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当社の本社があるハワイ、マウイ島のきれいな空気、火山性の土壌そして汚染されていない水は、毎日大切なことを思い出させてくれます。 
それは自然はそれのみが独立して機能しているわけではない – それは私たちも同様だということです。 

ハワイで調剤され、米国で生産。 
そして世界中で販売されています。
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すべての犬に愛を
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全てのイヌの健康と幸せは私たちの一番の
優先事項であり、それはビジネス上の理由
だけに基づいているわけではありません。 
イヌたちへの愛情が、非の打ちどころのないバイオアベ
イラビリティから調剤された、最高級の原材料から作ら
れる、ヒトレベルと同様の最高級製品を作る上でインス
ピレーションを与えてくれます。それはなぜでしょう？
当社ではイヌとヒトの間の感情的なつながりを…細胞レ
ベルでサポートしているからです。



APOPTOSIS（アポトーシス）

 それは起こるべき素晴らしいことです！
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古い 言 葉 に 、 「 生 ま れ る と
き、死ぬときが存在する」

というものがあります。この言葉
は細胞だけでなく、私たち自身に
も当てはまります。 

この真実の前半部、つまり「誕
生」に関してフォーカスされがち
ですが、自然な細胞の死も同様に
重要なことがわかってきました。
日々、一般的な成人の
身 体 の 中 で は 、 数
百 万 と い う 細 胞
が文字通り自殺
して、新しい健
康的な細胞のた
めに場所を作っ
ています。これ
はイヌの身体でも
同じことが起こりま
す。

この通常の、自然かつ重要な身体
プロセスを「アポトーシス」と呼
びます。アポトーシスは各細胞の
DNAの中にエンコードされてい
ます。  

細胞が自身のアポトーシス遺伝子
の引き金を引くと、これらの遺伝
子が細胞を完全に破壊するため、
身体は残った粒子を安全にリサイ
クルするか、取り除くことができ
ます。アポトーシスには副作用も
無く、（あるとしても）少々の炎
症程度しか起こらないため、痛み

を伴いません。 

アポトーシスは呼吸と同様に自然
なものであり、健康に不可欠で
す。つまりアポトーシスなしに、
健康で新しい細胞のための空間を
作ることができません。

健康で、正常なアポトーシス遺伝
子はランダムにスイッチが入ら

ないようになっています。
スイッチが入るのに

は 必 ず 理 由 が あ
ります。時に自
殺 す る 細 胞 は
自 然 な 寿 命 の
終 わ り に 到 達
し、自然死を迎

えます。その他
では、細胞は不調

や、修復できない損傷
に苦しんだ後、自己の「自殺遺伝
子」を発動します。

アポトーシス遺伝子を「睡眠状
態」にして、細胞の健康状態を感
知できなくしてしまう何かが起こ
った場合、何が次に起こるかが問
題となります。睡眠状態のアポト
ーシス遺伝子を持つ細胞は、たと
えそれが不調であったり、損傷し
ていたりしても、通常よりも長生
きします。こういった正常なアポ
トーシスに欠落している場合、明
らかに、イヌの健康に良くない影
響が出ます。

アポトーシス
は呼吸と同様に自

然であり、健康に不
可欠です。

発音しにくい理由は… 

ギリシャ語だ 
からです。
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 「自然を深く、深く見つめると、全てをより良く理解することがで
きるでしょう。」                                     
 — アルバート・アインシュタイン

奇妙なことに、1972年にBritish 
Journal of Cancer にアポトーシ
スについての研究が掲載される
前までは、百年間に渡り、この
人体の自然な働きは「管理され
た細胞の自滅」として知られて
きました。本研究の著者はこう
いった細胞の自滅に、「マイト
ーシス」（細胞分裂）を補う何
か印象的な名前が必要だと思い
ました。そこでアイディアを求
めてギリシャの言語学者に話を
聞きに行きました。 

言語学者は、「おちる」もしく
は「剥がれ落ちる」と訳するこ
とのでき、秋に枝から落葉する
様子や花弁が土にむかって次第
に散っていく様子を表す際に使
われる、「アポトーシス」を提
案しました。 

ギリシャ語でapoptosis（アポト
ーシス）の二つ目の「P」は発音
せず、発音は「ay-paw-TOE-sis.
（ア-ポウ-トゥ-シス）」となり
ます。近年  
一部では英語のように 
「ay-POP-toe-sis（エイ-ポップ-
トゥー-シス）」と発音する人も
います。

どのように発音するのだとして
もアポトーシスは、細胞が寿命
を終える際に、もしくは損傷を
おっているか、乱れた状態にな
っている細胞内で、自然に発生
する、遺伝的にプログラミング
された死を説明するには完璧な
言葉です。
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古代のコンセプトを  
現代的に理解しました。 
ノーベル賞受賞理論が  
自然寿命と細胞の死に活かされます

アポトーシスは教科書でも解説さ
れ、私たちの多くは、五分程度

とはいえ、高校の生物の授業でこの言
葉を聞くことになります。約一世

紀ほど前に最初に概念が登場
しました。しかし、その重

要性を理解するのに2002
年までかかってしまいま
した。そして、その分野
で最も重要な発見を成し
遂げた人物に贈られる、
ノーベル賞生理学医学賞
が、アポトーシスを研究

していた三人の研究者に同
年贈られました。 

Sydney Brenner博士、H. Robert 
Horvitz博士およびJohn E. Sulston博

士は、「器官発生と、プログラムされ
た細胞死の遺伝制御に関する発見」を
受賞理由とし、賞を授与されました。 

彼らの発見はシンプルではあります
が、科学研究に大きな影響を及ぼしま
した。こちらがその重要な理論の一部
です：

•  誕生するすべての細胞のために、そ
の他の細胞は器官が適切な細胞数で
バランスを取り続ける上で死ぬ必要
があります。 

•  プログラムされた細胞の死 （アポト
ーシス）は細胞の誕生（マイトーシ
ス）と同じくらい健康にとって重要
です。 

•  特定の遺伝子が器官発生とアポトー
シスを調整しています。 

•  こういった細胞が、細胞の死を「
オン」もしくは「オフ」を切り替
えて、身体の器官を「彫り出しま 
す」。

•  全てのサイズおよび複雑さの、全種
類の生き物にアポトーシス遺伝子は
存在しています。C. エレガンスのよ
うな単純な線虫にもアポトーシス遺
伝子は存在し、ヒトにも、そしても
ちろんイヌにも存在します

つまりアポトーシス遺伝子は重要な要
素です。Brenner博士、Horvitz博士お
よびSulston博士の研究によると、そ
れらは全ての種のすべての細胞におけ
る正常な寿命、発達そして死の可能性
を作り出すものです。 

正常なアポトーシス遺伝子は、バラン
スおよび健康のため、各細胞を監視し
ています。そして必要に応じて、アポ
トーシスを「オン」、つまり自然に細
胞を自死させます。そうでなければ「
オフ」状態になります。 

それは一種車に自動ブレーキシステム
（ABS）があるようなものです。ABS
は必要になるまで作動しません。同様
にアポトーシス遺伝子も、必要な時に
のみ「オン」になります。それ以外は
健康な細胞で、ただバックグラウンド
で監視を行っています。 

ノーベル賞受賞者のBrenner博
士、Horvitz博士およびSulston
博士が、身体が生涯を通じてア
ポトーシスを使い、バラン
スを保持する理論を明
らかにしました。ア
ポトーシスがバラ
ンスを崩した際、
健康状態も崩れま
す。

これらの新しい理
論は、2002年のノ
ーベル賞で脚光を
浴び、世界中の科学
者にアポトーシスを、
そしてそれがどのように
健康に影響を与えているかを、
もっとよく観察するようインス
ピレーションを与えました。そ
れから十五年、アポトーシスは
科学分野の中でも最もホットな
最新分野になりました。私たち
は皆Brenner博士、Horvitz博士
およびSulston博士の理論の恩
恵を受けています。

バランスは自然な寿
命サイクルを通じて
追求されます。

ギリシャ的発
想です。

詳細は、アポトーシスに関するプレスリリースや美しいカラーポスターなどが閲覧
できる、公式ノーベル賞ウェブサイト:  
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2002/press.html　 
をご訪問ください。

Sydney Brenner博士 H. roBert Horvitz博士 JoHn e. SulSton博士
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丸見えですが
かくれんぼ中

