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製品の概要:
強さは体の中から。 Bod•ē Strong は、必須栄養素を得ることができ、あなたの健康の基盤となるプレミアムな栄養補助食品です。* カフェ
インを含炭酸炭酸飲料爽やかなフルーツ風味で栄養素を簡単に美味しく摂取できます。さまざまなビタミン、植物性ミネラル類、独自のフ
ァイトニュートリエント (植物性栄養素) の配合、さらに健康的な皮膚、髪、爪の維持で知られる植物性シリカ 20 mgを含むことが特徴で
す*。この独自の配合により、もっとも優れた抗酸化成分が便利な液体で摂取可能になりました。

*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.

製品の紹介

体の内外から強く:
BOD•Ē STRONG の有効性:  

サポート コラーゲン
の生成*

維持 健康的な皮膚、
目、歯、歯茎、髪*

強化 アンチエイジング
と免疫力強化
あなたの免疫系をサポート
する特性*

闘う フリーラジカル
に対抗*

人工甘味料不使用
人工着色料不使用
人工香料不使用
カフェインフリー
グルテンフリー 
炭酸フリー

STRONG 
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使用方法:
Bod•ē Strong 濃縮パック

Bod•ē Strong 濃縮パックの内容物を360 ～ 480 ml以上の冷えた飲料水に入れ、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。18歳未満のお子様にはお勧めしません。妊娠中や授乳中の方、または肝臓障害などの病気を患っている方は、本品または
他の栄養補助食品を使用される前に医師に相談してください。アレルギー反応が表れた場合は使用を中止してください。

BOD•Ē STRONG象マーケット:
Bod•ē Strong は、外出先でもプレミアムな栄養補助食品を摂取したい、活力や健康のための栄養基盤の構築に興味のあるすべての年
齢層の方に最適です。* Bod•ē Strong は炭酸料、カフェインフリーで、5 g の砂糖が入っています。爽やかなフルーツ風味で体が必要とす
る栄養素を簡単に美味しく摂ることができます。

STRONG 

  
  1包当りの量      1日摂取量
カロリー 70 
総炭水化物  11 g 4%*
  砂糖   5 g †
  食物繊維  1 g 4%*
ビタミンA (100% 天然βカロチンとして 2490 IU 40%
ビタミンC (アスコルビン酸として) 300 mg 330%
ビタミンD3 (コレカルシフェロールとして)  1000 IU 130%
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) 66 IU 290%
チアミン (d-ビオチンとして) 1.5 mg 130%
リボフラビン (リボフラビン U.S.P.として)    1.7 mg 130%
ナイアシン (ナイアシンアミドとして)    20 mg 130%
ビタミンB6 (ピリドキシン塩酸塩として)  5 mg 290%
葉酸 (葉酸として)         800 mcg 120%
ビタミンB12 (シアノコバラミンとして)    15 mcg 630%
ビオチン（d-ビオチンとして）    300 mcg 1000%
パントテン酸 (パントテン酸塩カルシウムとして)   10 mg 200%
セレン (セレンアミノ酸キレート)       25 mcg 45%
独自のヌートロピック配合   896 mg †
   マンゴスチン果実、アロエベラ (葉)、緑茶 (葉)(デカフ
ェ)、マンゴスチン抽出物 (果皮) (基準 10%キサントン)

独自の賦活剤   420 mg †
   マカの根、クルクミン、シリカ (トクサ) 基準 7%

栄養成分表
1回分：1包 (16.5 g) 
1箱：24包

* 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。

その他の成分：キシリトール、有機サトウキビ、天然香料、リン
ゴ酸、植物由来ミネラル混合物（主、微量ミネラルを含む）ステ
ビアReb A

*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:

植物性シリカ- 健康的な髪、肌、ネイルをサポート*。 
12 種類の必須ビタミン 健康のための重要な抗酸化ビタミン
A、C、E 
植物由来のミネラル- 65種類以上の微量／超微量イオンから成る
生命の元になる主要栄養素配合。 
ファイトニュ-トリエント(植物性栄養素) 成分 — 強力な植物天然
成分のブレンド。 
丸ごとのマンゴスチン - 自然界で最も多いキサントンを提供する、
丸ごとのマンゴスチンとその果皮抽出物を贅沢に使用。 
有機糖質栄養素を豊富に含むアロエベラ - 体に多くの有益な効
果を提供することで知られている、ファイトニュートリエント。 
有機カフェインフリ-緑茶 — さらなる抗酸化作用とファイトニュー
トリエント*。 
クルクミン - 健康な心血管系をサポ

*マカ — 身体持久力、スタミナ、エネルギーをサポート*。

ミネラル類の科学:
あなたの身体的健康は、何よりもあなたが摂取するミネラルによ
って決まります。ミネラルは臓器、骨、免疫系のサポートに役立ちま
す*。Bod•ē Strong はあなたの健康全般を向上させる独自のミネ
ラルをブレンドです。吸収に最適吸収微小サイズにした、100％イ
オン性の生命のもととなるミネラルを含みます。これら未加工のフ
ァイトニュートリエントには、65種類以上の微量／超微量な植物
性由来の主要ミネラルが入っています。

