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Pycnogenol® Complex

ピクノジェノール®コンプレックス

PROANTHOCYANIDINS & VITAMIN C
ANTIOXIDANT FORMULA

プロアントシアニジン & ビタミン C
酸化ේ止処方

Pycnogenol Complex combines Pycnogenol® and grape seed extract
(Proanthodyn™), potent antioxidants, with other Plantioxidants™ (plant-derived
antioxidants) to create a natural, power-packed antioxidant supplement.
Plantioxidants are standardized botanical extracts with free-radical scavenging
properties. These specialty bioflavonoids may support specific organs.
Hawthorn berry supports healthy cardiovascular function, silymarin supports
normal liver function, bilberry supports normal vision, and ginkgo supports
healthy function of the brain and circulatory system.

ピクノジェノールコンプレックスはピクノジェノール®とグレープシードエキ
ス（プロアントジン™）
、強力な抗酸化剤に他のプランチオキシダント™（訳
注；植物性の抗酸化剤）を組み合わせた、自然で強力な酸化ේ止サプリメント
です。 プランチオキシダントは標準化された、フリーラジカルを排除する作
用のある植物抽出物です。 これらの特殊なバイオフラボノイドは、特定の臓
器をサポートする作用があります。 ホーソーンの実は心臓ڥ管を、シリマリ
ンは肝臓を、ビルベリーは視力を、そしてギンコ（イチョウ葉）は脳と循環器
系を健康にするサポート的役割を果たします。

Supplement Facts

成分表示

Serving Size: 2 tablets
Amount

1 回量： 2 粒
%DV

成分量

対 1 日摂取量比 %

Vitamin C (as magnesium ascorbate)
1000 mg
16.67
Magnesium (as magnesium ascorbate)
79 mg
0.2
Quercetin
100 mg
†
Hawthorn Berry Extract
100 mg
†
Rosemary Leaf Extract
100 mg
†
Milk Thistle Seed Extract yielding 50 mg Silymarin
60 mg
†
French Maritime Pine Bark Extract
50 mg
†
(Pycnogenol®) yielding 90% Proanthocyanidins and Organic Acids
Grape Seed Extract (Proanthodyn™)
50 mg
†
With a Proanthocyanidolic Value of 95
Turmeric Root Extract yielding 95% Curcumin
50 mg
†
Ginkgo Biloba Leaf 24% (50:1 Extract)
20 mg
†
Green Tea Leaf Extract
20 mg
†
Bilberry Fruit Standardized Extract
10 mg
†
yielding 3.7 mg Anthocyanosides

ビタミン C (アスコルビン酸マグネシウムとして) 1000 mg
16.67
マグネシウム (アスコルビン酸マグネシウムとして) 79 mg
0.2
ケルセチン
100 mg
†
ホーソーンの実抽出物
100 mg
†
ローズマリーの葉抽出物
100 mg
†
ミルクシスルの種抽出物；シリマリン 50 mg 含有
60 mg
†
フランス海洋性松の樹皮エキス
50 mg
†
(ピクノジェノール®) プロアントシアニジン＆有機酸 90%含有
グレープシード抽出物 (プロアントジン™)
50 mg
†
プロアントシアニドリック 95 度
ウコンの根抽出物； クルクミン 95%含有
50 mg
†
イチョウ葉 24% (50：1 抽出物)
20 mg
†
緑茶の葉抽出物
20 mg
†
ビルベリーの実標準エキス
10 mg
†
アントシアノサイド 3.7 mg 含有

Other Ingredients: stearic acid, sorbitol, modified cellulose gum, colloidal silicon
dioxide and magnesium stearate.

その他の成分： ステアリン酸、ソルビトール、調整セルロースガム、コロイド二
酸化ケイ素、ステアリン酸マグネシウム。

Suggested Use: 2 to 4 tablets daily.

使用方法： 1 日 2~4 粒を目安におТみください。

Warning: If you are pregnant or breastfeeding, consult your health care
professional before using this product.

注意： 妊娠・授乳中の方は使用前に担当医にご相談ください。

