

（税込） （税込） （税込） （税込）

定期コースあり まとめ買い割引ありサービスのご案内 サービス価格一覧

貯まったポイントは、１ポイント＝１円としてお買い物にご利用できます。

新規会員登録で！

すぐに使える お支払い代金の
500ポイント
プレゼント！

商品レビュー
ご記入で！

100ポイント
進呈！

お買い物時、

1％をポイント
付与！

お得
1

お得
2

お支払い代金の

お得
3

どんどん貯まって
お得にショッピング！

●同一商品の個数に応じて、通常価格から
　最大15％割引させていただきます。
※異なる商品の組み合わせは対象外です。
※複数の送付先に分けて商品をお届けすることはできません。
※商品代金が5,000円（税込）未満の場合、
　送料540円を頂戴いたします。

※最終付与日から１年間ポイント付与実績が無かった場合、お持ちの全ポイントが失効されます。失効期限はショッピングサイト「マイページ」にてご確認いただけます。
※送料及び、一部お試し商品にはポイントをご利用できません。
※定期コース利用中で次回ご請求時にポイントを使う場合、「マイページ」またはコールセンターにてお手続きをすることができます。

5％割引 10％割引 15％割引

定期コース定期コース定期コース まとめ買い購入まとめ買い購入まとめ買い購入 が断然お得！・
毎日の

習慣だから･･･

定期コース

ＷＥＢ会員限定ポイントサービス

まとめ買い割引（通常購入）

だんだんアップする割引率が嬉しい！初回から割引が適用されます！
定期コースあり の商品が対象です。

ご家族、ご近所、グループで！同じ商品のまとめ購入もお得です！
まとめ買い割引あり の商品が対象です。

［日にちの場合］

●お届け回数に応じて、通常価格から
　最大20％割引させていただきます。

●月単位、週単位、日にち指定など、
　豊富なお届け頻度からお選びいただけます。

●ご購入代金に関わらず送料無料です。

※３回以上の継続をお約束させていただきます。
※一時休止は、直前お届け日より最大で３ヶ月間と
　させていただきます。
※キャンセル・ご解約はお電話でのみ承っております。

