
結論として、最良のゼオライトは、天然、そして、丸ごと
クリノプチロライトを保持したものだと言えます。

分子の断片

一部の業者は、ゼオ
ライト分子の断片
の使用を銘打ってい
ますが、これはつま
り、デトックスに必要なゼオライト
構造が欠けていることを意味しま
す。ゼオライト分子の断片が毒素
除去に効果があることを示す研究
結果はありません。

合成ゼオライト
の多くは、産業
界で様々な用途
に使用されてい
ます。人工的に作られたゼオ
ライトは、品質基準を満たすよ
う製造することが難しく、天
然ゼオライトに対し実施され
るタイプの研究が欠如してい
ます。

合成 天然
天然ゼオライトにおい
ては、その構造により
毒素を閉じ込めること
ができるとする事実
が、何百もの研究によ
り裏付けられています。また、FDAは
GRASステータスを付与しています。
天然ゼオライトのクリノプチロライト
は、毒素や重金属のデトックスを行う
のに理想的な結晶構造とマイナスの
電荷を持ちます。

✓✗ ✗

ゼオライトの種類

ゼオライトは自然の中で作られます。火山
灰と海水が接触すると、自然に反応が起
こり、デトックスに効果的な固有の特性を
持つミネラルが生まれます。

ゼオライトの働き

マイナスの電荷を帯びたミネラル（相反するものが引き合う）

ピュアボディ エクストラは、科学的根拠と何千もの5つ星レ
ビューを誇ります。さらに返金保証もお付けします。毒素のな
い爽快感をあなたの人生にも。今すぐピュアボディ エクスト
ラをお試しください。

クリノプチロライトのサプリメントと言っても、すべてが同じように作用するわけではありません。ゼオライ
トの選び方によって、効果がないものと、人生を変えるような結果につながるものとの違いが生まれます。

  粒子が大きすぎる
→ミクロ単位のゼオライトの
み腸内デトックス効果あり

  未浄化のゼオライトである
→不純物が含まれています

  合成である
→実験室由来の、研究不足の
もの

  分子の断片である
→構造が完全でないことを
意味します

  ナノサイズ
→吸収と全身のデトックスに最
適なサイズ

  ピュア
→浄化により、カチオン交換向け
に最適化

  天然のクリノプチロライト
→科学的に裏付けられたGRAS
ステータス

  ゼオライトまるごと
→完全な構造が最大限のデトッ
クス効果を実現

*ここにある説明は、米国食品医薬品局（FDA）によって評価されたものではありません。
本製品は、いかなる病気の診断、治療、治癒、予防を目的としたものではありません。

ゼオライトは、希少なマイナス電荷を帯びた鉱物で
す。ゼオライトは磁石のように、プラスの電荷を帯び
た粒子を引き寄せます。

鉛、水銀、ヒ素などの重金属やその他多くの環境有
害物質は、ほとんどがプラスに帯電しています。その
ため、ゼオライトは天然の解毒剤となるのです。

世界中で何百万もの人々 がゼオライトを使って有害な毒素や汚染物質を体から取り
除き、健康的な生活を送っています。しかし、すべてのゼオライトが同じように機能す
るわけではありません。研究によると、ゼオライトのクリノプチロライトには強力な
健康促進効果があることがわかっています。

ゼオライトの基礎知識
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ゼオライトでデトックスを始めることで、長年をかけて蓄積した有害物質を取り除き、エネル
ギー、深い眠り、集中力を取り戻し、生まれ変わったような気分を味わうことができます。

