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製品概要書

HAPPY & SKINNY™

* これらの記述は食品医薬品局によって評価されたものではありません。本製品は、病気の診断、治療、治癒、予防を目的としたものではありません。

†Happy & Skinny™は、健康的な食事と毎日のエクササイズと共にご使用ください。Bod-ē Proは、新しいエクササイズやダイエットプランを始める前に、かかりつけの医師または
医療従事者に相談することをお勧めします。

Happy & Skinny™は、加水分解コラーゲン・ペプチド・タンパク質とパワフルなヌートロピックの力を利用し、体全体の健康を強化させる ため
に革新的な働き掛けをする特徴を持っています。この先進的であり総合的な製品は、あなたのハッピーを手軽に見つけ出すためのアクセス可
能な方法を提供し、生きることをより楽しくするための体作りをサポートします。* 

このスリー・イン・ワンのソリューションは、不健康なものを摂取する代わりに、空腹感をコントロールし、健康的で若々しい肌を保ち、エネルギ
ーレベルとムードを自然に高めるよう働きかけます。*Happy & Skinny™は自分自身の肌をより心地よく感じることができるよう、最先端の技
術で徹底的に考案されています。

Happy & Skinny™は、より健康的で潤いのある肌、強い骨と関節、健康で引き締まった筋肉、そして体全体の活力を促進するよう積極的に働き
かけます。*あなたの内側、外側、そしてあらゆる面でHappy & Skinny™を感じる時がやって来ました。美しさは肌の奥から・・・まずそこからはじ
めてみませんか？

製品の概要:

HAPPY & SKINNY™のベネフィット

より健康的で、潤いのある、輝く肌を促進*

MUNCHIE CONTROL™  (空腹感のコントロー
ル）は、不健康な間食から気持ちをそらせる助け
を促す*

エネルギー、新陳代謝率、身体的持久力の向
上、免疫システムをHAPPYにするようサポート*

ポジティブな精神と健康的なムードになるよ
う働きかける* 

髪、爪、器官、筋肉、歯、骨、関節をより強く健康
的に向上するようサポート* 

ストロベリー
レモネード

アイス
ラテ

ピナ
コラーダ
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数々のベストセラーとなった臨床研究済みのフォーミュラを開発した献身的で経験豊かなサイエンスチームが、従来のスキンケアの考え方を
用いて飲用可能で、体内に吸収され利用され得るようにしました。Happy & Skinny™は、目に見えない内側に着目し、目に見える形でより健康
になることを目指し、健康とスキンケアの関係にアプローチします。

Happy & Skinny™は、9gの加水分解コラーゲンペプチドタンパク質に加え、ヒアルロン酸、ビタミンD3、ビオチン、健康に良いアミノ酸、植物由
来のシリカ、各種必須ビタミン、酵素、ミネラルなどのパワフルな成分を含んでいます。Happy & Skinny™は、 Bodē Proの最も複雑なフォーミュ
ラの一つであり、確かなベネフィットを生成する際に有効的であることが示されている超ウルトラ・プレミアム成分を使用しています。*  

Happy & Skinny™は、相乗効果が期待できる特定の原材料を厳選し、補充物や添加物を一切使用せずに配合されています。すべての成分に
は目的があり、入手可能な最高水準にて調達されています。

Happy & Skinny™は、全く異なる3つの美味しいフレーバーで展開されています。 ストロベリーレモネードは、爽やかに水分補給ができる満足
感のある美味しさです。 アイス・ラテは、毎日飲むコーヒーのようですが、さらに優れています。  最後のピナコラーダは、トロピカルな美味しい
サプリメントがお好きな方なら、きっと気に入っていただけるでしょう。ヘルシーなものを美味しくお楽しみください。

美味しく飲めるスキンケア

HAPPY & SKINNY™製品ファクト：

ストロベリーレモネード アイス・ラテ

HAPPY & SKINNY™は、美味しいだけのドリンクではありません.... それは、最も健康的な 自分自身を 引き出すための方法です 。

ピナコラーダ



3 | 070222-JP

製品概要書

HAPPY & SKINNY™

* これらの記述は食品医薬品局によって評価されたものではありません。本製品は、病気の診断、治療、治癒、予防を目的としたものではありません。

†Happy & Skinny™は、健康的な食事と毎日のエクササイズと共にご使用ください。Bod-ē Proは、新しいエクササイズやダイエットプランを始める前に、かかりつけの医師または
医療従事者に相談することをお勧めします。

ストロベリーレモネードとピナコラーダ
栄養補助食品としてHappy & Skinny™ストロベリーレモネード またはピナコラーダ １包を 443ml（またはお好みに応じてそれ以上）の冷た
い飲料水に混ぜ、食事の15～30分前にお召し上がりください。必ずよく振ってからお楽しみください。