Functional Nutrimentsでは、定
期的にインスピレーションを求

め、理解を深めるため自然界に立ち
戻るようにしています。科学は殺伐
とした研究室で研究されてますが、
最も優れた発想は自然自体から得ら
れることがあるためです。

これは常に当てはまる元然たる真実
です。アイザック・ニュートンは樹
木からリンゴが落ちる様を見てい
て、重力の理論に遭遇しました。そ
の時彼の理論は根本的で、受け入れ

られている理論を真っ向から否定す
るものでした。

今日、これは科学の基礎になってい
ます。

それが花弁が落ちる様であれ、葉の
色が変わる様子であれ、もしくはニ
ュートンが見たように、おちていく
リンゴであれ、次に自然の寿命が尽
きる様子を見たら、アポトーシスに
ついて考えてみましょう。

「自然は既に車輪
を発明していま

す。私たちの仕事
はそれを見つけ出
すだけです。」 

— Demian Dressler 
（DVM、チーフ・メディカ

ルオフィサー）

今日、私たちが機能しているアポト
ーシスを見るにはパワフルな顕微

鏡が必要ですが、「アポトーシス」は
いつか、「遺伝子」、「DNA」そして
「重力」がそうなったように、家庭内で
使われる言葉になると予測しています。

現在、アポトーシス遺伝子のターゲット
とすることを目的とした370以上の識別
薬が存在し、これには27の放射線感受
性増強物質及び感受性増強物質並びに
65の反炎症剤が含まれます。実際、ア
ポトーシスマーケットではブームが起こ
っています。2008年に年間6億6千万ド

ル規模の市場はますます拡大し、2013
年には、120億ドル規模に成長しまし
た。2020年には230億ドル規模になる可
能性があります！

大手製薬会社にとってこれは大変素晴ら
しいことであり、製薬会社が何を用意す
るか楽しみにしています。しかししばら
くの間は、Functional Nutrimentsでは自
然の(合成ではありません)ダイエタリー
アポトーゲンを利用して、2008年から
提供してきたように、安全で優れた機能
を持つサプリメントを提供し続けます。 

マーケットでは確実にそれを見出しています

アポトーシス自体を見
ることはできませんが
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ダイエタリー  
アポトーゲン  
は正常なアポトーシス 
をサポートします

Functional Nutrimentsでは、ダイエ
タリーアポトーゲンを利用して正

常で健康な細胞の生まれ変わりをサポ
ートするよう、当社の栄養補助剤をデ
ザインしています。これら 超濃縮植物
性抽出液（発見が難しいものも含まれ
ています）はアポトーシス遺伝子が「
目覚める」サポートをし、正常で健康
的なサイクルに細胞を整えます。 

これら植物性化学物質の多くは抽出
しにくく、一般的に手に入りにいた
め、Apocaps® CX、つまり世界最初
ののために特別に作られた遺伝アポト
ーゲン調剤は、大変エキサイティング
な製品となっています。同じアポトー
ゲンの多くはNutrocept®およびEver-
Pup®にも含まれています。 
Apocaps®内で発見されたスーパー
チ ャ ー ジ 型 の ア ポ ト ー ゲ ン か ど う
か、Nutrocept®およびEverPup®にお
ける一日の投与数よりかなり低いかど
うかなどに関わらず、現在手に入る中
で、一番そして唯一の調剤を犬に提供
できます。
こ れ ら 製 品 は 当 社 の 特 別 な 専 売 物 
Biovadex™とともに調剤され、血流レ
ベルにおいてアポトーゲンを促進する
手助けをします。

Nutraceutical  
(ヌー-トル-スー-ティ-クル): 
健康増進機能を持つとされ
ている栄養素や食品。
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ダイエタリー  
アポトーゲン  
は正常なアポトーシス 
をサポートします

Biovadex™ 
現代のトロイの木馬

世界中の研究者が当社の調剤で使用しているもの
と同じダイエタリーアポトーゲンを研究してお

り、合成版の作成に熱心に取り組んでいます。 
これは素晴らしいことですが、当社が直面する問題
があります。それは最も貴重なダイエタリーアポト
ーゲンは簡単に血流内に入って行かないということ
です。これはバイオアベラビリティが少なくなって
いることを意味します。 
それに対する対応策は？Biovadex™です。
トロイを信じきった人々を殺すために潜んでいた数
百任のギリシャ人を内部に隠していたトロイの木馬
のように、BiovadexはApocaps®内の植物性抽出液
が、肝臓および消火器関係を避けるサポートをする
ため、血流に素早く入り込むことができます。
Biovadex™は当社の数年間にわたる調剤上の成功に
とって重要な存在です。当社のラベルに記載されて
いるほかのアポトーゲンをバラバラに接種しても効
果は有りますが、Biovadex™と共に調剤された場
合、これら抽出物の素晴らしいシナジーがより濃度
の高い状態で細胞に届きます。 
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私たちも同様です

自然は単独では  
機能しません  
 

当社のルーツはハワイのマウイにある獣医学にありま
す。当社は、ダイエタリーアポトーゲンの研究し、そ

れらがどのように作用するかを見るためクライアントと働
き、犬たちを助けることができる独自の製剤を行い、安全性
を確立ためのApocapsのテストを実施し、フィードバックを
寄せるようほかの獣医師にお願いしたりし始めていた、故郷
の島にいるDemian Dressler博士について考えると感動しま
すよね。 

しかしこういった取り組みは全てDressler博士が一人で行っ
たわけではありません。当社は、獣医腫瘍学者、生化学分野
の博士、そして数十人の熟練した専門家を含む、多分野にま
たがる科学専門チームを展開し、最新の栄養補助食品を作り
出し、精製しています。 

これら専門家は、それぞれの専門分野からの数十年にわたる
知見と経験をエビデンスベースのアプローチにもたらし、共
にオリジナル調剤を作り上げます。 

長期間にわたり、思想家、クリエーター、研究者は「一つの
分子」アプローチをとってきました。彼らは「一つの問題」
を独立させ、それに対して「一つの解決策」を見出そうとし
ました。 

しかしこういったアプローチが特効薬を見出すことはほとん
どありませんでした。 

当社は自然をモデルとしています。根本的な生物学の基礎に
立ち返り、どのように身体が機能するかを観察しています。
そしてパターンを見出し、大きな視野における大きな疑問を
持ち、そのほかの方法や分野にインスピレーションを見出し
ます。 

ニュートンが自然界に存在する一定のパターンを観察するこ
とで重力を「発見」したように、私たちもアポトーシスが共
に機能する際に何が起こるのかを観察することで調剤方法を
「発見」しました。これが各調剤内にアポトーゲンのブレン
ドを提供する理由です。つまり自然は空白状態では機能しな
いということです。

当社は、最新の研究と実際の臨床経験を結び付けて、自然で
正常な健康状態をサポートし、クオリティーオブライフ を
向上する、より幅広い範囲でのムーブメントの最前線にいら
れることを幸運だと思っています。



 値打ちある成分

各サプリメントの製造業者
は安全な製品を製造しよう
としていますが、全ての製
造業者が仕事が適切に行わ
れているかを確認するうえ
で、必要な全ステップを行
っているとは限りません。 
Functional Nutrimentsは当
社の全補助栄養食品を、厳
格に、ヒトレベルに準拠さ
せています。この品質およ
び安全性への取り組みが、
優れた製品を生み出しま
す。 
当社ペットラインのすべて
の製品は、慎重にプレミア
ムな原材料で製剤され、安
全性検査を受け、貯蔵寿命
が二年になるようパッケー
ジされます。（現実的には
もっと長いのですが、二年
間とラベルに記載すること
でお客様に安心していただ
いています。）

ヒトと同じ
レベル、
イヌも人と同じ
だからです。 
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自然は単独では  
機能しません  
 

プレミアム  
成分 

最も 優 れ た 生 の 素 材 の み を
Apocaps® CX、Nutrocept®およ

びEverPup®に使用しています。 

実際、当社は供給、安全性、純度の選
択の厳しさで知られています。当社が
費やすより一層の努力、時間、投資は
友である友人向けのプレミアム製品を
確保する上で価値のあるものです。 

当社の製剤には三十以上の様々な成分
が使用されていて、各成分はカットが
なされる前に検閲に合格しなくてはな
りません。

こちらは、どの成分に対しても、使用
前に行う四ステップです：

1. 当社ではヒトレベルの原材料のみ使
用しています。 

2. こういった原材料は信用できる、倫
理的な供給元から手に入れていま
す。主にはアメリカ産ですが、一部

は非西欧的伝統に基づいているた
め、アメリカでは手に入らないもの
もあります。ともかく、品質、安全
性および純度のための証明済みの記
録を有する、信頼できる、倫理的な
供給元からのみ原材料を購入してい
ます。

