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頭を良くし、老人性痴呆を改善し、成人病を予防する
お魚から見つかった夢の健康物質ＤＨＡ
赤ちゃんの時から訓練してキレイな歯並びを！
コンタクトレンズ 安心できるメーカーの主力商品
欠陥率が 75％と、世界が指摘したＪ＆Ｊの
使い捨てコンタクトレンズ「アキュビュー」
子供のおやつを考える
症状が自覚できたらもう手遅れ !! 自分の血圧は
自分で管理、自覚症状なき血圧異常が増えている
不況に強いビタミン剤 !! 時代が生んで時代が育てた
ビタミンＢ１・Ｂ６・Ｂ 12 製剤
アレルギー疾患を劇的に減少させる
正しく選んで早く治そう「水虫薬」
「視力が落ちた」と思ったら迷わず眼科専門医へ行こう
現代「ペットボトル」水事情
寝たきり老人ゼロ作戦！シルバー介護と在宅ケアをどうするか
カルシウムを積極的に摂ろう！
コンタクトレンズ 安心できるメーカーの主力商品
シリーズ、秋・冬の乾燥期に向けて続々と登場の化粧品
－今年の風邪と風邪薬－ ひく前の予防から対策まで
吉田保之 ワダカルシウム製薬社長
「日本人のカルシウム不足を解消するのが老舗として
の責務です」
“ドライアイ”アレルギー性結膜炎・外来専門医、
東京女子医科大学 眼科学講師 高村悦子医学博士に聞く
いざというときに慌てない救命救急医療Ｑ＆Ａ
紫外線対策：ＵＶ－Ａ波までカットするサンスクリーン化粧品
ウンチやおならが匂わない健康食品
眼科専門医・医院コンタクトレンズ装用者へのアンケート
４０代からの上手なメガネの選び方
今が買い時 大型冷凍冷蔵庫
“とざいとーざい”
『消してみせましょお困りのニオイーッ』
『コンタクトレンズ』眼科医・装用者アンケート実施結果
ダブル・トリプル・スイッチＯＴＣに、漢方、持続性、
今年の手あれ・ひびわれ対策はこれで万全 !!
小ジワやタルミ「老化を遅らせる」化粧品
コンタクトレンズ ケア用品の最新情報
日本アレルギー学会でも紹介
『空気清浄器』の上手な選び方使い方！
「アトピー性皮膚炎は主因ダニアレルギー」
安全で効果的な「ムダ毛処理」はあるのか？
アレルギー疾患でお困りの方、試してみませんか！
『キトポリイ』と『ラ・モルフェ』
いわゆるドリンク剤は、現代人の必需品 !?
枕をかえれば快感睡眠 安眠をいざなう枕の「進化論」
女性の心をとらえた「ボディーケア化粧品」
コンタクトレンズ、信頼できるメーカーの最新情報
私達が売っているのは清浄な空気と健康です
「落ちにくい口紅」最新情報 Ｐａｒｔ１
「落ちにくい口紅」最新情報 Ｐａｒｔ２
骨の健康を考える
「花粉量４倍」
（昨年比）の猛威から自分をどう衛るか！
最近ふえている 化学物質過敏症
美白効果をうたった「ホワイトニングエッセンス」
賢い女性は、下着を上手に選びます
賢い女性は、下着を上手に選びます
“補整下着”とは !? 主要各メーカーの考え方
九州大学健康科学センターで実践、
成功率９５％『ブックスダイエット』
あなたの ｢ 腸内環境 ｣ 汚染されていませんか !?
