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MAXIMUM STRENGTH DIURETIC

最強の利尿・水分排出剤

XPEL™

エクスペル（XPEL™）

EXTREME MUSCLE DEFYING FORMULA
► Rapid Water Loss
► Beneficial to Men and Women
► All Natural
Dietary Supplement
80 Capsules

筋肉を強調するための健康食品
► 素早く水分を排出する
► 男女ともに最適
► 総天然
栄養補助食品
80 粒入り

DIRECTIONS: Take 4 capsules with 16 oz of water, twice a day.
Once in the morning and once in the afternoon. Drink at least 6 to 8
glasses of water daily. DO NOT EXCEED RECOMMENDED
DOSAGE.

使用方法： 1日2 回、朝と午後に4 粒ずつを、コップ2 杯程度の水（約
480ml）でお飲みください。 1 日コップ 6～8 杯以上の水を飲むようにし
てください。 使用量は 1 日 8 粒を上限としてください。

Supplement Facts
Serving Size: 4 capsules

成分表示
1 回量： 4 粒

Servings Per Container: 20

Amount Per Serving

Vitamin B6 (as pyridoxine HCL)
Magnesium (from electrolyte blend)
Calcium (from electrolyte blend)
Potassium (from electrolyte blend)

% Daily Value

50 mg
100 mg
200 mg
90 mg

2,500
25
20
3

Xeritone-PSD™ Herbal Diuretic Blend:
1,200 mg
Buchu leaf (Barosma belulina), Cornsilk stylus (Zea mays),
Couchgrass rhizome (Agropyron repens), Hydrangea root
(Hydrangea arborescens), Juniper berry fruit (Juniperus
communis), Uva ursi leaf (Arctostaphylos uva-ursi),
Dandelion root 5:1 extract (20.0% taraxasterol and 3.0%
choline), Horsetail extract (7.0% soluble silica)(whole plant)

*

Electrolyte Blend:
Calcium carbonate, potassium citrate,
calcium gluconate and magnesium oxide

*

1,141 mg

Green tea leaf extract & Guarana seed extract 120 mg
(providing 75mg caffeine)
*Daily value not established.
Ingredients: Gelatin, cellulose, magnesium stearate, and silica.

*

内容量：20 回分

4 粒あたり

対 1 日摂取量比 %

ビタミン B6 (ピリドキシン HCL として)
マグネシウム（エレクトロライトブレンドに含有）
カルシウム（エレクトロライトブレンドに含有）
カリウム（エレクトロライトブレンドに含有）

50 mg
100 mg
200 mg
90 mg

2,500
25
20
3

エクセリトン-PSD™ハーブブレンド（利尿作用）： 1,200 mg
*
ブッコの葉（バロスマベルリナ)、コーンシルクの毛（ジーメイス）、
カウチグラスの根茎（アグロピロンレペンス）、あじさいの根
(ハイドランジアアルボレセンス)、ネズの実（ジュニペラスコムニス）、
ウワウルシの葉（アルクトスタフィロスウワウルシ）、
セイヨウタンポポの根 5:1 エキス（タラクサステロール 20.0%と
コリン 3.0%）、トクサエキス（水溶性シリカ 7.0%）（全体使用）
エレクトロライトブレンド（電解質）：
1,141 mg
炭酸カルシウム、クエン酸カリウム、グルコン酸カルシウム、
酸化マグネシウム
緑茶葉エキス＆ガラナ種エキス
(カフェイン 75mg 含有)

120 mg

*1 日の摂取量は定められていません。
その他の成分：

ゼラチン、セルロース、ステアリン酸マグネシウム、シリカ

*

*
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エクスペル（XPEL™）

EXTREME MUSCLE DEFYING FORMULA

筋肉を強調するための健康食品

New Xtreme Water Release Pill Allows You to See Results
in Just 12 Hours!

わずか 12 時間で効果がみられる新しい強力な水分排出ピル！

At any given time, you're carrying up to 10 pounds of excess
water. This natural phenomenon is called "subcutaneous water",
and it can easily contribute to a "soft and puffy" appearance
and uncomfortable feeling. If you're a bodybuilder,
subcutaneous water can prevent you from being "dialed in" at
your next contest. If you're someone simply looking to lose a
few pounds fast, subcutaneous water can prevent you from
fitting into those jeans you want to wear this weekend!
Bodybuilders… Get Razor Sharp Cuts with XPEL!
You train too damn hard to let it happen to you, but did you
know that you may be holding as much as 10 to 20 pounds of
unwanted subcutaneous water? It's hiding your hard, razor
sharp muscles and cable-like veins. It's also covering up your
critical cuts and hard earned muscle definition.
XPEL's patent pending Xeritone-PSD™ herbal diuretic blend
uses proven fluid-reducing herbs to dramatically reduce water
retention. The precise and ample amounts of water reducing
ingredients in XPEL go to work around your muscle cells to
eliminate excess water and give your skin a tight "plastic wrap"
appearance.
Unlike other water formulas on the market, the electrolyte blend
in XPEL keeps the inside of your muscle cells hydrated, so it
doesn't decrease muscle strength or give a "flat" look. And
although XPEL is strong enough for the pro-athletes, it's perfect
for fitness enthusiasts of all levels who are looking to "shred
up".