3. 当社では各原材料のパックごとに 分
析証明書の提出を求め、製造業者が
品質、濃度、純度をパックごとにテ
ストしているかを確認します。パッ
クに混ぜ物、汚染、もしくは安全上
か純度の問題がある場合は、すぐに
拒絶されます。

4. 当社では各パックを検査すること
で、これらすべてを ダブルチェック 
し、当社の製品に入るものが、意図
していたものと完璧に合致するよう
にします。
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美味しく、安全、高い信
頼性可能な限り弊社の製品の安全性

を確保するため、米国食品医
薬品安全局（FDA）および州担当局
に登録し、そこから許認可を受け、
定期的に検査を受けている栄養補助
食品研究所で製造しています。

ヒトと同レベルの標準に従い製造し
ているため、当社の栄養補助食品は
一般的なペットサプリメントよりも
コストが少しかかっていますが、製
造プロセスの前、最中そして製造後
に利用できる中で最も厳格な検査も
行っています。例えば、 大腸菌や
サルモネラ菌、イースト菌、
カビ、ヘキサン、アセト
ン、鉛、ヒ素またはメ
ラミンといった環境汚
染やバクテリアがない
かを確認します。

品質や検査に対し、こ
のように払われる注意に
は時間もコストもかかりま
すが、製品を高品質で、検査済
みにし、安全かつ効果的にするため
価値が認められます。 

当社の製品が人間の補助栄養食品基
準で作られているとお伝えしていま
すが、それはつまり以下のことが言
えます：  

•  当社の研究所は現在の国家適正製
造基準に従い、純度と安全性のた
めの試験において厳正であるよう
強制されています。これら基準と
プロセスに準拠しない場合、FDA
は研究所を閉鎖します。 

•  製造プロセスで使用される各部屋
は ドアで密封されて、技術者が
汚染を「スクラブ洗浄」でき、汚
染をテストできるクリーンエリア
で、保護されています。

•  ボトルとジャーはしっかりと室内
で安全に密封されています。 

•  しっかりとした タンパーエビデ
ント性のある密封により各ボトル
やジャーの留め口部分を保護しま
す。 

•  各製品にはロット番号と使用期限
日が印刷されているため、安全に
関するリコールも行うことができ
ます。(リコールをしたことは有り
ませんが。)

•  当社の製品にはまた梱包後の最終
テストも行われます。安全

に密封された製品の各
パックは、無菌室で七
日間隔離し、バクテ
リア、イースト菌、
カビなどがないかを
確認します。一週間

が過ぎたら、パッケー
ジがサンプル化され、病

原菌に対する総合的なテス
トが行われます。そして完全に無
菌状態であれば、発送されます。
無菌状態が確認できなければ、す
べてのパックは廃棄され、最初か
らすべてやり直します。

製造前、製造中および製造後に
当社の製品が対象となる厳格
なテストには、次が含まれま
す：

• 大腸菌バクテリア
• サルモネラバクテリア
• イースト菌
• カビ
• メラミン
• 鉛 (重金属)
• ヒ素 (重金属)
• アセトン (溶媒)
• ヘキサン (溶媒)
• 環境汚染物質

これらには時間、エネルギー、コス
トおよび努力が費やされます。

しかし、犬たちはこういった取り組
みに値する存在ではありませんか？
私たちは値していると思っていま
す。

可能な限り新鮮な状態に製
品をしておくために、必要
な数だけ注文した原材料を
使い、少量ずつ製剤を製造
します。つまり原材料を保
管しておいておくようなこ
とはしません。 
少量ずつ購入すると一般的
に、大量に購入した時より
も多く支払わなくてはなら
ないため、この選択はボト
ムラインには大変なもので
す。当社が使用する一部の
原材料は一般的に手に入る
ものですが、多くは調達が
困難なものです。
しかし、最も新鮮で、最高
品質の原材料を各ボトル、
ジャーそしてカプセルやパ
ウダーに入れたいという思
いから、これをやってのけ
ています。 

ミニパ
ック  
= 新鮮な製品

“何よりも
まず害を成すな

かれ。” 
ヒポクラテスの誓い



基準化および
準拠性
カプセル一つはカプセ
ル一つであり、一すく
いは一すくいです

FDA、州レベルおよび地方
レベルの検査

研究所がヒト用の栄養補助食品
製造におけるアメリカFDA登

録および許認可を受けている場合、
許認可および登録済み研究所向けに
FDAによって定義された現在の適正
製造基準(cGMP)に従う必要があり
ます。上記で概説された全ステップ
に加えて、定期的に検査を行う必要
もあります。 
当社の研究所は抜き打ち検査も含
む、定期的なFDA検査の対象となっ
ています。研究所はまた国によりラ
イセンスも発行されているため、州
検査官によっても定期的に検査され
ています。
これらの国家および州レベルの検査
に加えて、当社の研究所は世界中の
様々な政府により検査および許認可
されています。こういった追加的

なステップを経ることにより品質
と安全性へのより一層の取り組
みを明示しています。当社
では、研究書が栄誉補助食
品の分野において最も大
変だとされる次の三つの
国家により 許認可を受
けていることに誇りを持
っています。それはカナ
ダ、オーストラリアそし
てドイツです。
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イヌにApocaps® CXのカプ
セルもしくはNutrocept®か
EverPup®を一すくいあげ
るときに、 ラベル上にリス
トアップした分の成分量が
含まれていることが確認で
きます。 
当社の製品をクライアント
もしくは顧客のために購入
された場合、製品が最も新
鮮で、最高品質、安全性も
最も高く、準拠性も高い、
オリジナル調剤であること
に100％自信を持っていた
だけます。 

• 
S
TA

N
DARDIZED PUR

IT
Y
 •

S
A

FETY TESTE
D
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1番

の優先事項 それは「イヌ」
多くの企業では、直接の顧客が念頭にあるた
め、良い製品を作っています。

最も優れた企業が、心に常にエンドユーザーを
思い描くことで、最も優れた製品を作ります。

それが、当社がイヌ、つまりエンドユーザーに
固執する理由です。彼らのニーズや希望が私た
ちの一番の優先事項です。 

もちろん、他の人たちのニーズや希望も常に考
慮しています。獣医、小売業者、販売元、そし
て消費者をサポートするためにできることは、
すべて行っています。

しかしそれもイヌたちが当社の製品で大きくな
るのを見ることにより、より取り組みやすく、
楽しい仕事になります。

私たちには何か特別なものがあり、地球上のイ
ヌたちにもそれがあるのですイヌは当社が彼ら
を歓迎しているいることを知っています。

そして当社はあなたも歓迎しています。

あなたにとっての贅沢でもあります。 
フリークエント・バイヤー・リワードプログラム、長期間に渡り提供されてきた、初回注文時
のディスカウント、米国内であれば無料配送（アラスカやハワイも含まれます）、そして低く
設定された最小注文数により、業界トップクラスの栄養補助食品を驚くほど簡単に販売しても
らえるようになりました。 

当社はまた、獣医師向けの情報ポータル、小売業者向けトレーニング、獣医師および小売環境
の両方に対応したフライヤーなども用意しています。 

何 か 当 社 で お 手 伝 い で き る こ と が あ り ま し た ら 、 ご 遠 慮 な く お 知 ら せ く
だ さ い 。 北 米 か ら の 無 料 電 話 は 8 8 8 - 9 3 6 - 4 2 2 6 に 、 国 際 電 話 の 場 合 は + 0 1 -
8 0 8 - 6 6 0 - 4 2 3 0 に ご 連 絡 く だ さ い 。 メ ー ル で の ご 連 絡 を ご 希 望 さ れ る 場 合 は 
cs@functionalnutriments.comまでご連絡ください。喜んでお手伝いさせていただきます。 



国立保健研究
機構認証

獣医師とのパートナーシップ

Demian Dressler（DVM、チーフ・メディカルオフィサー） 
の話を聞いてみましょう

Apocaps®を裏打ちする科学
理論はワシントンDCにある
国立保健研究機構により裏
打ちされています。2010年 
Functional Nutriments は「バ
イオアベラブル・ダイエタリ
ーアポトーゲンを使用した癌
化学療法増感剤 および放射線
増感剤の開発”」に対し25万ド
ルの補助金の交付を受けまし
た。この社歴の初期における
エキサイティングな開発プロ
ジェクトは、私たちに重要な
決断を迫りました。それは栄
養補助剤の道を進み続けるの
か、それとも製薬会社になり
当社のダイエタリーアポトー
ゲンの合成バージョンを開発
するのかという選択です。何
度も思考を重ねた後、当社は
栄養補助剤のバージョンに取
り組みました。たとえそれが
貴重で、お金も入ってくる補
助金をあきらめることを意味
していたとしても、その決断
に満足していました。
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獣医学および診療にルーツがある
ため、当社は獣医が患者と向き