• 人体は自然界の基本的なミネラルがなければ生存できませ
んが、それらは体内で生産できません。食事やサプリメントか
ら摂取する必要があります。

• 現代の食事はミネラルが枯渇した土壌や過剰に加工された
食品により、適切なミネラルバランスが取れていない可能性
があります。 

• エネルギー生産、フリーラジカルによる損傷からの保護、そし
て他の生命維持機能のため、ミネラルが必要です*。

• ミネラルはあなたの健康基盤を作ります*。

よくある質問:
なぜ Bod•ē Strongで補給が必要なのですか？

答えはシンプルです — Bod•ē Strong は、体の最高の状態を保つ
ために必要な栄養素を提供する完璧でプレミアムな液体調合栄
養補助食品です*。63兆個の細胞を即効性の優れた栄養成分でサ
ポートし、フリーラジカルによる老化を防ぐために素早、体の内外
から再生するのを助けます*。フリーラジカルは、健康な細胞から
電子を取り除く不安定な分子であり、その過程で細胞を破壊しま
す。あなたの細胞は、毎日これらの不安定な分子から攻撃を受け
ています。強力な栄養素の基盤がなければ、細胞はフリーラジカ
ルによる損傷を受けやすくなります。Bod•ē Strongの独自の調合
は、フリーラジカルの影響からあなたの体を守るために役立ちま
す*。

マンゴスチンで見つかった化合物の中でキサントンが最も研究さ
れているというのは本当ですか？
本当です。このような特定の植物には強力な抗酸化作用があり、
独自に活性化された栄養素が含まれています。 マンゴスチンは自
然界で最もキサントン含有量が高いことが知られています。

主要ミネラル、微量／超微量ミネラルおよび植物性ミネラルを使
用する理由は？
植物性ミネラルは母なる自然から生まれたものだからです！その
仕組みはこうです： 植物は土壌からミネラルを吸収しますがその
過程で栄養価が高まります。ミネラルは土壌で栽培されたほとん
どの食品に含まれています。しかし問題は、近代的な食品加工と
農地での過剰耕作によって食事からすべてのミネラルを摂取する
ことは不可能になってきました。Bod•ē Strongのミネラルは人工
ではありません。長い年月をかけて育まれてきた植物から慎重に
抽出され、た自然のままのミネラルを補充することができます。す
べてのミネラルは生命にとって不可欠です主要ミネラル、微量/超
微量ミネラルは、ほんの微量でも体内で説明のできないような有
益な化学反応を引き起こすのです。

Bod•ē Strongの植物性ミネラルブレンドにはどのようなミネラル
が含まれていますか？

植物性ミネラルブレンドには、65種類以上の主要ミネラル、微量／
超微量ミネラルおよび植物性ミネラルが入っています。ミネラルは
自然の植物を原料としていますので、それぞれのミネラル量は製
造ごとに多少異なることがあります。 

Bod•ē Strong の植物性ミネラルブレンドには以下の成分が入
っています。
炭素（有機）、カルシウム、ナトリウム、硫黄、マグネシウム、塩化物、
臭化物、フッ素、ヨウ素、カリウム、ニオブ、アルミニウム、鉄、リン、シ

*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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リカ、マンガン、ホウ素、ストロンチウム、チタン、タングステン、銅、
亜鉛、スズ、ジルコニウム、モリブデン、バナジウム、クロム、セレン、
ニッケル、コバルト、リチウム、ガリウム、バリウム、イットリウム、ネ
オジム、ハフニウム、カドミウム、トリウム、アンチモン、セリウム、テ
ルル、ベリリウム、サマリウム、ジスプロシウム、エルビウム、ビスマ
ス、ガドリニウム、セシウム、ランタン、 プラセオジウム、ユーロピウ
ム、ルテチウム、テルビウム、イッテルビウム、ホルミウム、タリウム、
ツリウム、タンタル、ゲルマニウム、金、白金、ロジウム、ルビジウム、
ルテニウム、スカンジウム、銀およびインジウム。

糖質豊富な有機アロエベラとは何ですか？なぜ重要なのですか？
有機アロエベラは、アフリカ原産の強力な糖質栄養素であり、そ
の多目的な生命のもととなるミネラル、ビタミン、および多糖類の
ため、何世紀にもわたって利用されてきました。また、免疫機能を
強化し、健康全般にわたって抗酸化効果をもたらすことも知られ
ています*。

なぜ有機カフェインフリー緑茶が重要なのですか？
緑茶は古くから利用されているためたくさんの研究がされ報告さ
れています。有機カフェインフリーン緑茶には抗酸化物質が多く含
まれているため、Bod•ē Strong に加えられています。 カフェイン摂
取はすべての人にとって適切であるとは限らないので、消費者の
ことを考えてカフェインフリーの原料を選択しています

植物性シリカとは何ですか？その利点とは？
植物性シリカは、肌、爪、髪をサポートする成分として知られていま
す*。この成分は、プレミアムな栄養補助食品への利点が大きいの
で Bod•ē Strong に追加されました。

Bod•ē Strongに甘味料が選ばれたのはなぜですか?
Bod•ē 製品に最優先されるのは、プレミアムな成分、効果的な配
合、そしてフレーバーです。製品開発段階での広範なテストの結
果、有機サトウキビとキシリトール、ステビアと組み合わせること
にしました。これは人工ではなく、天然由来の甘味料であり、Bode 
Strongのほかのフレーバーとマッチします。この甘味料ブレンドは、
カロリー、糖分、炭水化物をより低く保ち、健康的なライフスタイル
をサポートします。

*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.


