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おなかの健康にこだわった⾷事置き換え型ダイエット⾷品
「スリムトップスシンバイオ」
お得なトライアルセット新登場！

延べ200万人の会員に向けて、ダイエットアイテムを35年に渡り販売している、株式会社グローバル（本社：

東京都千代田区、代表取締役：田中文昭）は、食事置き換え型ダイエット食品「スリムトップス シンバイオ

トライアルセ ト」を2011年10月25日より新発売いたします

～ 人気フレーバー5食入り（シェーカー付） ～

トライアルセット」を2011年10月25日より新発売いたします。

「スリムトップス シンバイオ」は、2009年4月より当社から発売している、おなかの健康にこだわった、

人気の食事置き換え型ダイエット食品です。1日の食事のうち1～2食を置き換えるだけで、手軽にダイ

エットに取り組めます。当社オリジナルの「シンバイオティクス理論（注1）」に基づき、乳酸菌、オリゴ糖、

食物繊維をバランスよく配合し カラダに必要な栄養を吸収する組織である「腸」にアプローチすること食物繊維をバランスよく配合し、カラダに必要な栄養を吸収する組織である「腸」にアプローチすること

で、健康的なダイエットをサポートします。

特に夕食を置き換えると効果も非常に高く、本年9月に発表された、

「スリムトップス シンバイオ」を使用してダイエットに挑む、専属モデ

ルオ ディションでは 2ヶ月間で10k のダイエットに成功した方もいルオーディションでは、2ヶ月間で10kgのダイエットに成功した方もい

ました。

この度、さらに多くの方に「スリムトップス シンバイオ」の効果と美

味しさを実感していただきたいという思いから、5食分を専用シェー

カー（300円相当）とセットにした、お買い求めやすい「トライアルセッ

スリムトップス シンバイオ
トライアルセット（2,480円）

ト」を発売します。

からだに必要なたんぱく質や食物繊維、ビタミン、ミネラルをバラ

ンスよく配合した上、「生きた乳酸菌」が体内からも美をサポートしま

す。定番人気の5種類の味をまずはお試しください。

＜『スリムトップス シンバイオ お試し特別セット』＞

■商品名 ：『スリムトップス シンバイオ トライアルセット』

■内容量 ：1箱5食入（ショコラ、抹茶・ラテ、バナナ・ラテ、フレッシュフトロベリー、トロピカルマンゴー）

■価格 ：2,480円（税込）

■お召し上がり方 ：シェーカーに水300mlと本品1袋を入れて、よく振ります。粉末が溶けたらできあがりです。
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■お召し上がり方 シ カ に水300mlと本品1袋を入れて、よく振ります。粉末が溶けたらできあがりです。

抹茶・ラテはホットでもお飲みいただけます。

1日のうち、1～2食を普段のお食事と置き換えてお召し上がりください。

夕食を置き換えると、特に効果的です。

※お試し特別セットのご購入は、初回購入の方お一人様1点に限らせていただきます。



食事置き換え型「スリムトップスシンバイオ」3つの特徴

１ おなかの健康にとことんこだわった「シンバイオティクス」処方１．おなかの健康にとことんこだわった「シンバイオティクス」処方

２．1袋で1回の食事に必要な食物繊維、たんぱく質と16種類のビタミン・ミネラルが補える

３．10種類の味で飽きずに楽しくダイエットに取り組める

（注1）おなかの健康にとことんこだわった「シンバイオティクス」処⽅とは
ビフィズス菌や乳酸菌などに代表される、腸内バランスを改善する微生物「プロバイオティクス」と、食

物繊維やオリゴ糖に代表される、有用菌の増殖を助ける働きをする微生物「プレバイオティクス」の二つ

を一緒に摂取することを 「シンバイオティクス」と呼びます

ラブレ菌 ビフィズス菌 ケフィアパウダー

プロバイオティクス

を 緒に摂取することを、「シンバイオティクス」と呼びます。

「スリムトップス シンバイオ」は、この独自のシンバイオティクス理論をもとに作られており、腸内環境を

改善し、デトックス作用で「やせやすい体内環境」を作り、健康的で持続的なダイエットをサポートします。

シンバイオティクス理論により、生きた乳酸菌を

腸に届け 腸内環境を正常化し 痩せやすい体を プロバイオティクス
（腸内バランスを改善）

プレバイオティクス
（有用菌を増殖）

シンバイオティクス

腸に届け、腸内環境を正常化し、痩せやすい体を

作ります。味は10種類から選べるため、美味しく

飽きずに楽しくダイエットに取り組むことができま

す。

オリゴ糖 食物繊維

「 プ バイオ は 食当たり と低カ

1袋で1回の⾷事に必要な⾷物繊維、たんぱく質と16種のビタミン・ミネラルが補えます

「スリムトップス シンバイオ」は、1食当たり162～169Kcalと低カ

ロリーで、1日に必要な16種類のビタミン・ミネラルを、2食分で摂取

することができます。

また、脂肪燃焼に関わるビタミンB群を配合しており、美容サポー

ト効果が高いビタミンCと葉酸の1日必要量を、1食分で摂取できる

ため、美味しく、楽しく、健康的にダイエットに取り組むことができま

す。

さらに、筋肉を落とさない、健康的なダイエットに必要不可欠な

「たんぱく質」を1食あたり20g、若々しさをサポートする大豆のポリ

フェノール「大豆イソフラボン」を1 5㎎以上配合しています。
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フェノ ル「大豆イソフラボン」を1.5㎎以上配合しています。