コンタクトレンズ 信頼できるメーカーの最新情報
スイッチＯＴＣラッシュ・進化した胃腸薬
肩こり・腰痛・冷え症のない快適な冬
第二、第三の破綻もある 危ない生命保険
とことん花粉を避けるセルフケア
新社会人・新生活をスタートする貴女へ
虫歯を“起こしにくい”と話題の天然甘味料
「キシリトール」は本当に歯にいいの？

10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11 6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
13.12
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
14.10
14.11
14.12
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8

国民の歯と口腔の健康を求めて活動を続ける
（社）日本歯科医師会インタビュー
「ダイエット」の大げさ広告に惑わされていませんか？
現代のお母さんはベビーフードがお好き！
進化したホワイトニング
紫外線の“角膜直撃”予防対策！
コンタクトレンズの主力製品・最新情報
今年の総合かぜ薬 最新情報
チョコ（菓子）業界話題の「ポリフェノール」とは？
誰にでもできる『骨粗鬆症』の予防法
「花粉症」も抑えられる！
遺伝子工学を応用して寄生虫からアレルギー抑制物質を発見
時代が生んで、時代が育てたビタミン剤
Ｂ１・Ｂ６・Ｂ１２（イチロクジュウニ）＋Ｅ剤
「チャイルドシート」
レーザー治療でアザ・シミ・毛をきれいにとる
コンビニ時代の『正しいドリンク“剤”の選び方』
虫よけ剤・殺虫剤・虫刺症剤の上手な使い方
高齢者の自立を促し、在宅介護をサポートする介護用品
化粧品の働きを高める！ソワンエステティックサロン
しっかりしろ！日本のコンタクトレンズ
胃腸薬の正しい選び方
進化した「複層ガラス」
かゆみを伴う乾皮症・角化症に効く医薬品・医薬部外品
カルシウム不足：補強食品や医薬品で骨量を維持。
「化学物質過敏症」にご用心
やりすぎじゃない !「チャイルドシート着用」法制化
キレイな歯は元気のもと オーラルケア特集
ただ飲むだけ、食べるだけ !! 簡単ダイエット
信頼できる体脂肪計 !! 正しく測って健康管理
正確・簡単・スピーディー 妊娠判定薬
飲んで効く、医薬品の美白成分
４０代からのコンタクトレンズの上手な選び方
創刊２００号記念 コンタクトレンズの上手な選び方
かぜ薬＆かぜ予防関連商品 最新情報
花粉症の恐怖 貴方も今年は花粉症になるかもしれない
皮膚科に行かなければ安全な化粧品は選べないの !?
素肌で魅せる季節 気になるムダ毛を徹底処理！
今年こそは「水虫」とサヨウナラ
植物油
賢く選んで上手に使いましょう。
トマトをおいしく食べて、健康を維持しよう。
化粧品の『全成分表示』
。オキシベンゾン、ウロカニン酸
エチル配合の紫外線吸収剤にご用心
コンタクトレンズは医療用具
通販は超危険！最近増えている角膜感染症にご用心
良質のアミノ酸を利用した化粧品
『コンタクトレンズ』レポート
進化した『ニキビ治療薬』
甘く見てはいけない 白内障（眼内レンズ）手術
「浴室センサー」設置のススメ
国家財政を救うキーポイントは健康な老人づくり
歯を健康で丈夫にする 特定保健用食品の機能性ガム
納得のゆく子育てをするための粉ミルクと哺乳瓶の選び方
お父さん、
お母さん、
赤ちゃんにボク 歯医者さんに行こう !!
赤ちゃんのためのＵＶケア
ＰＭＴＣ（ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ・ﾒｶﾆｶﾙ・ﾄｩｰｽ・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ）をご存知ですか。
子供の歯はお母さんの視点から見ることが大切
「ゼロ歳児からの虫歯予防」キーパーソンはやっぱりお母さん
怪しい優良企業『ホンダ』
今年の風邪薬最新情報！
ダメージヘアを回復する
人知れず水虫に悩む女性に告グ！
佐藤製薬の『ラマストンＭＸ』でスピーディに治そう
寒い乾燥した時期のカサカサ対策
おいしくてヘルシーなマヨネーズ
健康で賢い子に育てるための哺乳瓶 粉ミルク 離乳食
自分の歯は自分でしっかりケアしましょう。
老化よ、止まれ コエンザイムＱ１０		
☆「夏の手あれ」が増えています。
「しっとりやさしいママの手」にしませんか。
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これはもう国民病？『女性の５割が便秘』の衝撃
目に余る、「アミノ酸のダイエット」
特定保健用食品でダイエットできるの？
プロテインで上手にダイエットできる？
最近の体脂肪計
L- カルニチン配合の『ダイエット補助食品』
シミ対策は、普段からの継続的なケアがより効果的！
ホワイトニング化粧品 最前線！
話題の「美白成分」、効果と安全性 その使い方
☆健康で賢い子供に育てたい 最新 !! 粉ミルク事情
☆８０歳まで２０本の歯を守れますか 歯の健康は大事です。
☆おみそは『食べる女性ホルモン』
まずい青汁からおいしい青汁へ
☆韃靼そば茶の正しい選び方
ワイズな夏ばて解消法こんな方法はいかがですか？
ご存知でした？こんなに進化したインスタントみそ汁
ホットしながらきれいになる？ココアを飲もう !
