
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度は「善玉育菌サプリスルーラ」

ご協力

商品をお送りします

【商品

※2020

●顔

しま

●商品を貰った、商品の提供を受けた、依頼を受けた、ご縁をいただき･･･、体験した

え下さい。

●弊社名、住所、連絡先、公式

●「スルーラ様」、「スルーラさん」等の

●（

●同封

 

※その他、「

 

 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度は「善玉育菌サプリスルーラ」

協力いただきありがとうございま

商品をお送りします

商品】 善玉育菌サプリスルーラ

2020 年 1 月より

顔と商品を一緒

ます） 

商品を貰った、商品の提供を受けた、依頼を受けた、ご縁をいただき･･･、体験した

え下さい。  

弊社名、住所、連絡先、公式

●「スルーラ様」、「スルーラさん」等の

（同じような訴求・

同封したパンフレット

※その他、「woomy

◆ハッシュタグ

#スルーラ

#ダイエットサプリ

#ダイエットドリンク

 

◆タグ付け（必須）

 

 

◆参考・その他

 

#美容 #

い #美容好きな人と繋がりたい

#菌活 #

っきり #

りたい #

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度は「善玉育菌サプリスルーラ」

いただきありがとうございま

商品をお送りしますのでご確認をお願いします

善玉育菌サプリスルーラ

りパッケージデザイン

一緒に撮影し

商品を貰った、商品の提供を受けた、依頼を受けた、ご縁をいただき･･･、体験した

弊社名、住所、連絡先、公式

●「スルーラ様」、「スルーラさん」等の

訴求・腸活や

パンフレット画像

woomy」記載の注意事項をご確認ください。

◆ハッシュタグ（必須）

スルーラ #善玉育菌サプリスルーラ

ダイエットサプリ

ダイエットドリンク

◆タグ付け（必須） 

その他ハッシュ

#美肌 #美意識

美容好きな人と繋がりたい

#痩せる方法

#オトナ女子 

#痩せたい 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度は「善玉育菌サプリスルーラ」の

いただきありがとうございます！

のでご確認をお願いします

善玉育菌サプリスルーラ

パッケージデザインが変更に

～投稿

した画像を投稿願

商品を貰った、商品の提供を受けた、依頼を受けた、ご縁をいただき･･･、体験した

弊社名、住所、連絡先、公式 URL の記載は不要です。

●「スルーラ様」、「スルーラさん」等の

や乳酸菌など）

画像は旧パッケージ

」記載の注意事項をご確認ください。

（必須） 

善玉育菌サプリスルーラ

ダイエットサプリ #置き換えダイエット

ダイエットドリンク 

 @sulula_official

ハッシュタグ（任意・

美意識 #女子力

美容好きな人と繋がりたい 

痩せる方法 #美肌効果

 #ダイエット成功

 

この度は

『善玉育菌サプリスルーラ』をお送りします

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

の PR に 

！ 

のでご確認をお願いします。 

善玉育菌サプリスルーラ 1 か月分（

になりました。 

～投稿の際のお願い・注意事項

投稿願います

商品を貰った、商品の提供を受けた、依頼を受けた、ご縁をいただき･･･、体験した

の記載は不要です。

●「スルーラ様」、「スルーラさん」等の敬称は付けないでください。

ど）他社製品を

パッケージ Ver.の

」記載の注意事項をご確認ください。

善玉育菌サプリスルーラ

置き換えダイエット

@sulula_official 

任意・woomy からコピペ可

女子力 #美意識高い人と繋がりた

 #綺麗になりたい

美肌効果 #キレイに痩せる

ダイエット成功 #ピンク好き

この度はご協力ありがとうございます

『善玉育菌サプリスルーラ』をお送りします

（裏面もご覧ください）

 

 

 

 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

か月分（30

 

の際のお願い・注意事項

す（パッケージデザイン

商品を貰った、商品の提供を受けた、依頼を受けた、ご縁をいただき･･･、体験した

の記載は不要です。 

敬称は付けないでください。

を紹介する場合

のため、パンフレット

」記載の注意事項をご確認ください。 

善玉育菌サプリスルーラ 

置き換えダイエット 

 

