
大高酵素の飲み方

●健康維持
　朝 40cc　夜 40cc（就寝前）
●疲れ・体調不良
　朝 40cc　昼 40cc　夜 40cc（就寝前）
●病中・病後・体力低下・ケガ・やけど
　朝 40cc　昼 40cc　夕方 40cc　夜 40cc（就寝前）

あくまでも食事の代用のための
製品であるために、

薬のような厳密な「用量・用法」はございませんが、
それぞれ体質、体調や目的によって、
より適正な「飲み方」がありますので

下記の要領を参考にして、
自分に合った飲み方を見つけてください。

あ お い 薬 品
〒983-0824
仙台市宮城野区鶴ヶ谷1-9-13

T e l : 022-251-0933
Fax: 022-251-0933

薬剤師

小林　裕見子

携帯: 090-7664-7255
Eメール
 aoi9113@muse.ocn.ne.jp

詳しくは店頭でご相談ください。

●便秘・肩こり・肌荒れ
　3日間の酵素断食がおすすめ ! !
　1日で 300cc～450cc を数回に分けて飲用
　※酵素断食（ファスティング）の詳しい資料があります

HOW TO DRINK THE SUPER OHTAKA
大高酵素の飲み方

The SUPER OHTAKA is a robust breakfast, a robust lunch 
and a robust supper, not a medicine.
So there’ s no limit or the dose of medication.
According to your condition or your carrying base or 
your diathesis, there’ s a way to drink a moderate 
amount of the SUPER OHTAKA for you.
Here writes the guidance of drinking as follows.

●For your health maintenance
　　Take 40cc in the morning, 40cc before you sleep.
●Getting tired or poor health
　　Take 40cc in the morning, 40cc at noon, 40cc in the 　　　
　　evening, 40cc before you sleep.
●For the term of sickness, recovered from sickness, poor 　　
　physical condition, injuries
　　Take 40cc in the morning, 40cc at noon, 40cc in the 　　　
　　evening, 40cc before you sleep.

●Having constipation, chronic stiff shoulder, rough skin.
　　Try fasting cure for three days only to drink the SUPER OHTAKA!
　　Drink the SUPER OHTAKA  from 300cc to 450cc a day and you 
　　　should be in good shape.

 We can tell you how to smooth your fasting cure in detail, 
Please email to aoi 9113@muse.ocn.ne.jp or come to AOI Drugshop

●健康維持　朝 40cc　夜 40cc（就寝前）
●疲れ・体調不良　朝 40cc　昼 40cc　夜 40cc（就寝前）
●病中・病後・体力低下・ケガ・やけど　朝 40cc　昼 40cc　夕方 40cc　夜 40cc（就寝前）

あくまでも食事の代用のための製品であるために、薬のような厳密な
「用量・用法」はございませんが、それぞれ体質、体調や目的によって、
より適正な「飲み方」がありますので下記の要領を参考にして、
自分に合った飲み方を見つけてください。

●便秘・肩こり・肌荒れ
　3日間の酵素断食がおすすめ ! ! 　 1 日で 300cc～450cc を数回に分けて飲用
　※酵素断食（ファスティング）の詳しい資料があります

ファスティングのご相談はメールまたはあおい薬品まで

あ お い 薬 品 〒983-0824
1-9-13 Tsurugaya, Miyagino-ku 
Sendai City, Miyagi prefecture

　　　　　　　仙台市宮城野区鶴ヶ谷1-9-13
T e l : 022-251-0933
Fax: 022-251-0933

pharmacist薬剤師

Yumiko Kobayashi
小林　裕見子

mobile phone
090-7664-7255（携帯）

e-mail
 aoi9113@muse.ocn.ne.jp

AOI Drugshop


