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定休日

10
2020

グリーンページ
◆    新型コロナウイルス感染予防のため店内の感染防止対策を実施しています。
　　又、生産・物流の影響で品切れになっている商品もございます。
　　ご理解のほどよろしくお願いいたします。 
◆    卵、パン、生鮮加工品などの入荷日が予告なしに変更になる場合があります。
        ご了承ください。
◆    WEB サイトからもグリーンページをご覧をいただけます。

定休日

定休日

定休日 ・生鮮加工品
・ザクセンのパン
・乳製品・有機野菜
・豆腐・納豆
・自然の味の生鮮加工品

・さんさん
　ベーカリのパン

リマクッキング
                   初級

リマクッキング
                   中級

・秋川牧園平飼卵

・秋川牧園平飼卵

・秋川牧園平飼卵
・さんさん
　ベーカリのパン

定休日

リマクッキング
                   上級

・生鮮加工品
・ザクセンのパン
・乳製品・有機野菜
・豆腐・納豆
・自然の味の生鮮加工品

・さんさん
　ベーカリのパン・池田の森ベーカリー

　　　カフェのパン

・さんさん
　ベーカリのパン

・さんさん
　ベーカリのパン

・秋川牧園平飼卵

・生鮮加工品・豆腐・納豆
・森のおやつやさんの
　パン・焼き菓子
・乳製品・有機野菜

・池田の森ベーカリー
　　　カフェのパン

・池田の森ベーカリー
　　　カフェのパン

・池田の森ベーカリー
　　　カフェのパン

・生鮮加工品・豆腐・納豆
・森のおやつやさんの
　パン・焼き菓子
・乳製品・有機野菜

・生鮮加工品・豆腐・納豆
・森のおやつやさんの
　パン・焼き菓子
・乳製品・有機野菜

・生鮮加工品・豆腐・納豆
・森のおやつやさんの
　パン・焼き菓子
・乳製品・有機野菜

1816

静岡県富士宮市北町 4-13
TEL/FAX  0544-22-3741
OPEN  9：30 ～ 18：00
定休日  日曜・一部祝日

ＷＥＢ

fuji-green.coｍ

富士グリーンのWEBサイト　　
グリーンページや最新情報、
商品ページも見やすくなりまし
たのでぜひご利用下さい。

※　生鮮品やお米・本・セール品など一部ポイント
　　除外品あります。ご了承ください。

ポイントカードは無料ですぐ作れます！
500 円 (＋税 ) で 1ポイント！
100 ポイント貯まると
500 円のお買い物券がお買い物時に発行されます。

サービスDAY はポイントが貯まるチャンス！
QRコードを読み取り
「追加」ボタンをタップしてください

お得情報
　満載

友だち登録で
定期的にお得情報配信！

店内の様子、入荷情報
サンプル添付、お得情報など
　　随時お知らせいたします

＠fujigreen1979
富士グリーン公式ツイッター

@749dlbdk

富士グリーン
公式アカウント

・秋川牧園平飼卵 ・秋川牧園平飼卵

・生鮮加工品・豆腐・納豆
・森のおやつやさんの
　パン・焼き菓子
・乳製品・有機野菜

・池田の森ベーカリー
　　　カフェのパン

ポイント
２倍

ポイント
５倍

ポイント
５倍

ポイント
５倍

ポイント
２倍

ポイント
２倍

ポイント
５倍

ポイント
５倍

ポイント
５倍

・生鮮加工品
・ザクセンのパン
・乳製品・有機野菜
・豆腐・納豆
・自然の味の生鮮加工品

・生鮮加工品
・ザクセンのパン
・乳製品・有機野菜
・豆腐・納豆
・自然の味の生鮮加工品

・生鮮加工品
・ザクセンのパン
・乳製品・有機野菜
・豆腐・納豆
・自然の味の生鮮加工品

・生鮮加工品
・ザクセンのパン
・乳製品・有機野菜
・豆腐・納豆
・自然の味の生鮮加工品

ポイント
５倍

ポイント
５倍

ポイント
５倍



【 唾液の質をチェック！ 】
□　朝食を食べないことがある。
□　ヨーグルトなどの発酵食品をあまり食べない。
□　野菜、イモ類はほとんど食べない。
□　冷たい飲み物や食べ物をよく摂取する。
□　人よりご飯をはやくたべおわってしまう。早食いだと自覚している。
□　脂っこいものや肉が好き。
□　外出するよりも家にいることの方が多い。
□　体操や散歩など簡単にできる運動でも面倒でほとんどしない。
□　よく便秘になる。あるいは下痢になる。
※チェックが4個以上付いた人は、唾液の質が落ちている可能性があります。

