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BODY MINT®

ボディミント®

THE FIRST ALL-BODY FRESHENING TABLET™

世界初の全身清涼タブレット（ボディフレッシュ）™

FRESH BREATH AND BODY, NATURALLY

口臭と体臭を自然に消す

60 Dietary Supplement Tablets

栄養サプリメント 60 粒

Whatever position you’re in… Body Mint’s always on top of it,
freshening both your breath and your body at the same time.
Body Mint even freshens feet* - So whether you’re shaking hands,
locking lips or nibbling toes, life is fun. Stop thinking dirty, start
feeling clean day and night. Live it up, let loose, and love free!

どんな状況においても・・・ボディミントはいつでも一番の味方
で、口臭と体臭を同時に消し去ります！ ボディミントは足の臭
いも消しちゃいます*。もう握手だろうがキスだろうが、又はつま
先をコチョコチョすることだって楽しくなるのです！これからは
汚いなんて思わず、昼も夜も清潔な気分でいきましょう。思いき
り遊び、全てを開放して、自由を満喫してください！

Haute Hygiene has arrived….Body Mint’s exclusive formula is all
that! Originally developed for Hawaii’s well-heeled residents due
to year-round tropical heat, BodyMint became an instant sensation.
It then premiered in stores that catered only to the jetset like Henri
Bendel on 5th Ave and LA’s trendy Fred Segal stores, gaining a
hip following. Now more widely available, these posh pills have
became the invisible but unmistakable fashion statement for many.
These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration.
This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.

Made from a special derivative of chlorophyll and contains no mint,
wheat, gluten, sugar, corn, yeast, dairy or animal products and NO
HERBS.

Supplemental Facts
Serving Size: 1 tablet
Chlorophyllin

Amount
Per Serving

% Daily
Value

100 mg

*

*Daily value not established
Other Ingredients: Dicalcium phosphate, cellulose and Stearic acid.

高級衛生製品・・・その秘密はボディミントの専売処方です！も
ともと、一年中熱帯気候にあるハワイの裕福な人達向けに開発さ
れたこの製品は、即座に評判となりました。その後、ヘンリーベ
ンデルや LA のトレンドショップ、フレッドシーガルなど、セレブ
が通う高級ショップで最初に販売され、流行に敏感な人達に注目
されました。そして更に販売網を広げて今、このおしゃれな錠剤
は、見えないけど確実なファッションステイタスとなっています。
これらの文章は FDA（食品医薬品管理局）の評価を受けていません。本製品はい
かなる病気をも診断、治療、治癒もしくは予防するためのものでもありません。

クロロフィルから派生した特殊成分でつくられています。ミント、小麦、
グルテン、砂糖、とうもろこし、イースト、動物性物質およびハーブの
類は一切使用していません。

成分表示
1 回量： 1 粒

1 粒中に
含まれる量

対1日
摂取量比 %

クロロフィリン

100 mg

*

*1 日の摂取量は定められていません。
その他の成分：

リン酸二カルシウム、セルロース、ステアリン酸
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BODY MINT®

ボディミント®

THE FIRST ALL-BODY FRESHENING TABLET™

世界初の全身清涼タブレット（ボディフレッシュ）™

Recommended use: Take daily with liquid, ONE tablet in the
morning and ONE tablet at night. Keep tightly closed in a cool,
dry place.

推奨使用法： 朝晩 1 粒ずつお召し上がりください。 キャップ
はしっかりと閉め、低温で乾燥した場所に保管してください。

Do not use if tamper seal is broken or missing. If you have a
medical condition, are on medication, pregnant or nursing, or if you
dispense to a child, seek doctor’s advice. Side effects may
include diarrhea or cramps. Reduce dosage or discontinue use if
this occurs. Take only as directed. May cause stool to be
greenish in color.
GET’ EM AT HELLO
Don’t make your perfume or cologne do all the work: pop
a BodyMint tablet! Let it be your fresh air of attraction!

FROM HOLLYWOOD TO THE BIG APPLE AND BEYOND…
BodyMint is hot, on the A-list as the hip, new daily hygiene product.
It’s been showcased on CNN, featured in popular reads such as
Fortune, Men’s Journal, Harper’s Bazaar, W, Reader’s Digest,
even The Wall Street Journal, NY Post, and the LA Times.
And did we mention that BodyMint is a favorite in celebrity goodie
bags from the American Music Awards to the Emmy and Oscar
nominees? Entertainment Weekly reported in their SCOUT
section “Celebs can’t get enough [BodyMint]…”

外側の包装フィルムが破れている／またはついていない物は使用
しないでください。 現在病気中、薬を服用中、妊娠／授乳中の
方、または子供に与える際は、医師のアドバイスを受けてくださ
い。 副作用の例として下痢や激しい腹痛が報告されています、
これらの症状がみられた際は、用量を減らすか使用を中止してく
ださい。 本製品を使用すると便が緑っぽくなることがあります。
まずは始めてみましょう
香水やコロンにばかり頼らないでボディミントをお試しくださ
い！フレッシュな息と香りをチャームポイントにしましょう！

ハリウッドからニューヨーク、そしてその向こうでも・・・ボデ
ィミントはおしゃれな新しいエチケット製品として首位を守るほ
ど大人気です。
そして CNN や、
フォーチュン、
メンズジャーナル、
ハーパーバザール、W、リーダーズダイジェスト、ウォールスト
リート紙、NY ポストなど多くの有名誌でも紹介されました。ボデ
ィミントはアメリカンミュージックアウォード、エミー賞、オス
カー賞にノミネートされたセレブ達がバッグに携帯する人気アイ
テムです。エンターテイメントウィークリー誌のスカウトコーナ
ーでは、
「セレブ達は［ボディミント］に飽きることはない…」と
報道されています。

