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NEW Higher Potency!

新製品 より高い効果！

Vegetarian Capsules

植物性カプセル

NutriBiotic®

ニュートリバイオティック®
高い効果の

HIGH POTENCY

CapsulePlus®

カプセルプラス®

GSE® 125mg Grapefruit Seed Extract
With Echinacea & Artemisia Annua Hypo-Allergenic
90 CAPSULES

Supplement Facts

エキナセア＆アルテミシアアニュアを配合した低アレルギー処方
90 粒

1 回量： 1 粒
内容量： 90 回分

Amount Per Serving

Grapefruit Seed Extract (GSE)
Echinacea Angustifolia Root
Artemisia Annua

グレープフルーツシードエキス125mg

成分表示

Serving Size: 1 Capsule
Servings Per Container: 90
Each Capsule Contains

GSE®

% Daily Value

125 mg
200 mg
200 mg

*
*
*

成分内容

1 粒あたりの含有量

グレープフルーツシードエキス (GSE) 125 mg
エキナセアアングスティフォリア（根） 200 mg
アルテミシアアニュア
200 mg

対ＤＶ*比 %

*
*
*

*Daily Value not established.

*DV（1 日摂取量）は定められていません。

Contains no soy, milk, egg, yeast, corn, wheat, sweeteners or
preservatives. Completely vegetarian.

大豆、牛乳、卵、イースト、とうもろこし、小麦、甘味料および
防腐剤は一切使用していません。 完全ベジタリアン処方。

Each capsule is equal to 12-15 drops of NutriBiotic GSE.

1 粒中に 12〜15 滴相当のニュートリバイオティック GSE が含ま
れています。

NITRO PAK®, our Nitrogen Gas Filled Packaging System,
displaces all air in our containers thus preventing oxidation and
bacterial growth.

我社の窒素ガス充填パッケージングシステム、ニトロパック®でボ
トル内の空気を全て排除し、バクテリアの成長や酸化を防止！
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NutriBiotic®

CapsulePlus®
GSE® 125mg Grapefruit Seed Extract
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ニュートリバイオティック®

カプセルプラス®
GSE®

グレープフルーツシードエキス125mg

NutriBiotic®
CapsulesPlus
contain
CITRICIDAL®.
CITRICIDAL is a natural quaternary compound synthesized
from the seed and pulp of certified organically grown
grapefruit.
The process converts the grapefruit
bioflavonoids (polyphenolics) into an extremely potent
compound that has been proven highly effective in numerous
applications.
CITRICIDAL is used by healthcare
professionals worldwide as nutritional support for ndividuals
with certain health concerns.

ニュートリバイオティック® カプセルプラスはシトリシダ
ル®を含みます。シトリシダルは天然の認定された有機栽培
グレープフルーツの種と果肉を合成した 4 元性化合物です。
この製法でグレープフルーツバイオフラボノイド（ポリフェ
ノリックス）を非常に強力な化合物に変換します。 この化
合物は様々な用途において非常に効果的であることが証明
されています。 世界中の健康管理の専門家達は、シトリシ
ダルを一定の症状をもつ人達のための栄養サポートとして
利用しています。

Suggested Use: Take one capsule one to three times
daily, with or without meals, or as directed by a health
care provider.

使用方法： 1 日 1〜3 回 1 粒ずつを目安に、食事と一
緒にもしくは本品だけで召し上がるか、専門家の指示に
従ってお召し上がりください。

Caution: Keep out of reach of children. Do not exceed
suggested use without consulting a licensed health care provider.

注意： お子様の手の届かない場所に保管してください。 公認
の健康管理専門家（医師など）に相談せずに推奨使用量を超えて
使用しないでください。