■2ヶ⽉で10キロ減！
｢スリムトップス シンバイオ｣を利⽤した専属モデルオーディションを開催
2011年9月、「スリムトップス シンバイオ」を利用した第1回専属モデルオーディションの結

果が発表され、初代グランプリに寺田操さんが選ばれました。

当オーディションは、応募者に2ヶ月間ダイエットに取り組んでもらい、日々無理のないよう

ダイエット前 2ヶ月後 サイズ変化

二の腕 31cm 25cm 6cm

当オ ディションは、応募者に2ヶ月間ダイエットに取り組んでもらい、日々無理のないよう

にダイエットできた方を表彰し、専属モデルとして認定したものです。

この度、見事グランプリを受賞した寺田さんは、ダイエット前63.5kgであった体重を、2ヶ月

間で53.2kgまで減らすことに成功し、見事10.3kgの減量に成功しました。

二の腕 31cm 25cm －6cm

アンダーバスト 80.5cm 72.5cm －8cm

ウエスト 77.5cm 65.2cm －12.3cm

おなか 91cm 79.2cm －11.8cm

ヒップ 95.5cm 85.5cm －10cm

初代専属モデル
寺田操さん

太もも 56cm 48.3cm －7.7cm

体脂肪率 34.5% 23.3% －11.2pt

寺⽥さんの2ヶ⽉でのダイエット結果

グランプリの寺⽥さんから学ぶ「スリムトップス シンバイオ」1週間メニュー

・さららの塩焼き
・にらとおから

甘酢あえ
・トロロこんぶの

おすまし
・ごはん一膳

・八宝菜
・五目煮豆
・トマトサラダ
・ごはん一膳

・ひれ肉のシソ
チーズ挟み焼き

・たけのこと
わかめの煮物

・きゅうりの
梅肉あえ

・お味噌汁
・ごはん一膳

・冷しゃぶサラダ
・なすのしょうが

焼き
・わかめの

おすまし
・炊き込みごはん

・カレイの煮付け
・ひじきの煮物
・ちりめんじゃこ

の大根おろし
・大根とあげの

味噌汁
・ごはん一膳

・えびと野菜の
水餃子

・大根とあげの
煮物

・玉ねぎの
スライスサラダ

・おすまし
・ごはん一膳

・さけときのこの
ホイル焼き

・切り干し大根
・長ネギの

お味噌汁
・きゅうりと

もずく酢
・黒豆ごはん

3/4



「スリムトップス シンバイオ ドリンクミックス」

全10種：1箱14食入り／5,980円（税込）

＜フルーツフレーバー＞ ＜カフェスタイル＞（ホットでも可）

スリムトップス シンバイオは全10種類の味で、飽きずに楽しくダイエットに取り組めます

＜フル ツフレ バ ＞

バナナ・ラテ

フレッシュストロベリー

トロピカルマンゴー

ミックスベリー

ハニーオレンジ

＜カフェスタイル＞（ホットでも可）

ショコラ

ミルクティー

抹茶・ラテ

ローストコーヒー

アーモンド・ラテ

＜『スリムトップス シンバイオ トライアルセット』 商品概要＞

■商品名 ：『スリムトップス シンバイオ トライアルセット』

■原材料名 ：大豆たんぱく（遺伝子組換えでない）、ポリデキストロース、乳糖果糖オリゴ糖、ドロマイト、

グルコマンナン、キシロオリゴ糖、大豆抽出物、他 （原料の一部に乳製品を含む）

■内容量 ：1箱260g（52g×5食入り）

■価格 ：2,480円（税込）

■賞味期限 ：製造日より1年

■販売方法 ：通信販売／一部店舗（グローバルヘルシー水道橋店／八幡平店）

■お召し上がり方 ：シェーカーに水300mlと本品1袋を入れて、よく振ります。粉末が溶けたらできあがりです。

1日のうち、1～2食を普段のお食事と置き換えてお召し上がり下さい。

夕食を置き換えると、特に効果的です。

専門カウンセラーが無理のない健康的なダイエットをサポート

＜会社概要＞

当社では、ダイエット中の悩みや疑問、商品購入前の

カウンセリングなどを、専門カウンセラーが直接フリーダ

イヤルにてお答えしています。

■会社名 株式会社グローバル

■設立 1977年9月1日

■代表者 田中 文昭

■資本金 45,000千円

■事業内容 医薬品・健康食品・化粧品の企画開発・販売

■URL http://www global-diet co jp/

【読者からのお問い合わせ先】

株式会社グローバル 0120-20-9686

【リリースに関するお問い合わせ先】

■URL http://www.global diet.co.jp/
■住所 〒101-0061 東京都千代田区三崎町2-15-2
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株式会社グローバル 宣伝営業部 担当：三井（ミツイ）

Phone：03-3511-0671／Fax：03-3511-0677 

masayuki.mitsui@global-kanpo.co.jp

http://www.global-diet.co.jp/


