
• エネルギーを素早く補給できる特別な成分を配合
• 活力を高め、厳しい条件の中でも耐えうることがで
きる成分を配合
•疲れたカラダをすばやく元気にする豊富なビタミン、
カフェインを配合
• 豊富な電解質（マグネシウム・カルシウム・カリウ
ム）を配合
▶「高麗人参エキス」「コーラエキス」「プロポリス
エキス」「生姜エキス」「濃縮レモンエキス」などの
自然由来の原料から抽出した成分を配合
▶ グルテンフリー

▶タイムリリース製法で “ 急速＆持続の両方を実現 ”
　　競技中にお腹の調子が悪くなる方におススメ

OVER BLAST®  ENERGY

■原材料名（リンゴ味：赤果実味）：グルコースシロップ、水、マルトデキ
ストリン、香料、高麗人参エキス、コーラエキス、プロポリスエキス、生姜エキ
ス、濃縮レモンジュース/ 塩化ナトリウム、塩化カリウム、カフェイン、ビタミンC、
VB5、VB6、VB2、VB1、VB12（レモン味）： グルコースシロップ、水、果糖、
高麗人参抽出物、コーラエキス、プロポリスエキス、生姜エキス、香料 /クエン
酸、 塩化ナトリウム、塩化カリウム、カフェイン

  ☜クエン酸をプラスし、甘さを抑えたレモン味
　リキットタイプで更に飲みやすくなりました

OVER BLAST®  BCAA
▶安定したパフォーマンスを最後まで強力にサポート！
　スタート前や連続使用がおすすめ

OVER BLAST®  FINISH
▶お勧めはラスト30 分  「最終秘密兵器のジェル」
　ラストスパート用

IRON FORCE BAR
▶ プロテイン＆エナジー + 革新的ハイパフォーマンスバー
　ジェル並みの体感速度。競技前や急ぎ補給したいときにおススメ

・ロングディスタンス ( エンデュランス競技）で使
用する為に内容物を徹底的に精査し特別に開発
されたエナジージェル。連続使用することで最後
まで安定した動きをサポート。
▶ 理想配合の BCAA、クエン酸、ガラナ・朝鮮
人参エキス配合。天然ミント抽出物でリフレッシュ
▶ グルテンフリー

・ ProPOWER：クレアチン、タウリン、ビタミン B1 を配合。
・L'Aminolise® が消化を助け胃腸への負担を減らします。
・豊富なタンパク質と BCAA
■原材料名：複合型プロテイン（Whey、スキムミルク、
BCAA）、ミルクチョコレート（砂糖、ココアバター、全粉乳、
ココアペースト、大豆レシチン、天然バニラ）、果糖、グルコー
スシロップ、複合型ミルクカルシウムプロテイン（カゼイ
ンカルシウム、ヒマワリレシチン）、ブドウ糖、ヘーゼルナッ
ツ、ジャガイモ澱粉、ココアパウダー、クランチシリアルミッ
クス、パーム油、ProPower®、（クレアチン、タウリン抽
出物、ビタミンB1）、香料 / グリセロール、ソルビトール、
大豆レシチン、カラメル

■原材料名（いちご味）：グルコースシロップ、Beet'4Perf®（濃縮ビー
トジュース）、マルトデキストリン、水、果糖、カシス濃縮果汁、香
料 / 保存料（ソルビン酸 K）、塩化ナトリウム、塩化カリウム、V.E、
V.B12、V.D3、V.B6、V.B1

・レース終盤かコース最難関で使用する為に開発
されたスーパージェル。
▶ ブラックカラント濃縮果汁と Beet'4 Perf® を
配合
▶ グルテンフリー

■原材料名（フレッシュミント味） ：マルトデキストリン、水、フルクトース、L-
ロイシン、塩、クエン酸、ミント天然香料、ガラナ種子抽出物、人参根抽出物、/
L-イソロイシン、L- バリンビタミンC、 甘味料 (アセスルファムK、スクラロース）、ビ
タミンB3 、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンB1、保存料（ソルビン酸 K）

OVER BLAST® NO CRAMP

■原材料名（コーラ味）：グルコースシロップ、水、Powergrape®（ブドウエキス抽出物）、
海藻灰 / 塩化マグネシウム、クエン酸ナトリウム、クエン酸カルシウム、クエン酸カリウム、
コーラフレーバー、 カラメル、V.C、V.B1

・エネルギーを素早く補給できる特別な成分を配合
• 筋 機 能 を 高 め る 電 解 質 に 加 え、注 目 成 分  
Powergrape® を配合
• 豊富な電解質（マグネシウム・カルシウム・ナトリ
ウム・カリウム）を配合
▶  グルテンフリー　
▶ 100％ヴィーガン
▶ Powergrape®は筋機能維持、抗酸化成分として欧州のスポー
ツ選手から注目されている成分です。

