SOL 4168

SOL 4168
DIETARY SUPPLEMENT

栄養補助食品

Bio E™ with Selenium

ビタミンＥ™とセレニウム

PROVIDES ANTIOXIDANT ACTIVITY

抗酸化作用

60 PERLECAPS

60 パールキャップ粒

DIRECTIONS: As a dietary supplement, take two perlecaps daily with
meals or a glass of water. STORE IN A COOL, DRY PLACE.

使用方法： 栄養補助食品として、１日 2 粒を目安に食事と共にもしく
はコップ1杯の水でお召し上がり下さい。 低温、低湿な場所に保管し
てください。

Supplement Facts
Serving Size 2 Perlecaps

Servings Per Container 30
Amount Per Serving

Calories
Calories from Fat
Total Fat

30
25
3g

Vitamin E (as d-Alpha-Tocopherol)
400 IU
Selenium (as Yeast-Free l-Selenomethionine) 100 mcg
Lecithin

1600 mg

% Daily Value

成分表示
１回量:： 2 パールキャップ粒
２粒中に

5 %†
1333
143
*

*Daily Value not established
†Percent Daily Value based on a 2,000 calorie diet.
OTHER INGREDIENTS: Perlecaps (Gelatin, Glycerin), Soy Oil, and Yellow
Beewax.

DISCUSSION: The vitamin E in this product is derived exclusively from
100% natural, unesterfied d-alpha-tocopherol, in a base of mixed
tocopherols of d-Beta, d-Gamma, and d-Delta. The special lecithin used
in this product includes phosphatidyl choline, linoleic acid, phosphatidyl
inositol, and phosphatidyl ethanolamine. These nutrients are essential
for proper fat metabolism. Lecithin helps to emulsify the Vitamin E,
making it even more bioavailable. Organic, yeast-free selenium has
been combined with Vitamin E to create a unique and powerful
antioxidant combination. Because this product contains NATURAL
ingredients, perlecap coloration may vary.
SOLARAY GUARANTEES that NO ingredients other than those listed
on this label have been added to this product.

DO NOT USE IF SAFETY SEAL IS BROKEN OR MISSING

対１日必要摂取量 %

カロリー
脂肪のカロリー
総脂肪

30
25
3g

ビタミン E (d‐アルファ トコフェロールとして) 400 IU
セレニウム (イースト不使用の L-セレノメチオニンとして)100 mcg
レシチン

1600 mg

5 %†
1333
143
*

*１日必要摂取量は定められていません。
†対 1 日摂取量比は 2,000 カロリーの食事例に基づいて算出しています。
その他の成分： パールキャップ（ゼラチン、グリセリン）、大豆油、黄蜜蝋.

討議： 本製品のビタミンＥは、d-ﾍﾞｰﾀ，d-ｶﾞﾝﾏ と d-ﾃﾞﾙﾀ トコフェロール
の混合物をベースにした 100%天然のエステル化していない d-ｱﾙﾌｧ トコフ
ェロールより生成されています。 本品に使用している特殊レシチンは、フ
ォスファチジルコリン、リノレン酸、フォスファチジルイノシトール、フォスファ
チジルエタノールアミンを含みます。 これらの栄養素は、適切な脂肪代謝
のために必要不可欠なものです。 レシチンはビタミンＥをエマルジョン化
（油濁）させ、より生物学的に利用し易くなります。 イーストを含まない有機
セレニウムは、ビタミンＥと協動して独特で強力な抗酸化作用をもたらします。
本品は天然成分を使用しているため、粒の色に差がでることがあります。
ラベルに記載された成分以外は一切使用していない事をソラレイ社は保証
します。
パールキャップサイズ：

PERLECAP SIZE: 20 oblong

内容量： 30 回分

20 長方形

安全シールが破れていたり、ついていない場合は使用しないで下さい。

