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【ヒスイ】
¥1230/¥1380
小松菜/りんご/
レモン

→肌ケア、免疫力を
高めたい

【レモンクォーツ】
¥1230/¥1380
キャベツ/セロリ/
パプリカ/りんご/
パイン/グレープフ
ルーツ/レモン

→肌荒れ、花粉症、
　胃もたれ、二日酔い

【マラカイト】
¥1300/¥1450
小松菜/キャベツ/
クレソン/きゅうり/
グレープフルーツ

→胃もたれ改善、花
粉症、肌荒れ

ALMOND MILK
アーモンドミルク

タンパク質豊富なアーモンドを使って
その場で絞るアーモンドミルク

【アーモンドミルク プレーン】
500ml ¥1300
アーモンド/アルカリウォーター/
有機メープル/シナモン

【バナナアーモンドミルク】
500ml ¥1500
アーモンド/アルカリウォーター/
バナナ/有機メープル

【いちごアーモンドミルク】
500ml ¥1500
アーモンド/アルカリウォーター/
いちご/有機メープル

SMOOTHIE
スムージー

【甘酒スムージー】
400ml ¥1200
甘酒/アーモンドミルク/バナナ/豆乳
【グリーンスムージー】
400ml ¥1200
小松菜/りんご/バナナ/アーモンドミルク
【ピタヤスムージー】
400ml ¥1200
ピタヤ/りんご/バナナ/豆乳/レモン

果物や野菜をフローズン状態で飲めるので
ジュースが苦手な人や夏にオススメ !

CHARCOAL 
LEMONADE
チャコールレモネード

500ml ¥900
チャコール（活性炭）
/レモン/メープル/
アルカリウォーター

KOMBUCHA
コンブチャ

紅茶キノコとも言われる発酵飲料のコンブチャ。
デトックス・美肌・ダイエット効果がとても高く、
アメリカのトップモデルや韓国アイドルから大人気 !

【コンブチャ原液】
700ml ¥4800　220ml ¥1800

【コンブチャ水割り】
400ml ¥900
コンブチャ/アルカリウォーター

CUSTOM カスタム

¥100
【MCT オイル】老化防止・腸内環境を整える
【ジンジャー 】代謝アップ・冷え性
【チアシード 】ダイエット・満腹感
【チャコール 】デトックス・老廃物排出

【フリーメニュー】
¥1550（ボトルのみ）

お好きな野菜や果
物で自分好みの
ジュースをお絞り
します。

¥200
【クレイ】デトックス・美肌効果
【ケール】美肌・健康・ダイエット
【カカオ】老化防止
【ソイプロテイン】ダイエット・筋肉増加

【コンブチャアップルビーツ】
400ml ¥1000
コンブチャ/りんご/ビーツ
【コンブチャパイン】
400ml ¥1000
コンブチャ/りんご/パイン
【コンブチャオレンジ】
400ml ¥1000
コンブチャ/オレンジ

【つぶつぶイチゴスムージー】
400ml ¥1250
イチゴ/りんご/アーモンドミルク/豆乳/
メープル

【濃厚バナナWITH ピュアノーラ】
400ml ¥1250
バナナ/アーモンドミルク/豆乳/メープル
/ピュアノーラ

【カカオアーモンドミルク】
500ml ¥1500
アーモンド/アルカリウォーター/カカオ/
有機メープル

【抹茶アーモンドミルク】
500ml ¥1500
アーモンド/アルカリウォーター/抹茶/
有機メープル

【季節のアーモンドミルク】
500ml ¥1500

PURE-NORA
ピュアノーラ

白砂糖・小麦粉・添加物不使用の
ピュアなグラノーラ。

230g ¥1530
【インナーパワー】
有機オーツ麦/有機メープル/有機押
麦/米油/有機キヌア/有機アーモンド
/ソイプロテイン/ピンクソルト

【ピュアラブ】
有機オーツ麦/有機メープル/ビーツ/
米粉/米油/有機クランベリー/ピンク
ソルト/ローズマリー

【ヘルシースキン】
有機オーツ麦/米粉/米油/ピスタチオ
/りんご/ほうれん草/ケール/ピンク
ソルト/シナモン/ブラックペッパー

【ナチュラルダイエット】
有機オーツ麦/米粉/有機メープル/
有機キヌア/マカデミアナッツ/有機
緑茶/ピンクソルト

【スイートリラックス】
有機オーツ麦/米油/有機メープル/
カカオ/押し麦/キヌア/有機アーモ
ンド/マカデミアナッツ/ピンクソル
ト

MATARNITY JUICE
マタニティジュース

妊婦さんや産後ダイエットに
おすすめの栄養を含んだジュース

MATERNITY JUICE 　3 本セット ¥3990
（マタニティージュース）
「これからママになる方」・「妊活中の方」・「産後のダイエット
でお困りの方」のために開発した特別商品 !!
必要な栄養素を厳選し、ぎゅっと詰め込みました♡
黄色、緑、赤の３本が入ったセットです。

