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マンゴー葉乾燥エキス Zynamite® 、2019 年度 3 度目の受賞※ 
 ESSNA アワード受賞のご案内 

Nektium 社のマンゴー葉乾燥エキス（以下、Zynamite®）は、2019 年 12 ⽉、欧州スペシャリス
ト・スポーツ・ニュートリション・アライアンス（以下、ESSNA）による第 1 回 ESSNA アワードにおいて 2 つ
の分野（「ベスト・フリー・フロム製品」およびスポーツニュートリションにおける「ゲームチェンジャー」）で最優
秀賞を受賞しましたのでご報告申し上げます。受賞は、Zynamite®が、ヨーロッパ・スポーツニュートリショ
ン分野で、最も優秀な素材であることが認められたことになります。 

 
記 

1． 「ベスト・フリー・フロム製品」 
   メンタルおよびフィジカル・エナジーを向上させる Zynamite®は、カフェイン・フリーのマンゴー葉抽出物

で、脳の活性化と強い強壮作⽤を有します。 
   パフォーマンスの増強を目的とする強壮剤やスポーツドリンクに使⽤される原料の多くに、カフェインが

含まれています。カフェイン⾼含有製品に関して増加する副作⽤の懸念に応えるべく、Zynamite®

はカフェインおよびカフェイン様アルカロイド完全フリーという目的で開発されました。 
Zynamite®の作⽤機序はこれまでにない全く新しいもので、カフェイン摂取時に認められる不眠、イ
ライラ、神経過敏、⾼⾎圧、⼼拍増加などの副作⽤を⽣じないことが特徴です。 
さらに、Zynamite®に中毒性は認められず、ドーピングフリー素材で、カフェインのような効果の急激
な落ち込みもなく、その作⽤の持続性が認められる素材です。 

 
2． スポーツニュートリションにおける「ゲームチェンジャー※2」  

Zynamite®は、スポーツニュートリションにおける「ゲームチェンジャー」としても受賞しました。 
スポーツおよび e-ゲーミング分野において、Zynamite®は理想的な製品です。何故なら、
Zynamite®は単独で「メンタルエナジーと⼼⾝のパフォーマンス」向上という 2 つの機能を有し、これ
らはアスリートやe-ゲーマーが探し求めるものです。スポーツ分野においては、最⾼パワー、平均パワー
および VO2 Max（最⼤酸素摂取量）の有意な増加、疼痛の軽減および回復⼒の促進、反応時
間の短縮および集中⼒の向上が、7 つの臨床試験で実証されています。 
Zynamite®は、機能性を⾼める目的で、他のポリフェノールとの組み合せでも試験されています。 
この組み合せは、特許で保護されています。 
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※  2019 年 ESSNA アワード 
2019 年 フロスト＆サリバン社 新製品イノベーション賞 

   2019 年 Vitafoods Europe ベストリサーチプロジェクト賞 
   2018 年 Vitafoods Europe スポーツニュートリション素材賞  
※2 もともと野球などのスポーツにおいて、試合の流れを⼀気に変えてしまう選⼿のことを指す。ビジネスの分野では、これが

転じて従来とは全く異なる新たな視点や価値観、先⾒性をもって市場の状況やルールを覆したり、新たな市場を創
造したり、市場に⼤変⾰を起こす製品や企業のことを指す。 

（出典）https://makitani.net/shimauma/game-changer  
https://boxil.jp/mag/a3650/ 



 

別添                 

12 December 2019 
SUCCESS ALL ALONG THE LINE FOR 
NEKTIUM AT THE ESSNA AWARDS 
The European Specialist Sports Nutrition Association celebrated its first ESSNA 
Awards on 6th December 2019, honoring the best and brightest from the sports nutrition 
industry across Europe where Nektium received awards in three categories. 

Zynamite® for mental and physical energy convinced the judges in the category “Best 
free from product”. The caffeine-free proprietary extract of Mangifera indica leaves 
serves as a nootropic as it activates the brain but at the same time has a strong ergogenic 
effect. While most ingredients used in energy-boosters and sports-products contain 
caffeine, Zynamite® was developed as an answer to the increasing concern about highly 
caffeinated products with the aim to be completely caffeine and caffeine-like alkaloids 
free. As it is based on a completely new Mechanism of Action, Zynamite® has none of 
the side-effects related to caffeine like insomnia, jitters, nervousness, high blood 
pressure and increased heart rate. Zynamite® is not addictive, doping free and instead of 
dropping you like caffeine, it provides a sustained and long-lasting duration of action. 

Zynamite® also received an award as “Game Changer” in sports nutrition. Zynamite® is 
ideal for the sports and e-gaming sector due to the two-in one solution athletes and e-
gamers are looking for: increased mental energy and improved ergogenic performance: 
in sports, Zynamite® significantly increases peak power, mean power and VO2max, 
reduced pain and accelerates recovery, and at the same time improves reaction time and 
provides the focus athletes need to push a bit further just when they need it most, as 
demonstrated in seven clinical studies. Zynamite® was studied in combination with 
other polyphenols to create highly functional, patent-protected combinations customers 
can use in their final products. 

Rhodiolife®, a proprietary extract of Rhodiola rosea convinced the judges in the 
category “Best Targeted Sports Nutrition Product +50”. Rhodiola rosea is one of a few 
officially recognized adaptogens and Rhodiolife® was brought to the Western world by 
Nektiums co-founder Dr. Zakir Ramazanov. Today, Nektium is the global leader of 
highest quality Rhodiola rosea, harvested in the Altai mountains of Siberia, carefully 
extracted in Nektium’s facilities in Spain based on many years of experience. 
Rhodiolife® supports a balanced lifestyle, helps baby-boomers to maintain 
concentration and reduces the risk of viral infection after exercise. It is side-effect and 
doping free as certified by BSCG. 

The carefully chosen panel of judges from the sports sector had a thorough assessment 
process, in which innovation, demonstrating significant, positive and tangible impact to 
the industry was evaluated same as taking the consumer needs into account amongst 
other criteria. Winners of the eight established categories were presented at the awards 
ceremony at the Kia Oval in London. 
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