▶ ” 筋肉の働きを最大限に引き出す ” スーパーエナジージェル
　  足に違和感を感じた時、足が重くなってきた時におススメ
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STC Nutrition® のスポーツサプリメントは、ヨーロッパ規格に準拠し、
完璧なトレサビリティーの実施と厳密な検査の上、最高品質の自然由
来原料から製造されています。
有効成分を単に配合することなく、消費しやすい量、粒子サイズ・形
状をスポーツ生理学・生物学的に計算した上で、最適に配合すること
によって時間差で効くタイムリリース製法によって最大限の効果が見込
めるように設計されており、プロやシリアスアスリートに広く支持されて
いる製品です。
全製品がアンチ・ドーピング規程に準拠しています。
( フランス国家規格 ) V94-001 に準拠

▶ STC NUTRITION® QUALITY

競技、トレーニング、リカバリー
STC NUTRITION® はあなたの限界に挑戦します



▶エネルギーチャージ、ミネラル補給、水分保持、パフォーマンス維持
　次世代成分スーパーメロン抽出物配合
　競技 2 ～３日前からの摂取がおススメ

PURE WHEY NATURE
▶ 100% ピュアホエイプロテイン  低脂肪・低糖質
　運動後に疲労を覚える方、免疫力に不安を覚える方におススメ

MALTODEXTRIN POWER

・WPC 製法のホエイプロテイン
・4800㎎ BCAA
・3700ｍｇグルタミン含有
・低糖、低脂肪
▶ グルテンフリー
▶合成着色料・合成保存料・香料・甘味料不使用
蜂蜜を入れてみたり、アガペシロップを入れてみたり、何も入れ
ずに水に入れて飲んだり、豆乳、低脂肪牛乳 etc. 
直接飲むだけではなくパンケーキの材料に入れてみたり、アイス
クリーム、スムージーなどなんでも作ることができます。
さらっとしたミルク味。

・ビタミン、ミネラル、豊富な繊維質が含まれてい
ます。
・ピーナッツ、ひまわりの種、トウモロコシ、クラ
ンベリー、レーズン、ダークチョコレートなどを贅
沢に使ったグルメバー。
▶ グルテンフリー
▶ 100％ヴィーガン

VEGAN BAR
▶植物性タンパク質と不飽和脂肪酸、豊富な繊維質、ビタミン、
　ミネラル源を基にした 100％ヴィーガン
   レース前後の体調管理におススメ

・ 今注目のピープロテインを配合しています。
ピープロテインは、鉄分、バリン・ロイシン・イソロ
イシンを多く含んでいるため筋肉の回復⾷にも最適
です。
・ひよこ豆は、葉酸が 1 日に必要な摂取量の 70％、
鉄分は 26％ほど含まれ、マンガン、マグネシウム、亜
鉛、銅などのミネラルや、葉酸の他チアミンなどのビ
タミン B 群も豊富です。
▶ グルテンフリー
▶ 100％ベジー

GRANOLA PROTEIN

▶ピープロテイン、豊富な繊維質  100％ベジー
　レース前後の体調管理におススメ

100% 
VEGAN

■原材料名：ピーナッツ、グルコースシロップ、かぼちゃの種、クランベリー、揚げトウモ
ロコシ（パーム油 *）、ヒマワリの種子、ダークチョコレートチップ、ブドウ / 塩化ナトリウム
※持続可能なパーム油（RSPO 認証油）使用

100% 
VEGAN

100% 
VEGGIE

■原材料名：（オーツ麦（グルテンフリー）、ヒマワリの種、蜂蜜、菜種油、そば、かぼちゃの種、ココナッ
ツチップ、ピープロテイン、ひよこ豆クリスピー、亜麻仁

日本正規販売総代理店

株式会社ティーアンドアール
〒 347-0022 埼玉県加須市水深 1509-2
TEL：0480-53-3556
https://tandr-style.com/
掲載記事の無断掲載およびデータ、イラスト等の無断複写を禁じます。
価格は予告なく変更する場合もありますのでご了承ください。
このカタログの価格は、すべて税込表示となっています。( 軽減税率対象商品）

▶カタログ掲載品において、⾷物アレルギーがご心配な方は、ご使用前に
お問い合わせください。
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・インスリンピークになることなく素早いエネルギー
チャージ＆持続可能なタイムリリース製法。
・水分コントロール、ミネラルコントロール、ジョイントコント
ロール、腸内環境コントロール、睡眠の質コントール対策に。
▶南仏ヴォークルシアン種スーパーメロン抽出分配合
▶ グルテンフリー
▶ 100％ヴィーガン
▶合成着色料・合成保存料・香料・甘味料不使用

LEAN GAINER( バニラ味 ・ チョコレート味）

▶ 筋肉が少ないやせ型体型の方が体を大きくしたい時に
   筋肉量を増強させるのに最適な炭水化物とタンパク質の比率（2 対 1）で配合

・低温特殊製法 3 種複合プロテイン
・2800㎎ BCAA
・5000 ｍｇグルタミン含有
・炭水化物 60％ / 天然タンパク質 30％ 
 （筋肉増強最適比率 2/1）
・低温特殊製法で、栄養価をすべて保持
・人工香料・着色料不使用、人工甘味料不使用
・特許成分消化酵素 Aminolise® 配合
▶グルテンフリー
アカシア繊維と消化酵素を含む有効成分の独自の組み合わせで
消化を改善し（ガスや膨張なし）、アミノ酸の同化作用を促進し
ます。プロテインを飲んで、胃の不快感を感じる方にお試しいた
だきたい革新的な製品です。

