
［体脂肪燃焼のメリット］

［体内貯蔵エネルギー］

体脂肪が分解→燃焼

強大な運動エネルギーに変わる

安定した血糖値を維持

パフォーマンスアップ

ベスパ スポーツサプリメント

Sport Supplement

貯蔵量の多い体脂肪を
運動エネルギーに転換できたら…
VESPA開発の原点です。

［VESPAの使用実験結果］

疲労物質値調査

脂肪燃焼率調査

中距離走（女子）

はちみつ+クエン酸使用VESPA使用

はちみつ+クエン酸使用VESPA使用
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競歩（男子Ａ） 競歩（男子Ｂ）
長距離走・トライアスロン（男子）

サッカー（男子Ａ） サッカー（男子Ｂ） サッカー（男子Ｃ）

被験者

運動：ATのやや下の強度で１時間のトレッドミル

ご愛用いただいているチーム、アスリートの皆様、製品サポートを
行なっている契約選手なども含め、国内外の大会におけるドー
ピングチェックで違反の指摘を受けた事例は今まで一切ありま
せん。

無水カフェインを含むカフェインは
一切使用しておりません。
お客様の中には、カフェインが含有されているかのような効
果を感じる方もいらっしゃいますが、それは主原料の天然ス
ズメバチ抽出液の働きによるものです。

米国FDA（Food & Drug Administration）
の輸入承認済ブランドです。
他の多くのアミノ酸飲料はその化学合成成分のため米国
ＦＤＡの承認が取れず、輸出できていないかあるいはその成
分の一部を変えて輸出している中、ＶＥＳＰＡは１９９６年から
国内と同じ仕様で承認を得て輸出を続けています。

Registration Number : 
17500380092

※「DOPING FREE○R 」は（一社）バリアフリーフード普及協会の登録商標です。

VESPAは、一般社団法人バリアフリーフード
普及協会の推薦商品です。

【開発・製造元】

有限会社 川原商会
岩手県盛岡市清水町3‐10  TEL.019‐654‐1600

【販売者（DISTRIBUTOR）】

日本（JPN）
ベスパインターナショナル株式会社
東京都港区新橋3‐26‐3   TEL.03‐3571‐2620

カナダ（CAN）
VESPA POWER PRODUCTS LTD
PO BOX 211.237‐303RD AVENUE, MARYSVILLE, BC V1A3G5 CANADA
TEL.+1‐877‐837‐7279

アメリカ（USA）
VESPA POWER PRODUCTS LLC
4216 S,MOONEY BLVD,#183 VISALIA,CA 93277 USA 
TEL.+1‐877‐837‐7279

ニュージーランド（NZL）・オーストラリア（AUS）
The Healthy Runner Ltd
18A PEACHGROVE ROAD HAMILTON EAST HAMILTON 3216
NEW ZEALAND
TEL.+64‐27‐511‐0054

新商品情報やご使用方法など
詳しくは、VESPA公式サイトでご確認ください。

発売から25年。
真のアスリートが認めるVESPAです。

限界への挑戦を続ける全てのアスリートの皆様へ

発売から現在に至るまで、天然原料による安全でハイパフォー
マンスな製品づくりを一貫して続けることで、競技を問わず多く
のトップアスリートから強く支持を受けてきました。オリンピック・世
界選手権等では、多くのメダル獲得に貢献しています。

弊社は、ベスパスポーツサプリメントの開発以来、２０年以上
にわたり、“食と運動機能”“食と健康”を探求し、多くのお客様
に弊社製品をご愛飲いただいておりますが、「これさえ飲めば
大丈夫」という、魔法のような特効薬や方法は無いと考えます。
私たちの身体は、食べたものでできています。ここ一番で最高の
パフォーマンスを発揮するのも、毎日の良質な練習と食事の積み
重ねです。食事から良質で有効な栄養素を摂ることは、アスリー
トの将来にとって、最先端のトレーニングメソッド以上に重要です。
忙しい日々の暮らしの中で、何を食べ、何を食べないか・・・。
市場に出回るさまざまな食品やサプリメントの真贋を見極め、
取捨選択する練習を強くお薦めします。