乾燥して硬くなった皮膚をやわらかく
海がくれた素晴らしい贈り物 海苔を食べて元気！
おいしいレシピで元気いっぱい
ちょっとワイズな花粉症対策はいかが
素肌美人はムダ毛処理上手
噛むたびに歯が強くなるデンタルガム『ポスカム』
健康油 上手に使って夏をのりきる！
きちんと食べて夏ばて知らず
若々しいお肌のために「コラーゲン」と「ヒアルロン酸」をどうぞ
血圧が高めの方はγ - アミノ酸（GABA) の不足
新しい朝を迎えるたびに『美しくなった自分」に
会える『美しいあした』
ある日、ある時、突然に眼が開けられなくなる
恐ワ～い ｢ 眼瞼けいれん」
いま流行り！温泉水スキンケアフランス温泉化粧品
『ユリアージ』温泉水化粧品でのスキンケア
いま流行り！温泉水スキンケア フランス温泉化粧品Ⅱ
『アベンヌ』温泉水化粧品でのスキンケア
消費者・生活者よ、もっと賢くなろう。
「食べる、生きる」
老化した肌に、ハリとツヤを取り戻す！
生活習慣病を招くメタボリック症候群にご注意！
～ねばり強さが元気のもと～“骨太・サラサラ”の
元気なからだづくりにうれしい納豆パワー”
“健康オイル”で夏バテ知らず
フランスで、最もミネラル分豊かな温泉水
「ユリアージ」でつくった化粧品
増え続けるコンタクト装用者
『コンタクトレンズ』はなぜ、「日用雑貨品」なみと
言われるようになったのか
フランスユリアージ温泉水スプレーはミネラル成分が
リッチでバランスのとれた天然のアイソトニックウォーター
全国一斉に風邪！今年も風邪シーズンの到来です。
カレーを食べていつまでも若く、美しく！
古代からカレーに使われているスパイスはすべて薬でした
今年の花粉は多くはありませんが、油断は禁物です。
メガネやコンタクトを作るときは、まず、
眼科専門医の検眼を受けること
いつまでも健康でいたい！！
佐藤製薬の「ハーブ・食品」シリーズ
オメガ３のアマニ油を食べて健康に「血液サラサラ、心臓病・脳卒
中を防ぎ、乳ガン・前立腺ガン、更年期障害に効果。
糖尿病,肥満,慢
性関節リウマチ、アルツハイマー等も守備範囲」
との報告が

日本製粉は「アマニ」を原料とする
健康食品を販売しています
今、日本の紫外線が増えている。
資生堂のサンスクリーン剤を上手に使いましょう
不幸にして日光皮膚炎になったら佐藤製薬の治療薬
健康オイルを上手に使って！
おいしい秋を迎えるために !「夏に疲れたおなかをケア」
簡単 ･ 手軽に美容の敵を取り除く
『資生堂 デトキシング キレートゼリー』
粒タイプの登場で、用途とおいしさますます広がる
日本製粉の『ローストアマ粒』
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血液をサラサラにする食品
アトピー・アレルギー肌でも使える化粧品は？
暮からお正月 弱ったおなかの調子をしっかり整えましょう
血管の病気は怖い すばらしい効果
『韃靼健康そば茶』と『富士山のバナジウム水』のコラボ
危ない高血圧…自覚症状がないのが問題
もうすぐ人口の２割が糖尿病 ！！
日本発 !! 「おさけ」の醗酵技術で美肌づくり
全てのアスリートのために記録を伸ばす『トップテン』
「高血糖値」「高血圧」を「正常値」にする「お茶」
生活習慣病が増えている
現在の健康状態を維持したい方におすすめの「お茶」
医療用具コンタクトレンズの『ヤマト』沈没ス！！
上手なコラーゲン製品の選び方 パートⅠ
上手なコラーゲン製品の選び方 パートⅡ
ｎ - ３系脂肪酸「α - リノレン酸」
今年の風邪はこう防ぐ！
新素材「ラボコラーゲン」が肌に生命力を与える