5％割引 10％割引 15％割引 20％割引

1
回目

5
回目

10
回目

15
回目 以降2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14

［間隔指定の場合］

も
し
く
は

30
日

4週

1ヵ月 2ヵ月 3ヵ月

5週 6週 7週 8週

45
日

50
日日ごと

週ごと

月ごと

1日 5日 10日

20日15日 25日 月末

［ご購入例］

同一商品

まとめて購入で
3個～

同一商品

まとめて購入で
5個～

同一商品

まとめて購入で
10個～

●お客さまからご解約のお申し出が
　あるまで継続的にお届けいたします。

サプリメント
シリーズ

スキンケア・
ボディケア
シリーズ

ゼラチン
シリーズ

ゼライスコラーゲン・スキンケアローション　詰め替え用 …通常価格3,972円（税込） 

定期コース

まとめ買い割引

初回～4回目

3個～4個 5個～9個 10個以上

5回目～9回目

3,773円 3,574円 3,376円 3,177円
5％割引

5％割引

10％割引

10％割引

10回目～14回目 15％割引

15％割引

15回目～ご解約迄 20％割引

3,773円 3,574円 3,376円

ゼライスコラーゲン・スキンケアクリーム　詰め替え用 …通常価格4,787円（税込） 

定期コース

まとめ買い割引

初回～4回目

3個～4個 5個～9個 10個以上

5回目～9回目

4,547円 4,308円 4,068円 3,829円
5％割引

5％割引

10％割引

10％割引

10回目～14回目 15％割引

15％割引

15回目～ご解約迄 20％割引

4,547円 4,308円 4,068円

薬用 CTP スキンケアローション…通常価格2,637円（税込） 
定期コース

まとめ買い割引

初回～4回目

3個～4個 5個～9個 10個以上

5回目～9回目

2,505円 2,373円 2,241円 2,109円
5％割引

5％割引

10％割引

10％割引

10回目～14回目 15％割引

15％割引

15回目～ご解約迄 20％割引

2,505円 2,373円 2,241円
薬用 CTP スキンケアジェル …通常価格3,951円（税込）

定期コース

まとめ買い割引

初回～4回目

3個～4個 5個～9個 10個以上

5回目～9回目

3,753円 3,555円 3,358円 3,160円
5％割引

5％割引

10％割引

10％割引

10回目～14回目 15％割引

15％割引

15回目～ご解約迄 20％割引

3,753円 3,555円 3,358円

パティスリーゼライス　プリンミックス／ババロアミックス／パンナコッタミックス…通常価格 各200円（税込） 

まとめ買い割引
3個～4個 5個～9個 10個以上5％割引 10％割引 15％割引

各190円 各180円 各170円

ゼライスコラーゲン・ボディケア クリーム　詰め替え用 …通常価格3,462円（税込） 

定期コース

まとめ買い割引

初回～4回目

3個～4個 5個～9個 10個以上

5回目～9回目

3,288円 3,115円 2,942円 2,769円
5％割引

5％割引

10％割引

10％割引

10回目～14回目 15％割引

15％割引

15回目～ご解約迄 20％割引

3,288円 3,115円 2,942円

（税込） （税込） （税込）

（税込） （税込） （税込） （税込）

（税込） （税込） （税込）

（税込） （税込） （税込） （税込）

（税込） （税込） （税込）

（税込） （税込） （税込） （税込）

（税込） （税込） （税込）

（税込） （税込） （税込） （税込）

（税込） （税込） （税込）

ゼラチンA-U …通常価格1,620円（税込） 

まとめ買い割引
3個～4個 5個～9個 10個以上5％割引 10％割引 15％割引

1,539円 1,458円 1,377円（税込） （税込） （税込）

ゼラチンＰ－１００ …通常価格2,590円（税込）

まとめ買い割引
3個～4個 5個～9個 10個以上5％割引 10％割引 15％割引

2,460円 2,331円 2,201円（税込） （税込） （税込）

エースアガーＡ－Ｇ …通常価格3,020円（税込）

まとめ買い割引
3個～4個 5個～9個 10個以上5％割引 10％割引 15％割引

2,869円 2,718円 2,567円（税込） （税込） （税込）

（税込） （税込） （税込）

（税込） （税込） （税込） （税込）

摩擦音ケアにひざ年齢　スティック …通常価格4,100円（税込） 

摩擦音ケアにひざ年齢　ボトル …通常価格6,260円（税込） 

軽減税率
対象品目

軽減税率
対象品目
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ゼライスコラーゲン・プチ …通常価格2,590円（税込）

