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グリフロンプロ

D-フラクション ®

MAITAKE MUSHROOM

D-fraction ®

マイタケ カプセル

120 Capsules

120 粒

Supplement Facts

成分表示

Serving Size: 2 capsules
Servings Per Container: 60
Amount Per Capsule:

1 回量： 2 粒
内容量： 60 回分
% Daily Value

Vitamin C
10 mg
Maitake Mushroom Powder
150 mg
Maitake Mushroom Standardized Extract 10 mg

16 %
*
*

1 粒中：

ビタミン C
粉末マイタケ
マイタケ標準規格エキス

対 1 日摂取量比 %

10 mg
150 mg
10 mg

16 %
*
*

*Daily Value not established.

*1 日の摂取量は定められていません。

Other Ingredients:
Silica.

Gelatin, Dicalcium Phosphate, Cellulose,

その他の成分： ゼラチン、リン酸 2 カルシウム、セルロース、
シリカ。

It contains NO sugar, yeast, mold, artificial colors, dairy foods,
preservatives and chemical pesticides or fertilizers.

砂糖、イースト、菌類、人工着色料、乳製品、防腐剤、及び化学
農薬や肥料は一切使用していません。

Direction for use: As a dietary supplement, take 2 capsules
twice a day between meals or as directed by your practitioner.

使用方法： 栄養補助として 2 粒を 1 日 2 回、食間もしくは医師
の指示に従ってお召し上がりください。

Keep out of the reach of children. Consult a physician before
using if pregnant or nursing. Store in a cool, dry place.
This product is safely sealed for your protections. Do not use if
the seal is broken or missing.

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
の方は使用前に必ず医師に相談してください。 低温で乾燥した
場所に保管してください。
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Batch number and best if used by date are stamped on each
bottle.

本製品は安全対策として口を密封しています。 封が開けられて
いたり、ついていない製品は使用しないでください。
各ボトルには商品番号と品質保持期限が印刷されています。

Maitake (Grifola frondosa) has been prized in taditional
Japanese herbology for hundreds of years as a potent
adaptogen and tonic for youth and longevity.*

マイタケ (グリフォラ フォンドーサ) は、伝統的な日本の薬
草研究においては若さと長寿に効く強壮剤として数百年前
から珍重されていました。*

Modern science has identified in Maitake the polysaccharide
compounds, Beta-1,3 glucan and Beta-1,6 glucan as active
constituents that provide nutritional support for cellular
immune function.* Maitake D-fraction® is a standardized
form of the isolated Beta-glucans, specially developed to be
optimal for oral administration.

そしてマイタケには多糖類化合物、ベータ‐1、3 グルカン及
びベータ‐1、6 グルカンが細胞の免疫機能を栄養面でサポー
トする活性成分として存在することが、現代科学で確証され
ました。* マイタケ D-フラクション® は標準規格された分
離ベータグルカンで、経口摂取に最も適した形に処方されて
います。

These statements have not been evaluated by the Food and Drug
Administration. This product is not intended to diagnose, treat,
cure or prevent any disease.

これらの文章は食品医薬品管理局（FDA）の評価を受けてません。
本製品はいかなる病気をも診断、治療、治癒もしくは予防するた
めのものでもありません。