新発売 サンスター『ＥＱＵＩＴＡＮＣＥヴァイトロジー』
さぁ 始めましょう！あなたの住まいの花粉対策
「シャンプーの界面活性剤」が「薄毛」
「ハゲ」の原因！？
女性に広がる「薄毛」
大正製薬の『リアップレディ』日本人のデリケート
なお肌に合わせた基剤の開発は『リアップ』だけ。
夏の元気は、おなかのケアから
つらい、止まらない せき・たんに！
『浅田アメせきどめ』
『浅田アメ子供せきどめドロップ』
インターネットで消費者がサプリメントや
大衆薬を自由に購入できるように！！
ロッテ健康産業『コラーゲン１００００＋ビタミンシリーズ』
に“柑橘ミックス”と“コーヒーテイスト”新発売
のどのあれ、痛みに！『浅田飴ガードドロップ』
『アレルシャット』にいつでもどこでも、鼻腔の洗浄が
できるミストウォッシュ新発売
花粉、ハウスダスト等による目のアレルギー症状に
佐藤製薬の『ノアールアレジークールＳＨ』
発酵食品を食べよう !!『日本人の菌食が健康を守っていた』
貴方は記録に満足していますか！？すべての戦う競技者のために
「証明書付き」合法ドーピングのススメ
目の疲れに「コンタクトレンズ」をつけたまま使える
『初めての点眼薬』
「体脂肪」だけを狙い撃ちする『牛乳豆腐』ダイエット
『トップテン』を日本に最初に導入した「ウェルネット」
代表の尾藤昌道氏（元佐藤製薬務）のお話を聞く
水道水の「塩素」は「髪をパサパサ」にし「乾燥肌」や
「アトピー」を増やし、
「心臓発作」
「脳血管障害」を引き起こす。
『アトピー性皮膚炎』の原因は「塩素」です！
水道水に使用されている「塩素の害」№２
さまざまなスポーツシーン･目的･用途にあわせて選べる
『ザバス』
佐藤製薬から＜特定保健用食品＞２品新発売
血圧が高めの方に／食後の血糖値が気になる方に
コーセーから生まれ変わる力を秘めた。お肌のために
『インフィニティ プレステジアス』シリーズ新発売！！
健康と美容のために
『プロバイオティクス』を積極的にとりいれよう！１
『プロバイオティクス』を積極的にとりいれよう！２
『プロバイオティクス』を積極的にとりいれよう！３
確かな栄養機能食品
佐藤製薬の『ＢＩＯＮ３』健康で美しく
嗚呼 玉葱よ！そなたは神か、悪魔か！
＜＜口内炎＞＞を治すには
収納性がさらに進化した、トレビーノのポット型浄水器
見えにくいお口の隠れゾーンをチェックしながらみがける
サンスターの『バトラー ミロライト音波振動ハブラシ』
賢く選ぼう「食品のお買い物」
健康 ･ 美容 ･ ダイエットに最適の大豆食品
サントリーが「しば漬け」から見つけた
植物由来の『プロテクト乳酸菌』
「ＯＴＣ医薬品」を活用しましょう
乾燥型エイジングサインへ、より深い潤い力。
浸透処方ライスパワーエキスＮｏ . １１配合の薬用保湿美容液。
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エステーの家庭用放射線測定器『エアカウンターＳ』
“幸せはスキンシップから”すべすべ、しっとりとした
お肌の手で多くの人たちの手を握りましょう。
“無添加”なので、
安心してみそ本来の味を楽しめます。
♪おみそならハナマルキ♪
いよいよ介護食の出番です。シニアの「食べる楽しみ」をどう満たす
コンビニエンスストア向け肝臓エキス・ウコンエキス配合
ドリンク『ヘパリーゼⓇＷ』
新・薬用美白美容液『アルビオン エクサージュホワイト
ホワイトフラッシュ セラム』
油料理を上手に摂って、おいしくエネルギー補充
「Ｇ・Ｕ・Ｍ」からとろみのある薬用液 新発売
