Qレブ

Qレブには、話題のスーパーフードの「チアシード」からの強力なパワーと
ビタミン、アミノ酸、健康補助栄養素など相乗効果のあるブレンドが配合さ
れ、活力、集中力、やる気を高めます。Qレブに配合される100％天然成分
のエネルギー源は持続して放出（タイムリリース型）されるので、一日中、
そして身体が最も必要としている時に長時間効果が続く精神的なエネルギー
を補給することができます。*
エネルギー革命
Qレブは、身体がエネルギーを最も消費するところ－脳に健康的なエネルギ
ーを供給します。チアシード、イエルバ・マテ抽出物、ガラナ抽出物からの
天然のエネルギー増強作用に加えて、脳機能を向上させる革命的なドリンク
には、その働きを補助するビタミンとミネラルが配合され、神経伝達物質を
活性化し、脳の機能を保護し、気分を高め、想起力を高めます。*
製品の特徴:
チアシード: Qの１回の目安量には、7.5グラムのチアシードが配合され、
自然のエネルギー、オメガ脂肪酸、繊維、タンパク質を十分に摂取すること
ができます。また、チアシードは満腹感を与え、食欲を抑える効果が期待で
きます。
自然のエネルギー源: 天然のカフェイン、イエルバ・マテ抽出物、ガラナ抽
出物がそれぞれ異なる反応曲線を描く刺激物質を体に供給し、イライラした
り、効果が切れた時のクラッシュに襲われることがなく、長時間続くエネル
ギーを与えてくれます。
エネルギーの調節: Ｄ－リボース、Ｌ－テアニン、チアミン、Ｂビタミン、
および亜鉛を含む主栄養素が、体内で刺激物質が代謝された後でも、エネル
ギー機能を調節するのを助けてくれます。

主な利点:

脳の機能の最善化: ＤＭＡＥ，Ｌ－チロシン、コリン酒石酸水素が、神経伝
達物質の働きを高め、適切な脳の機能と脳の健康を維持します。

• 集中力を高めます*

天然甘味料: Qレブは、自然な植物でカロリーゼロのステビア抽出物からの
甘味料を使用しており、飲みやすい無糖の飲料です。
使用方法: Qレブを500mlの純水に加え、よくかき混ぜ、チアシードがジェ
ル状になってからお飲みください。チアシードが沈殿してしまうので、飲む
たびに一度かき混ぜるようにしてください。

• 精神的なエネルギーを高めます*
• 思考が明晰になります*
• 脳の健康をサポートします*
• 抗酸化保護作用を促します*

*これらの記述は、米国食品医薬品局による審査を受けていません。この製品は、いかなる病気の診断、手当、治療、あるいは予防を行ったりする意図はありません。
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Qレブ

栄養成分表示
1回の目安量：1本（10ｇ）
内容量：約15回分
1回あたりの含有量		 1日の摂取量％
カロリー

38

脂質由来のカロリー

18

総脂質

2g

3%

ナトリウム

38 mg

2%

総炭水化物

3g

1%

糖類

<1

**

食物繊維

3g

12%

タンパク質

2g

4%

310 mg

**

Qサイエンス独自の天然エネルギーブレンド
天然カフェイン、イエルバ・マテ抽出物、およびガラナ抽出物

Qサイエンス独自の脳パフォーマンス ブレンド
8.75 g
**
チアシード、重酒石酸コリン、Ｌ－チロシン、マレイン酸、ＤＭＡＥ（デアノールＬ－酒石酸水素）、Ｌ－テア
ミン、Ｄ－リボース、黒コショウ抽出物
チアミン（ビタミンB1）
5 mg
333%
ナイアシンアミド

25 mg

125%

ビタミンンB6

5 mg

250%

亜鉛（L-アスパラギン酸亜鉛として）

5 mg

33%

*1日あたりの摂取量に対する充足率は2,000カロリーの食事量に基づいて算出しています。
**1日の摂取量(％)未定
他の原材料名: クエン酸、天然香味料、ステビア抽出物
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Q Rev Energy

Powered by chia seeds, Q Rev boosts energy, focus, and drive with a
synergistic blend of vitamins, amino acids, and supportive nutrients.
The all-natural energy sources of Q Rev are time-released, delivering
long-lasting mental energy throughout the day and when you need it
most.*
An Energy Revolution
Q Rev fuels healthy energy at your body’s source—the brain. In
addition to the all-natural, energy-boosting properties of chia seeds,
yerba mate extract, and guarana extract, this revolutionary nootropic
beverage includes supportive vitamins and minerals to stimulate
neurotransmitter activity, protect brain function, elevate mood, and
accelerate recall.*
Features:
Chia Seeds: Each serving of Q Rev has 7.5 grams of whole chia
seeds, which are an excellent source of natural energy, omegas, fiber,
and protein. Chia seeds also provide satiety and appetite suppression.
Natural Energy Sources: Natural caffeine, yerba mate extract, and
guarana extract provide different stimulant curves to deliver longlasting energy without any jitters or crash.
Energy Regulation: A host of nutrients, including D-ribose,
L-theanine, thiamine, B vitamins, and zinc help regulate energy
function even after stimulants have been metabolized by the body.

KEY BENEFITS:

Optimal Brain Function: DMAE, L-tyrosine, and choline bitartrate
are
present to ensure proper brain function and health while increasing
neurotransmitter activity.

• Improves focus*

Naturally Sweetened: Q Rev is sweetened with zero calorie, all
natural stevia extract to provide a delicious and sugar-free drinking
experience.

• Boosts mental energy*
• Promotes clarity*
• Supports brain health*
• Provides antioxidant protection*

Suggested Use: Mix with 16 ounces of water. Stir or shake
occasionally to activate chia seeds.

*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent
disease. Individual results may vary.
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Q Rev Energy

Supplement Facts
Serving Size: 1 stick pack (10 grams)
Servings Per Container: 15
Amount Per Serving		% Daily Value
Calories

38

Calories from fat

18

Total fat

2g

3%

38 mg

2%

3g

1%

Sugars

<1

**

Dietary fiber

3g

12%

2g

4%

310 mg

**

Sodium
Total Carbohydrate

Protein
Q Sciences Proprietary Natural Energy Blend
Natural caffeine, Yerba mate extract, Guarana extract

Q Sciences Proprietary Brain Performance Blend
8.75 g
**
Chia seeds, Choline bitartrate, L-tyrosine, Malic acid, DMAE (Deanol L-bitartrate), L-theanine, D-ribose,
Black pepper extract
Thiamin (Vitamin B1)
5 mg
333%
Niacinamide

25 mg

125%

Vitamin B6

5 mg

250%

Zinc (as zinc l-aspartate)

5 mg

33%

*Percentage Daily Values are based on a 2000 calorie intake
**Percent Daily Value not established
Ingredients: Citric acid, natural flavors, stevia extract.
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