「nico」2018年6月号「特集：唾液のチカラ」槻木恵一（クインテッセンス出版刊）より　イラスト：有村綾

人の免疫は、害を与える微生物に対して働き、病気を軽く済ませてくれたり、発症を防いだりします。
口の中にたくさんいる常在細菌は、体を守る働きを示すものもありますが、悪さをする細菌もいま
す。この悪さをする細菌やウイルスを減らすことが大切です。細菌の塊であるプラークは歯磨きをし
ないと落とすことはできません。
口の中にはもう1つ細菌の塊があります。それは舌の表面についた舌苔です。これらの細菌を口腔
ケアにより減らすことで、口腔の免疫が十分に働くことができるようになります。
口の免疫は、Igaという抗体が働き、害を及ぼす微生物を排除してくれる粘膜免疫というシステムで
実行されています。しかしこのIgaも口の中が汚れていれば、敵が多すぎて、防衛が難しくなってしま
うのです。

歯磨き、舌磨きで悪玉菌を減らすこと
口腔内の善玉菌を増やすこと
歯磨き、舌磨きで悪玉菌を減らすこと
口腔内の善玉菌を増やすこと

人の免疫は、害を与える微生物に対して働き、病気を軽く済ませてくれたり、発症を防いだりしま
す。口の中には、細菌がたくさんいるのをご存じですか？常在細菌と言って、体を守る働きを示す
ものもありますが、悪さをする細菌もいます。この悪さをする細菌やウイルスを減らすことが大切
です。細菌の塊であるプラークは歯磨きをしないと落とすことはできません。口の中にはもう1つ
サイキンノ塊があります。それは舌の表面についた舌苔です。これらの細菌を口腔ケアにより減
らすことで、口腔の免疫が十分に働くことができるようになるのです。口の免疫は、Igaという抗体
が働き、害を及ぼす微生物を排除してくれる粘膜免疫というシステムで実行されています。しか
しこのIgaも口の中が汚れていれば、敵が多すぎて、防衛が難しくなってしまうのです。

唾液の免疫を上げるポイントは

￥3200
30粒入  ￥4000(+税)

口臭、虫歯、歯肉炎など、気になる症状
に。
Ｋ12菌は赤ちゃんの口腔内に100％存
在する乳酸菌ですが、年齢と共に失わ
れてしまいます。
清潔にした口腔内にK12菌を補充する
ことで、口腔の善玉菌を底上げし、細菌
バランスを保ちます。
朝の唾液のネバネバがなくなり、爽快
になります。口内炎ができにくくなった
とのお声もよくいただく商品です。

お口のための乳酸菌
プロバイオティクス K12
お口のための乳酸菌
プロバイオティクス K12

発泡剤に無添加せっけんを使
ったせっけんハミガキに、天然
塩をプラスした薬用ハミガキ。
合成海面活性剤不使用。
刺激のない塩加減で磨きやす
く人気商品です。

発泡剤に無添加せっけんを使
ったせっけんハミガキに、天然
塩をプラスした薬用ハミガキ。
合成海面活性剤不使用。
刺激のない塩加減で磨きやす
く人気商品です。

シャボン玉
薬用 せっけんハミガキ

￥432
80g ￥480(+税)

￥225030g  ￥2500(+税)

常在菌(善玉菌)はそのままに、虫歯や歯
周病の原因となる悪玉菌に対してのみ、
効果を発揮するマスティマスト。
口腔環境を整え、歯肉炎、歯石の
沈着予防、口臭、虫歯予防など。

薬用ハミガキ
薬用マスティマスト ジェルタイプ
薬用ハミガキ
薬用マスティマスト ジェルタイプ

マスティックとは、ギリシャに生育する木の樹脂から抽出
した成分です。
5000年も前から使われている貴重なハーブで、強い殺菌
力があることから、現在も欧米を中心に、手術用の糸や軟
膏、歯周病用ハミガキなど応用されています。

￥2250
300ml ￥2500(+税)

薬用ハミガキ　
薬用マスティマスト 液体タイプ
薬用ハミガキ　
薬用マスティマスト 液体タイプ

10％
OFF !!

10％
OFF !!

20％
OFF !!

10％
OFF !!

口腔ケアで免疫アップ
唾液力を上げる

歯磨きとして、または口腔内のリ
ンスとしても使えるシリーズです。
リンスとして使うときは、口腔内
を清潔にした後使用します。

セール期間は10/31(土 )まで

(+税)(+税)

(+税)

(+税)