定期コース

まとめ買い割引

初回～4回目

3個～4個 5個～9個 10個以上

5回目～9回目

2,460円 2,331円 2,201円 2,072円
5％割引

5％割引

10％割引

10％割引

10回目～14回目 15％割引

15％割引

15回目～ご解約迄 20％割引

2,460円 2,331円 2,201円

ゼライスコラーゲン・スティック …通常価格4,100円（税込）

定期コース

まとめ買い割引

初回～4回目

3個～4個 5個～9個 10個以上

5回目～9回目

3,895円 3,690円 3,485円 3,280円
5％割引

5％割引

10％割引

10％割引

10回目～14回目 15％割引

15％割引

15回目～ご解約迄 20％割引

3,895円 3,690円 3,485円（税込） （税込） （税込）

（税込） （税込） （税込） （税込）

ゼライスコラーゲン・ボトル …通常価格6,260円（税込） 

定期コース

まとめ買い割引

初回～4回目

3個～4個 5個～9個 10個以上

5回目～9回目

5,947円 5,634円 5,321円 5,008円
5％割引

5％割引

10％割引

10％割引

10回目～14回目 15％割引

15％割引

15回目～ご解約迄 20％割引

5,947円 5,634円 5,321円（税込） （税込） （税込）

（税込） （税込） （税込） （税込）

定期コース

まとめ買い割引

初回～4回目

3個～4個 5個～9個 10個以上

5回目～9回目

3,895円 3,690円 3,485円 3,280円
5％割引

5％割引

10％割引

10％割引

10回目～14回目 15％割引

15％割引

15回目～ご解約迄 20％割引

3,895円 3,690円 3,485円（税込） （税込） （税込）

（税込） （税込） （税込） （税込）

定期コース

まとめ買い割引

初回～4回目

3個～4個 5個～9個 10個以上

5回目～9回目

5,947円 5,634円 5,321円 5,008円
5％割引

5％割引

10％割引

10％割引

10回目～14回目 15％割引

15％割引

15回目～ご解約迄 20％割引

5,947円 5,634円 5,321円（税込） （税込） （税込）

（税込） （税込） （税込） （税込）

（税込） （税込） （税込）

（税込） （税込） （税込） （税込）

ゼライスコラーゲン・タブレット …通常価格3,900円（税込） 

定期コース

まとめ買い割引

初回～4回目

3個～4個 5個～9個 10個以上

5回目～9回目

3,705円 3,510円 3,315円 3,120円
5％割引

5％割引

10％割引

10％割引

10回目～14回目 15％割引

15％割引

15回目～ご解約迄 20％割引

3,705円 3,510円 3,315円（税込） （税込） （税込）

（税込） （税込） （税込） （税込）

定期コースあり まとめ買い割引ありサービスのご案内 サービス価格一覧

貯まったポイントは、１ポイント＝１円としてお買い物にご利用できます。

新規会員登録で！

すぐに使える お支払い代金の
500ポイント
プレゼント！

商品レビュー
ご記入で！

100ポイント
進呈！

お買い物時、

1％をポイント
付与！

お得
1

お得
2

お支払い代金の

お得
3

どんどん貯まって
お得にショッピング！

●同一商品の個数に応じて、通常価格から
　最大15％割引させていただきます。
※異なる商品の組み合わせは対象外です。
※複数の送付先に分けて商品をお届けすることはできません。
※商品代金が5,000円（税込）未満の場合、
　送料540円を頂戴いたします。

※最終付与日から１年間ポイント付与実績が無かった場合、お持ちの全ポイントが失効されます。失効期限はショッピングサイト「マイページ」にてご確認いただけます。
※送料及び、一部お試し商品にはポイントをご利用できません。
※定期コース利用中で次回ご請求時にポイントを使う場合、「マイページ」またはコールセンターにてお手続きをすることができます。

5％割引 10％割引 15％割引

定期コース定期コース定期コース まとめ買い購入まとめ買い購入まとめ買い購入 が断然お得！・
毎日の

習慣だから･･･

定期コース

ＷＥＢ会員限定ポイントサービス

まとめ買い割引（通常購入）

だんだんアップする割引率が嬉しい！初回から割引が適用されます！
定期コースあり の商品が対象です。

ご家族、ご近所、グループで！同じ商品のまとめ購入もお得です！
まとめ買い割引あり の商品が対象です。

［日にちの場合］

●お届け回数に応じて、通常価格から
　最大20％割引させていただきます。

●月単位、週単位、日にち指定など、
　豊富なお届け頻度からお選びいただけます。

●ご購入代金に関わらず送料無料です。

※３回以上の継続をお約束させていただきます。
※一時休止は、直前お届け日より最大で３ヶ月間と
　させていただきます。
※キャンセル・ご解約はお電話でのみ承っております。

