
1容器当たり60 チュアブル錠入り

ステムペット・アドバンス・フォーミュラは、ペットのための自然成分由来
の
幹細胞増強剤です。ステムペットは、ステムテックの特許取得済のヒト
用幹細胞増強剤 SE2®をペット用に特別に製造したものです。

対象
家庭内のペット

100% Black - c =0, m=0, y=o, k=5

100% Black 0r c =0, m=0, y=o, k=100

c =0, m=0, y=o, k=5

100% Black or c=0, m=0, y=o, k=100 - PANTONE 359 C or c =36, m=0, y=49, k=5

特 徴 効能
成体幹細胞増強 剤 成体幹細胞の放出を促します。

100%天然の植物成分であるアフ
ァニゾミノン・フロス・アクア

（AFA）

AFAは、豊富な栄養素を含むことから30年以上に亘って
安全に消費されています。

独自の濃縮成分 幹細胞補助機能活性・独自成分を含んだ高度な濃縮栄養素 濃縮栄養素

ワカメエキス ワカメのエキスは免疫機能を助ける事でよく知られ、タスマン海や
パタゴニアで海藻が収穫されます。ワカメは、体内を循環する幹細胞数
が増加するのを長時間に渡って助けることが分かっています。

冬虫夏 草 冬虫夏草はキノコ類に属し、スタミナや長寿など、健康に及ぼす様々な
効能に関連付けられてきました。AFA、ワカメのエキスと一緒に摂取すること
で、相乗的に幹細胞の放出を助けることが分かっています。

プランクトン、麦芽エキス 100%自然風味
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よくある質問
ステムペットにはどんな働きがありますか？
ステムペットは、ペットの骨髄から成体幹細胞が自然放出されるのを
サポートします。成体幹細胞とは、骨髄に最も多く存在するもので、
人間と同様に、誕生後に身体に備えられた自然の再生組織の中核を
形成します。成体幹細胞なしでは、体内組織や器官の自然な再生
プロセスは起こりません。
なぜペットにはステムペットが必要なのですか？
ペットが年をとるにつれ、体内を循環する成体幹細胞は徐々に減少し、
怪我や病気にかかりやすくなります。骨髄からの成体幹細胞の自然放出
をサポートすることで、ステムペットはペットの継続的な健康をサポート
します。

より総合的なFAQのリストに関しては、下記のリンクをご覧下さい。
（現在は英語での記載のみ 
http://www.stemtech.jp/StemPetFAQ.aspx

ご利用方法
犬や猫に、おやつとして、もしくは食べ
物に混ぜて、体重に従って一日1～2回
与えてください。

ご参考
糖類、人口着色料、人工香料、乳製品、イ
ースト菌、および保存料は使用しておりま
せん。

ご不明な点がございましたら、ステムペッ
トを使用される前に獣医の先生にご相談
ください。

成分 / ラベル
StemPets® Advanced Formula with SE2® for small to medium 
sized animals is a blend of patented and patent pending 
ingredients that support the natural release of adult stem cells 
in the body, assisting in the maintenance of optimal health.

StemPets Advanced Formula supports your pet’s natural 
renewal system.

If you have any concerns, please consult your veterinarian 
before using StemPets.

StemPets® Formula avanzada con SE2®, para animales de un 
tamaño mediano o pequeño, es una mezcla con patente y 
patente pendiente de  ingredientes que apoyan la liberación 
natural de células madre adultas en el cuerpo, ayudando en el 
mantenimiento de una salud óptima.

StemPets apoya el sistema natural de renovación de su mascota.

Si tiene alguna duda, favor de consultar a su veterinario antes de 
utilizar StemPets.

Pet Supplement / 60 Chewable Tablets
Suplemento para Mascotas / 60 Tabletas Masticables

KEEP out of rEach of childrEn. do not uSE if 
SafEty SEal iS broKEn.

Keep in a cool dry place. do not refrigerate.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO UTILIZAR SI EL SELLO DE 
SEGURIDAD ESTA RASGADO.

MANTENER EN UN LUGAR FRESCO Y SECO . NO REFRIGERAR. Rev. 0812  Item Code: 1502

each chewable tablet contains: 
Cada Tableta Masticable Contiene:

Aphanizomenon flos-aquae (Patented Concentrate)
Cordyceps sinensis
Whole Aphanizomenon flos-aquae
Undaria pinnatifida extract

ingredients: Dextrose, Microcrystalline cellulose, Daphnia pulicaria, 
Malt extract, Stearic acid, Silicon dioxide and Magnesium stearate,.

Suggested Use / Modo de Uso: 

Under 15 lbs. / Menos de 15 libras ½ Tablet / Tableta

15 to 30 lbs. / 15 a 30 libras 1 Tablet / Tableta

30 to 60 lbs. / 30 a 60 libras 1 to 2 Tablets / Tabletas

Above 60 lbs. / Más de 60 libras 2 Tablets / Tabletas

Frequency: 1 to 2 times daily  / Frecuencia de 1 a 2 veces al día

distributed by / Distribuido por: 
Stemtech HealthSciences, inc. 

San clemente, ca 92672
www.stemtechbiz.com

1-888-Stemtech (783-6832)
US Patents 6,814,961 / 7,651,690 

Manufactured in the U.S.a.
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体重6.8kg未満：　　 　      ½ 錠
体重6.8kg以上13.6kg未 満：      1 錠
体重13.6kg以上27.2kg未 満：    1 ½錠
体重27.2kg以上：     2 錠
摂取回数： 1日1～2回
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