からコピペ可

美意識高い人と繋がりた

綺麗になりたい #腸活女子

に痩せる #お腹す

ピンク好きな人と繋が

ご協力ありがとうございます

『善玉育菌サプリスルーラ』をお送りします

（裏面もご覧ください）

30 包） 

の際のお願い・注意事項

パッケージデザイン変更

商品を貰った、商品の提供を受けた、依頼を受けた、ご縁をいただき･･･、体験した

敬称は付けないでください。 

場合は出来る

パンフレットは写

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

） 

美意識高い人と繋がりた

腸活女子 

お腹す

な人と繋が

ご協力ありがとうございます

『善玉育菌サプリスルーラ』をお送りします

（裏面もご覧ください） 

の際のお願い・注意事項～ 

変更のタイミング

商品を貰った、商品の提供を受けた、依頼を受けた、ご縁をいただき･･･、体験した、お試し

る限り期間を

写さないようお

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございます 

『善玉育菌サプリスルーラ』をお送りします 

インスタグラム

公式アカウント

タイミングのためご

商品を貰った、商品の提供を受けた、依頼を受けた、ご縁をいただき･･･、体験した、お試し 等の表現はお控

を空けて投稿

ようお願いします

インスタグラム 

公式アカウント 

ぜひフォロー

してください！

ご協力をお願

等の表現はお控

投稿してください。

す。 

ぜひフォロー

してください！

願い

等の表現はお控

さい。 

してください！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

（体重に変化、肌の調子がいい、お通じがよく出た、朝スッキリ起きられる、痩せた？と言われた・・・などなど）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飲んで体調に何か変化が見られた場合

（体重に変化、肌の調子がいい、お通じがよく出た、朝スッキリ起きられる、痩せた？と言われた・・・などなど）

※上記は

・近頃「キレイになったね」って

  

・最近「痩せたね」って言われることが多い
れるスルーラで毎日腸ケアをしています。

 

・最近気になってたスルーラを私も始めました！かなり暴飲暴食しても体重が増えませんでした
の調子なら、本気出したら目標体重目指せるかも！？

 

・ダイエットにスルーラを取り入れてみたよ！

 

・スルーラ飲み初めて

My 善玉菌増えてるかな。いい傾向

 

・コレ飲み始めてからポッコリお腹に変化が！ウエスト部分が

スッキリしたシルエットに。娘からも“ママのお腹へっこんだ！？”って

言われるほど！ビックリ

 

・脂っこいものを食べた後

 

・産後、疲れやすくなったので腸活始めました。

スルーラは手軽に菌活できるのでズボラな

 

・すぐに効果を実感したかったから、

夜飲むと、朝起

【自然派志向の女性が推奨するサプリメント】

【おすすめしたい美容・乳酸菌サプリメント】

飲んで体調に何か変化が見られた場合

（体重に変化、肌の調子がいい、お通じがよく出た、朝スッキリ起きられる、痩せた？と言われた・・・などなど）

※上記は実際の

「キレイになったね」って

・最近「痩せたね」って言われることが多い
れるスルーラで毎日腸ケアをしています。

・最近気になってたスルーラを私も始めました！かなり暴飲暴食しても体重が増えませんでした
の調子なら、本気出したら目標体重目指せるかも！？

・ダイエットにスルーラを取り入れてみたよ！

・スルーラ飲み初めて

善玉菌増えてるかな。いい傾向

・コレ飲み始めてからポッコリお腹に変化が！ウエスト部分が

スッキリしたシルエットに。娘からも“ママのお腹へっこんだ！？”って

言われるほど！ビックリ

・脂っこいものを食べた後

・産後、疲れやすくなったので腸活始めました。

スルーラは手軽に菌活できるのでズボラな

効果を実感したかったから、

、朝起てすぐお腹がゴロゴロ

【自然派志向の女性が推奨するサプリメント】

【おすすめしたい美容・乳酸菌サプリメント】

スルーラは、「

《善玉菌を育てて増やすスルーラ》なら、スルッとキレイに痩せられます！

飲んで体調に何か変化が見られた場合

（体重に変化、肌の調子がいい、お通じがよく出た、朝スッキリ起きられる、痩せた？と言われた・・・などなど）

 