合う大変さを心得ています。そのた
め、獣医師専用に作られた情報ポータ
ルを提供し、彼らをサポートしていま
す。獣医師は、ダイエタリーアポトー
ゲン、他の獣医師へのインタビュー、
特別なトレーニング、および知りたい
と思うであろう全データを乗せた白

書が入手できるhttp://FunctionalNutri-
ments.com/vetで、当社にご登録いた
だけます。24時間トレーニングを受け
たり、獣医スタッフ向けの特別な製品
知識ウェビナーの設定のために当社ま
でご連絡を寄せたりしてください。そ
してまた、患者への使用に適した各獣
医向け製品の一つ一つに用意された総
合フライヤーもございます。 

Demian Dressler博士は Apocaps® 
CX、Nutrocept®およびEverPup®

を 作 っ た 人 物 で す 。 ハ ワ イ の マ ウ
イ 島 に あ る フ ル サ ー ビ ス の 動 物 病
院、South Shore Veterinary Careのオ
ーナーである、Dressler博士は動物の
生理機能を研究し、カリフォルニア大
学デービス校にて理学士を取得した
後、コーネル大学で獣医学の博士号を
しています。ニューヨークでの診療経
験の後、ハワイに戻り、オアフ島で診
療経験を積んだ後、自身の故郷である
マウイ島に向かって自分の病院を開き
ました。Dressler博士は犬好きと獣医
学の専門家の両方の相談に乗り、ライ
フスタイルの選択と疾病、栄養と癌、
そして動物倫理の間の関連性といった
範囲にある話題において人気が高い講
師でもあります。博士はまた最もよく
売れている動物の健康に関する書籍
The Dog Cancer Survival Guide（犬
が癌で生き残るためのガイド）の共著
者でもあり、米国獣医師会会員、ハワ
イ獣医師会会員および米国鳥類獣医師
会会員でもあります。彼はまたCORE 
(Comparative Orthopedic Research 
Evaluation)の会員でもあり、自身の
母親が創立し、動物に対する生涯の
愛情のインスピレーションを与えた
Pacific Primate Sanctuaryの顧問理事
でもあります。Dressler博士は大変

健康的で、年老いていている彼自身の
犬、Bjornと写真に写っています。彼は
マウイ島で、Bjorn、そして家族ととも
に生活しています。

 

 the  DOG CANCER
 

 
 

 
 

 
    survival guide  

D
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ian D

ressler, D
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 If your dog has    
   CANCERyou need this bookNo matter what you’ve heard, there are always steps you can take to help your dog 

fight (and even beat) cancer. This comprehensive guide is your complete reference 

for practical, evidence-based strategies that can optimize the life quality and longevity 

for your dog. No matter what diagnosis or stage of cancer your dog has, this book is 

packed with precious advice that can help now.Discover the Full Spectrum approach to dog cancer care…
•	 Everything	you	need	to	know	about	conventional	western	veterinary	treatments	(surgery,	chemotherapy	and	

radiation) including how to reduce their side effects.•	 The	most	effective	non-conventional	options,	including	botanical	nutraceuticals,	supplements,	nutrition,	and	

mind-body medicine.
•	 How	to	analyze	the	options	and	develop	a	specific	plan	for	your	own	dog	based	on	your	dog’s	type	of	cancer,	

your dog’s age, your financial and time budget, your personality, and many other personal factors.

Dr.	Demian	Dressler,	DVM	practices	 in	Hawaii	and	 is	 internationally	recognized	as	“the	dog	

cancer	vet”	and	blogs	at	DogCancerBlog.com.	Dr.	Susan	Ettinger,	DVM	is	a	veterinary	oncolo-

gist and a ddiplomate of the American College of Veterinary Internal Medicine who practices 

in New York.

Maui Media LLC www.MauiMedia.com   

“Imagine looking back at this time in 
your life, five years from now, and having not  
a single regret. You can help your dog fight  
cancer and you can honor your dog’s life by 
living each moment to the fullest, starting 
now. This book can help you as it has helped  
thousands of other dog lovers.”

Full Spectrum Treatments to Optimize Your Dog’s Life Quality and Longevity

Dr. Demian Dressler, DVMwith Dr. Susan Ettinger, DVM, Dip. ACVIM (Oncology)

the DOGCANCER 
survival guide

Small Animal Medicine/Dogs/Dog Health

$34.95



販売業者とのパートナーシップ 

Frequent Buyer Rewards Program 
（フリークエント・バイヤー・リワードプログラム）

長年の熱心な取り組みと、
数多くのデスクワークの
後、Apocaps® CXEをカナダで
販売する許可をとうとう得る
ことができました。数年間に
わたりApocaps® CXEを求めて
いたクライアントや顧客を持
つ、北方の隣人にとって、こ
れは大変うれしいニュースだ
と思います。Apocaps® CXE
の Canada Health Notification 
Number（カナダ健康通知番
号）はNN:K8A2です。 

Apocaps® 

CXEは現在カ
ナダでも入手
可能です!

当社は販売業者を、全ストア従
業員向けのオンライントレー

ニングや、トレーニングを積極的に
活かすようにチームにインセンティ
ブを与える、特別なリワードプログ
ラムでサポートしています。当社で
は店頭用のパンフレット、ビデオお
よびそのほかのグッズを用意し、顧
客に情報提供し、教育を行うこと

で、皆様が当社の製品を販売するサ
ポートをいたします。またウェブカ
ンファレンスを通じて、チームのた
めの個人ライブトレーニングもアレ
ンジ可能です。当社のカスタマーサ
ポートチームは平日であればいつで
も、質問に回答し、役立つ製品知識
を提供することができます。 

当社のヒトレベルの調剤、Apocaps® HNは2017年に販
売を開始します。リリースに関する詳細やニュースは 

http://FunctionalNutriments.com/humanにてサインアップしてご
参照ください。

お求めになっていたものが、今年手に入ります。2017年に新たに当社は 
Functional NutrimentsFrequent Buyer Rewards Program（フリークエン

ト・バイヤー・リワードプログラム）を始めます。ご利用になられた金額に
合わせて、購入アイテムやディスカウントになるポイントを受け取れます。 
http://FunctionalNutriments.com/rewardsにてサインアップしてください。
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2017年の新作：Apocaps® HN



ドッグ・オブ・ 
ザ・イヤー
数年ほど前に婚約者と私はイーダンという名前のレスキューパ

ピー（シェルターなどに引き取られている子犬）を引き取り
ました。私たちは彼を糖尿病感知犬にトレーニングして育てたか
ったんです。通常通り、彼はトレーニングを受け、六か月後素晴
らしく訓練された子犬に成長しました。唯一つ難点があったんで
す。それは重大な分離不安症でした。つまり、ごみ箱をひっくり
返したり、靴を噛んで隠してしまったり、犬の預かり所から逃げ
出して騒ぎを起こしたり、つまり自分一人にはなれないといった
タイプの不安症です。一旦犬が私たちが出かけると感知したら、
自分のリードを持ってドアの前に座り、一緒に出掛けられるよう
に鳴き続けます。 

不安症の治療（彼に受けさせたくなかった
ので）以外はなんでも試しました―エッセ
ンシャルオイル、スプレー、おもちゃ、音
楽、骨などです。何も役に立たず、希望を
失い始めていました。こういった不安症が
発症するたび、彼はハンガーストライキ
を起こし、ほとんど何も食べなくなるた
め、バランスの取れた栄養の摂取に関して
も大変心配していました。Nutroceptを使
い始めましたが、最初は必要としている
状態に彼の栄養状態を近づけるためでし
た。Nutroceptが不安症に効果があることに
関しては、何ら期待していませんでした。 

しかし、Nutroceptを初めて一か月、素晴
らしい何かが起こったのです。その日、私
は急いでお店に向かい、彼をケージに入れ
るのを忘れていました。家に帰る途中、掃
除しなくてはならないであろう、半分食べ
られてしまっている靴やごみがあること思
い気が重くなりました。しかし、ドアを開
けて入ってみたら？家はきれいなままで

