
Qフューズ シナモン (30ml)
会員価格¥10,350　60PV

心地よい甘味と爽快な刺激を含むノス
タルジックなシナモンフレーバー
原材料: 別途記載

-　清涼感ある甘辛いシナモン味　-

Qフューズ オリジナル (30ml)
会員価格¥10,350　60PV

ナチュラルな爽やかさとヘンプそのものの旨
みを備えたクラシックフレーバー
原材料: 別途記載

- 自然なヘンプの味 -

確実な実感を届けるリアルヘンプ

会員価格¥10,350　60PV
Qフューズ モカ (30ml)

-　癖になる甘さのモカ味 -
芳醇かつなめらかなエキゾチックな
モカフレーバー
原材料: 別途記載

BIOSYNQ™ フルスペクトラムヘンプオイル

BIOSYNQ™ Hemp & Herbal
ロールオン3本セット
会員価格¥ 16,500 100PV

頭からつま先までお悩みに合わせて
使い分けれる3種のパワフルなロールオンセット

※原材料︓別途記載 ※原材料︓別途記載
※原材料︓別途記載

Qリニュー集中ケア 
ロールオンタイプ (10ml)
会員価格￥5,350　30PV 

Q Re-x集中ケア 
ロールオンタイプ (10ml)
会員価格￥5,350　30PV 

Q Def集中ケア 
ロールオンタイプ (10ml)
会員価格￥5,350　30PV 

HEMP - Q FUSE
厳選されたヘンプに含まれるフラボノイド類、テルペン類、各種植物性カンナビ
ノイド類など多種多様な成分を限りなく自然な状態で含有したヘンプオイル。
さらに独自のBIOSYNQ™技術を施すことにより、フルスペクトラムを維持した
まま有効成分であるCBDを高濃度で配合された画期的な処方。
最大化された高濃度、吸収力、効果の発現スピードでリアルなヘンプの効果を
実感頂けます。

※THCは一切含有していません。

高吸収率を誇るBIOSYNQ™技術を施したフル
スペクトラムヘンプオイルとエッセンシャルオイルが
身体に効率的にアプローチし、ベストな結果へと
導きます。直節塗るロールオンタイプなのでスピー
ディかつ確実な実感をお届けします。

HEMP TOPICALS - Roll-On -

ヘンプオイルにバーチオイル、サイプレス
などのエッセンシャルオイルを配合。健
康的な筋肉、関節、お肌をピンポイン
トでサポートします。
こんな時に︓ 肌荒れや筋肉、関節に
不具合を感じた時に
おすすめ添布部位︓　肌荒れ箇所、
首筋、こめかみ、肘、膝などの全身

ヘンプオイルに心地よい香りとリラックス
効果で知られるラベンダーやベルガモット
などのエッセンシャルオイルを配合。リラッ
クスと快適な睡眠をサポートします。
こんな時︓ 就寝前、寝不足気味、ス
トレスを感じる時のリフレッシュに
おすすめ添布部位:　胸、肩、首筋、
手首

ヘンプオイルに免疫や抗炎症をを特徴
とするオレガノオイル、ティーツリーオイル
などのエッセンシャルオイルを配合。外
的から身体を守る自然な防御力の強
化を目的に設計されています。
こんな時に︓疲れ気味、体調に不安
を感じる、寒い時期に
おすすめ添布部位: 胸からつま先にか
けて、または手の平や手首)

瞬時の発現 体内伝達率
100％

向上された
吸収率17倍

・BIOSYNQ™フルスペクトラムヘンプオイル1500mg
・カンナビノイド(CBD)300㎎



Qエクセルクリーム(100ml)
会員価格¥7,980　45PV

アスリートやアウトドア愛好家、活発な日常生活を過ごす方々
に愛されるリカバリークリーム

フルスペクトラムヘンプオイルと天然由来のエッセンシャルオイル
が塗った瞬間、筋肉や関節の痛みに直にアプローチし、炎症ケ
アをしてくれる即効タイプ。
原材料︓別途記載

Qリニュー マイクロインフューズクリー ム(100ml)
会員価格¥ 7,200　35PV

頭からつま先まで全身まるごと痛みと不快感のケアをお届けするコン
フォートクリーム

BIOSYNQ™フルスペクトラムヘンプオイルにさらに、その鎮静効果で
知られるラベンダーやレモングラスなどのエッセンシャルが処方されたQ
リニューは、トラブル肌や不快を感じる節々などのデイリーケアに最適
です。
原材料︓別途記載

Qマックスプレミアム
会員価格\ 7,300 40PV

健全な身体と冴えた思考力のための栄養
素を凝縮

健全な身体の土台となる貴重な微量栄養素に微
粒子化とキレート化を施し、吸収力を向上。さらに、
活性型(メチル型)ビタミン類、ミネラル類、アミノ酸
類をバランスよく配合。身体を細胞レベルでサポート
し、潤滑かつ健全な心身へ導きます。

内容量: 120粒 (30日分)
原材料: 別途記載

Qフューズ（オリジナル）: 精製水、天然香料、BIOSYNQ™(フルスペクトラムヘンプオイル抽出液、β-カリオフィレン、リモネン)、ヒマワリレシチン(非遺伝子組換
え)、グリセリン、安息香酸ナトリウム  