アイス・ラテ 
Happy & Skinny™アイス・ラテ１包を443ml（またはお好みに応じてそれ以上）の冷たい飲料水に混ぜてください。ホットの場合は、冷たい
水と混ぜ合わせた後、電子レンジで適度な温度になるまで加熱してからお楽しみください。お好みで 29mlのヘビークリームをトッピングし
てください。食事の15～30分前にお召し上がりください。必ずよく振って、あるいは混ぜ合わせてからお楽しみください。

このパワフルな製品の力を最大限に引き出すためには、医療関係者よって承認された自分に合ったエクササイズ・プログラムを組み合わせる
ことをお勧めします。心拍数を上げ、体を動かすために、一日を通して小さなことを行うことをお勧めします。† 毎日5分しかできなくても、まず
そこから始め、1日30分間運動できるようにしましょう。 １日に1万歩を達成すると、最大600キロカロリーを消費する可能性があり、小さな簡単
な行動が健康に大きな影響を与えるかもしれません。水分補給も忘れずに！ あなたの身体は喜んでくれるはずです！†  

Happy & Skinny™サプリメントとエクササイズに加え、個々の食生活や栄養のニーズに合わせて、低炭水化物でクリーン・イーティングな食事
プランの実行をお勧めします。†App StoreやGoogle Playなどで無料で入手できるCarb Manager®のようなデジタルダイエットトラッカーを
活用することをお勧めします。このアプリは、食べたものを記録することに役立ち、健康的な食事をより簡単にすることで、成功へのチャンスを
高めます。その他のダイエットや健康についての情報はBodePro.blogをご覧ください。

Happy & Skinny™は、明らかな結果を出すことを目標とし、完全なる科学的な裏付けに焦点を当て、便利でバランスの取れた肌と全身の健
康を求めている人のためのサプリメントです。

この製品は、外側も内側もワンランクアップの健康を目指す人のために特別に考案されたオールインワン・ソリューションです。スキンケア、
エネルギードリンク、サプリメントを超え、これら３つをブレンドした今までにない製品です。スキンケア・マーケットは、肌用サプリメントが77
％の需要を占めており、利用者はおもに女性が中心です。しかし、Happy & Skinny™は他にはない、つやのある肌と Munchie Control™ ブレ
ンドにより、多くの方々がその魅力に惹かれると考えられていますが、Happy & Skinny™の大きな魅力は、すべての人、特に健康を意識して
いる方に向けてデザインされていることです。

誰もが毎日ハッピーでスキニーであることを感じたいものですよね？

製品の使用方法:

最適な結果を得るために:

HAPPY & SKINNY™対象マーケット：
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加水分解タイプIマリンコラーゲン ー細胞レベルで健康で若々しい肌
を促進させ* 、また髪、爪、骨、内臓、関節の健康をサポートします。* 

加水分解タイプIIおよびIIIの牛コラーゲンー不健康な間食から気持
ちをそらせる天然の空腹感抑制システム。* より強い筋肉、健康な結
合組織、関節機能の促進をサポートし、全体的な幸福感を高める可能
性が期待されます。*

ヒアルロン酸 （HA）ー肌の潤いを保ち、弾力性を高め、より健康的な
軟部組織を促進します。*また、体の自然なコラーゲンの生産を増加さ
せるために働きかけます。*

フーディア・ゴルドニー ー天然の多肉植物で、何世代にもわたりその
効果が期待され、使用されています。

エッセンシャル・ビタミン・ブレンドー最適レベルの健康、免疫機能、
幸福感を手に入れるための強力な抗酸化物質と免疫力を高める必
須ビタミン。* ビタミンAとBは、コラーゲンやヒアルロン酸のベネフィッ
トを高めるように働きかけます。* 

消化酵素ー自然界に存在する酵素ブレンドで、健康的な消化を助け、
体が食物をエネルギーに変える効率を高めます。

微量ミネラルブレンド—最適な健康状態を達成するために必要な基
礎的な代謝活動を調整する重要な要素。*

アミノ酸—高度なコラーゲン生成を促進しながら、全身の新陳代謝率
を高める力があるとされています。*

L-テアニンー緑茶由来の天然アミノ酸は、精神的な落ち着きや集中
力を高め、ストレスを軽減する助けをします。*

L-アラニンー持久力、健康的な免疫機能の向上をサポートし、体が適
切に糖分を処理するのを助ける天然由来のアミノ酸です。*

126mgの天然カフェイン ーコーヒー生豆から抽出され、エネルギー
レベルを向上させるために働きかけます。*L-テアニンとの相乗効果で
認知機能の向上を促進させます。*

• KETOフレンドリー

• 糖質ゼロ

• 低カロリー

• 炭水化物ゼロ

• GMOフリー

• 乳製品フリー

主成分:

その他の追加情報：

サフランエキスーリラックス、ポジティブ、健康的な気分のバラン
スをサポートします。*

植物由来のシリカーより健康で丈夫な髪、肌、爪を促進します。*

50 MCG（2000 IU）のビタミンD3 ー 骨、歯、筋肉をサポートし、
高度な免疫の健康をサポートします。*肌の保護と健康に重要な
役割を果たします。*

ビオチン—体内で食物がエネルギーに変換されるのを助けるこ
とにより、エネルギー代謝をサポート。より健康的な髪、肌、爪をサ
ポートします。*
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コラーゲンとは？ 
コラーゲンとは、体内に存在する全タンパク質の約33％を占める、豊
富な天然タンパク質です。健康的な肌、関節、骨など多くのものに欠
かせない成分です。コラーゲンは、筋肉、腱、骨、臓器など、あらゆるも
のをつなぎ合わせるセメントのような役割をします。コラーゲンは、心
身の健康には欠かせないものです。加齢に伴い、ナチュラルコラーゲ
ン生産量は減少するため、皮膚は薄くなり、キメが粗く、シワになった
り、緩みを起こす原因となります。コラーゲンは、筋力や関節機能など
に大きな役割を果たします。またコラーゲンは一番深い層部で生成さ
れるので 、局所的に使用しても吸収することは難しいのです。Happy 
& Skinny™のように加水分解され、体内で吸収され得るコラーゲンで
あれば、内側からコラーゲンを補充しサポートすることがより効率的
になります。

ヌートロピックとは？ 
「ヌートロピック」は、集中力を高める助けをするブレイン・ブースター

で、記憶力の強化をサポートすると言われいますが、直訳すると「心を
変える」という意味があります。ヌートロピックは、認知機能、特に集中
力、注意力、生産性、明瞭さの向上をサポートすることを目的とした自
然由来の物質です。*

Happy & Skinny™を毎日利用しても大丈夫ですか？ 
もちろんです。この製品は、パッケージの指示に従い、１日１回から２
回使用できるように考案されています。Happy & Skinny™を食事の15
～30分前に召し上がることをお勧めいたします。 

どのくらいで結果が出るのでしょうか？ 
独自のHappy Nootropicブレンドと Munchie Control™ ブレンドに
関しては、使用後15分～30分以内に結果が現れるであろうと考えら
れています。しかし、生理的に誰もが異なるため、結果には個人差が
あります。 独自のRadiant Skin ブレンドに関しては、非常に効率的で
あると考えられているので、30日、60日、90日と毎日使用した後の使
用前、使用後の写真を共有するようお願いしています。本製品を使用
した体験をInstagram、Twitter、Facebookで共有する際には、必ず@
therealbodeproのタグをつけてください。あなたの肌を気に入っても
らえることでしょう。本製品は、様々な要因により結果が異なる場合が
あります。

 
 
 

よくある質問：

健康状態に問題がある場合、または薬を服用している場
合、Happy & Skinny™を使用してもいいですか？ 
他の栄養補助食品と同様、Happy & Skinny™を使用する前に、か
かりつけの医師に確認することをお勧めします。妊娠・授乳中の
方、持病のある方は、使用前にかかりつけの医師にご相談くださ
い。18歳以下のお子様、アレルギー反応をお持ちの方にはお勧め
できません。セーフティーシールが破れている場合は使用しない
でください。直射日光の当たらない、涼しく乾燥した場所に保管し
てください。

エクササイズは必要ですか？ 
体調が許す限り、毎日運動することを強くお勧めします。†  運動は
健康的なライフスタイルの鍵であり、Happy & Skinny™の目標効
果を得るために働きかけます。この製品の最高の特徴の一つは、
独自のHappy Nootropic ブレンドによって提供される自然なエネ
ルギーの向上です。そのエネルギーにより活動的に動きまわるこ
とができます。毎日運動することを優先し、健康のために何かポジ
ティブなことをしましょう。† 

コーヒーはエシカルな方法で調達されていますか？ 
もちろんです！Happy Nootropic ブレンドと  GMO フリーのコーヒ
ー生豆も、Happy & Skinny™アイス・ラテのGMOフリー・プレミア
ムコーヒー豆も、100％エシカルかつ持続可能な方法で調達され
たものを使用しています。ウルトラ・プレミアムとは、原料の選定や
調達、研究、開発、製造などあらゆる面が含まれています。 
 
Happy & Skinny™は、FDAの製造基準をすべてクリア
し、GMP（Good Manufacturing Practices）認証を受けたプレミア
ムな施設で製造されています。これにより、弊社の製品が可能な
限り最高の品質基準を満たしていることが保証されています。