す！イーダンは私がおいて出た時と同じベッドで眠りについてい
るようでした。それから彼は一度も発作を起こしていませ

ん。Nutroceptがすべての犬のすべての不安症の問題の
解決策になるかどうかはわかりませんが、イーダンの

場合は運命を変えるものでした。家から出かけるとき
に、彼をケージに入れなくて済むようになりまし
た。唯一の問題ですか？イーダンはまだハンガー
ストライキを起こしますが、それは私がNutrocept
を忘れた時のみ起こる現象です。 

なので、私たちは引き取ったすべての犬にNutro-
ceptをすぐに摂らせ、それが犬たちが家に慣れて、

私たちとの信頼関係の構築や、気軽に過ごせるよう
になるサポートとなることを見出しました。すすり泣
いていたものを落ち着かせ、攻撃的だったものは体毛
が抜けなくなり、一日程度すればみんな遊び出しまし
た。このアイテムを切らすことは考えられません。 

                    — Jessica I., コロラド州アーバダ
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Nutrocept®前のイーダ
ン

Nutrocept®後
のイーダン



それはクオリテ
ィ・オブ・ライ
フの向上のため
のものです

獣医師はアポトーシスサポートを生かし、
犬の生活の質をサポートし維持するため
に、Apocapsを推奨しています。

®
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スーパーチャージ型バイオアベラビリティ
のためのBiovadex™を使った調剤

イヌは一週間以内に、よりバイタリテ
ィにあふれ、活動的、かつ精力的にな

ります。すぐに効果が見られない犬
は、効き目が現れるのに時間がかかっ
ている可能性があります。およそ三か

ら四週程度かかるでしょう。

• 
S
TA

N
DARDIZED PUR

IT
Y
 •

S
A

FETY TESTE
DAASS

次に対するフルスペクトラムサポート：

アポトーシス 免疫 心臓 肝臓 腎臓 腸



FAQ
Apocapsはほかの治療、薬品、サ
プリメントと共に使用できますか? 
はい、ほとんどの場合において使
用できます。Apocapsはたいへん
安全で、吐き気、下痢またはおう
吐といった中程度の移調系副作
用が出た犬の割合は5%以下でし
た。(これはダイエット、薬物、
もしくはサプリメントの変更ナド
における典型的な数値です。)最
も報告数が多かった副作用は軟便
ですが、投与数を減らし、時間を
かけて徐々に投与数を適正量迄増
やすことで解決できます。一般的
に、獣医師はその安全性の記録か
ら、Apocapsをほかの治療と組み
合わせて使用することに違和感を
感じません。一部の犬に中程度
の抗炎症作用が見られるため、
他の抗炎症薬（NSAIDもしくは
ステロイド）を使用している場
合、Apocapsを半分もしくは四分
の一程度の投与数で使用するのが
良いでしょう。また、Apocaps®
は相乗効果的な使用における素晴
らしい候補にもなります。

Apocaps®は抗酸化物質ですか? 
Apocaps内のアポトーゲンは効能
のあるレベルで服用され、プロオ
キシダント効果をもたらします。
ベータグルカンが小規模の免疫サ
ポートに含まれる場合、総合的に
見て、Apocaps®は抗酸化物質と
はみなされません。

ラベルに乗っている成分を別々に
提供してもらうことはできません
か？ 
ラベル上に掲載されているサプ
リメントをスタンダロン状態で
すでに与えてみましたが、犬は
完全な効果が見られませんでし
た。バイオアベラビリティはダイ
エタリーアポトーゲンの関連し
た問題だからです。（これが、
当社がBiovadex™を調剤に使
う理由です。）ほとんどの獣医
は、Apocaps®のより効果の高い
ブレンドと、含まれるアポトーゲ
ンの間での素晴らしいシナジーに
より、これを推奨しています。
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Apocaps®はその名を、複数の花、および栄養がた
っぷり含まれる植物などの葉、花、川および根か

ら抽出した、生物学上でも重要な植物性物質、アポ
トーゲンから得ました。これらの植物抽出液は正常

なアポトーシスのプロセスをサポートできます。つ
まり正常で、自然かつ安全な方法で、年老いた、損傷

を受けた、もしくは 不調をきたした細胞を「自殺」 
させるサポートができることを意味します。これら
のダイエタリーアポトーゲンはアメリカや海外で
の複数の臨床試験において、多くの科学者の興味

を引き付けてきました。

Apocaps®の組成物は外部および内部複数
ターゲットがなされた過程で機能し、

多面的に正常なアポトーシスをサポ
ートすることができます。これによ
りイヌに最大限の効果がもたらされ

ます。 

正常且つ、健康的なレベルのアポトーシスのサ
ポートに加えて、Apocaps®には免疫システ
ムのサポートができる、少量のベータグルカ
ン、効能のあるキノコなどを含むそのほかの
特別な組成物も含みます。また、アポトーシ
スメンテナンスを援助し、正常な消化機能をサ

ポートするギンゲロール、および正常な身体コ
ンディションと体重の保持をサポートできるl-グ

ルタミンも含みます。

最後に、当社が有するBiovadex™を使い、Apocaps
のアポトーシスのサポートをする健康状の効能をター

ゲットいしている器官に直接届けます。

Apocaps®はイヌのための素晴らしいスタンダロン製品で
すが、従来の治療と組み合わせて使用しても安全です。

2010年より、世界中の獣医師が愛犬家に Apocaps®を推奨し
続け、素晴らしい結果を得てきています。イヌのクオリティ・
オブ・ライフと長寿命をサポートする目的で作られた業界トッ
プクラスの栄養補助食品は、スタンドアロンタイプの緩和剤サ
プリメントとしても、もしくは総合的なケアに対するシナジー
において使用 しても良いように作られています。 

製品成分表
カプセル当たりの有効成分:

不活性成分:                        ゼラチン, ステアリン酸マグネシウム, 結晶セルロー
スおよびシリカ.

注意事項:
少量の食料と共に与えて、消化器官系の不調を予防するようにし
てください。Apocaps® の成分に対するアレルギー反応を示すイ
ヌに与えないでください。おう吐、下痢、欲不振が見られる犬に
は与えないでください。5ポンド（約2.3キロ）以下の体重の犬に
このサイズのApocaps®カプセルを使用しないで下さい。腎臓も
しくは肝臓疾患をり患している犬に対する安全性は確認されてい
ません。妊娠中、および授乳中の犬への使用に対する安全性は確
保されていません。糖尿病の犬もしくは生後6か月未満の犬への
使用の安全性は確認されていません。

問い合わせ先
販売元：Functional Nutriments LLC • (888) 936-4226 • 1215 S. Kihei Rd, 
Ste O-155, Kihei, HI 96753 • Apocaps.com

製品成分表,（続き）
Apocaps®は正常なライフクオリティ と長期的な健康をサポー
トします。イヌにのみ使用してください。
アメリカ製。

用法、用量:
5-10 ポンド（2.3～4.5キロ）: 一日二回　一回当たり1カプセル
10.1-20 ポンド（4.6～9.1キロ）: 一日二回　一回当たり2カプセル
20.1-40 ポンド（9.2～18.1キロ）: 午前に3カプセル、午後に2カプセル
40.1-60 ポンド（18.2～27.2キロ）: 一日二回　一回当たり3カプセル
60.1ポンド以上（27.3キロ以上）: 一日三回　一回当たり3カプセル
小さじ1-2杯程度の食物と共に経口で与え消化不調を予防するよ
うにしてください。

警告:
イヌへの使用専用。
その他の動物やヒトに与えないでください。
子供や動物の手の届く範囲におかないでください。
間違って過剰摂取した場合は、専門医にすぐに連絡してください。

ロット番号:
使用期限:

C
92

60
90

1

                                                      オリジナルブレンド[アスコルビン酸
パルミテート (ビタミン C), レシチンパウダー, ルチン(花) (ファー
ヴァ由来), スイートオレンジ (オレンジ) 抽出液(85% ルテオリン),
L-グルタミン, アピゲニン, タウリン, 酸化亜鉛(80.6% 亜鉛), 生姜 
(ショウガ) 根抽出液(5%ギンゲロール), ミルク・シスル(マリアア
ザミ) 種子抽出液(80% シリマリン), ターメリック(ウコン) 根抽出
液(95% クルクミノイド), ベータグルカン (アグロバクテリウム属
次亜種1), 酸化マグネシウム (60% マグネシウム)] 392.85 mg.

製品成分表
カプセル当たりの有効成分:

不活性成分:                        ゼラチン, ステアリン酸マグネシウム, 結晶セルロー
スおよびシリカ.