ベスパスポーツサプリメント　　　  検索

身体に作用させるのは、
 自然なものがいい。

カ  ラ  ダ

バリアフリーフード®

持久力
アップ

集中力を
持続

瞬発力を
キープ

素早い
疲労回復

筋肉ダメージ
軽減

たんぱく質1８％

糖質２％未満
通常はここから
エネルギーを
引き出しています。

脂肪80％
体脂肪として
体の各所に
貯蔵されています。

※「DOPING FREE○R 」は（一社）バリア
フリーフード普及協会の登録商標です。
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ベスパスポーツサプリメントは、天然スズメバチ抽出液を主原料にした天然アミノ酸飲料（ドリンク）です。
スズメバチから抽出した天然アミノ酸によって、体内の糖質エネルギーを温存したまま、体脂肪を優先的にエネルギー源に変換し続けることを目指します。

スズメバチは昆虫界屈指の驚異的な飛躍力と行動力を持っています。ＶＥＳＰＡに使用しているのは、
実際に大空を飛び交う成虫から抽出した、強力な抽出液です。

※スズメバチに含まれるハチ毒は、製造工程で加熱されることにより、毒性が無くなることが確認
されていますが、過去にスズメバチに刺された経験があり、ご使用に不安のある方は、万全を期す
ためパッチテストをしていただき、ご判断ください。

種目によって条件は様々ですが、多くのアスリートが、ウォーミングアップの前に１本飲み、徐々に心拍数を上げ、その後休憩をとり、
レース・ゲームに臨むといった使い方をされています。

天然生ローヤルゼリー
ローヤルゼリーは、女王蜂の食糧といわれ、細胞の活性効果があると言われています。市販されている
多くの「ローヤルゼリードリンク」は、飲みやすい状態にするためにペプチドなどのたんぱく質を除去した
もので、じつはその除去されたたんぱく質こそがローヤルゼリーにとってかけがえのない成分なのです。
ＶＥＳＰＡには天然のローヤルゼリーが生のまま配合されています。

天然プロポリス
プロポリスとはミツバチたちが集めた樹液とミツバチの分泌する唾液の強力な酵素が混じり合ってでき
る物質です。現在では欧州の多くの国々で保険医薬として広く使われ、糖尿病、高血圧症、甲状腺機
能障害、婦人科疾患、火傷による皮膚感染症など広範囲にわたる有効性が多くの学会において報
告されています。
他社製のプロポリス製品のほとんどはアルコール抽出法で作られていますが、ＶＥＳＰＡは独自開発の
非アルコール抽出技術によって、アルコールに敏感な方やお子様にも安心してお飲みいただけます。

天然はちみつ
高品質天然はちみつを使用しています。

植物由来ビタミンＣ・クエン酸
余分な脂肪を燃焼させ、新陳代謝を促し、疲労物質を取り除く作用があるといわれるクエン酸と疲労
回復に有効なビタミンC（アスコルビン酸）。VESPAは、どちらもデンプンから抽出し、配合しています。

 天然スズメバチ抽出液

より強く・速く・遠くへ to the Next Level !

