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口の中でサッと溶けて甘くおいしい
青パパイヤ発酵食品。
バイオ・ノーマライザーは酵素の王様と呼ばれる
青パパイヤの実を丸ごと使った発酵食品です。

青パパイヤに含まれる栄養素を
日本伝統の発酵技術でより、味わいも豊かに。

さぁ、毎日の健康をバイオ・ノーマライザーでサポートしましょう。

◎メーカー希望小売価格：1 箱（3g×30 包）

¥6 , 804（税込）

日本食がバランスの良い食事といわれるのは、発酵食
品のおかげかもしれません。発酵食品は世界に誇れ
る、体に優しく美味しい伝統食品です。

バイオ・ノーマライザーは三大栄養素を分解すると言
われる食物酵素と、栄養が豊富に詰まった青パパイヤ
の皮、実、種を丸ごと自然発酵しています。

保存料・合成甘味料・着色料、遺伝子組み換え原料は一切使用していません

日本伝統の発酵技術で
青パパイヤはさらに

体に優しく、さらに美味しく
生まれ変わりました。

子どもの
健やかな成長を
守りたい

いつまでも
健康で美しく
ありたい

バイオ・ノーマライザーは、1969年に世界
で初めて大里章博士によって青パパイヤの
発酵に成功、商品化されました。その功績を
称え、国際的な学術機関より数々の名誉あ
る表彰を授かっています。

大里 章 博士 <１９３０～２００８>

クオリティ・オブ・ライフ受賞
1999年　イタリア

メチニコフ勲章受賞
1995年　ロシア

チェルノブイリ被爆者への人道支援に対して
ゴルバチョフ夫妻より感謝状授与

バイオ・ノーマライザーは
こんな方々にご愛用されています。

健康の秘訣は
熱帯の青パパイヤ！！

パパイヤが日本に最初に
伝わったのは明治時代
の沖縄といわれていま
す。当時は大変珍しく、
とても重宝されました。

青パパイヤ発酵食品のパイオニア

熱帯育ちの豊富な栄養素2

脂肪分解酵素
糖分分解酵素

三大栄養素を分解する食物酵素1

すこやかな体は栄養バランスから。日本の伝統的な
発酵食品のお味噌や納豆のように、発酵食品は栄養
バランスが良いことで知られています。

栄養バランスが良い2

発酵食品は少量でも十分な栄養素が摂れ、慢性的な
時間不足になりがちな現代生活に適しています。

栄養素をすみやかに3

酵母によって、もとの食材にはない美味しさや、有効
成分を加えます。

独自の旨味成分をつくりあげる1

青パパイヤはここがすごい！！

発酵食品はここがすごい！！

タンパク質分解酵素

β-カロテン

マグネシウム

ビタミンＢ1

ビタミンC

マンガン

ベンジルグルコシノレート

カルシウム

ゼアキサンチン

セレン

亜鉛

ビタミンＡ

パントテン酸

ポリフェノール

サポニン

鉄・銅

ビタミンＥ

葉酸

カリウム

青パパイヤ発酵食品

Health & Beauty

青パパイヤ発酵食品

原材料名：カリカパパイヤ、デキストロース、食用酵母
内 容 量 ：90g (3g ×30 包 )
栄養成分：【1袋（3ｇ）あたり】
エネルギー／11kcal  たんぱく質／0.00g  
脂質／0.00g  炭水化物／2.72g  ナトリウム／0.00mg

2015 モンドセレクション 
4 年連続金賞受賞

iTQi 優秀味覚賞
2014 年 Superior Taste Award 受賞

みんな バイオ

取扱店

大切な家族の一員を
お忘れなく。

敏感肌のための
パパイン酵素配合石鹸

愛用者のご要望に応え、ペット用に開発されたのが本製品です。
愛する家族に“贈り物”としてお役立てください。

BNペット
◎メーカー希望小売価格：1瓶 55g

¥3 , 240（税込）

※類似品にご注意ください。

原材料名：カリカパパイヤ デキストロース 食用酵母
遺伝子組み換え原料は一切使用していません。

パパイン酵素と、オリーブオイルのうるおいを備えた、
化学香料、化学色素など無添加のお肌にやさしい石鹸。

◎メーカー希望小売価格：3g×30包

¥6,480（税込）

◎メーカー希望小売価格：1 箱 100g

¥1,944（税込）

～素肌にやさしい石鹸～

成分：オリーブ油　水　パーム核油　水酸化Ｎａ　パーム油　コメヌカ油　 
ブドウ種子油　パパイヤ　酵母培養液　グルコース　パパイン

ボトルタイプ

分包タイプ
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