注意事項:
少量の食料と共に与えて、消化器官系の不調を予防するようにし
てください。Apocaps® の成分に対するアレルギー反応を示すイ
ヌに与えないでください。おう吐、下痢、欲不振が見られる犬に
は与えないでください。5ポンド（約2.3キロ）以下の体重の犬に
このサイズのApocaps®カプセルを使用しないで下さい。腎臓も
しくは肝臓疾患をり患している犬に対する安全性は確認されてい
ません。妊娠中、および授乳中の犬への使用に対する安全性は確
保されていません。糖尿病の犬もしくは生後6か月未満の犬への
使用の安全性は確認されていません。

問い合わせ先
販売元：Functional Nutriments LLC • (888) 936-4226 • 1215 S. Kihei Rd, 
Ste O-155, Kihei, HI 96753 • Apocaps.com

製品成分表,（続き）
Apocaps®は正常なライフクオリティ と長期的な健康をサポー
トします。イヌにのみ使用してください。
アメリカ製。

用法、用量:
5-10 ポンド（2.3～4.5キロ）: 一日二回　一回当たり1カプセル
10.1-20 ポンド（4.6～9.1キロ）: 一日二回　一回当たり2カプセル
20.1-40 ポンド（9.2～18.1キロ）: 午前に3カプセル、午後に2カプセル
40.1-60 ポンド（18.2～27.2キロ）: 一日二回　一回当たり3カプセル
60.1ポンド以上（27.3キロ以上）: 一日三回　一回当たり3カプセル
小さじ1-2杯程度の食物と共に経口で与え消化不調を予防するよ
うにしてください。

警告:
イヌへの使用専用。
その他の動物やヒトに与えないでください。
子供や動物の手の届く範囲におかないでください。
間違って過剰摂取した場合は、専門医にすぐに連絡してください。

ロット番号:
使用期限:

C
92

60
90

1

                                                      オリジナルブレンド[アスコルビン酸
パルミテート (ビタミン C), レシチンパウダー, ルチン(花) (ファー
ヴァ由来), スイートオレンジ (オレンジ) 抽出液(85% ルテオリン),
L-グルタミン, アピゲニン, タウリン, 酸化亜鉛(80.6% 亜鉛), 生姜 
(ショウガ) 根抽出液(5%ギンゲロール), ミルク・シスル(マリアア
ザミ) 種子抽出液(80% シリマリン), ターメリック(ウコン) 根抽出
液(95% クルクミノイド), ベータグルカン (アグロバクテリウム属
次亜種1), 酸化マグネシウム (60% マグネシウム)] 392.85 mg.
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全年齢のイヌのニーズに合致した
唯一のデイリーサプリメント、 
獣医学専門家専用

Multitargeted Organ Cytoprotectant 
With Apoptogens

®

生涯を通じ、複数ターゲット用の、 
アポトーゲン入り器官細胞促進剤

思わず顧客が購入してしまう  
魔法の質問
「どういったものをワンちゃんの健康管理のために与えて
いらっしゃいますか？」世界中の獣医師が、この質問によ
りクライアントのほとんど半分がNutroceptを自身の飼い
犬に試そうと思うきっかけになったと離しています。この
質問を会計の時にもしくは結果のレビューを行う際に尋ね
ることで、日々の栄養補助剤、ダイエタリーアポトーゲン
およびNutroceptを長くとり続けることでイヌが得られる
全効能についての話が始められます。獣医師は現場、特に
Nutroceptの返金保障に関して話をした際に、45-50％の購
入率を報告しています。そしてジャーにはほとんどのイヌ
にとって一か月分のサプリメント（小型犬には2カ月分で
す！）が入っているため、毎月新たなジャーを購入しに顧
客が戻っています。 • 
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嗜好性の保証
Nutrocept®はイヌにとって、とっても美味しく作られているた
め、Functional Nutrimentsではこの100%保証が提供できます。
もしクライアントがNutroceptに満足しない場合は、当社まで返
品いただければ、購入金額を返金いたします。詳細は 
www.FunctionalNutriments.com/Nutroceptにてご確認ください。

査読済研究内で示された100%ヒトレベルの、標準化
された、ハイレベルの成分が、自然な老化により影
響を受けた幅広い臓器および細胞の活動をサポート

ターゲット メカニズム（構成成分）

 

アポトーシス 内因性および外因性カスケード
（クルクミン、ギンゲロール、柑橘系バイオフラボノイド）

 

正常なDANの完全
性を保持

正常な変異原不活化物質の活動をサポート
（柑橘系バイオフラボノイド、シリマリン、スピルリナパシフィ
カ）

 
関節

正常なCOX-2 活性を促進する援助 
（クルクミン、ギンゲロール、柑橘系バイオフラボノイド）
軟骨細胞のサポート （グルコサミン） 
関節骨膜と骨液内のヒアルロン酸量の増加  
（柑橘系バイオフラボノイド）

 
脳

正常なアミロイドレベルと認識を促進する援助（シリマリン、
ギンゲロール）
正常な細小血管の完全性をサポート （ギンゲロール）
正常な髄鞘構成 （ルテオリン）のサポートを援助

 
皮膚

オメガ3脂肪酸 （亜麻、スピルリナパシフィカ）
マスと細胞の正常な活動を維持するサポート （柑橘系バイオフ
ラボノイド）
正常な肌の水分と弾力の保持をサポート （柑橘系バイオフラボ
ノイド）

 
体重

正常な血糖レベルの促進を助け、正常な血液脂質の保持を援助 
（ギンゲロール、イヌリン）
正常な脂肪代謝を促進 （クルクミン）
正常なCOX-2 活性を援助
（クルクミン、ギンゲロール、柑橘系バイオフラボノイド）

 
消化管

プロバイオティクス増殖のカプセル化
（有胞子性乳酸菌）
プレバイオティクス （イヌリン）

 
免疫システム

正常な白血球食菌作用および抗体生成をサポート（オート由来
ベータグルカン）
健康な食菌作用を促進するサポート（スピルリナパシフィカ）

 
肝臓 抗酸化物質 （ビタミン E、ビタミン C、その他）

肝細胞膜の安定 （シリマリン）

 
腎臓 正常なアミロイドレベルおよび腎機能の促進をサポート （シリ

マリン、ギンゲロール）

Nutrocept®は、Apocaps®に慣れた獣医師が、日々の使
用に際する用法・用量に係るインストラクションを必

要としていたため作られました。これに応じ、当社では可
能な限りで最も優れた日々使えるイヌ用のサプリメントを
最初から作り始めました。Nutroceptでは、子犬のころから
老犬期まで継続して使用するのに適しているだけでなく、
それ以上の効果をもたらす全てのダイエタリーアポトーゲ
ンを少量ずつ含んでいます。 

なぜ少量なのでしょう？消費者は既にほかのサプリメント
を、獣医師の指導のあるなしに関わらず、時に複数種、
犬に与えていることがあるからです。過剰摂取を避け、
こういった在宅での、インターネットに影響を受けた薬学
的な実験が起こってしまうことをなくすために、重要な
成分をいくつか当社の日常的なアポトーゲン製剤に追加
し、Nutroceptを全ての器官をサポートできる本当に効く、
総合的な、日々摂取できる製剤にしています。グルコサミ
ンの追加により、これを完全なジョイントサプリメントに
作り上げました（詳細は表を参照してください）。またビ
タミン、ミネラル、抗酸化剤、ベータグルカン、スピルリ
ナ、プロバイオティクスおよびプレバイオティクスも追加
しました。 

Biovadex™と調剤された、この原動力となるコンビネーシ
ョンはまた、牛の肝臓パウダーを追加することで優れた味
わいも提供します。錠剤ではないため、簡単に食事に振り
かけることができます。老犬用のプログラムに最適なだけ
でなく、多くの獣医師はこれを子犬向けのプログラムにも
取り入れています。 

通常、Nutroceptは複数のサプリメントと置き換えることが
でき、クライアントにとって使いやすく、総合的なコスト
も削減できます。そしてNutroceptが手に入れられる場所
は、獣医師専門品なので、あなたのところからのみという
ことになります。

Nutroceptを取り扱い製品に加えることは、イヌをサポート
するだけではありません。製品の取扱により、イヌの飼い
主にあなたが率先して、予防医学に取り組むことが理解さ
れますし、あなた自身が新しい考えを受け入れるタイプだ
ということも知らせることができます。 

