
BEGINNERS, start here if… 初心者コース、以下の場合はこのコースから始めてください

・You don’t want to change what you eat ・食事の内容をを変えたくない場合
・ You’re too busy to make lifestyle changes or commit to a more
involved program

・忙しくてライフスタイルを変えられない、もしくはより集中的なプログラム
を実行できない場合

・ You do not have any serious illness, and just want a great clean out ・深刻な病気ではなく、デトックスによる健康増進が目的の場合

BEGINNERS 7-Step Herbal Program

This is your daily routine during all five days of the detox program…

STEP1 Upon arising drink 8 ounces of distilled or purified water. 8オンス（＝237ml）の水を用意する。

STEP2
Prepare and drink the  Liver/Gallbladder Flush Drink (see back panel
for how to make this drink).

肝臓／胆嚢のフラッシュドリンクを準備し、飲む（ドリンクの作り方は別途
記載）。

STEP3

15-20 minutes after drinking your Liver/Gallbladder Flush Drink, drink
two cups of Detox Tea (see back panel for how to make this tea). Put 2
droppersful of L-GB Formula in each cup of tea (consuming a total of 4
droppersful) or have this tonic separately in one ounce of strong juice.

肝臓／胆嚢フラッシュドリンクを飲んだ15-20分後に、2杯のDetox Teaを
飲む（Detox Teaの作り方は別途記載）。L-GB Formula 2滴をそれぞれ
のお茶の中に入れる（合計で4滴とる）か、または1オンス（＝30ml）の強
いジュースに入れて飲む。

STEP4
Finally take 3 droppersful of Detox Formula. This formula is very strong
tasting so put it in a little grape juice or other strong juice.

最後に、Detox Formula 3滴をとる。このフォーミュラは、非常に強い味な
ので少量のグレープジュースか他の味の強いジュースに入れて飲む。

STEP5
One hour later have your SuperFood Plus, either as a morning drink or
by taking 15 tablets.

1時間後、SuperFood Plus 15錠をそのままかもしくはドリンクと混ぜて飲
む。

STEP6
Repeat the same dosage of the Detox Tea and L-GB Formula two
more times during the day, consuming a total of six cups of Detox Tea
and 12 droppersful of the L-GB Formula each day.

同じ量のDetox TeaとL-GB Formulaをあと2回とる。合計で1日にDetox
Tea 6杯、L-GB Formula 12滴をとる。

STEP7
Repeat the same dosage (3 droppersful) of Detox Formula four more
times during the day, consuming a total of 15 droppersful each day.

同じ量のDetox Formula（3滴）をあと4回とる。合計で1日に15滴とる。

See IMPORTANT TIPS on the back cover for more details on how to
maximize your results on the herbal program!

5-Day LIVER Detox Program



BEGINNERS Drink Program
This is a DETOX. これはデトックスプログラムです。
These herbs stimulate your entire billiary and gastrointestinal system,
stimulating and flushing the liver and gallbladder and can also cause
your bowels to work more often and more efficiently, regardless of what
you eat.

あなたが何を食べるかに関わらず、これらのハーブがあなたの胆汁と胃
腸がより効率的に働くように刺激し、あなたの肝臓、胆嚢を刺激し洗い流
すことで、腸がより頻繁に効率よく働くようになるかも知れません。

But, if you want to get the most out of this DETOX it just makes good
common sense not to consume constipating and TOXIC FOOD for your
liver while you are trying to flush TOXIC WASTE out of your liver.

しかし、もしあなたがこデトックスプログラムの効果を最大限にしたいな
ら、肝臓から毒を出そうとしている期間は、肝臓のために、便秘になるよ
うな食べ物や毒となる食べ物を消費しないことが効果的です。

So please do your best to stay away from fatty and greasy junk food
that congests your blood and liver, fast food, like dairy and animal foods,
stay away from alcohol which overloads your liver, and consume more
fresh fruit, vegetables and whole grains.

このデトックスプログラムの5日間は、あなたの血と肝臓を油まみれにす
るような、脂肪分が多く、油で汚れているジャンクフード、ファーストフー
ド、乳製品、動物性の食物、肝臓に負担をかけるアルコールから離れる
ようにベストを尽くしてください。
そして、できるだけフレッシュな果物、野菜、全粒粉を食べましょう。

No pressure, but eating more healthy while doing this Detox will help
you get the most out of it.

