健 康な暮らしのお手伝い

ホワイズ・スクエア

2018年 11月号
特集

年齢を感じさせない「若さと健康」の秘訣

ビタミンＥ

もく じ
はじめよう！ ホワイズ栄養生活

ビタミンＥ

気づこう！ からだの SOS

軽度認知障害（ＭＣＩ）
鍛えよう！ 何歳からでも遅くない

「綱渡り」バランス体操
ホワイズ・レポート

「健康な暮らしのお手伝い」
活動

特集

ビタミンＥを摂ると
若々しさを維持できます
なぜだか、ご存じですか？

年齢を感じさせない「若さと健康」の秘訣

ビタミンＥ

理由①

理由②

強力な抗酸化力を持つ若返りのビタミン
クギがさびる、切ったリンゴが茶色く変色する…。原因は活性
酸素による酸化ですが、同じことが体内でも起きています。
たとえば、紫外線や薬剤 、ストレスなどにより活性酸素が大量
に発生し、血管が酸化すると、血管が硬くなり、弾力性が失われ 、
動脈硬化を急速に進めます。ビタミンＥは強力な抗酸化力で活性
酸素を消去。病気や老化を予防し、若々しいからだを保ちます。

脳卒中、認知症など

皮膚

しわ、しみ 、たるみ
など

血管

動脈硬化 、心筋梗塞
だいどうみゃくかいり

大動脈乖離など
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ビタミンＥは、赤血球や血管の柔らかさ
を保ち、毛細血管の血流をよくします。血流
がよくなると、冷え性、肩こり、しもやけな
どが改善。さらに体内に老廃物がたまりにく
くなるため、肌ツヤがよくなり、美肌効果も
期待できます。

毛細血管の
血流をよくするビタミンＥ

理由③

活性酸素がからだに与える影響

脳

毛細血管の血流をよくして
冷え性・肩こりを改善。美肌効果も！

目

白内障など

遺伝子、細胞
がん、糖尿病
老化など

骨

骨粗しょう症など
（骨質を弱める）

ホルモンバランスを整えて
憂うつな更年期障害や不定愁訴を軽減！
ビタミンＥは脳や副腎、卵巣などのホルモ
ンを分泌する器官などに多く含まれるため、
ホルモンバランスの乱れによる更年期の不
快な症状（イライラ、不眠 、めまい 、のぼせ、
頭痛など）を軽減することがわかっていま
す。最近は男性の更年期障害も増えていま
す。ビタミンＥで対策をしましょう。
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小麦の粒

特集

ビタミンＥを摂るなら

小麦胚芽を原料にした天然型の ビタミンＥ！

表皮

なぜ小麦胚芽？

なぜ天然型 ?

小麦胚芽にはビタミンＥが圧倒的に多い

天然型のビタミンＥは
合成品の 1.5 倍の効力！

小麦胚芽が注目される理由は、なんといってもビタミンＥの含
有量。他の食品と比較しても、小麦胚芽のビタミンＥの量は圧
倒的です。ごまなどを食べても、ビタミンＥは十分に摂れません。
食品中のビタミンＥ含有量の比較（100g 中）

小麦胚芽
ピーナッツ
オリーブ油
アボカド
ごま

10.1mg
7.4mg
3.3mg
0.1mg
0

10

小麦胚芽
小麦胚芽は小麦全体
のわずか 2 ％しかな
い貴重な成分です。

胚乳

ビタミンＥは化学的に作
ることもできますが、食品
に含まれる天然型のビタミ
ンＥは、合成したものに比
べて1.5倍もの効力を発揮

28.3mg

します。中高年以降は老化
や生活習慣病予防のため、

20

30

栄養食品で
積極的に補いましょう
なぜ？
体内で作り出すことができません
全身の細胞（60兆個）が
必要としています
中高年以降は 、
老化や生活習慣病予防のため、
必要量が多くなります