特長 Nutrocept® Cosequin 
DS™

Forta 
Flora™

Grizzly 
Salmon 

Oil™
Neutricks™

Pet 
Tabs™

Solid  
Gold™

関節 ✔ ✔ ✔
肝臓 ✔
腎臓 ✔
免疫システム ✔ ✔
新陳代謝 ✔ ✔
認知 
機能 ✔ ✔

皮 膚 お よ び
毛皮

✔ ✔ ✔

活力 ✔ ✔ ✔
アポトーゲン ✔
ベ ー タ グ ル
カン

✔

プロバイオテ
ィクス

✔ ✔

プレバイオテ
ィクス

✔ ✔

ビタミン ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
ミネラル ✔ ✔ ✔ ✔ 

製品成分表
一さじ[6 g]あたりの有効成分: オリジナルブレンド [ス
ピルリナ (スピルリナパシフィカ), イヌリン, レシチンパ
ウダー(大豆由来), ルチン (花) (ファーヴァ由来), ギンゲ
ロール (ショウガ根抽出液由来), シリマリン (マリアアザ
ミ種子抽出液), クルクミノイド (ウコン根抽出液由来), 
ベータグルカン (エンバク由来),ルテオリン (スイートオ
レンジ由来)] ............................................... 655 mg
グルコサミン (甲殻類由来) ........................... 500 mg
炭酸カルシウムと
リン酸ジカルシウム(カルシウム) .................... 40 mg
リン酸ジカルシウム (リン).............................. 25 mg
酸化マグネシウム (マグネシウム) ................... 10 mg
有胞子性乳酸菌 ........................................... 6.7mg
クエン酸カリウム (カリウム) ............................. 5 mg
亜鉛 クエン酸 (亜鉛) ....................................... 4 mg
ナイアシン .................................................. 2.5 mg
フマル酸第1鉄 (鉄) ......................................... 2 mg
クエン酸銅 (銅) ............................................... 1 mg
D-カルシウム パントテン酸塩 (パントテン酸塩) ....  1 mg
硫酸マンガン (マンガン) ................................. 1 mg

製品成分表, ［続き］

NutroceptTM は成犬の正常な多臓器セ
ルの健康の促進、正常な機動性を促進
し、正常な総合的健康を保持し、 消化
器官の健康状態をサポートし、 正常な
免疫システムを助け、皮膚および毛皮
の正常な状態を補助し、無理なくエネ
ルギーおよびバイタリティを促進する
ことを目的に製剤されています。
用法、用量: 
体重 (ポンド) 一日の摂取
量(付属している6 gスクー
プを使用):

 15 ポンド（約6キロ）
 以下 ............1/2 スクープ
 15ポンド（約6キロ）
 以上 ............... 1 スクープ E
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摂取する際は食物に混ぜて
与えられます
15-30°C (59-86°F)で保管して
ください。熱源、直射日光およ
び湿度を避けて下さい。密封
されていない場合は購入しな
いでください。本製品は容積
ではなく重量で販売されてい
ます。容器はいっぱいになって
いませんが正常な状態です。

リボフラビン .................................................. 1 mg
硝酸チアミン (チアミン)................................... 1 mg
ピリドキシンHCl (ビタミン B6) ..................... 0.3 mg
シアノコバラミン (ビタミン B12) ................... 0.3 mg
レチニルパルミチン酸エステル (ビタミン A) .... 0.15 mg
ヨウ化カリウム(ヨウ素) ............................... 0.15 mg
葉酸 (葉酸塩) ............................................ 0.05 mg
セレン酵母 (セレン) ................................. 0.025 mg
Dl-α-酢酸トコフェニル
tocopheryl acetate (ビタミン E)............... 0.002 mg
コレカルシフェロール (ビタミン D) ............ 0.001 mg

その他の成分: 亜麻仁パウダー(亜麻由来),醸造酵母 
(出芽酵母由来), 天然牛肝臓パウダー........4.5 g

不活性成分: シリカ (乾燥剤)。

イヌへの使用専用。
本製品の成分に対するアレルギー反応を示すイヌに
与えないでください。妊娠中の動物に対する使用上の
安全は確認されていません。
手の届く範囲におかないでください。間違って過剰摂
取した場合は、専門医にすぐに
連絡してください。

問い合わせ先
販売元：
Functional Nutriments, LLC
(888) 836-3647 • www.functionalnutriments.com

MADE IN THE U.S.A.

100% HUMAN-GRADE INGREDIENTS製品成分表
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MADE IN THE U.S.A.

100% HUMAN-GRADE INGREDIENTS

Product Facts
Active Ingredients per Scoop [6 g]:  A proprietary 
blend [Spirulina (Spirulina pacifica), Inulin, lecithin 
powder (from Glycine max), Rutin (flowers) (from 
fava), gingerols (from Zingiber officinale root 
extract), silymarin (from Silybum marianum seed 
extract), Curcuminoids (from Curcuma longa root 
extract), beta-glucans (from Avena sativa), 
Luteolin (from Citrus sinensis)] ..................655 mg                      
Glucosamine (from shrimp and crab shell) 500 mg
Calcium carbonate and 
    dicalcium phosphate (Calcium) .............. 40 mg
Dicalcium phosphate (Phosphorus) ........... 25 mg
Magnesium oxide (Magnesium) ................. 10 mg
Lactobacillus sporogenes .......................... 6.7mg
Potassium citrate (Potassium)...................... 5 mg
Zinc citrate (Zinc) ......................................... 4 mg
Niacin........................................................ 2.5 mg
Ferrous fumarate (Iron) ................................. 2 mg
Copper citrate (Copper) ............................... 1 mg

Product Facts, continued

Nutrocept® is formulated especially for 
adult dogs to promote normal 
multi-organ cellular health, promote 
normal mobility, maintain normal 
cognitive health, aid digestive health, 
support normal immunity, aid normal skin 
and coat health, quench free radicals, 
and promote energy and vitality.

Directions for Use: 
Weight (lbs) Daily Amount  
(Using included 6 g scoop):

 Under 15 lbs. .... 1/2 scoop
 Over 15 lbs. ........ 1 scoop 

May be mixed in food for 
administration.

Store at 15-30°C (59-86°F).  
Protect from heat, light and 
moisture. Do not purchase if 
seal is broken. This product 
is sold by weight, not volume.  
Contents may settle.

D-calcium pantothenate (Pantothenic acid).. 1 mg
Manganese sulfate (Manganese).................. 1 mg
Riboflavin ..................................................... 1 mg
Thiamin mononitrate (Thiamin) ..................... 1 mg
Pyridoxine HCl (Vitamin B6) ...................... 0.3 mg
Cyanocobalamin (Vitamin B12) ................. 0.3 mg
Retinyl palmitate (Vitamin A).................... 0.15 mg
Potassium iodide (Iodine) ........................ 0.15 mg
Folic acid (Folate) .................................... 0.05 mg
Selenium yeast (Selenium) .................... 0.025 mg
Dl-alpha-tocopheryl acetate (Vitamin E) 0.002 mg
Cholecalciferol  (Vitamin D) ................... 0.001 mg

Other Ingredients: Flaxseed powder (from Linum 
usitatissimum), brewer’s yeast (from 
Saccharomyces cerevisiae), natural beef liver 
powder.......4.5 g

Inactive Ingredients: silica (a moisture reducer).

For use in dogs only.
Avoid in dogs with known allergies to ingredients in 
this product. Safe use in pregnant animals has not 
been proven. Keep out of reach of children. In case of 
accidental ingestion, consult a health  professional. 

Questions?                                               
Distributed By

Functional Nutriments, LLC
(888) 836-3647 • www.functionalnutriments.com

MADE IN THE U.S.A.

100% HUMAN-GRADE INGREDIENTS

Multitargeted Organ Cytoprotectant 
Dog Supplement With Apoptogens

Net Weight: 180 grams (6.35 oz.)

