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美肌のための栄養の役割

からだの中からのケアで輝く美しさを

美肌の栄養とプラセンタ
美肌を保つためにはスキンケアが欠かせませんが、
それと同じぐらい大切なのが
内側からのケア（栄養とプラセンタ）です。

肌の悩み
ダメージ対策

肌の材料

美肌を叶え る栄養素
美肌の土台に

肌荒れに

ハリ・透明感に

肌老化に

タンパク質

ビタミンＢ群

ビタミンＣ

ビタミンＥ

肌の主成分で、ハリや弾力の
ある肌を保ちます。ただし、
アミノ酸スコア100の良質の
タンパク質を摂ってこそ、そ
の効果が発揮されます。

皮膚や粘膜を正常に保ち、乾
燥肌や肌荒れの予防に役立
ちます。光線過敏症（日光ア
レルギー）の対策にもおすす
めです。

タンパク質と一緒に摂ること
でコラーゲンを生成し、肌の
ハリを保ちます。メラニンの
生成を抑えて、しみ 、そばか
すを防ぎます。

しみ、しわ、たるみなど肌の
老化を招く活性酸素を消去し
ます。毛細血管の血行をよく
して、肌に栄養を届け、顔色
をアップさせる効果も。

飲むコラーゲンって
効果あるの？

教えて！

コラーゲンはアミノ酸スコア0の
ため、摂っても直接肌には届きま
せん。コラーゲンを作るにはアミ
ノ酸スコア100のタンパク質＋ビタ
ミンＣをしっかり摂りましょう。

肌の新陳代謝は年齢とともに衰えます
肌の新陳代謝は年齢とともに衰
えます。20代では約 28日です
が、60代ではなんと約100日！
そのため、肌本来の保護力が失
われ 、肌トラブルを招きます。

健康な肌
30 代
40 代
50 代
60 代
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約 28 日
約 40 日

約 55 日
約 75 日

約

100 日
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美容・健康の悩みを解決！
プラセンタ
プ ラ セ ン タ（ 胎 盤 ）に は 、
5000種以 上の美容成分が

若々しさ・健康を保つ
プラセンタの豊富な美容成分

生をスムーズにします。この
働きが若々しい肌や健康を
保つのに役立ちます。

プラセンタを使用することで、治療成果以外にも

や元気を求める方の必需品といえます。

成長因子
核酸構成
物質

ビタミン
ミネラル

アミノ酸

プラセンタ

ヒアルロン酸

コラーゲン
ペプチド

プラセンタには飲むタイプや
つけるタイプなどがありますが、
併用することがおすすめです

コンドロイチン

プラセンタのうれしい働き

プラセンタの上手な選び方
●ＳＰＦ豚のプラセンタを選ぶ

美容への働き

からだへの働き

しわ、しみ 、くすみの改善

疲労回復

ニキビの改善

肝機能の向上

肌のハリ・ツヤのアップ

睡眠の質の向上

髪のツヤ・コシのアップ

炎症を抑える

など

自律神経を整える

プラセンタはいまや多くのメーカーから販売されていますが、毎日続け

更年期障害・不定愁訴の軽減

るものだからこそ、医学博士などプラセンタの専門家が携わった製品

など
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めに医療現場でも活躍しています。

の美容面、健康面でも優れた報告があり、美しさ

にプラセンタ独自の成分であ
活発にし、傷ついた細胞の再

プラセンタは肝臓病や更年期障害などの治療のた

「肌のトーンが明るくなった」
「朝の目覚めがいい」など

豊富に含まれています。とく
る「成長因子」は新陳代謝を

医療現場でも活躍しているプラセンタ

豚のプラセンタは人との相性がよく、吸収率が高いことがわかっていま
す。なかでもＳＰＦ豚は徹底した衛生管理のもとで飼育された貴重な
豚で、安心・安全・高品質なプラセンタの証です。

●信頼できる企業のプラセンタを選ぶ

であることも、プラセンタを選ぶ重要なポイントです。
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からだの
ＳＯＳ

何歳からでも遅くない

ひざの 痛み !!

50歳以上の2人に1人が悩まされていると言われる「変形性ひざ関節
症」。その多くは軟骨の減少が原因です。放っておくと、激しい痛みだけ

転 倒・つ ま ず き 対 策
「最近つまずきやすくなった」
「何もないところで転びそうになった」…
それは 、脚の筋肉の衰えが原因かもしれません。
脚力とバランス感覚を強化して、転ばないからだを保ちましょう。

でなく、要介護や寝たきりにもつながります。あなたは大丈夫ですか？

こんな症状はありませんか？

かかとあげ
（ふくらはぎの筋肉）

動き始めや歩き始めに痛むが、
動いているうちに治まる
坂道や階段の昇り降りがつらい

足を肩幅に開き、両足のかかと
をゆっくり上げ、つま先で立つ。
バランスを意識しながら3秒間
保ち、ゆっくりとかかとを下げ
る。10回以上、行う。

正座ができない

!

きらめないで！

痛みがある方もあ

３つの成分

ひざ関節の健康を守る
N -アセチルグルコサミン
関節軟骨の主成分。天然型
のため、一般的なグルコサ
ミンに比べて効率よく吸収
されます。

コンドロイチン
軟骨に水分や栄養分を届け
て、軟骨の弾力を保ちます。
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体内でヒアルロン酸に
もなるため、関節軟骨
の修復、肌のうるおい
を保つ効果があります。

コラーゲンペプチド
軟骨の滑らかさ、うるおい
を保ちます。

横への踏み出し
（バランス感覚）
片足を横に開いて体 重を
かけ、閉じる。左右交互に
10 ～ 20回 、行う。

体重を
かける
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販売会社からメッセージ

社長 中西 芳子

はサプリメントを紹介してきました。食事だけでは不足する栄養素を、
おいしく、かつ簡単に補い健康促進と維持に役立てるために、サプリ
私たちの仕事が 40年続いているのは、
「 家族の健康作り」
「 女性の
仕事作り」
「友だち作り」を大事に活動してきたからです。
人生の土台は健康です。健康を作るのは食生活です。私たちは、そ
の健康のためにホワイズ製品を、自信とプライドを持って、多くのお客

〒103-0022

さまにお伝えします。これからも楽しいビジネスを展開していきます。

発行所：株式会社ホワイズ

メントはとても重要です。

平成30年3月1日発行

栄養を食事以外で補うという概念がまったくないときから、私たち
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株式会社ロータスサプライ

東京都中央区日本橋室町1-8-8

（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

ホワイズ製品は私どもがお届けします
取扱店

〒 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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代理店

禁無断転載

（株）エム・シー・エフ
本社

☎︎ 03（3241）5451

（有）ホワイズ北海道販社

☎︎ 011(736)9080

ちばやビル4F

ホワイズ製品取扱い販売会社 ご案内

