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ZANTREX™-3

ザントレックス™-3

Manufactured in the USA

製造国； アメリカ合衆国

*

Rapid Weight Loss*

*

早い減量効果*

Extreme Energy*

*

活力を高める*

*
*

No Ephedrine

*

エフェドリン不使用

Dietary Supplement
681 mg / 84 capsules

栄養補助食品
681 mg / 84 粒

DIRECTIONS: For maximum weight loss, take two capsules with a
full glass of water, 15-30 minutes before main meals. Not to exceed
2 servings in any 8-hour period. Remember, the calorie-reducing
properties of Zantrex™-3 are activated by food. For a significant
energy boost, take 2 capsules anytime as needed.
Do not exceed 6 capsules per day.

使用方法： 減量を希望する方は、1 日の内で一番ボリュームのあ
る食事の 15～30 分前を目安に、2 粒をたっぷりの水でお飲みくださ
い。 使用量は、8 時間内で 2 粒を超えてはいけません。 ザント
レックス™-3 のカロリーカット成分は、食事をすることによって活
性化されます。 エネルギー代謝をアップさせたい場合は、必要な
時に 2 粒をお飲みください。
1 日 6 粒まで！ それ以上は摂取しないでください。

NOTE: For persons sensitive to the effects of xanthines (i.e. caffeine
and caffeine-like stimulants), start by taking only 1capsule as directed
above and do not exceed a total of 2 capsules per day.
Limit the use of caffeine-containing medications, foods or beverages
wile taking this product because too much caffeine may cause
nervousness, irritability, sleeplessness and occasionally, rapid heart
beat.

注意： キサンチン（例；カフェインやカフェインに似た興奮剤）の効
果に過敏な方は、
1 回の摂取量を 1 粒、
1 日に 2 粒までとしてください。
本製品を使用している間は、カフェインを含む医療品、食品または飲料
などは控え目にしましょう。 カフェインを摂り過ぎると神経質になっ
たり、イライラ、不眠、時には心拍の上昇を引き起こすことがあります。

WARNING: This product contains a significantly potent xanthine (i.e.
caffeine and caffeine-like stimulants) mixture, in excess of 300 mg per
regular 2-capsule serving. Therefore, Zantrex-3 is not intended for use
by pregnant or lactating women. Consult your physician before use
especially if you are sensitive to stimulants. For occasional use only.
If your health-care provider has any questions, ask him or her to call
1-800-898-5153. Keep out of reach of children.

警告： 本製品には強力なキサンチン（例；カフェインやカフェインに
似た興奮剤）ミックスが、2 粒中に 300ｍｇ以上含まれています。 従
って、ザントレックス 3 は妊娠・授乳中の女性は使用できません。 興
奮剤に対して過敏反応を引き起こす方は、本製品使用前に医師に相談し
てください。 本製品は必要な時に摂取するものです。 常用はしない
でください。 本製品に対する疑問、質問は 1-800-898-5153 までお電
話ください（訳注；英語です。アメリカへの国際電話となります）
。 子
供の手の届かない場所に保管してください。

*These statements have not been evaluated by the Food and Drug
Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cute,
or prevent any disease.

*印の文章はＦＤＡ（合衆国食品医薬品管理局）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、予防するためのものでもあ
りません。
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Supplement Facts**

成分表示**

Serving Size: 2 capsules
Servings Per Container: 42

1 回量： 2 粒
内容量： 42 回分

Amount Per Serving

% Daily Value‡

30 mg

150 %

Niacin
Zantrex™ -3
A proprietary Blend Containing:

1230 mg

Yerba Mate (bark) SE***
Caffeine
Guarana (seed) SE***
Damiana (leaf, stem) SE***
Green Tea (leaf) SE***
Kola Nut SE***
Schizonepeta (spica) SE***
Piper Nigum (fruit) SE***
Tibetan Ginseng (root) SE***
Panax Ginseng (root) SE***
Maca Root SE***
Cocoa Nut SE***
Thea Sinensis Complex (leaf) SE***

2 粒中

ナイアシン

30 mg

対 1 日摂取量比 %‡

150 %

ザントレックス™ -3
1230 mg
以下のものを含むオリジナル専売ブレンド
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

イェルバマテ (樹皮) SE***
カフェイン
ガラナ (種) SE***
ダミアナ (葉、茎) SE***
緑茶 (葉) SE***
コーラナッツ SE***
ケイガイ (穂) SE***
コショウ (実) SE***
チベットジンセン (根) SE***
パナックスジンセン (根) SE***
マカの根 SE***
ココアナッツ SE***
チャ複合物 (葉) SE***

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

‡Percent Daily Value are based on a 2,000 calorie diet
†Daily Value not established.

‡対 1 日摂取量比は 2,000 カロリーの食事例を元に算出しています。
†1 日の摂取量は定められていません。

**This product is manufactured to be within all acceptable industry variances.
***Standardized Extract (SE) means an extraction process providing the highest
quality compound manufactured to acceptable industry variances.

**本製品は全てにおいて業界で採用されている規定内で製造されています。
***SE（標準エキス）とは、業界で採用されている規定に沿って製造された最
高級の物質を確保する抽出法のことをさします。

Other Ingredients: Rice Flour.

その他の成分： 米粉