MOM & BABY Support  Juice　4 本セット ¥5900
（マム＆ベイビー サポートジュース）
大人気マタニティーシリーズの第二弾が登場 !! “ママも、赤ちゃ
んも、健康で元気な日々を過ごして欲しい” という想いからつ
くられた、「育脳」と「母乳」のためのジュースです。
アーモンドミルク２本、オレンジ、緑が入った 4本セット。

＊プレゼントにもおすすめ ! ＊
無料でメッセージカードをお付けすることも可能です♡

【季節のジュース】
¥1280/¥1500

毎月変わる季節の果
物を使ったジュース

¥1230/¥1380

1230/¥1380

¥1230/¥1380 ¥1300/¥1450 ¥1300/¥1450 ¥1300/¥1450

※写真はマム＆ベイビージュースです

山路を登りながら
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【クレンジングアルカリウォーター】
500ml ¥210

富山県の海洋深層水と黒部川の天然水を
ブレンドしたお水。pH数値をアップし、
飲みやすくも体を健康に導くお水を開発
いたしました。

【 AdapCICA アダプシカ 】
120 粒入り ¥8640/ 定期 : ¥6912

NYで話題の「アダプトゲン」と韓国で話題
の「CICA」成分を配合した日本初の植物性
サプリ。ストレスの軽減や肌荒れ改善など
様々な効果があり、内側と外側の両方をケ
アできる最新美容サプリメントです。

【ヴィーガンブロス】
12 包入り ¥1620

金沢のお茶屋さんとタッグを組んで作られ
た「ティーパックタイプ」のお出汁。野菜
の旨味をぎゅっと凝縮しました。ドリンク
としてクレンズ中にお飲みいただいたり、
お料理に使うこともオススメです。

CLEANSE SOUP
クレンズスープ

赤ちゃんからお年寄りまで、どなたにでもお召し上がりいただけるクレンジングカフェのスープ。
調味料を最低限に抑え、素材の旨味を引き出しています。また、動物性を一切使用していないため、体にも動物にも優しいスープです。

【とうもろこしのスープ】
240g ¥1180
とうもろこし、にんじん、
玉ねぎ、じゃがいも、米こ
うじ、昆布

→疲労回復、パワーチャー
ジ

【ほうれん草のスープ】
240g ¥1180
ほうれん草、じゃがいも、
玉ねぎ、米こうじ、昆布

→貧血気味の方、鉄分が足
りていない方

【枝豆のスープ】
240g ¥1180
枝豆、長いも、玉ねぎ、
米こうじ、昆布※一部に
大豆、山いもを含む

→デトックス、脂肪燃焼

【ブロッコリーのスープ】
240g ¥1180
ブロッコリー、玉ねぎ、に
んじん、米こうじ、ご飯（国
産米使用）

→美白、美肌、紫外線ケア

【人参のスープ】
240g ¥1180
にんじん、玉ねぎ、豆乳、
ご飯（国産米使用）、米こ
うじ加工品 ※一部に大豆
を含む

→美髪、頭皮、美肌ケア

【セロリのスープ】
240g ¥1180
豆乳、セロリ、白ねぎ、ご
飯、米こうじ、玉ねぎ、に
んじん、にんにく※一部に
大豆を含む

→イライラ、ストレス緩和

【玉ねぎのスープ】
240g ¥1180
玉ねぎ、豆乳、、米こうじ、
昆布　※一部に大豆を含
む

→良質な睡眠、血流促進

【かぼちゃのスープ】
240g ¥1180
かぼちゃ、豆乳、塩こう
じ、こんぶ　※一部に大
豆を含む

→疲労回復、免疫アップ

SYNBIOTICS SOUP
シンバイオティクススープ

腸内を綺麗にし、ダイエット・美容・健康のための『腸活スープ』
各 2 パック入りの 10 パックセットは ¥10,000

【黒ごまと豆乳のパワー
アップスープ】
200g ¥1180
豆乳、玉ねぎ、じゃがいも、
黒ごま、みそ、米麹、かつ
お節、昆布、唐辛子（一部
にごま、大豆を含む）
→腸活・抗酸化作用・デ
トックス効果