■原材料名（バニラ味）：Tri-sourceミルクプロテインコンプレックス、マルトデキストリン、フルクトー
ス、Aminolise®（パパイヤ抽出物、パイナップル抽出物） 、香料 / V.B2、V.B3、V.B5、V.B6、V.B12

（チョコレート味）： Tri-sourceミルクプロテインコンプレックス、マルトデキストリン、フルクトース、コ
コアパウダー、Aminolise®（パパイヤ抽出物、パイナップル抽出物） 、香料 / 塩化ナトリウム、V.B2、V.B3、
V.B5、V.B6、V.B12

■原材料名：ホエイたんぱく（牛乳由来） / 乳化剤（ヒマワリレシチン）、固結防止剤（リン酸カルシウム）

■原材料名：T マルトデキストリン、ブドウ糖、クエン酸ナトリウム、イヌリン、
クエン酸カリウム、アセロラ濃縮ジュース、濃縮メロン果汁

VO2 MAX®  BAR

PROTEIN BAR

▶運動後のリカバリーに
  ハイバイオロジカルプロテイン + ビタミン B6 配合

•15 種類の豊富なビタミンとミネラルを配合。
•「噛む」ことで空腹感を改善し、唾液をだすこと
で分解吸収を助けます。
▶15～20 分ごとにひと噛みし、少しずつ⾷べるこ
とがポイント。MCT オイル配合。
▶グルテンフリー

・天然抽出12 種のビタミンと豊富なミネラルを
配合し機能するように特別に配合した高タンパク
質、低カロリーのプロテインバー。
・溶けにくく甘さを控えた特殊なチョコレートで
コーティング。リンゴ酸や L- シスチンを配合
▶グルテンフリー

■原材料名（チョコレート味）：グルコースシロップ、乳たんぱく、
ココアバター、果糖、ショ糖、ヘーゼルナッツ、アーモンドクリスプ、
ショ糖液、ココアパウダー、ポテトフレーク、イヌリン、MCT、 / ソ
ルビトール、 L- シスチン、V.C、V.B3、V.E、V.B5、V.B2、V.B6、
V.B1、V.A、V.B9、V.B8、V.D、V.B12

■原材料名：ハイバイオロジカルプロテイン、グルコースシロップ、カカオ
マス、、カカオバター、大豆レシチン、ショ糖、イチゴ、ラズベリー、ブラックカ
ラント、パーム油(RSPO 認証 )、ひまわり油、果糖、香料 / クエン酸ナト
リウム、リン酸カルシウム、リン酸ナトリウム、炭酸マグネシウム、塩化カリウム、
V.C、V.B3、V.E、 V.B5、V.B2、V.B6、V.B1、V.A、V.B9、V.B8、V.D、V.B12、
L-シスチン、リンゴ酸、ソルビトール、マルチトール

 ▶単糖類＆二糖類 + ホエイプロテインが最適な比率で配合
　エネルギー補給と筋肉をサポート。内臓トラブル対策におススメ

（バナナ味）：グルコーシロップ、乳たんぱく、バナナパウダー、ココアバター、果糖、ショ糖、
ポテトフレーク、イヌリン、ショ糖液、MCT、香料 / ソルビトール、L-シスチン、V.C、V.B3、
V.E、V.B5、V.B2、V.B6、V.B1、V.A、V.B9、V.B8、V.D、V.B12

ISOLATE100%PURE 赤果実味　甘甘甘甘甘甘甘甘甘甘甘甘甘甘甘甘甘甘甘甘甘甘

▶身体を大きくしたくない方やリカバリーにも
　超低脂質・超低糖質　女性におすすめ

・WPI 製法
・5000㎎ BCAA
・3800 ｍｇグルタミン含有
・超低糖、超低脂肪
・人工香料、着色料不使用
・特許成分消化酵素 Aminolise® 配合
▶グルテンフリー
アカシア繊維と消化酵素を含む有効成分の独自の組み合わせで
消化を改善し（ガスや膨張なし）、アミノ酸の同化作用を促進し
ます。プロテインを飲んで、胃の不快感を感じる方にお試しいた
だきたい革新的な製品です。

■原材料名：ホエイプロテインアイソレート（牛乳由来）、香料、マルトデキストリン、
AMINOLISE®（パパイヤ抽出物、パイナップル抽出物）、ビートジュース / 炭酸カルシウム、
甘味料（アセスルファム K、スクラロース）、ビタミンB2、B3、B5、B6、B12、ヒマワリレシチン、
リン酸カルシウム

NATURELS
ARÔMES


