








▼British F3

▲ JIA-QA センターのブース

▲ Immun' Âge のロゴ入りのマシンで挑む Alice さん

Silverstone での表彰式

▲ 鮮やかなピンクの Alice さんのヘルメット

▲ 大里インターナショナル西側の小川
と大野町ホタルの里研究会による看板

▲ たくさんのホタルが飛翔する様子

▲ 大里ラボラトリーの「子ども 110 番の家」

▲ シムズ / マン -UCLA センターで販売されている Immun' Âge

▲ 大里ラボラトリーの VTR
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大里ラボラトリーでは、安全な地域づくりに貢献するため「子ども110番の家」を設置し
ています。大里ラボラトリーは大野町立北小学校の生徒が通う通学路に面しており、子
どもを狙った犯罪の未然防止のために、この活動を実施しています。「子ども110番の
家」とは、子どもたちが不審者に声をかけられ身の危険を感じた時に、自分で駆け込ん
で助けを求めることができる緊急避難場所です。避難してきた子どもたちから事情を
聞き、保護するとともに、110番通報します。
今後も社員一同、地域への協力と防犯に努めていきたいと思います。

2015年2月11日「世界病者の日」に、大里研究所 理事長の林 幸泰はバチカンに夫
妻で招待され、ローマ教皇フランシスコに謁見する栄誉を受け、予防医学の重要性
についてローマ教皇と直接お話し、Immun 'Âgeを手渡しました。Immun 'Âgeの
バチカンとのストーリーは、200 2年に遡ります。一度目は、ノーベル医学・生理学賞
受賞者のリュック・モンタニエ博士がパーキンソン病に悩んでおられた当時のローマ
教皇ヨハネ・パウロ2世に健康回復のため直接手渡されました。また、2012年には、
バチカンにて前ローマ教皇ベネディクト16世にOSATOチームがImmun 'Âgeを
手渡すという二度目の栄誉に浴しました。
そして今回、ローマ教皇への三度目のImmun 'Âge献上と、非常に名誉な喜ばしい
ニュースとなりました。Immun'Âgeは2012年からバチカン薬局で販売されています。

大里インターナショナルのすぐ西側には小川が流れています。ここ
に流れるきれいな水を汚さないこと、自然あふれる環境を未来ま
で保ち続けることも、この地で産業を行う企業の務めと考えます。
そこで2010年より、水質環境の保全をすることでホタルが棲め
る環境づくりを推進するプロジェクトが始動し、このプロジェクト
を現在も継続しています。毎年6月頃にはたくさんのホタルが飛
翔する幻想的な光景が見られます。

「子ども110番の家」を設置しています

ホタル保護プロジェクト 継続中

ホテル、外食、フードケータリング、厨房の合同展示会であるHCJ2013に
て、ISOマネジメントシステム認証機関であるJIA-QAセンターが、「食品安
全規格ISO22000、FSSC22000の認証」を案内するにあたり、既にその両
方を取得して有効に活用している会社の例としてImmun' Âgeの製造工
場である株式会社大里ラボラトリーをVTRや資料で紹介しました。

J IA -QAセンターが大里ラボラトリーをHCJ2013展示会で紹介

レースの世界で女性でありながらドライバーとして戦っているAlice 
Powellさんは、日常ならびにレース前後にImmun' Âgeを使用しなが
ら、自己の健康管理を行なっています。2012年、GP3で女性ドライ
バーとして初のチャンピオンシップ・ポイントを獲得しました。2013年
にはUKモータースポーツの発展を促進するため、イギリスの通商
使節団の一員として首相と共にインドへ赴き、F 3カップでは
Si l v e r s t on eでのレースで表彰台のトップに立ち、2014年には
British F3に参戦しました。今後も更なる活躍が期待されます。

世界に羽ばたく若きドライバーを応援

ローマ教皇フランシスコ (Pope Francis) にImmun’Âge献上

シムズ/マン-UCLAセンター　
アメリカのカリフォルニア
大 学ロサンゼルス校
(UCLA )のシムズ/マン
-UCLAセンターでは、治
療を受けている患者さん
やその家族が健康を増
進し、治療を続けていく
中で生じるさまざまな困

難を克服できるように効果的なサプリメントを販売し
ています。今回、センターの患者さんからの要望で
Immun' Âgeの販売が実現しました。シムズ/マン-UCLA
センターでは最善の医療とは複数の治療法の組み
合わせだと考えられています。

2014年、退位を発表し話題となったスペインのフ
アン・カルロス1世国王から王位を継承したフェリペ
皇太子（現在は国王）の妃で、同国では民間人初
で王室に入ったレティシア皇太子妃（現在は王
妃）は、健康に非常に気を使い、いつまでも若 し々
いことでも有名ですが、スペインのメディア LA 
RAZONは、『彼女は“内面からの美”を追求して
おり、Immun' Âgeを使っている』と報じました。
このようにヨーロッパでは、健康に対する意識の
高い人々のあいだでImmun' Âgeが注目を集

めています。

▲ 記事抜粋（赤字部分）日本語訳：レティシア妃は“内面からの美”を守る美容サプリメントにも
熱心で、老化の兆候と戦う強力な抗酸化剤としての可能性があるImmun' Âgeを使っている。

▲ デービッド・キャメロン首相と

Immun'Âge handed to
Pope Francis

▲ 2002 年

▲ 2012 年

「世界病者の日」は、1992 年にヨハネ・パウロ 2 世によって定められたローマカトリック教会の祝日で、
それ以来、毎年ルルドの聖母の記念日に、さまざまな病気で苦しむ人たちのために祈りが捧げられています。

スペインの
メディアで、
Immun' Âgeが
話題に！
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