『ガムアドバンスケア デンタルリンス』
ミキサーでつくるダイエットに効くジュース
大切なのは食事への気遣いです。
『豊年大豆レシチン』
食品の機能性と安全性情報が一堂に集結 食品開発展
育児ママ一番の悩みごと「赤ちゃんの寝かしつけ、
落ち着かせ」をサポート コンビ『ネムリラ』シリーズ
レスベラトロールなどの健康成分をギュッと凝縮！
佐藤製薬グループから新発売『美健知箋』
バスクリンの『美漢精 ＶＩＣＡＮＳＥＩ』
“夜飲んで朝スッキリ”を応援 !
『植物性乳酸菌ラブレ フルーツ＆ヨーグルト』
全てが新しいＴＳＵＢＡＫＩ、誕生。
日本の女性はもっときれいになれる。艶が、
よみがえる。
『野菜生活１００ ＳＵＫＫＩＲＩ ＶＩＴＡＭＩＮ』
コップ１杯で野菜と果実の１日分のビタミンＣが摂れる
浅田アメのダイエットサポートキャンディー
『トマトダイエットキャンディー』
健康でスリムになりたい“ちょっとぽっちゃりの”貴女！
塩水港精糖の『サラシア』を試してみませんか。
第一三共ヘルスケアとワコールが共同開発
「装着部位の安定」
と
『快適性」
を追求した
「機能性サポーター」
ユンケルの顆粒タイプにカフェインフリーが新登場 !
Ｊ－オイルミルズ豊年栄養補助食品『ＨＯＮＥＮⓇエルフセサミン』
シュガーレスの薬用のどアメ『浅田アメガード ドロップ』
年末年始に多発！！やっかいな『ノロウイルス』から家族を護る
しつこく再発する『口唇ヘルペス』に佐藤製薬の
抗ヘルペス成分配合『アラセナＳクリーム』
サンスター 気になる目もとにうるおいとハリ
『エクイタンス ヴァイトロジー リンクルシート』
『三次元高密着マスク』
Ｐ Ｍ ２. ５ 対 策 に も 適 し た“ 高 密 着 型 ” の マ ス ク
プロテインとカルシウムを朝食で手軽にチャージ！
タカナシ乳業の『タカナシ 朝の筋骨ヨーグルト』
ももの葉エキス配合 ピジョン薬用ローション
『ももの葉』
『ＶＯ５ アドバンスドヘアスプレイ < エクストラハード >
ＵＶプロテクト』
『ハローキティー」とのコラボで キャー！かわい～い！？と女性に人気
佐藤製薬の『ユンケルＥＣプラス』（第３類医薬品）
つらい痛みによく効く「アルミノプロフェン」が２００ｍｇ
佐藤製薬の『ルミフェン』 新発売
＜プロバイオティクス乳酸菌『ＬＧＧⓇ乳酸菌』使用＞
『タカナシ ＬＧＧ生乳１００％ヨーグルト１００ｇ/４００ｇ』
有効成分ポビドンヨードのすぐれた殺菌 ･ 消毒作用
『イソジンⓇうがい薬』（第３類医薬品）他
じんわりホッと、心もあったまる
浅田飴の『甘酒しょうがのど飴』

定期購読のおすすすめ
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アレルギー発症メカニズムを考えた、
４成分配合ののアレルギー専用薬
第一三共ヘルスケアから新発売“アレルカット”シリーズ
殺菌剤を使用していない新発想の薬用はみがき
わかもと製薬の『アバンビーズⓇＤＸ』シリーズ５製品
スタイリッシュな和風デザイン 大人用の食事も作れる！
コンビの「耐熱ガラス製 離乳食調理器」シリーズ
花粉も汚染空気もウイルスも体に入れたくないから
興和のＮＥＷパッケージ『三次元マスク』
自分で探そう「美」と「健康」
第１５回ＪＡＰＡＮドラッグストアショー
シリーズ初！簡単に外して洗える「浄水口キャップ」搭載
東レが「トレビーノⓇスーパーシリーズ」２商品を新発売
船酔い ･ 飛行機酔い・車酔いの前にドラえもんの「ドロップ」
浅田飴の『トラベロップＱＱ』をお口に !!