【トマトと豆乳の濃厚
ビューティースープ】
200g ¥1180
玉ねぎ、豆乳、トマト、
ピューレーづけ、にんに
く、にんじん、みそ、米
こうじ加工品、バジル
→腸活・美肌・アンチエ
イジング・むくみ解消

【ほうじ茶のスリムアッ
プスープ】
200g ¥1180
玉ねぎ、豆乳、キャベツ、
じゃがいも、みそ、米麹、
昆布、ほうじ茶、唐辛
子（一部に大豆を含む）
→腸活・ダイエット効
果・便秘解消

【白ごまと生姜風味の
ホワイトスキンスープ】
200g ¥1180
玉ねぎ、人参、豆乳、
ねぎ、生姜、米麹、食
用ごま油、ごま、春雨（一
部にごま , 大豆を含む）
→腸活・肌のハリアッ
プ・紫外線予防

【濃厚クリーミー
クラムチャウダー】
200g ¥1180
豆乳（国内製造）、まいた
け、玉ねぎ、味噌、人参、
オリーブ油、米こうじ加
工品、（一部に大豆を含む）
→腸活・デトックス効果

SOUP CLEANSE
スープクレンズ

OKAYU/SOUP
おかゆ / スープ

【クレンジング粥】
250g ¥1060
うるち米（国産)/藻塩
【デトックス粥】
250g ¥1080
玄米/黒米/にんじん/ごぼう/
大根/しいたけ/昆布/藻塩
【リラックスオニオンスープ】
250g ¥1080
玉葱、なたね油、野菜、ブラッ
クペッパー、食塩（原材料の一
部に小麦を含む）

SOUP CLEANSE 
6 Pack セット（各 180g ）

¥9,000

①じゃがいものポタージュ
②ヴィーガンコンソメスープ
③さつまいものスープ
④白菜のスープ
⑤きのこのスープ
⑥ミネストローネ

ジュースだけで 1 日過ごすのは少し不安・・・という方は
『スープクレンズ』がおすすめ♡

動物性・添加物不使用かつ、消化が良く栄養価の高いスープ 6 種類を、
一日かけてお召し上がりいただき、身体を内側からデトックス !!

もちろん、ジュースクレンズ前の準備食や回復食として、普段の料
理の一品として、夜ご飯の置き換え食としてなども OK です！

YAKUZEN CURRY 
薬膳プラントカレー　

200g ¥1180

玉ねぎ、にんじん、トマト、ピューレー
づけ、粉状大豆たん白、米こうじ加工品、
みそ、食用ごま油、レーズン、ニンニク、
生姜、カレー粉、松の実、かぼちゃ種、
陳皮、クミン、カルダモン、シナモン、
コリアンダー、クローブ、ナツメグ、ター
メリック、ジンジャー、パプリカ、こ
しょう、フェンネル、ローレル（一部
にごま、大豆を含む）

VEGAN LASAGNA
ヴィーガンラザニア

1 パック ¥1180
5 パックセット ¥5200

豆乳、ジャガイモ、たまねぎ、
ラザニア、トマト・ピューレづ
け、粒状大豆たん白、にんじん、
かぼちゃ、みそ、米こうじ加工
品、ぶなしめじ、食用ごま油、
セロリ、椎茸、こしょう、オレ
ガノ（一部に小麦、卵、ごま、
大豆を含む）

【ヴィーガンマカロニグラタン】
1個 / ¥1180   5 個セット / ¥5200

マカロニ・じゃがいも・マッシュルー
ム・玉ねぎが入った、具沢山で満腹感
ばっちりのグラタンです。レンジで6
分程温めて下さい。（トースター対応
の器に移し、焼いて食べるのも◎）

CLEANSING RAMEN
クレンジングラーメン

ヴィーガン・グルテンフリー・ハイプロテイン配合の
クレンジングラーメンが新登場 !!

