製品の概要:

HAPPY

栄養成分表

Bod•ē Pro Happy は、生産性、集中力、敏捷性を高め、認知機能をサポートするとともに、あなたの活力を増進させるよう特別に考

案されています*。
感じ方次第で生活は大きく変わります。
例えば仕事、家族、人間関係、日々の運動など。
幸せならすべてがうまくいくような気

がしませんか。
さあ、Bod•ē Pro Happyを始めましょう今までにない、
きっと試してみたくなる製品です。
ヌートロピックと呼ばれるヨーロッパで
急速に普及している自然サプリメントを使用しています。
Bod•ē Pro Happy を美味しく飲用することで一度に複数の仕事をこなすような厳し

い状況においてもメンタル面でメリットを得る可能性があります。

あなたの精神向上のためのポジティブな栄養素
1包に4つの製品：

ヌートロピック 爽快感、集中力、生産性、
敏捷性および認知機能をサポート*

サポー ト健康的な気分のバランスと
前向きな精神的対処法をサポート*

人工着色料不使用
人工香料不使用
グルテンフリー
大豆不使用
乳成分不使用

エナジー 必要なときに活力を与えてく
れる125MGの天然カフェイン*

健康的な髪、肌、爪をサポート あなたを
美しくする特別な栄養素を使用*

スマートエナジ
ードリンク
*これらの記載は、米国食品医薬品局の評価を受けていません。
本品は、
いかなる病気の診断、治療または予防を目的としていません。
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使用方法:

HAPPY

Bod•ē Pro Happy 濃縮パック

Bod•ē Pro Happy 濃縮パックの内容物を340 ～ 400 ml以上の冷えた精製水に入れ、
よくかき混ぜます。
栄養補助食品として1日に1包お飲みく
ださい。
妊娠中または授乳中の方、
または病気を患っている方は、本製品を使用される前に医師にご相談ください。
18歳未満のお子様、
アレル
ギー反応を起こした方にはお勧めできません。
安全シールが破損している場合は使用しないでください。
直射日光を避け涼しく乾燥した場所で
保管してください。

BOD•Ē PRO HAPPY T対象マーケット：

Bod•ē Pro Happy 自然の活力を向上させつつ、爽快感や集中力を高めるのをサポートする便利な製品を求めている方々を対象にしています。
*

レモン-ライム風味
ハチミツの自然な甘さ

栄養成分表

1回分：1包 (2.6 g)
1箱：24包

1包当りの量

1 日摂取量

カロリー
10
総炭水化物
2g
1%*
113 mcg RAE 15%
ビタミンA (天然βカロチンとして)
ビタミンC(アスコルビン酸として)
100 mg
110%
15 mcg
80%
ビタミンD3(コレカルシフェロールとして)
VビタミンE(dl-アルファトコフェロール酢酸エステルとして) 18 mg
60%
チアミン (d-ビオチンとして)
2 mg
170%
ビオチン
500 mcg
1670%
ナトリウム
独自のヌートロピック調合

20 mg
276 mg

0%
†

天然カフェイン、L-アラニン、サフラン抽出物、海塩微量ミネラルコンプレックス、つく
し抽出物（イクイシータム・アーヴェンス L）、L-テアニン

* 1日摂取量 (%)の値は2,000カロリーの食事に基づいています。.
†1日摂取量は定められていません。

他の成分：天然香料、クエン酸、レバウジオシドA（
ステビア）、天然蜂蜜粉末、シリカ、羅漢果エキス、
塩化ナトリウム、マルトデキストリン

より賢く年齢を重ねる
*これらの記載は、米国食品医薬品局の評価を受けていません。
本品は、
いかなる病気の診断、治療または予防を目的としていません。
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主成分:

6 種類の主要ビタミン — 健康のための重要な抗酸化ビタミン
A、C、D3、E 。
*

L-テアニン —精神的敏捷性と集中力を向上。
*

L-アラニン - 身体持久力をサポートする天然アミノ酸。
*
天然カフェイン 125 mg —エナジーレベルを向上。

サフラン抽出物 - 気分とリラクゼーションをサポートします。
*
シリカ — 健康的な髪、肌、
ネイルをサポート。
*

ビタミンD3 15 mcg — 骨、歯、筋肉、免疫をサポート。
*
ビオチン — エネルギー代謝をサポート。
*

よくある質問:

どのような人がBod•ē Pro Happyを摂取するべきですか?