プレッシャーを感じることはありませんが、デトックスプログラムの期間中
はなるべく健康的な食事をすることが、デトックスの効果を最大限にしま
す。

肝臓／胆嚢のフラッシュドリンク
Put the following ingredients in a blender and blend on high speed for 1
minute, then DRINK!

以下のものをミキサーに入れて1分間混ぜ、飲む！

・ 8 ounces of fresh-squeezed, Organic Fruit Juice 8オンス（＝237ml）の搾りたてのオーガニックオレンジジュース

During spring or summer make 8-oz. of an orange or citrus juice
combination, and during fall or winter make 8-oz. of an apple, grape or
apple/grape combination juice.

春と夏は、8オンス（＝237ml）のオレンジもしくは柑橘類のジュースの
組み合わせ、秋と冬は8オンス（＝237ml）のリンゴ、ぶどう、もしくはリ
ンゴとぶどうの組み合わせのジュース

・ 1 to 5 cloves of organic Garlic オーガニックのにんにく1～5片

Use one clove on Day #1, increase to two cloves on Day #2 and keep
increasing by one clove until you reach five cloves by Day #5.

1日目は1片、2日目は2片というように、毎日1片ずつ増やし、5日目には5
片となるように。

NOTE: Don’t　chop the garlic, just peel it and throw it in the blender
whole.

注：にんにくは刻まず、皮をむいてそのままミキサーに入れる。

・ 1 inch of fresh, organic Ginger Root 1インチ（＝2.5cm）のオーガニックの生姜

Do not peel it. The blender will liquefy it. 皮はむかずに。ミキサーが液状にしてくれます。

HOW TO MAKE THE LIVER/GALLBLADDER FLUSH DRINK



・ 1 to 5 tablespoons of Cold-Pressed, Extra-Virgin Olive Oil
ティースプーン1～5杯の低温低圧圧縮のエクストラバージンオリーブオ
イル

Use one tablespoon on Day #1, increase to two tablespoons on Day #2
and keep increasing by one tablespoon until you reach five tablespoons
by Day #5.

1日目はティースプーン1杯、2日目は2杯と増やし、5日目は5杯となるよう
に。

・ 8 ounces of Distilled or Purified Water 8オンス（＝237ml）の蒸留もしくは浄化した水

It is best to use Distilled, Filtered or Reverse-Osmosis. 蒸留水、浄化した水、もしくは逆浸透の水はベスト。

Detox TEA
IMPORTANT: You must start your preparation of the Detox Tea the
night BEFORE your first day of the 5-Day LIVER Detox Program!

重要：あなたは、5日間の肝臓デトックスプログラム初日の前夜にDetox
TEAの準備が必要です！

STEP1
Put 6 rounded tablespoons of Detox Tea into 60 ounces of distilled
water. Be sure to use only stainless steel or glass cookware.

60オンス（＝1,774ml）の水にティースプーン6杯のDetox TEAを入れる。
必ずステンレス鋼もしくはガラス調理器具を使用する。

STEP2 Let the tea sit in the water overnight. Detox TEAを一晩水につけておく。

STEP3 In the morning, heat to a boil, reduce heat and simmer for 15 minute. 翌朝、Detox TEAを火にかけ、沸騰したら弱火にして15分。

STEP4
Strain the herbs, do not discard them, let the tea cool a bit, but use it
hot. This will give you enough tea for your six cups for the entire day.

鍋にDetox TEAを入れたままにして、少し冷ます（ただし、温かいままで
使用する）。1日に必要な6杯分のTEAができる。

STEP5

Put the used herbs back into the pot, add 3 tablespoons of fresh herbs
and 60 ounces of distilled water. Let sit overnight and repeat whole
process the next morning. Keep adding new herbs to old ones for three
days, then discard all herbs and start over.

60オンス（＝1,774ml）の水と使用したDetox TEAを鍋に戻し、3杯のDetox
TEAを追加する。一晩水につけておき、翌朝は前日同様に準備する。3
日間は同じお茶の葉を使用し、その後はすべて捨てて新しいお茶の葉を
使用する。

HOW TO MAKE THE DETOX TEA