【 酵素玄米  - Enzyme Brown Rice 】
250g ¥1080

ミネラルやビタミンが豊富に含まれて
おり、普段の白米を置き換えるだけで
美容にも健康にもとても効果的。
レンジでチンして温めるだけで簡単に
お召し上がり頂けます。

・1袋 ¥756　・5袋 ¥3600　・5袋×5セット ¥17,000

「え？これって本当にヴィーガン？」思わずそう口にしたくなる絶品ヴィーガンラーメン。
"からだに良いのに美味しい"という点を追求し、麺はクセになるもちもちツルッと食感で。
スープはヴィーガンとは思えないコクと旨味を実現。さらに、男性にも満足していただけ
るように麺にハイプロテインを練りこんだ、食べ応えのあるラーメンになっています!!

[グルテンフリー/ハイプロテイン配合/減塩/合成保存料等不使用]

NEW

【ティー粥】
250g ¥1080
玄米/ほうじ茶/藻塩

【アンチエイジング粥】
250g ¥1080
玄米（国産）、あずき、
藻塩

そのほかにも、お食事・サプリメント・アロマキャンドル・レシピ本など、様々なクリーンプロダクトをご用意しております。　※一部商品のみ下記に記載
詳細につきましてご興味のある方は、店頭スタッフまでお気軽にお申し付けくださいませ。（Web サイトから全ての商品をご覧・ご購入いただけます。）

その他



MY CLEANSING LIFE
マイクレンジングライフ

からだにも環境にも優しい、月に 1 度のお食事のサブスクリプション。
プラントベースでヘルシーなお食事やジュースクレンズを毎月お届けする「マイクレンジングライフ」

【BOX コース】
お食事でダイエットしたい方。約 2 日分のお食事をお届けします。
¥7,500

【JUICE コース】
ジュースクレンズ 1Day＋お食事ひとつ付き
￥8,500~

【BOX&JUICE コース】
ジュースとお食事で 3 日間の
パーフェクトダイエット。
￥14,500~

店頭受取

1DAY   ¥9,500
2DAYS ¥18,500
3DAYS ¥26,500
4DAYS ¥35,000
5DAYS ¥43,500

［ ジュースクレンズをご希望の皆さま ]
※作り置きをせず、受注制のためご予約をお願い致します。
※当日の入荷状況により、内容が異なる場合がございます。
※苦手な食材やアレルギーなどもお気軽にご相談下さいませ。

デトックスボディクレンズ　
1：にんじん、きゅうり、しょうが、グレープフルーツ、オレンジ、レモン
2：小松菜、キャベツ、きゅうり、りんご、グレープフルーツ、レモン
3：アーモンドミルク（シナモン・メープル入り）
4：にんじん、セロリ、しょうが、パイン、グレープフルーツ、レモン
5：ビーツ、にんじん、しょうが、りんご、オレンジ、レモン

ローカロリークレンズ　
1：小松菜、ほうれん草、レタス、しょうが、りんご、グレープフルーツ、レモン
2：キャベツ、白菜、セロリ、黄色パプリカ、クレソン、グレープフルーツ 
3：アーモンドミルク（シナモン・メープル入り）
4：小松菜、きゅうり、セロリ、白菜、キャベツ、グレープフルーツ、レモン
5：ビーツ、トマト、きゅうり、セロリ、しょうが、オレンジ、レモン

ビューティークレンズ　
1：キャベツ、小松菜、ブロッコリー、りんご、グレープフルーツ、レモン 
2：コンブチャ、パイン、オレンジ
3：にんじん、キャベツ、クレソン、りんご、パイン、レモン
4：トマト、キャベツ、りんご、グレープフルーツ、レモン
5：ビーツ、トマト、セロリ、しょうが、りんご、オレンジ、レモン

HOW TO CLEANSE
お食事の代わりにコールドプレスジュースで過ごすジュースクレンズ。野菜や果物の栄養をダイレクトに摂取しながら行えるファスティングです。

ダイエットはもちろん、デトックス・肌荒れ改善・便秘解消・免疫力向上など、さまざまな健康／美容効果があります。

季節限定シーズンクレンズ 
一番人気！毎月メニューが変わるシーズンクレンズ。
季節ごとに旬な果物や野菜を使用しているため、美味しさはもちろん
栄養価もとても高くなっています！！
初めての方や、美味しくクレンズしたい方におすすめ♡