スズメバチから抽出した
１００％天然アミノ酸ドリンク  　　　

安心と食べる
楽しさを追求した
低GI

※
食品シリーズ。

ワスプ

VESPAのアミノ酸は、一般のアミノ酸飲料のように単体の化学合成アミノ酸の配合ではなく、ペプチドというアミノ酸が数個～数十個つながった
状態です。天然だからこそ保たれているこの状態は、残念ながら化学合成で再現することはできません。

スポーツ中の
 エネルギー補給や
  おやつ、お食事がわりに。オレンジ果汁を配合した、

 お子様向けモデル！
 疲労からの素早い
  回復を目指して開発。

弊社は、化学合成アミノ酸の危険性に憂慮し、天然アミノ酸のみによる製品づくりを行っています。

プロポリス
生ローヤルゼリー倍量
※VESPA PRO比

リカバリー ベスパベスパ オレンジ

安全のために

原材料

８０㎖  アルミパウチ
メーカー希望小売価格

700円（税別）
８０㎖  アルミパウチ
メーカー希望小売価格

350円（税別）
［原材料名］オレンジ果汁、はちみつ、スズメバチ抽出液、生ロ
ーヤルゼリー、プロポリス（ブラジル産）

［栄養成分表示／１本あたり］エネルギー31kcal・
たんぱく質0.9g・脂質0.2g・炭水化物8g・食塩相当量0g

［原材料名］はちみつ、生ローヤルゼリー、プロポリス（ブラジル
産）、スズメバチ抽出液、ビタミンC、クエン酸

［栄養成分表示／１本あたり］エネルギー21kcal・
たんぱく質0.3g・脂質0g・炭水化物6g・食塩相当量0g

※GI値とは、食後血糖値の上昇率を示す指数です。
低GI食品は、血糖値の急激な上昇を招きにくく、安定した血糖値を維持する事に寄与します。

体脂肪は燃料になる

［原材料名］はちみつ、スズメバチ抽出液、生ローヤルゼリー、
プロポリス（ブラジル産）、ビタミンC、クエン酸

［栄養成分表示／１本あたり］エネルギー18kcal・
たんぱく質0.2g・脂質0g・炭水化物5g・食塩相当量0g

有効成分量
 シリーズ最強版。

VESPA
 開発モデル。

VESPAプロの濃縮版！
 スポーツ中の携帯に便利。

ベスパ 140ベスパ ハイパーベスパ プロ

１４０㎖  ガラス瓶
メーカー希望小売価格

700円（税別）
９ｇ アルミパウチ
メーカー希望小売価格

600円（税別）
８０㎖  アルミパウチ
メーカー希望小売価格

700円（税別）
［原材料名］はちみつ、スズメバチ抽出液、生ローヤルゼリー、
プロポリス（ブラジル産）、ビタミンC、クエン酸

［栄養成分表示／１本あたり］エネルギー18kcal・
たんぱく質0.2g・脂質0g・炭水化物5g・食塩相当量0g

［原材料名］はちみつ、スズメバチ抽出液、生ローヤルゼリー、
プロポリス（ブラジル産）、ビタミンC、クエン酸

［栄養成分表示／１本あたり］エネルギー32kcal・
たんぱく質0.1g・脂質0g・炭水化物8g・食塩相当量0g

VESPA
  エントリーモデル。

ベスパ EX-80

８０㎖  アルミパウチ
メーカー希望小売価格

500円（税別）
［原材料名］はちみつ、スズメバチ抽出液、生ローヤルゼリー、
プロポリス（ブラジル産）、ビタミンC、クエン酸

［栄養成分表示／１本あたり］エネルギー18kcal・
たんぱく質0.1g・脂質0g・炭水化物5g・食塩相当量0g

ご使用方法

運動後
就寝前

●運動の30～60分
※
前に１本お飲みください。 ※各種成分を体に吸収させるための時間です。

●レース・ゲームが長時間にわたる場合は、運動前にお飲みいただいた後、2～3時間ごとに１本お飲みください。
［まずはトレーニングでお試しください］本番のレース・ゲームでお使いいただく前に、トレーニング時にお試しいただき、息の上がり方、回復時間、
身体の動き、集中力や翌日の疲れの残り方などを体感したうえでお使いください。

［水分補給もお忘れなく］いつも以上にこまめに水分補給をしてください。

※はちみつ関連製品アレルギーのある方はご注意ください。