カフェインフリーで、おやすみ前にもおすすめのユンケル
佐藤製薬の
『スパークユンケルⓇＤＣＦ』
（第２類医薬品）新発売
興和から外用鎮痛消炎剤 新発売
「バンテリン コーワ ＥＸ 」シリーズ（第２類医薬品）
中高年の眼疲労によく効く：点眼薬
『ノアールⓇ１２ＥＸ 』（第２類医薬品）新発売
森永乳業から＜こどもの新・栄養習慣＞
不足する栄養を配合したグローイングアップミルク新発売
食用油で初の機能性食品！血圧が高めの方に！
『日清健康オイル アマニプラス』発売
食事中のプリン体が気になる方に
わかもと『菊花ポリフェノール』
美と健康を考えた高カカオポリフェノールのチョコレート
薬用スキンケア『薬用入浴液』 医薬部外品…㈱バスクリン
『日東紅茶』
・
『三井銘茶』から「カフェインレス」
の３品が新発売
ゼリア新薬工業からコンビニで買える『ヘパリーゼⓇＷプレミアム』新発売！
話題の健康成分 オメガ３(α－リノレン酸）含有『日清ヘルシードレッシング アマニ和風』
食用油脂を摂ってスタミナ＆エネルギー補給…日清オイリオ
血圧が高めの人向けの機能性表示食品『キユーピー アマニ油マヨネーズ』
１日に必要な 「オメガ３・オメガ６」脂肪酸をバランスよく含み
コレステロールはゼロ。
『ヘルシーオメガバランス』オイル
“１００歳の朝食”
『豊年 大豆レシチン』…㈱Ｊ－オイルミルズ
ε（イプシロン）『
『コーラルR
』わかもと 菊花ポリフェノール』…わかもと製薬
どうにかしたい疲れに、体にたまっただるさに
薬用
『きき湯 ＦＩＮＥ ＨＥＡＴ』シリーズ …………バスクリン
「あえてのくすみ色」
でオトナっぽく女性らしい印象に仕上げる
マキアージュ春の新色誕生 ………………………資生堂
３０代女性の７２％がコンセプトに共感、健康意識の高い女性に支持されている
「冷え知らず」
さんの生姜 新シリーズ誕生！……永谷園
オメガ３脂肪酸の亜麻仁油を摂って健康に！！
乳酸菌+茶カテキン Ｗのパワーでお口のニオイ対策‼…わかもと製薬
肩・腰・関節のつらい痛みにロキソニンRＳ外用薬… 第一三共ヘルスケア
“１００歳の朝食”生涯現役をめざすみなさ～ん！ 大切なのは食事への気遣いですよ～
『豊年 大豆レシチン』…………………Ｊーオイルミルズ

29.11

良質なエネルギー補給で体づくりをサポート
『日清ＭＣＴオイル』シリーズ…日清オイリオグループ

29.12

三浦雄一郎氏も毎日のトレーニングにノルディックウォーキングを採用!!

なお、バックナンバーは販売いたしておりません。
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