アフターガールズデークレンズ　
1：トマト、ビーツ、りんご、グレープフルーツ、レモン 
2：にんじん、セロリ、トマト、しょうが、オレンジ、グレープフルーツ 
3：ピタヤアーモンドミルク（メープル入り）
4：紫キャベツ、にんじん、りんご、グレープフルーツ、オレンジ、レモン 
5：ビーツ、にんじん、キャベツ、しょうが、りんご、パイン、グレープフルーツ

免疫ジュースクレンズ　
1：タイム、小松菜、キャベツ、グレープフルーツ、レモン
2：ローズマリー、ケール、りんご、パイン、レモン
3：チャコール、レモン、メープル、お水
4：ミント、ケール、セロリ、りんご、オレンジ、ジンジャー、レモン
5：バジル、小松菜、レタス、パプリカ、オレンジ、パイン、レモン

冷凍配送

1DAY ¥10,500
2DAY ¥20,000
3DAY ¥28,500
4DAY ¥37,500
5DAY ¥46,500

モーニングクレンズ  (  3 本セット)　¥5,900 
1：にんじん、きゅうり、しょうが、グレープフルーツ、オレンジ、レモン
2：小松菜、キャベツ、きゅうり、りんご、グレープフルーツ、レモン
3：アーモンドミルク（シナモン・メープル入り）

ナイトクレンズ  (  3 本セット)　¥5,900 
1：アーモンドミルク（シナモン・メープル入り）
2：にんじん、セロリ、しょうが、パイン、グレープフルーツ、レモン
3：ビーツ、にんじん、しょうが、りんご、オレンジ、レモン

店頭受取

1DAY   ¥10,500
2DAYS ¥21,000
3DAYS ¥31,500
4DAYS ¥42,000
5DAYS ¥52,500

冷凍配送

1DAY ¥11,500
2DAY ¥22,500
3DAY ¥33,500
4DAY ¥44,500
5DAY ¥55,500

サポート付きデトックスボディクレンズ  3 Day　¥29,500 
1：にんじん、きゅうり、しょうが、グレープフルーツ、オレンジ、レモン
2：小松菜、キャベツ、きゅうり、りんご、グレープフルーツ、レモン
3：アーモンドミルク（シナモン・メープル入り）
4：にんじん、セロリ、しょうが、パイン、グレープフルーツ、レモン
5：ビーツ、にんじん、しょうが、りんご、オレンジ、レモン
□  ヴィーガ ンお 出 汁12包入り　1袋
□   リラックス オニ オ ン スープ　2袋

店頭受取のみ

店頭受取

1DAY   ¥13,100

冷凍配送

1DAY ¥14,100

メンズデトックスボディクレンズ　
1：にんじん、きゅうり、生姜、グレープフルーツ、オレンジ、レモン
2：小松菜、キャベツ、きゅうり、りんご、グレープフルーツ、レモン
3：アーモンドミルク（シナモン・メープル入り）
4：にんじん、セロリ、生姜、パイン、グレープフルーツ、レモン
5：ビーツ、にんじん、生姜、りんご、オレンジ、レモン
6：チャコール、レモン、メープル、お水
7：ビーツ、トマト、生姜、りんご、パイン、レモン

メンズローカロリークレンズ　
1：にんじん、セロリ、キャベツ、生姜、グレープフルーツ、レモン
2：小松菜、ほうれん草、レタス、生姜、りんご、グレープフルーツ、レモン
3：アーモンドミルク（シナモン・メープル入り）
4：キャベツ、白菜、セロリ、黄色パプリカ、クレソン、グレープフルーツ
5：チャコール、レモン、メープル、お水
6：ビーツ、トマト、きゅうり、セロリ、しょうが、オレンジ、レモン
7：小松菜、きゅうり、セロリ、白菜、キャベツ、グレープフルーツ、レモン

＂綺麗になるための一番の近道は、月に一度の「クレンズ習慣」をつくること。＂

美容・ダイエット・免疫力アップ・体質改善のために、月に一度だけでも食生活を
見直して、美しさを内側から磨いていきましょう♡
ご自身の健康・動物・環境に優しく過ごす為にも取り入れましょう♩

CUSTOM カスタムに関して

メニューの変更もお気軽に承っておりますので
ご希望の際はご予約時にお申し付けくださいませ。

●アーモンドミルクのフレーバー変更 
　⇨カスタム料 300 円

●ジュースのメニュー変更 　　　　　
　⇨カスタム料 500 円
　　※同じメニュー内の場合は無料で変更可能です。


