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Carb Intercept™

カーブインターセプト™

With Phase 2
STARCH NEUTRALIZER
™

●
●
●

Phase 2™（フェーズ 2）配合
でんぷん中和剤

Scientifically Proven To Neutralize Starch
Supports Weight Loss
Helps “Block” Carbohydrates †
DIETARY SUPPLEMENT

●
●
●

60 CAPSULES

科学的に証明された“でんぷん”中和剤
ダイエットのサポートに
炭水化物をブロックする †
栄養補助॒品

60 粒

DIRECTIONS:
Take 2 capsules with each of your
carbohydrate containing meals.

使用方法： 炭水化物を含む॒事と一緒に 2 粒おТみください。

Supplement Facts

成分表示
1 回量： 2 粒
内容量： 30 回分

Serving Size: 2 Capsules
Servings Per Container: 30

2 粒中

Amount Per Serving

White Kidney Bean Extract
(Phaseolus Vulgaris)

1 g*

*Daily Value not established
Other Ingredients: Silica, Magnesium Stearate, Gelatin
NO Yeast, Wheat, Corn, Milk, Egg, Soy, Glutens, Artificial Colors, Added
Sugar, Starch or Preservatives.
The trademark Phase 2 Starch Neutralizer™ is being used under
license.

白インゲン抽出物
(ファセオラス ブルガリス)

1 g*

*1 日の摂取量比は定められていません。

その他の成分： シリカ、ステアリン酸マグネシウム、ゼラチン。
イースト、小麦、とうもろこし、牛乳、大、グルテン、人工着色料、
砂糖、でんぷん、ේ腐剤一切不使用。
登商標である「フェーズ 2 スターチニュートラライザー™」の名称
は、ライセンスの元で使用されています。

You can still enjoy the foods you love!

もう大好物をガマンする必要はありませんÁ

As the “building blocks of life,” carbohydrates are a necessary part
of the diet, and the body’s primary fuel source. Carbs are
converted to energy as needed, but stored as fat when there is an
oversupply! So what can you do? Try Carb Intercept™ from
Natrol. Carb Intercept™ features Phase 2 Starch Neutralizer™, the
first nutritional ingredient that has been clinically and

「生命の構成成分」である炭水化物は、॒事には欠かせない存在
であり、人体の主要燃料源です。 炭水化物は必要に応じてエネ
ルギーに変換されますが、過剰な炭水化物は脂肪として体内に貯
め込まれますÁ そこでお勧めするのが、ナトロール社のカーブ
インターセプト™です。 カーブインターセプト™は、ジャガイ
モ、パスタ、パンなど多くの॒品に含まれる“でんぷん”を中和
するはたらきが、臨床的かつ科学的に初めて証明された栄養成分
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Carb Intercept™
With Phase 2
STARCH NEUTRALIZER
™

scientifically proven to neutralize the starch found in many foods
such as potatoes, pasta and breads. Containing a proprietary
formula featuring standardized white kidney bean extract, it helps
to keep carbohydrates from turning to fat.
How Does Carb Intercept™ Work?
Carb Intercept™ is simple to use: Just take with a glass of water
before a starch-containing meal. Carb Intercept ™ will then
“neutralize” the enzyme responsible for converting the starch into
glucose (and fat), helping to reduce the absorption of starch
calories and allow the carbs to pass through.

カーブインターセプト™
Phase 2™（フェーズ 2）配合
でんぷん中和剤
であるフェーズ 2 スターチニュートラライザー™（でんぷん中和
剤）を主成分としています。 標準化された白インゲン抽出物を
主成分とした独自の専売処方で、炭水化物が脂肪に変換されるの
をේぎます。

カーブインターセプト™ のはたらき
カーブインターセプト™の使い方は簡単です： でんぷんを含む
॒事の前にコップ 1 杯の水でТむだけです。 するとカーブイン
ターセプト™が、でんぷんをブドウ糖（その後脂肪）に変換する
ݏ素の働きを“中和”させるため、でんぷんのカロリー吸収をカ
ットして炭水化物が体内を素通りしていくのです。

Carb Intercept, along with appropriate diet and exercise, will help
you achieve your weight loss goals.
Carb Intercept is produced
only in facilities employing certified Good Manufacturing Practices.

カーブインターセプトは、適切な॒事と運動と併用すれば、ダイ
エットの成功率がグンとアップします。
カーブインターセプ
トは、GMP（医薬品製造管理）の認可を受けた工場で製造されて
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.

印の文章は FDA（॒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、予ේするものではありません。

