SOL 4530

SOL 4530

DIETARY SUPPLEMENT

栄養補助食品

カルシウムと
マグネシウム

Calcium and
Magnesium

FULL RANGE AMINO ACID CHELATES IN A SPECIAL HERB BASE.
Ideal for MOST FOOD SENSITIVE Individuals †
90 CAPSULES

特殊ハーブをベースにキレートアミノ酸をフルに活用
ほとんどの食物アレルギーの方に最適です†
90 粒

DISCUSSION: The minerals in this product are reacted with whole rice
concentrate rather than ordinary soy, yeast, or milk proteins which are commonly
used to chelate minerals. The special rice concentrate used by Solaray is
approximately seven times higher in amino acid content than ordinary rice and is
preferred by many over soy.

討議： 当製品に含まれるミネラルは、ミネラルをキレート化する時に通常使わ
れる普通の大豆、イーストまたはミルクプロテインといったものではなく、濃縮
全米を使用してキレート化しています。 ソラレイ社が使用している特殊濃縮米
は、普通の米の約 7 倍ものアミノ酸を含み、大豆よりも好まれています。

DIRECTIONS: As a dietary supplement, take four capsules daily with meals or
with 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 4 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ください。 低温、低湿な場所に保管してください。

CAPSULE SIZE: 00

カプセルサイズ： 00

†This product is suitable for individuals who adversely react to the common sensitizing
substances of yeast, milk, wheat, soy, corn, gluten, egg, sugar, salt, nuts, artificial colors
or preservatives.

†当製品は、イースト、牛乳、小麦、大豆、とうもろこし、グルテン、卵、砂糖、食
塩、ナッツ類、人工着色料、防腐剤などといった一般的なアレルギー性刺激物質に反
応を示す方々にも適しています。

SOLARAY GUARANTEES that NO ingredients other than those listed on this label
have been added to this product.

当製品は、ラベルに記載されている成分以外を一切含まないことをソラレイ社は
保証します。

Supplement Facts

成分表示

Serving Size 4 Capsules

Servings Per Container 22.5
Amount Per Serving

Calcium (as Calcium Carbonate,
Calcium Amino Acid Chelate)
Magnesium (as Magnesium Oxide,
Magnesium Amino Acid Chelate)
Glutaminc Acid HCI

1 回量 4 粒

内容量 22.5 回分

% Daily Value

1000 mg

100

500 mg

125

100 mg

*

4 粒中に含まれる量

カルシウム (炭酸カルシウムとキレート
アミノ酸カルシウムとして)
マグネシウム (酸化マグネシウムとキレート
アミノ酸マグネシウムとして）
グルタミン酸 HCI

対 1 日摂取量 %

1000 mg

100

500 mg

125

100 mg

*

*Daily Value not established.

*1 日必要摂取量は定められていません。

OTHER INGREDIENTS: Gelatin (capsule), Cellulose, Magnesium Stearate,
Alfalfa (Medicago sativa), Watercress, (Nasturtium officinale), Dandelion
(Taraxicum officinale), and Parsley Herb (Petroselinum crispum).
DO NOT USE IF SAFETY SEAL IS BROKEN OR MISSING

その他の成分： ゼラチン（カプセル部）
、セルロース、ステアリン酸マグネシウム、
アルファルファ（メディカーゴサティバ)、ウォータークレス (クレソン)、セイヨウ
タンポポ (タラクシカムオフィシナレ)、パセリハーブ (ペトロセリナムクリスパム)。

セーフティー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ください。