ビタミンＥの必要量が多く

一緒に摂るとよい栄養素は？

なります。天然型のビタミ

ビタミンＥの吸収を高める
ビタミンＡも一緒に摂りましょう

ン E を摂りましょう。

出典：
「日本食品標準成分表 2015年版（七訂）
」

知っ 得
情報得
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関節リウマチ

つらい痛みの緩和に役立つ

へバーデン結節

症状を悪化させる冷え性の改善に

免疫の異常により、手の指や手首などの関節に炎

指の第一関節が腫れたり、曲がったりして痛む病

症が起き、腫れて痛む病気です。冷えや湿度の影響

気です。原因は不明ですが、閉経前後に多く発症し

で悪化するため、ビタミンＥで関節の血行をよくする

ます。さらに、冷え性があると症状が悪化するため、

と、炎症や痛みが和らぎます。

ビタミンＥで血行をよくして、痛みを軽減しましょう。
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からだの
ＳＯＳ

何歳からでも遅くない

「 綱 渡り」バランス体 操

放 置 す る と 認 知 症 に！？

軽 度 認 知 障 害（ Ｍ ＣＩ）
けて
気をつ

床につけた目印の上を、綱を渡るように歩くことで、
転倒予防にもなるバランス体操です。

軽度認知障害のサイン
「軽度認知障害」の段階で
対策をすれば、
進行を食い止めることも
可能です！

外出するのが面倒になった
お財布に小銭がたまる
同じ話を何度もするようになった

【足の運び方】

服装やお化粧に気をつかわなくなった
新しい料理を作らなくなった

!

で
「5つの栄養素」

記憶力、学習力アップ！
L-アルギニン

イチョウ葉エキス

神経伝達物質の材料

脳細胞を活性化する

ビタミン E

ホスファチジルセリン

脳の血行をよくする

脳のストレスを和らげる

このとき、つま先とかかとを付けて歩くのがポイント！

脳細胞の減少を遅らせる
認知症対策にアロマの香りも！
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※以上を2 ～ 3セットを目安に行います。

認知症に役立つアロマの組み合わせ
昼

両手を広げて線の上に立ちます。
線からはみ出さないよう、10歩ほど前進します。

ＤＨＡ

天然のアロマの香りを嗅ぐ
と、嗅覚が刺激されて脳が
活性化し、認知症対策にな
ると言われています。

１

夜

【バランス能力判定】

●ふらつかずに１0歩可能→バランス能力 正常
●７～９歩可能→バランス能力低下 軽度
●４～6歩可能→バランス能力低下 中等度
●３歩以下→バランス能力低下 重度
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ホワイズ・レポート

「健康な暮らしのお手伝い」活動

工場見学会

発行所：株式会社ホワイズ

提携している工場への見学と旅行を兼ねた
ツアーを実施しています。ホワイズ栄養食
品の魅力を実感できると大好評！

美容講習会

〒103-0022

ご自身のお肌でホワイズ化粧品を使用しな
がら、ホームエステの方法を学びます。講
習後は自分のお肌にうっとり！

認知症や筋肉作りなどの健康情報を基本
からわかりやすく解説します。健康作りに
役立つことまちがいなし！

（株）ロータスサプライ

☎ 070(4025)9769

（有）コスモス・サプライ

☎ 047(477)2872

〒 001-0017 札幌市北区北17条西4丁目 1-11-802

〒 150-0012 東京都渋谷区広尾 1-1-35 マンション広尾台 107
〒 275-0016 習志野市津田沼 1-12-7 リーデンススクェア津田沼 101

（株）ロータスサプライ北九州 ☎ 093(931)3331

〒 802-0074 北九州市小倉北区白銀 1-3-10 あいうらビル 706

☎ 092(473)4569

東京事業部

☎ 03(3279)4653

〒 812-0007 福岡市博多区東比恵 4-5-23

〒 103-0022 東京都中央区日本橋室町 1-8-8 ちばやビル
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禁無断転載

（株）エム・シー・エフ
本社

健康な暮らしのお手伝い

ホワイズ製品は私どもがお届けします。

☎︎ 03（3241）5451

（有）ホワイズ北海道販社

☎︎ 011(736)9080

検索

ちばやビル8F

ホワイズ

東京都中央区日本橋室町1-8-8

講演会

ホワイズ製品取扱い販売会社 ご案内
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株式会社ホワイズでは「健康な暮らしのお手伝い」活動として、
全国各地でさまざまなイベントを実施しています。

