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メーカーの仕様変更により、説明書が実際の商品内容と異なる場合がございます。
ご使用にあたっては実際の商品のラベル内容と照らし合わせ、現物を優先してご使用下さい。

RESCUE™ PASTILLES

レスキュー™ トローチ

SOOTHING PASTILLES
ALCOHOL FREE
NATURAL FLAVOR
50 g

鎮静用トローチ飴
アルコール不使用
天然フレーバー
50 g
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New Bath Rescue™ Pastilles have been especially formulated using
the Original Bach Flower Remedy™ formula for use by the whole
family, including pets and animals.
The Original Bach Rescue™ Remedy is a tried and trusted friend of
millions worldwide, we are please to announce the addition of Bach
Rescue™ Pastilles which build upon the great success of Rescue™
Remedy in this new popular format.

バッチのレスキュー™トローチは、ご家族全員でご使用いただけるよう、
オリジナル バッチフラワー レメディー™処方で特別に調合しました。
お子様はもちろん、ペットにもお使いいただけます。
オリジナル バッチ レスキュー™レメディーは、世界中の数百万人の
方々に試され、信頼をいただいている製品です。 そしてこの度、レス
キュー™レメディーの大成功に基づき、新しくバッチレスキュー™トロー
チを発表しました。

 Adults
Rescue™ Pastilles are there when you need them, in a convenient
tin, keep them in your pocket, bag, desk or car for times of need.
With their great natural flavor and alcohol free formula you know they
are safe whatever your situation.
 Children
The new fun format of Rescue™ Pastilles appeals to children, being
easy to administer with their appearance of sweets and with the
sugar free formula, natural sweeteners and natural flavor you know
that you're not damaging your child's health.
 Pets
Rescue™ Remedy is a firm favorite with pet owners worldwide, with
uses such as calming dogs when there are fireworks around, helping
horses cope with times of stress and helping pets cope with the loss
of a loved one. However, Rescue™ Remedy has sometime been
difficult to administer to pets, especially with the traditional alcohol
formula. The new sweet is a great way of administering Rescue™ to
your pet, with it's treat like appearance and natural formula... pets will
love them!

 成人
レスキュー™トローチは便利な缶入りタイプで、必要なときいつでも使
えるよう、ポケットやカバン、オフィスの机や車などに常備しておきまし
ょう。 美味しい天然フレーバーとアルコールフリー処方が、安全性を高
めています。
 子供
新しいタイプのレスキュー™トローチはお子様も喜ぶトローチです。
甘いのでお子様にも与えやすく、またシュガーフリー処方と天然甘味料
および天然フレーバー使用であるため、お子様の健康を損なう心配も
ありません。
 ペット
レスキュー™レメディーは花火に興奮する犬を落ち着かせたり、ストレ
スを感じる馬を助けたり、最愛のパートナーを失くした悲しみからペット
を救ったり、世界中のペットオーナーさんから高い支持を受けています。
しかし、レスキュー™レメディーは、アルコールを使用している製品など
は特に、ペットには与えづらいこともあります。 新しい甘いトローチは、
レスキュー™をペットに与えるのに最適です。 ご褒美にもらえるおや
すのような形と天然処方は、ペットのお気に入りとなることでしょう！
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Directions: Chew one pastille as required.

使用方法： 必要なときに 1 粒噛んでください。

Ingredients
Flower extracts (heliantheum nummuliarium, clematis vitaba,
impatiens glandulifera, prunus cerasifera, ornithogalum
umbellatum), bulking agents (sorbitol isomalt), gelling agent
(gum arabic), Rescue, natural flavour（elderflower, orange）,
vegetable fat, hydronated (glazing agent - vegentable oil and
beeswx), sweetner (ASPARTME).

原料：
フラワーエキス（ヘリアンテウム ナムリアリウム、クレマチス ビ
タバ、インパチェンス グランヅリフェラ、プルナス セラシフェラ、
オルニソガラム アンベラタム）、充填剤（ソルビトール イソマル
ト）、ゲル化剤（アラビックガム）、レスキュー、天然フレーバー（エ
ルダーフラワー、オレンジ）、植物性脂肪、ハイドロネイト（光沢剤植物油および蜜蝋）、甘味料（アスパルテーム）。

Important Information: As a totally natural, licensed medicine
prepared in conditions strictly controlled by the Medicines and Health
care products Regulatory Agency, Rescue Remedy and Rescue
Pastilles have no known side effects and is safe for anyone to take
anytime, anywhere.

重要事項： 完全天然の許認可薬剤として薬品健康食品管理局の厳
しい指導下で製造されたレスキューレメディー、およびレスキュートロ
ーチは、副作用の報告は一切なく、いつでもどこでもどなたにでも安心
してご使用いただけます。

Contains a source of Phenylalanine. Excessive consumption may produce
laxative effects, may contain traces of gluten.

Warnings: Keep out of reach of children. If pregnant or
breastfeeding, ask a health professional before use.
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本品はフェニルアラニン源を含みます。 過剰摂取すると緩下作用を引き起こ
すおそれがあります。 グルテンをわずかに含むこともあります。

注意： お子様の手の届かない場所に保管してください。 妊娠・授乳
中の方は、使用になる前に専門家に相談してください。