 

 

 

実際の投稿例です。ご利用になった感想や使用感

「キレイになったね」って言われることが多いんだけど、最近飲み始めたスルーラのおかげかも。

・最近「痩せたね」って言われることが多い
れるスルーラで毎日腸ケアをしています。

・最近気になってたスルーラを私も始めました！かなり暴飲暴食しても体重が増えませんでした
の調子なら、本気出したら目標体重目指せるかも！？

・ダイエットにスルーラを取り入れてみたよ！

・スルーラ飲み初めて 2 週間ちょっと。むくみがなくなってきた気がする！

善玉菌増えてるかな。いい傾向

・コレ飲み始めてからポッコリお腹に変化が！ウエスト部分が

スッキリしたシルエットに。娘からも“ママのお腹へっこんだ！？”って

言われるほど！ビックリ 

・脂っこいものを食べた後に欠かせない

・産後、疲れやすくなったので腸活始めました。

スルーラは手軽に菌活できるのでズボラな

効果を実感したかったから、

お腹がゴロゴロ

【自然派志向の女性が推奨するサプリメント】

【おすすめしたい美容・乳酸菌サプリメント】

スルーラは、「My 善玉菌を育てて増やす」をコンセプトにした腸内フローラサプリ。

痩せないのは＜腸内の善玉菌が不足している＞から。

《善玉菌を育てて増やすスルーラ》なら、スルッとキレイに痩せられます！

『善玉育菌サプリスルーラ』

飲んで体調に何か変化が見られた場合

（体重に変化、肌の調子がいい、お通じがよく出た、朝スッキリ起きられる、痩せた？と言われた・・・などなど）

投稿例です。ご利用になった感想や使用感

言われることが多いんだけど、最近飲み始めたスルーラのおかげかも。

・最近「痩せたね」って言われることが多い！
れるスルーラで毎日腸ケアをしています。 

・最近気になってたスルーラを私も始めました！かなり暴飲暴食しても体重が増えませんでした
の調子なら、本気出したら目標体重目指せるかも！？

・ダイエットにスルーラを取り入れてみたよ！3

週間ちょっと。むくみがなくなってきた気がする！

善玉菌増えてるかな。いい傾向(^^) 

・コレ飲み始めてからポッコリお腹に変化が！ウエスト部分が

スッキリしたシルエットに。娘からも“ママのお腹へっこんだ！？”って

欠かせないのがこのスルーラ

・産後、疲れやすくなったので腸活始めました。

スルーラは手軽に菌活できるのでズボラな私でも続いてます。

効果を実感したかったから、私は 1 日

お腹がゴロゴロ活発に動くのがわかります。

～4 冠達成しました～

【自然派志向の女性が推奨するサプリメント】

【おすすめしたい美容・乳酸菌サプリメント】

善玉菌を育てて増やす」をコンセプトにした腸内フローラサプリ。

痩せないのは＜腸内の善玉菌が不足している＞から。

《善玉菌を育てて増やすスルーラ》なら、スルッとキレイに痩せられます！

『善玉育菌サプリスルーラ』

～

飲んで体調に何か変化が見られた場合は、ぜひそれを

（体重に変化、肌の調子がいい、お通じがよく出た、朝スッキリ起きられる、痩せた？と言われた・・・などなど）

 

投稿例です。ご利用になった感想や使用感

言われることが多いんだけど、最近飲み始めたスルーラのおかげかも。

！毎日の運動と菌活のおかげかな。

・最近気になってたスルーラを私も始めました！かなり暴飲暴食しても体重が増えませんでした
の調子なら、本気出したら目標体重目指せるかも！？ 

3 日で 3kg 痩せた！

週間ちょっと。むくみがなくなってきた気がする！

・コレ飲み始めてからポッコリお腹に変化が！ウエスト部分が

スッキリしたシルエットに。娘からも“ママのお腹へっこんだ！？”って

のがこのスルーラ

・産後、疲れやすくなったので腸活始めました。 

でも続いてます。

日 2 包でスタート。

活発に動くのがわかります。

冠達成しました～

【自然派志向の女性が推奨するサプリメント】No.1 【続けたい腸活サプリお客様満足度】

【おすすめしたい美容・乳酸菌サプリメント】No.1 【私が選ぶコスパ抜群サプリメント】

 

