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CoQ10

コエンザイム Q10

60 mg
with Omega 3 Fish Oils

60 mg
オメガ 3 フィッシュオイル配合

30 Gels

30 粒

Cardiovascular Health

Supplement Facts
Serving Size: 1 Softgel

心臓血管を健康に・・・

成分表示
Servings Per Container: 30

Amount Per Serving

Calories
Calories from Fat
Total Fat
Trans Fat
Vitamin E (as d-alpha tocopherol)
Coenzyme Q10 (CoQ10)
Natural Fish Oil Concentrate
Omega-3 Fatty Acids
Eicosapentaenoic Acid
Docosahexanoic Acid
Other Omega-3 Fatty Acids
Soy Lecithin

% Daily Value

5
5
0.6 g
0g
10 IU
60 mg
250 mg
75 mg
40 mg
25 mg
10 mg
200 mg

<1%
†
35%
†
†

†

１回量： 1 粒

内容量： 30 回分

1 粒あたり

対 1 日摂取量比 %

カロリー
5
脂肪のカロリー
5
総脂肪
0.6 g
トランス脂肪
0g
ビタミン E（d-アルファトコフェロールとして）
10 IU
コエンザイム Q10 (CoQ10)
60 mg
天然濃縮フィッシュオイル
250 mg
オメガ 3 脂肪酸
75 mg
エイコサペンタエン酸
40 mg
ドコサヘキサエン酸
25 mg
その他オメガ 3 脂肪酸
10 mg
大豆レシチン
200 mg

<1%
†
35%
†
†

†

*Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet.
†Daily Value not established.

*対 1 日摂取量比は 1 日 2,000 カロリーの食事例に基づいて算出しています
†1 日の摂取量は定められていません

Suggested Use: As a dietary supplement, take 1 softgel 1 to
2 times daily with meals.

使用方法： 栄養補助として、1 回 1 粒 1 日 1~2 回を目安に食事
と一緒にお飲みください。

Coenzyme Q10 is a vitamin-like compound also called
ubiquinone. It is an essential component of cells and is necessary
for mitochondrial energy production. Years of research has shown
that CoQ10 supports healthy cardiovascular and immune system
functions in addition to its vital role in energy production.* NOW
uses only the 100% natural, all-trans form of CoQ10.

コエンザイム Q10 は別名ユビキノンという、ビタミンに似た物質です。
細胞構成に必須な物質で、ミトコンドリアがエネルギーを発生させると
きに必要とされます。 長年の研究で、CoQ10 のメイン機能であるエネ
ルギー生産に加えて、心臓血管の健康と免疫機能をサポートする機能
があることが明らかにされました。* NOW 社では 100%天然の、オー
ル-トランス型 CoQ10 しか使用していません。
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コエンザイム Q10

60 mg
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60 mg
オメガ 3 フィッシュオイル配合

† Consumption of Omega-3 fatty acids may reduce the risk of coronary
heart disease. FDA evaluated the data and determined that, although
there is scientific evidence supporting the claim, the evidence is not
conclusive.

† オメガ 3 脂肪酸を摂取すると冠状動脈性心臓病にかかるリスクが軽減する
とされています。 FDA はこのデータを評価していますが、内容を裏付ける科
学的実証はあるものの、その実証例が（オメガ 3 脂肪酸の効果にかんする）結
論を導くものではないと判断しています。

Free of: sugar, salt, starch, yeast, wheat, gluten, corn, milk, egg or
preservatives.

砂糖、塩、スターチ、イースト、小麦、グルテン、とうもろこし、牛乳、卵、
防腐剤は一切使用していません。

Other Ingredients: Gelatin, Rice Bran Oil, Glycerin, Water, Yellow
Beeswax and Annatto Extract.

その他の成分：
ナットエキス

Warnings: Do not eat freshness packet. Keep in bottle.

注意： 防腐剤パックは食べられません。 ボトルから取り出さないでください。

Disclaimers: *This statement has not been evaluated by the
FDA. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent
any disease.

免責条項： *印の文章は FDA 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、治癒および予防するものではありません。

ゼラチン、米ぬか油、グリセリン、水、ミツロウ、アン

The natural fish oil concentrate used in this softgel is tested to be free
of potentially harmful levels of contaminants (i.e. mercury, heavy
metals, PCB's, dioxins and other contaminants).

本製品に使用している天然の濃縮フィッシュオイルは、体に有害となる
量の汚染物質は一切含まれていないことが検査で確認されています
（例； 水銀、重金属、ポリ塩化ビフェニル、ダイオキシン、その他汚染
物質）。

Contains no titanium dioxide. Separation and color variation in the softgel is
natural and doesn't affect product quality.

二酸化チタンは含んでいません。 ソフトジェル内での成分分離や、粒ごとに
色が異なることは自然なことで、製品の品質には全く問題ありません。

Store in a cool, dry place. Please recycle.

低温で乾燥した場所に保管してください。 容器はリサイクルしてください。