Bod•ē Pro Happy は自然に活力を向上させ、爽快感、集中力、生
産性、敏捷性、認知機能をサポートする栄養補助食品を求めてい
る方々に最適です。
どのくらいで成果が表れますか？ Bod•ē Pro Happy は誰にでも
成果がありますか？

摂取後15 ～ 30 分で成果が出ると考えていますが、誰もが生理的
に違いますので成果はそれぞれ異なる可能性があります。
Bod•ē Pro Happy は毎日摂取できますか?

はい。
製品ラベルに記載されているように、毎日摂取できます。
Bod•ē Pro Happy に含まれるカフェインの原料は?

Bod•ē Pro Happy には125 mg 相当の天然カフェインが含まれ
ており、
あなたの活力を向上させるとともに、集中力、身体的敏捷
性、爽快感を高めるのに適した量です。
* カフェインはコーヒー豆
から自然抽出され、
コーヒー約1.5杯分と同等の量です。
このカフ
ェイン原料は、Bod•ē Pro Happyの製法と素晴らしい風味付けに
最適な自然由来の成分であることから選ばれました。

抗酸化物質とは何ですか?

抗酸化物質は自然界に存在し、
フリーラジカルという不安定な分
子が引き起こす損傷から細胞を守ります*。フリーラジカルは、過
度な運動、
ストレスおよび汚れた空気や環境汚染物質にさらされ
ることによって生成される副生成物です。
Bod•ē Pro Happy には、
抗酸化作用があり、体内のフリーラジカルとの闘いに役立つ可能
性のあるビタミン A、C、D3、Eが含まれています*。
Bod•ē Pro Happyで使用されている甘味料は何ですか？なぜこ
れらの原料を選択したのですか？

天然甘味料を好む方は、天然ハチミツパウダーとステビアのブレ
ンドで甘みをつけたBod•ēPro Happyを気に入って頂けるはずで
す。
製品開発段階において徹底的な研究とテストを行った結果、
天然ハチミツパウダーとステビアがこの製品の最高の甘味料とし
て選ばれました。
他の甘味料の多くは、Happyとの相溶性に関す
る弊社の基準を満たしていませんでした。
Bod•ēPro製品にプレミ
アム成分、調合効能、風味を含めることは、当社の最優先事項な
のです。

病気の治療中または服薬中でもBod•ē Pro Happy を摂取できま
すか？

他の栄養補助食品と同様、Bod•ē Pro Happy を摂取する前に、医
師に確認することをお勧めします。
妊娠中または授乳中の方、
また
は病気を患っている方は、本製品を使用される前に医師にご相談
ください。
18歳未満のお子様、
アレルギーをお持ちの方にはお勧
めしません。
Bod•ē Pro Happy には規制物質、向精神薬、
アルコールは含ま
れていますか？

いいえ、Bod•ē Pro製品には、制限物質、麻酔薬、
アルコールは含
まれていません。

Bod•ē Pro Happyの製造方法は?

Bod•ē Pro Happyは、GMP(優良医薬品製造基準)と呼ばれるFDA(
米国食品医薬品局)の製造基準に適合する施設で製造されます。
これにより私たちの製品は最高の品質を実現しています。
Bod•ē Pro Happy で神経過敏になりませんか？カフェインは体
に悪くないですか？

カフェインに気にする方もいらっしゃいますが、適度な量の摂取
は、気分や身体能力を高めたい人にとっては効果的な場合もあり
ます。*

*これらの記載は、米国食品医薬品局の評価を受けていません。
本品は、
いかなる病気の診断、治療または予防を目的としていません。
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