善玉菌を育てて増やす」をコンセプトにした腸内フローラサプリ。

痩せないのは＜腸内の善玉菌が不足している＞から。

《善玉菌を育てて増やすスルーラ》なら、スルッとキレイに痩せられます！

『善玉育菌サプリスルーラ』

～投稿例～ 

それを中心

（体重に変化、肌の調子がいい、お通じがよく出た、朝スッキリ起きられる、痩せた？と言われた・・・などなど）

投稿例です。ご利用になった感想や使用感を

言われることが多いんだけど、最近飲み始めたスルーラのおかげかも。

毎日の運動と菌活のおかげかな。

・最近気になってたスルーラを私も始めました！かなり暴飲暴食しても体重が増えませんでした

痩せた！順調です。

週間ちょっと。むくみがなくなってきた気がする！

・コレ飲み始めてからポッコリお腹に変化が！ウエスト部分が 

スッキリしたシルエットに。娘からも“ママのお腹へっこんだ！？”って 

のがこのスルーラ。 

でも続いてます。 

包でスタート。 

活発に動くのがわかります。 

冠達成しました～ 

【続けたい腸活サプリお客様満足度】

【私が選ぶコスパ抜群サプリメント】

善玉菌を育てて増やす」をコンセプトにした腸内フローラサプリ。

痩せないのは＜腸内の善玉菌が不足している＞から。

《善玉菌を育てて増やすスルーラ》なら、スルッとキレイに痩せられます！

『善玉育菌サプリスルーラ』とは

中心に投稿をし

（体重に変化、肌の調子がいい、お通じがよく出た、朝スッキリ起きられる、痩せた？と言われた・・・などなど）

を自由に表現してください

言われることが多いんだけど、最近飲み始めたスルーラのおかげかも。

毎日の運動と菌活のおかげかな。腸内の

・最近気になってたスルーラを私も始めました！かなり暴飲暴食しても体重が増えませんでした

順調です。 

週間ちょっと。むくみがなくなってきた気がする！ 

 

【続けたい腸活サプリお客様満足度】

【私が選ぶコスパ抜群サプリメント】

善玉菌を育てて増やす」をコンセプトにした腸内フローラサプリ。

痩せないのは＜腸内の善玉菌が不足している＞から。 

《善玉菌を育てて増やすスルーラ》なら、スルッとキレイに痩せられます！

とは 

してしてくだ

（体重に変化、肌の調子がいい、お通じがよく出た、朝スッキリ起きられる、痩せた？と言われた・・・などなど）

自由に表現してください

言われることが多いんだけど、最近飲み始めたスルーラのおかげかも。

毎日の運動と菌活のおかげかな。腸内の菌を増やしてく

・最近気になってたスルーラを私も始めました！かなり暴飲暴食しても体重が増えませんでした

【続けたい腸活サプリお客様満足度】

【私が選ぶコスパ抜群サプリメント】No.1

善玉菌を育てて増やす」をコンセプトにした腸内フローラサプリ。 

 

《善玉菌を育てて増やすスルーラ》なら、スルッとキレイに痩せられます！ 

さい！ 

（体重に変化、肌の調子がいい、お通じがよく出た、朝スッキリ起きられる、痩せた？と言われた・・・などなど）

自由に表現してください！ 

言われることが多いんだけど、最近飲み始めたスルーラのおかげかも。 

菌を増やしてく

・最近気になってたスルーラを私も始めました！かなり暴飲暴食しても体重が増えませんでした ww こ

【続けたい腸活サプリお客様満足度】No.1 

No.1 

 

（体重に変化、肌の調子がいい、お通じがよく出た、朝スッキリ起きられる、痩せた？と言われた・・・などなど） 