正しいゼオライトの選び方

ゼオライトは、適切に処理され、吸収に最適なサイズであれば、私たち人間の全身に大
きな効果をもたらします。健康に悪影響を与える毒素を取り除くことで、ゼオライトは自

然な再生をサポートするのです。

1.  徹底デトックス     
  体内の毒素や重

金属の除去を助
けます。

2.    体をアルカリ化
  健康的な代謝

のための健康
的なpHレベル
維持をサポート
します。

3.    免疫力の強化
  免疫力を抑制/

損傷させてしま
う毒素を取り除
きます。

4.    健康な腸をサポ
ート

  ゼオライトが消
化器系の健康
に役立つという
研究結果が出
ています。

5.    気分の向上
  明晰さ、集中

力、気分に影響
を与える重金属
を減らします。

ゼオライトの5つの大きな健康促進効果

カチオン交換（悪いものを排除し、良いものを取り入れる）

ゼオライトの特徴は、ゼオライト
の中と外でイオンを交換するカ
チオン交換の効果が高いこと
です。

つまり、適切に処理したゼ
オライトは、カルシウムの
ような善玉イオンを体に届
け、鉛のような悪玉イオンを
吸着します。

また、他のミネラルと違って、ゼオライトは体に蓄積したり、留まったりしません。ゼオライトは約4
〜6時間で体内を通過し、吸着した毒素も一緒に流れていきます。つまり、毒素が、本来あるべき

ところであるトイレへと行き着きます。

ゼオライトが体内の毒素を除去する上
で、カチオン交換が重要です。

エネルギーレベルの低下 代謝の低下

ホルモンの乱れ 睡眠への影響 ブレインフォグ（思
考の鈍化）の発生

ピュアボディ エクストラゼオライトほとんどのゼオライトサプリメントは…

現代社会を生きる私たちには、デ
トックスが欠かせません。なぜな
ら、人は常に（それこそ、生まれる
前から）毎日のように有害物質に
さらされているからです。

少量の毒素でも時間が経つと体内
に蓄積していき、自然な解毒で対
処できる量を超えてしまいます。

なぜ、今デトックスなのか

Ca
Calcium
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100万本以上の販売実績を持つピュアボディ エクストラは、世界中のお客様の生活を変えてきまし
た。天然ゼオライトは、ナノサイズで純度が証明されており、長年にわたって体内に蓄積されたあら
ゆる有害物質を除去するために最適化されています。味のしないシンプルなスプレーを一日数回摂
取するだけで、24時間365日の効果を獲得。

毒素は、大小さまざまな形で私たちの健康
を損ないます。

Ca
Calcium
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なぜ、今デトックスなのか

Ca
Calcium

Pb
Lead
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結論として、最良のゼオライトは、天然、そして、丸ごと
クリノプチロライトを保持したものだと言えます。

分子の断片

一部の業者は、ゼオ
ライト分子の断片
の使用を銘打ってい
ますが、これはつま
り、デトックスに必要なゼオライト
構造が欠けていることを意味しま
す。ゼオライト分子の断片が毒素
除去に効果があることを示す研究
結果はありません。

合成ゼオライト
の多くは、産業
界で様々な用途
に使用されてい
ます。人工的に作られたゼオ
ライトは、品質基準を満たすよ
う製造することが難しく、天
然ゼオライトに対し実施され
るタイプの研究が欠如してい
ます。

合成 天然
天然ゼオライトにおい
ては、その構造により
毒素を閉じ込めること
ができるとする事実
が、何百もの研究によ
り裏付けられています。また、FDAは
GRASステータスを付与しています。
天然ゼオライトのクリノプチロライト
は、毒素や重金属のデトックスを行う
のに理想的な結晶構造とマイナスの
電荷を持ちます。

✓✗ ✗

ゼオライトの種類

ゼオライトは自然の中で作られます。火山
灰と海水が接触すると、自然に反応が起
こり、デトックスに効果的な固有の特性を
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ゼオライトの働き

マイナスの電荷を帯びたミネラル（相反するものが引き合う）
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トの選び方によって、効果がないものと、人生を変えるような結果につながるものとの違いが生まれます。

  粒子が大きすぎる
→ミクロ単位のゼオライトの
み腸内デトックス効果あり

  未浄化のゼオライトである
→不純物が含まれています

  合成である
→実験室由来の、研究不足の
もの

  分子の断片である
→構造が完全でないことを
意味します

  ナノサイズ
→吸収と全身のデトックスに最
適なサイズ

  ピュア
→浄化により、カチオン交換向け
に最適化

  天然のクリノプチロライト
→科学的に裏付けられたGRAS
ステータス

  ゼオライトまるごと
→完全な構造が最大限のデトッ
クス効果を実現

*ここにある説明は、米国食品医薬品局（FDA）によって評価されたものではありません。
本製品は、いかなる病気の診断、治療、治癒、予防を目的としたものではありません。
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ゼオライトの基礎知識
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