5％割引 10％割引 15％割引 20％割引

1
回目

5
回目

10
回目

15
回目 以降2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14

［間隔指定の場合］

も
し
く
は

30
日

4週

1ヵ月 2ヵ月 3ヵ月

5週 6週 7週 8週

45
日

50
日日ごと

週ごと

月ごと

1日 5日 10日

20日15日 25日 月末

［ご購入例］

同一商品

まとめて購入で
3個～

同一商品

まとめて購入で
5個～

同一商品

まとめて購入で
10個～

●お客さまからご解約のお申し出が
　あるまで継続的にお届けいたします。

サプリメント
シリーズ

スキンケア・
ボディケア
シリーズ

ゼラチン
シリーズ

ゼライスコラーゲン・スキンケアローション　詰め替え用 …通常価格3,972円（税込） 

定期コース

まとめ買い割引

初回～4回目

3個～4個 5個～9個 10個以上

5回目～9回目

3,773円 3,574円 3,376円 3,177円
5％割引

5％割引

10％割引

10％割引

10回目～14回目 15％割引

15％割引

15回目～ご解約迄 20％割引

3,773円 3,574円 3,376円

ゼライスコラーゲン・スキンケアクリーム　詰め替え用 …通常価格4,787円（税込） 

定期コース

まとめ買い割引

初回～4回目

3個～4個 5個～9個 10個以上

5回目～9回目

4,547円 4,308円 4,068円 3,829円
5％割引

5％割引

10％割引

10％割引

10回目～14回目 15％割引

15％割引

15回目～ご解約迄 20％割引

4,547円 4,308円 4,068円

薬用 CTP スキンケアローション…通常価格2,637円（税込） 
定期コース

まとめ買い割引

初回～4回目

3個～4個 5個～9個 10個以上

5回目～9回目

2,505円 2,373円 2,241円 2,109円
5％割引

5％割引

10％割引

10％割引

10回目～14回目 15％割引

15％割引

15回目～ご解約迄 20％割引

2,505円 2,373円 2,241円
薬用 CTP スキンケアジェル …通常価格3,951円（税込）

定期コース

まとめ買い割引

初回～4回目

3個～4個 5個～9個 10個以上

5回目～9回目

3,753円 3,555円 3,358円 3,160円
5％割引

5％割引

10％割引

10％割引

10回目～14回目 15％割引

15％割引

15回目～ご解約迄 20％割引

3,753円 3,555円 3,358円

パティスリーゼライス　プリンミックス／ババロアミックス／パンナコッタミックス…通常価格 各200円（税込） 

まとめ買い割引
3個～4個 5個～9個 10個以上5％割引 10％割引 15％割引

各190円 各180円 各170円

ゼライスコラーゲン・ボディケア クリーム　詰め替え用 …通常価格3,462円（税込） 

定期コース

まとめ買い割引

初回～4回目

3個～4個 5個～9個 10個以上

5回目～9回目

3,288円 3,115円 2,942円 2,769円
5％割引

5％割引

10％割引

10％割引

10回目～14回目 15％割引

15％割引

15回目～ご解約迄 20％割引

3,288円 3,115円 2,942円

（税込） （税込） （税込）

（税込） （税込） （税込） （税込）

（税込） （税込） （税込）

（税込） （税込） （税込） （税込）

（税込） （税込） （税込）

（税込） （税込） （税込） （税込）

（税込） （税込） （税込）

（税込） （税込） （税込） （税込）

（税込） （税込） （税込）

ゼラチンA-U …通常価格1,620円（税込） 

まとめ買い割引
3個～4個 5個～9個 10個以上5％割引 10％割引 15％割引

1,539円 1,458円 1,377円（税込） （税込） （税込）

ゼラチンＰ－１００ …通常価格2,590円（税込）

まとめ買い割引
3個～4個 5個～9個 10個以上5％割引 10％割引 15％割引

2,460円 2,331円 2,201円（税込） （税込） （税込）

エースアガーＡ－Ｇ …通常価格3,020円（税込）

まとめ買い割引
3個～4個 5個～9個 10個以上5％割引 10％割引 15％割引

2,869円 2,718円 2,567円（税込） （税込） （税込）

（税込） （税込） （税込）

（税込） （税込） （税込） （税込）

摩擦音ケアにひざ年齢　スティック …通常価格4,100円（税込） 

摩擦音ケアにひざ年齢　ボトル …通常価格6,260円（税込） 

軽減税率
対象品目

軽減税率
対象品目
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ご注文・お問い合わせは

〒985-0833 宮城県多賀城市栄４丁目４番１号　

0120-593-014
www.jellice-shop.com ゼライスショップ 検索

ゼライス株式会社

「ゼラチンＰ＆Ｏ」の終売及び、
「ゼラチンＡ-Ｕ」新規取り扱い開始のお知らせ

お店からの

お知らせ

この度、誠に勝手ではございますが『ゼラチンＰ＆Ｏ』を
終売とさせていただく事となりました。
長年『ゼラチンＰ＆Ｏ』をご愛顧いただき、
誠にありがとうございました。
つきましては『ゼラチンＰ＆Ｏ』に代わりまして、
新たに2020年3月（予定）から
『ゼラチンＡ-Ｕ』の取り扱いを開始いたします。

ゼラチンA-U
1,620円（税込）

2020年
3月（予定）から

NEW!