私達は約 4.5kg（10 ポンド）の過剰な水分を体内に溜め込んでいる
のです。 この自然現象は“皮下水分”と呼ばれ、“ぽっちゃりとやわ
らかい”外見をつくり、気分もすぐれないというマイナス作用をもたら
します。 ボディビルダーにとって皮下水分は次のコンテストの出場
を阻むものとなります。 今すぐに 1～2kg 減量したい方にとって皮
下水分は、今週末に着ようと思っていたお気に入りのジーンズをは
けなくする張本人となりうるのです！
ボディビルダーよ・・・エクスペルでシャープな筋肉を手に入れよう！
シャープに研ぎ澄まされた筋肉を手に入れるために毎日ハードなト
レーニングをしていてもまだ、4.5kg～9kg の皮下水分がついている
ことをご存知でしたか？ 皮下水分はそのシャープな固い筋肉と太
い血管を隠して、苦労して作り上げた筋肉のラインも覆い隠してしま
うのです。
エクスペルに含まれる特許出願中の利尿成分、エクセリトン-PSD™
ハーブブレンドには、体内に溜まった水分をごっそり排出する実証
のある利尿・排水ハーブが多数つかわれています。 水分排出成分
を大量かつ正確に配合することで、エクスペルが筋肉細胞のまわり
で活動し、余分な水分を体外へ排出して、まるでラップをぴっちりと
巻いたような引き締まった姿にしてくれます。
市場にある他の水分排出（むくみ対策）製品と違ってエクスペルは、
エレクトロライトブレンド（電解質）が筋肉細胞内の水分は保存して
おくため、筋力の衰えや筋肉の萎縮などを引き起こすことはありま
せん。 また、エクスペルはプロスポーツ選手にも満足していただけ
るほど強力でありながらも、普通にダイエットしたい方にとっても完
璧なサプリメントとなっています。
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エクスペル（XPEL™）
筋肉を強調するための健康食品

For Those Looking to Lose Weight… Fast!

短期間で痩せたい方のために！

Women commonly experience excess subcutaneous water
around the thigh area, buttocks, even the stomach! They may
feel it most around "that time of the month", but it's there all the
time—excess water that just won't go away.

太もも、お尻、お腹まわりの過剰な皮下水分に悩む女性が多くいま
す！ 特に生理近くになるとその兆候が特に強くなりますが、常に皮
下水分はつきまとっています。 そうです！ この水分は体外に出て
行ってくれないのです。

XPEL is perfect for women looking to lose those last 5 lbs to fit
into those special occasion dresses, bathing suits and other
revealing outfits. XPEL can also be used to jump start the
weight loss process for women who are just beginning a weight
loss program.

特別な日に着たいドレス、水着、またはセクシーな洋服を素敵に着
こなすために少なくともあと 2kg ほど減量したいと願っている女性に
とって、エクスペルは最適です。 エクスペルはまた、ダイエットに加
速をかけることもできますので、ダイエット開始時に飲むのもひとつ
の手です。

XPEL's patent pending Xeritone-PSD™ herbal diuretic blend
uses proven fluid-reducing herbs to dramatically reduce water
retention, while its electrolyte blend helps you maintain a
normal body fluid balance. More powerful than the typical
"water loss pill", women can see results in as fast as 12 hours!

エクスペルに使用されている特許出願中の利尿成分、エクセリトン
-PSD™ハーブブレンドには、体内に溜まった水分をごっそり排出す
る実証のある利尿・排水ハーブが多数つかわれています。 また、
エレクトロライトブレンドが体内の水分バランスを正常に保つのを助
けます。 既存の“むくみ解消製品”より強力で、12 時間という短時
間で効果がみられます！

XPEL contains precise and ample amounts of water reducing
ingredients that go to work around your cells and keep the
inside of your cells hydrated. It does not draw water from inside
the cell to give a dry and "wrinkled" appearance. With XPEL,
women will retain a vibrant look while eliminating excess water
weight!

水分排出成分を大量かつ正確に配合することで、エクスペルが筋
肉細胞のまわりで活動し、細胞内の水分はそのままにしておいてく
れます。 そのため、乾燥してシワが目立つような結果となることは
ありません。 女性のみなさん！ エクスペルで余分な水分を排出し、
スラリと活気ある姿を手に入れてください！

