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METABOLIC RESPONSE MODIFIERS™

メタボリック レスポンス モディファイヤー™

Micronized

ミクロ化

DHEA

DHEA

HPLC Tested for Potency & Purity

HPLC 技法で効力と純度を分析した

DIETARY SUPPLEMENT
60 VEGETARIAN CAPS

栄養補助食品
ベジタリアンカプセル 60 粒入り

Suggested Usage: Take 1 capsule daily with a meal
or as directed by your qualified healthcare provider.

使用方法： 1 日 1 粒を目安に、食事と一緒にもしくは
専門医の指示にしたがってお召し上がりください。

Supplement Facts

成分表示

50 mg

50 mg

Serving Size: 1 Vegetarian Capsule
Serving Per Container: 60

1 回量： 1 粒
内容量： 60 回分

Amount Per Serving

Dehydroepiandrosterone
(DHEA)

% Daily Value

50 mg

*

1 粒中

デヒドロエピアンドロステロン
(DHEA)

対 1 日摂取量比 %

50 mg

*

*Daily Value not established.

*1 日の摂取量は定められていません。

Other Ingredients: Capsule is made of plant cellulose,
Microcrystalline cellulose.

その他の成分： 植物セルロースと微晶セルロース（カプセル部）
。
一般的なアレルギー起因物質及び人工着色料は一切使用していません。

Contains NO common allergens or artificial colors.
Warnings: Not for use by individuals under the age of 18
years. Do not use if pregnant or nursing. Consult a
physician or licensed qualified health care professional before
using this product if you have, or have a family history of prostate
cancer, prostate enlargement, heart disease, low “good”

警告： 18 歳未満の方は使用できません。 妊娠・授乳中の方
は使用しないでください。 次の病気／状況に当てはまる、あ
るいは家族に当てはまる人がいる場合（現在・過去問わず）は、
本品を使用になる前に医師、あるいは専門家に相談してくださ
い： 前立腺癌、前立腺肥大、心臓病、善玉コレステロール（HDL）
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cholesterol (HDL), or if you are using any other dietary
supplement, prescription drug, or over-the-counter drug. Do not
exceed recommended serving.
Exceeding recommended
serving may cause serious adverse health effects. Possible
side effect include acne, hair loss, hair growth on the face (in
women), aggressiveness, irritability, and increased levels of
estrogen. Discontinue use and call a physician or licensed
qualified health care professional immediately if you experience
rapid heartbeat, dizziness, blurred vision, or other similar
symptoms. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

低下、
他の栄養補助食品、
市販薬、
もしくは処方薬を服用中の方。
推奨量を守ってご使用ください。 推奨量を超えて摂取すると深
刻な副作用を引き起こすことがあります。 主な副作用にはニキ
ビ、脱け毛、顔のうぶ毛が濃くなる（女性の場合）
、攻撃性が増
す、イライラを感じる、エストロゲンの増加。頻拍、めまい、か
すみ目、その他の症状がみられたら、使用を中止して速やかに医
師もしくは認定健康管理士に相談してください。お子様の手の
届かない場所に保管してください。

50 mg

DHEA (Dehydroepiandrosterone) is produced in the adrenal
glands from pregnenolone and converts into testosterone,
estrone and estradiol. As we age, our DHEA levels decrease
which could be pivotal to overall health status.
DHEA
supplementation has shown the ability to support circulating
DHEA concentrations similar to those experienced in younger
years.**
**This statement has not been evaluated by the Food and Drug
Administration (FDA). This product is not intended to diagnose,
treat, cure or prevent any disease.

50 mg

DHEA (デヒドロエピアンドロステロン) は、副腎のプレグネノ
ロンから生成され、テストステロン、エステロン、エストラディ
オルなどに変換されます。 年をとるにつれ DHEA 値は低下、
健康状態全般に重大な影響を与えます。 DHEA の補充が、体
内 DHEA を若い頃の濃度に保つ応援をすることが証明されてい
ます。**
**印の文章は FDA（食品医薬品管理局）の評価を受けていません。 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。