販売開始

※2020年2月末を
　もって終売しました。

ゼラチンＰ＆Ｏ
1,620円（税込）
内容量：500ｇ
使用目安量：10ｇで
500ccのゼリーができます
賞味期限：製造より3年間

内 容 量
使用目安量

賞 味 期 限

：500ｇ
：5ｇで約200mlのゼリーを作ることが 
 できます
：製造より3年間

2020年
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巻末

健康報道部

うるおいの交流ひろば

すこやかコラム

ゼライスの思い

トリぺプチドとは

商品のご案内

成分一覧

お買い物ガイド

サービスのご案内

サービス価格一覧

みやぎ探訪

【CONTENTS】

表紙写真：おおがわら桜まつり 水鏡の美（提供：大河原町）表紙写真：おおがわら桜まつり 水鏡の美（提供：大河原町）

心 に うる お い 届 け ま す

大河原町編
お お が わ ら ま ち

みやぎ探 訪

携帯電話・ＰＨＳからもご利用いただけます。
受付時間は平日 午前9時～午後5時までTEL

ホームページ

ゼライス社がある宮城県を皆さまにもっと知ってもらいたい！
「ゼライスだより」編集長の橋本が宮城県をめぐります！

（撮影：橋本）

　毎年4月上旬頃に大河原町で行われる「おおがわら桜まつり」には県内外から多く
の人が訪れます。お祭りが開催されている期間は、この時期しか味わう事のできな
い「お花見弁当」の販売や、堤防からとは違った風景が楽しめる「お花見屋形船」が
運航され、各種様々な屋台が軒を連ねます。春の暖かな陽気も相まって会場は終日
活気に溢れていました。
　夜には夜桜のライトアップもされており、昼間とはまた違う幻想的な桜並木を見る
ことができます。
　取材当日は天候に恵まれたこともあり、まさに絶好の「お花見日和」でした！現地
に到着するとすでに町の中は多くの人や車で賑わいを見せていました。駅から10分
程歩くと白石川堤防が見えてきます。同時に見事な桜並木が目に飛び込んできまし
た。花弁が舞う中、ゆっくりと散策しながら桜を見る事ができます。
　堤防の桜並木は約8kmに渡り一本一本の木がほぼ等間隔に生えているため、来
場者の多さも気にならずに、桜の花が満開の木の下でゆったりと飲んだり食べたりす
ることができます。
　また、違った景色を見たい！という事でしたら、「お花見屋形船」が運航しているの
で、乗船をお勧めします。視界を遮るものが一切なく、全体像を眺めることができま
すよ！
　きらきらと輝く白石川と青く澄み渡る空、雪が残る蔵王連峰と桜並木のコントラス
トはまるで一枚の絵画の中にいるような気分になります。
　目の前に広がる絶景を、できたての屋台料理を頬張りながら見る事ができるの
は、桜まつりの醍醐味だと思います。大河原町の一目千本桜、一見の価値ありです！
　最後に表紙写真をご提供くださいました、大河原町商工観光課さま、美しいお写
真をありがとうございました！

“おおがわら桜まつり”に行ってきました！

　ソメイヨシノを中心とした桜並木「一目千本桜」は、大正12年、大河原町出身の高
山開治郎氏の寄贈により植樹されたそうです。高山氏は東京に上京し、仕事で成功
を収めましたが、上京している間も故郷との交流を続けていました。大正12年に白
石川堤防の工事が完了したという知らせを聞いた高山氏は植木職人２人を連れて町
に戻ります。
　この白石川の堤防を未来の桜の名所にしたいという夢を実現させるため、約
1,000本の桜の苗木を植えたそうです。高山氏の願いは、約90年の時を経て立派な
桜の木となり、毎年春に美しい桜の花を咲かせて人々を魅了しています。平成2年に
は「さくら名所百選の地」にも選ばれました。現在は町民の方々や地元の高校生が大
切に保護・育成をしているそうです。

　県南部に位置する大河原町は、中心部に白石川が流れており、冬には毎年
多くの渡り鳥が飛来します。白石川の両岸には、約8km、約1200本の桜並木
が続き、春にはこの桜並木「一目千本桜」を見物しに県内外、国外からも大変
多くの観光客が訪れます。
　壮大な蔵王連峰を背景とした桜並木は、この大河原町でしか見る事ので
きない絶景です。今回は、自然が織りなす美しい風景を目にする事ができる
大河原町に訪れました。

仙台市

大河原町

一目千本桜の歴史
ひとめせんぼんざくら

次回は  
仙台市へ
行きます！

ひとめせんぼんざくらひとめせんぼんざくら

編集長 橋本 泉（東京都出身）

おおがわら桜まつ
り

たくさんの人で賑わ
っています

どんどん焼き

イカ焼き

玉こんにゃく

風味・透明感・色調と作業性にも優れた
万能ゼラチンです。
1962年に発売し50年以上も愛される
業務用粉末ゼラチンの定番品です。
透明度が高く、味・匂いが少ないので
幅広いメニューにご使用いただけます。
使いやすいスタンドパック品です。




