THE BEST HEMP OIL
IN THE WORLD!

L I V E W E L L N E S S , C R E AT E L I F E S T Y L E .

PrimeMyBody combines Nano-Enhanced technology with a sustainable,
naturally grown hemp oil, which has been used for a wide range of
healthy benefits dating back more than 3,000 years! Our proprietary,
Nano-Enhanced Hemp Oil abosrbs into the body faster than any other
hemp oil in the world! It has undetectable levels of tetrahydrocannabinol
(THC). It’s non-psychoactive and not marijuana, which means it doesn’t
get you high, it just makes you healthier.

世界N O. 1のヘンプオイル！

ヘンプオイルは3,000年以上も前から、健康とウェルネスのため

に利用されてきました。PrimeMyBodyのヘンプオイルは、環境

に優しく自然な手法で育てられたヘンプオイルと、ナノ強化テクノ
ロジー技術を組み合わせた、ナノ構造リポソーム植物性カンナビ

ノイドヘンプオイルです。当社のヘンプオイルは世界中に存在す
るどのヘンプオイルよりも体内への吸収性に優れています。

当社のリポソーム活性ジオールと非リポソーム活性ジオールの比較
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相対的バイオアベイラビリティ
（生物学的利用能）
は、
同じ化合物から成る2種類の製剤を投与後
の、血漿濃度の時間曲線（通常は曲線の下のエリアとして）
を比較することで求められます。
この
実験において、
当社のリポソーム製剤は、非リポソーム製剤をはるかに上回る5倍もの体内吸収
率を持つことが確認されました。
注：この実験において、
当社の活性ジオールリポソーム製剤は、
キャリアオイルとしてサンフラワー·シード·オイルを使った当社の活性ジオールに照らしてテストされました
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これまでに
ない、画期
的な伝達シ
ステム

Pri m e M yBo d yは ヘンプオイル産 業にお
ける「伝 達 技 術 」の先 駆 者です。当社は 徹 底し
た管 理 下で、リポソーム製 剤用の水 分 散 性カ
ンナビノイドを製 造しています。
当社のマイクロ乳化工程は、漿液の吸収を高め、素早く簡 単
に、最 適な摂取を実現します。

当社では、オイルのバイオアベイラビリティを高めるリポソー
ム伝達システムを活用しています。商品は、産業用大麻の茎
部抽出物を含む健康補助食品であり、利用者に健康な生 活
をお届けします。また、この種の植物に付随する抗精 神 作用
や多幸感作用が無いので安心してお使いいただけます。
Pri m M yBodyのマイクロ·カプセル化伝達システムは、手 軽
な経口投与にもかかわらず、静脈内注射に匹敵する効 果をも
たらします。これは、最 高グレードの原 料で作られる、より小
さく、安定した単層球を用いてるため、リポソーム技 術の向
上を可能にしているのです。

良いリポソームに必要なものとは？
粒子のサイズ：多くの栄養補助食品メーカー
は、手軽に入手できる原材料を使用すること
が多く、一般的にその粒子の大きさは大きく
（200～600nm）なり、吸収率も低くなりま
す。当社の粒子システムの多くは、製薬会社が
目標とする50～100nmまでサイズを小さく
しています。
高速吸収：低グレードのリン脂質（例えば生
レシチン）を使用する既存のリポソームは、化
合物を分解してしまい、効果的に伝達するこ
とができません。
しかし、ホスファチジルコリ
ンリン脂質化合物は、小さく、安定しており、
単層球（単層小胞）を伝達することができま
す。当社の小胞は口に入れるとすぐ吸収を開
始するほど小さく製造されています。
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の評価を受けておりません。
当社の商品は、
いかなる疾患または
病気も、診断、治療、除去、
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化合物の効果的な伝達：リポソームはリン脂
質から成る微細な単層から多層の球体で、
細胞膜の基本要素です。当社ではこれらのリ
ン脂質をカプセル化し、通常なら化合物の
吸収を低下または制限してしまう消化作用
を回避しています。
優れた要素：驚異的な吸収率に加
え、PrimeMyBodyが生み出すナノ粒子は、
大切な成分を細胞内に沈殿させ、栄養物の
リンパ循環を強化する能力を実証しました。
「賢い」原料：リポソームの殻を形成するリ
ン脂質は、細胞膜に養分を送ります。これに
より、養分吸収や、細胞の老廃物および毒素
の排出に適切な機能が確保されます。
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右側の容器はメーカーAがナノ乳化ヘンプオイルとして販売しているものです。
原産物を遠心分離機で分離すると、
当然、混合物を分離させるのに十分な引圧
がかかります。
メーカーAのヘンプオイルは、本来水分と油分が安定して分散す
ることが決して無いにもかかわらず、
目視でキサンタンガムの存在を確認できま
す。
これでわかるのは、
この商品がオイルと水の混合物であり、
まるでサラダ·ドレ
ッシングのように、再びオイルと水に分離してしまうということです。

PRIMEMYBODYの ナノ乳化ヘンプオイル

当社の研究室にて、
ナノ技術を利用しているとされるメーカーAのヘンプオイル
を遠心分離機に入れ、
その隣に当社のナノ構造リポソーム植物性カンナビノイ
ドヘンプオイルを入れ分離したところ、
その結果は大変驚くべきものでした。

メーカー Aのナノ乳 化

クリーンで、より速く、より強く。

左側の容器がPrimeMyBodyのナノ構造リポソーム植物性カンナビノイドヘン
プオイルです。
こちらは上から下まで、分離がまったくないことがよくわかりま
す。事実、
こちらのオイルの液滴は非常に小さいため、
オイルは均等に消散してお
り、重力でさえ分離できませんでした。
これこそが、本物の安定したナノ伝達方式
なのです。

THCを取り除く工程

当社製品は、2段階の精製プロセスを経て作られます。始めに原材料を食品加工用で使われる、
エタノール抽出
法によって抽出し、植物由来のオイル、
カンナビノイド、
フェノールなどの抽出物ができます。

次に擬似移動床クロマトグラフィー法という、化合物の断片を厳選、抽出するよう意図的に設計された高度な技
術を使います。
当社のナノ構造リポソーム植物性カンナビノイドヘンプオイルはこの技術によってTHCとクロロ
フィルを抽出除去。結果的に、THCの痕跡がない製剤となっています。

PUMP、PUMP、PASS！

この画期的な商品と、
ビジネスチャンスについて聞いてみましょう！当社のナノ
構造リポソーム植物性カンナビノイドヘンプオイルに関する詳細は、以下のア
フィリエイトサイトをご覧ください。
PRIMEMYBODYアフィリエイト
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