Qフューズ（シナモン・モカ）: 精製水、天然香料、BIOSYNQ™(フルスペクトラムヘンプオイル抽出液、β-カリオフィレン、リモネン)、ステビア葉抽出液(グルコシル
ステビオシド)、ヒマワリレシチン(非遺伝子組換え)、グリセリン、安息香酸ナトリウム  

Qリニュー 集中ケア ロールオンタイプ: BIOSYNQ™フルスペクトラムヘンプオイルEOブレンド – ヘンプ(Cannabis Sativa)、サイプレス(Cupressus semper-
virens)、 ローズゼラニウム(Pelargonium graveolens)、バーチ(Betula lenta)、 ラベンダー(Lavandula angustifolia)、マジョラム(Origanum 
majorana)、 レモングラス(Cymbopogon flexuosus)、 ローズマリー (Rosmarinus officinalis)その他成分 – ジプロピレングリコール(保湿剤)

Q Re-x集中ケアロールオンタイプ: BIOSYNQ™フルスペクトラムヘンプオイルEOブレンド – ヘンプ(Cannabis Sativa)、ラベンダー(Lavandula angustifo-
lia)、ベルガモット(Bergamot、Citrus bergamia)、 スイートオレンジ(Citrus sinensis)、パチョリ (Pogostemon cablin)、 グレープフルーツ(Citrus 
paradisi)、イランイラン(Cananga odorata) その他成分 – ジプロピレングリコール(保湿剤)

Q Def集中ケアロールオンタイプ: BIOSYNQ™フルスペクトラムヘンプオイルEOブレンド – ヘンプ(Cannabis Sativa)、トウガラシ(Capsicum annum)、チョ
ウジ(Syzygium aromaticum)、 シナニッケイ(Cinnamomum cassia)、レモン(Citrus limon)、ティー ツリー(Melaleuca alternifolia)、タイム
(Thymus zygis)、オレガノ(Origanum vulgare) その他成分 – ジプロピレングリコール(保湿剤)

Qリニュー コンフォートクリーム : 精製水、プロパンジオール、ステアリン酸グリセリル、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、キシリトール、BIOSYNQ™ フルスペクト
ラムヘンプ(Cannabis sativa)オイル、セテアリルアルコール、ポリソルベート60、カルボマー、ホホバ (Simmondsia chinensis)オイル、レシチン、ジメチコン、水
酸化Na、ソルビン酸Ｋ、アロエベラ(Aloe barbadensis)花抽 出液、フェノキシエタノール、エチルヘキシルグリセリン、プルメリア(Plumeria rubra)オイル、レモ
ン(Citrus limon)オイル、ライ ム(Citrus aurantifolia)オイル

Q エクセル マッスルクリーム: 精製水、プロパンジオール、ステアリン酸グリセリル、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、メントール、BIOSYNQ™フルスペクトラ ム
ヘンプ(Cannabis sativa)オイル、ウィンターグリーン(Gaultheria procumbens)オイル、ユーカリ葉Eucalyptus globulusオイル、 カンフルCinnamomum 
camphoraガム、ペッパーミント(Mentha piperita)オイル、セチルエステルズ、セテアリルアルコール、ポリソルベ ート60、ラウロイル乳酸ナトリウム (Sodium 
Lauroyl Lactylate)、カルボマー、ホホバ(Simmondsia chinensis)オイル、レシチン、水 酸化Na、ソルビン酸Ｋ、アロエベラ(Aloe barbadensis)花抽出
液、ジメチコン、フェノキシエタノール、エチルヘキシルグリセリン

Q マックスプレミアム: Qサイエンス独自のナノブレンド 1900mg カルシウム(キレートとして)、マグネシウム(キレートとして)、カリウム(キ レートとして)、リン(キレート
として)、亜鉛(キレートとして)、ホウ素(キレー トとして)、マンガン(キレートとして)、セレン(キレートとして)、モリブデン( キレートとして)、バナジウム(キレートとして)、
クロム(キレートとして)、 Qサイエンス独自
の最適化ブレンド 995mg 重酒石酸コリン、Moomiyo(シラジット)、アストラガルス根エキス、シトラ スバイオフラボノイド、DL-フェニルアラニン、イノシトール、ブド
ウ種子 エキス、イチョウ葉エキス【その他原材料】セルロース(カプセル)、米粉、ステアリン酸マグネシウム、シリカ

Q アーマー: 独自のブレンド(Q アーマーブレンド) 2,500 mg ** 　オーガニック冬虫夏草(コルジセプス・ミリタリス)、オーガニ ック瓦茸(Trametes Versicolor)
、オーガニック霊芝(Ganoderma Lucidum)、オーガニック椎茸((Lentinula Edodes)、オーガニック 黄耆(Astragalus Propinquus)、オーガニックチャーガ
(Inonotus Obliquus)、オーガニック牛樟芝((Antrodia Camphorata) 【その他原材料】天然チャイ香料、ココナッツオイルパウダー、塩、ス テビア葉エキス、
キサンタンガム

Qアーマー
- チャイスパイスフレーバー -
会員価格\ 7,980 40PV

21世紀の環境に適した免疫力改善サポーター

ヒトの身体的 ・ 精神的なストレス に対処するための
補助や、 必要に応じて 「適応」 する力を高める働き
のあるアダプトゲンハーブのうち、免疫力を特徴とする稀
少なキノコを独自の処方で採用。外的要因から心身と
もに保護サポートします。
内容量: 100g (30杯分)
原材料: 別途記載

原材料

HEMP TOPICALS - CREAM -

NUTRITIONALS