Cell Support for:
• Brain • Kidney  
• Joints • Immunity 
• Liver  • Metabolism 

Advanced Formula with: 
• Apoptogens • Glucosamine
• Probiotics & Prebiotics • Vitamins & Minerals
• Anti-Oxidants • High Palatability
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ハッピーで健康的  
そして美味しい!
イヌの遊びに対する終わりのない熱意は、犬好
きに大きな喜びを生み出します。そして当社は
これが永遠に続いてほしいと思っています。し
かしイヌの安全性、幸せおよび健康の維持は、
食品、空気、そして水に潜む見えない敵が数多
く存在する現代社会において難しい課題です。
それがスーパーチャージ型のバイオアベイラブ
ルな、おいしい、日常的に使用できるイヌ用サ
プリメント、EverPup®を作った理由です。振り
かけるパウダータイプのEverPupは、健康およ
び幸せの保持に係るストレスをなくしました。  
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関節 ✔ ✔ ✔
肝臓 ✔
腎臓 ✔
免 疫 シ ス
テム

✔ ✔

新陳代謝 ✔ ✔
認知機能 ✔ ✔
皮膚および
毛皮

✔ ✔ ✔

活力 ✔ ✔ ✔
ア ポ ト ー
ゲン

✔

ベータ 
グルカン

✔

プロバイオ
ティクス

✔ ✔

プレバイオ
ティクス

✔ ✔

ビタミン ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
ミネラル ✔ ✔ ✔ ✔ 

全商標および登録商標は、個々の所有者に帰属します。
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EverPup®はイヌにとって大変
おいしいので、大好きな緑色

の粉が振りかけてある毎日の食
事にまっしぐらです。イヌが食
事を楽しむと、イヌが健康でい
られるサポートを毎日できてい
ることが確認できるため、飼い
主も安心です。 

EverPupのダイエタリーアポト
ーゲン、グルコサミン、プロバ
イオティクス、プレバイオティ
クス、ビタミン、ミネラルの成
分量および正常な健康状態をサ
ポートし、サプリメントを取り
すぎないように作られているた
め子犬から老犬まで様々なイヌ
にEverPupを推奨できます。 

多くのイヌ好きは自己流で薬を
与えようとし、サプリメントを

EverPupEverPup®
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長期間の健康を実現する最も簡単
で、最も美味しい方法です

ダイエタリーアポトーゲン、ビタミンとミネラル、プレ
バイオティクス、プロバイオティクス、抗酸化物質及び
グルコサミンをBiovadex™と独自のブレンドとして製剤
したら、何が起こったでしょう？イヌが感じるすべての
喜びや活力に対して当社ではすべての責任は負えません
が、EverPupを二か月間取り続けたイヌに何が起こったか
を伺うかは楽しみです。

30日間、ジャーの底ま
で、100％保証

EverPup®はとっても美味しいですよ。保
証します。お客様に、顧客もしくは顧客
の犬がEverPupに100％満足していない場
合は、ジャーを送り返せば（たとえそれ
が空になっていても）、返金しますとお
伝えください。すべてのリスクは当社で
負います！

製品成分表
一さじ[6 g]あたりの有効成分: オリジナルブレンド [スピルリナ (スピルリナパシフ
ィカ), イヌリン, レシチンパウダー (大豆由来), ルチン (花) (ファーヴァ由来), ギンゲ
ロール (ショウガ根抽出液由来), シリマリン (マリアアザミ種子抽出液由来), クルク
ミノイド (ウコン根抽出液由来),ベータグルカン (エンバク由来), ルテオリン (スイー
トオレンジ由来)................................................................................. 655 mg
グルコサミン (甲殻類由来) ................................................................. 500 mg
炭酸カルシウムとリン酸ジカルシウム (カルシウム) ................................. 40 mg
リン酸ジカルシウム (リン) .................................................................... 25 mg
酸化マグネシウム (マグネシウム) ......................................................... 10 mg
有胞子性乳酸菌 .................................................................................. 6.7mg
クエン酸カリウム (カリウム).................................................................... 5 mg
亜鉛 クエン酸 (亜鉛) .............................................................................. 4 mg
ナイアシン ......................................................................................... 2.5 mg
フマル酸第1鉄 (鉄) ............................................................................... 2 mg
クエン酸銅 (銅) ..................................................................................... 1 mg
D-カルシウムパントテン酸塩(パントテン酸塩) ......................................... 1 mg
硫酸マンガン (マンガン) ........................................................................ 1 mg
リボフラビン......................................................................................... 1 mg
硝酸チアミン (チアミン) ......................................................................... 1 mg
ピリドキシン HCl (ビタミン B6) ........................................................... 0.3 mg
シアノコバラミン (ビタミン B12) ......................................................... 0.3 mg
レチニルパルミチン酸エステル (ビタミン A) ....................................... 0.15 mg
ヨウ化カリウム(ヨウ素)...................................................................... 0.15 mg
葉酸 (葉酸塩) ................................................................................... 0.05 mg
セレン酵母 (セレン) ........................................................................ 0.025 mg
Dl-α-酢酸トコフェニル (ビタミン E).................................................. 0.002 mg
コレカルシフェロール (ビタミン D)................................................... 0.001 mg

その他の成分: 亜麻仁パウダー(亜麻由来), 醸造酵母 (出芽酵母由来), 天然牛肝臓
パウダー................................................................................................4.5 g

不活性成分: シリカ (乾燥剤)。
注意事項: イヌへの使用専用。 本製品の成分に対するアレルギー反応を示すイヌ
に与えないでください。妊娠中の動物に対する使用上の安全は確認されていませ
ん。子供の手の届く範囲におかないでください。
用法、用量:
M経口摂取の際は、食品と混ぜて与えてください。少量の水分も与えてください。
体重 (ポンド) 一日の摂取量
(付属している6 gスクープを使用):
15 ポンド（約6キロ）以下................................................................1/2 スクープ
15ポンド（約6キロ）以上.................................................................1 スクープ
15-30°C (59-86°F)で保管してください。
熱源、直射日光および湿度を避けて下さい。密封されていない場合は購入しない
でください。本製品は容積ではなく重量で販売されています。容器はいっぱいにな
っていませんが正常な状態です。

EverPup®は、イヌが正常なセルの健康、
消化器官の健康を補い、正常な機動性を促
進し、正常な免疫システムをサポートし
て、正常な皮膚および毛皮の健康を促し、
エネルギーや活力と総合的な回復を促進す
るように、特別に調剤されています。ご家
庭の犬にEverPupを与えて、どういったこ
とが起こるか見てみてください！

100% ヒトレベルの成分

与えすぎることで意図せずイヌ
の バ ラ ン ス を 欠 い て し ま っ て
いますが…EverPupを推奨する
際、推測や実験、ややこしい手
順 な ど を 取 る 必 要 が あ り ま せ
ん。EverPupは各セルと身体の
システムをシナジーでサポート
することができます。

もちろんEverPupは身体の正常
なアポトーシスレベルをサポー
トし、正常な細胞のターンオー
バーも助けます。それだけでは
あ り ま せ ん 。 認 識 、 肝 臓 、 関
節、代謝、皮膚および毛皮、免
疫システム、消化にも日常的な
EverPupの摂取は好影響を与え
ます。EverPupはビタミンやミ
ネラルのホストとしての役割も
果たします。つまり商業製品か
ら生の食物まで、なんでも食べ

るイヌはこれを使って、必要な
栄養素、そしてそれ以上の何か
を得ることができます。

多くの小売業者はEverPupを使
用して、サプリメントの複数ラ
インの代用としています。これ
は製品が簡単に使用でき、よく
聞き、長期的に見て節約になる
からです。ヒトレベルの、簡単
に与えられる本製品は、ほとん
どの犬の一か月分、そして15ポ
ンド（6.8キロ）以下の犬に取っ
ては二か月分に相当します。 

EverPupは日常的に使用でき
る、究極のイヌ用サプリメント
です。そして、おいしい商品で
す。美味しさは当社で保証しま
す。 

MONEY BACK

TASTE GUARANTEE



www.FunctionalNutriments.net 
過去に購入したことがあるお客様は、卸売
価格をご参照いただくために当社オンライ

ンショップにログインしてください。 
新規顧客の皆様は、卸売販売アカウントお
よびアクセスを取得いただくには当社の

メインウェブサイト:www.FunctionalNutri-
ments.com/wholesaleにあるフォームにご記

載ください。

北米  
無料通話: 

1-888-936-4226
米国以外: 

+1-808-660-4230

+1-808-442-7298 お問い合わせ
お気軽にご利用ください。 

いつでもお電話もしくはメールく
ださい:

1-888-936-4226
cs@FunctionalNutriments.com  
www.FunctionalNutriments.com

イヌは当社を愛してい
ます。きっとあなたも
気に入るでしょう。

Functional Nutrimentsからのご購入は
シンプル、スピーディーかつ便利です

AASS
卸売価格

90カプセル
$42.75

180グラム入りタブ
$22.45

180グラム入りタブ 
$18.00

Apocaps®

CX

Nutrocept®

EverPup®

選ばれた獣医もしくは小売販売店でも入手可能です。

価格は変更されることがあります。利用規約は 
www.FunctionalNutriments.com/wholesaleにてご確認く

ださい。

???


