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タンパク質は 、
毎日どれぐらい摂ったらいい？

食事だけでは不足しやすい

「もっとも大切なもの」
タンパク質

タンパク質（プロテイン）は 、ギリシャ語で
「もっとも大切なもの」を意味するほど重要な栄養素で、
私たちのからだは 、水分を除くと大半がタンパク質でできています。
タンパク質を味方にして健康を保ちましょう。

どの世代にも必要なタンパク質ですが、とくに中高年は筋肉の衰え、
病気の予防・回復のために、多く摂ることが必要です。
しかし、一般食品だけで摂るのは難しく、摂れたとしても、脂肪や
エネルギーが過剰になってしまいます。

タンパク質 70g を一般食品で摂るなら
こんなに食べないといけません

タンパク質をしっかり摂ると
こんなにもいいことが！

筋肉を増やして
寝たきりを防ぐ

内臓や血管を
丈夫にする

骨粗しょう症を
予防する

免疫力を
維持する

合計

体温を
しっかり保つ

タンパク質を 70g 以上摂っている人は虚弱になりにくい
タンパク質の摂取量と「虚弱※」の研究に
よれば、タンパク質の摂取量が多い人は、
少ない人に比べて「虚弱」の人が少ないこ
とが明らかになりました。
※からだが動きにくいなどの症状だけでなく、入院や
要介護リスクも高い状態にあること。
児林聡美氏らによる栄養疫学研究
図：同研究結果より、64 ～ 94 歳の女性を抜粋
少ない
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1,017kcal   脂質 73.2g

虚弱の人の割合 少ない

脳の老化を
予防する

ハリのある肌や
美しい髪を作る

多い

貧血を防ぐ

牛肉
１人前（70g）
プロセスチーズ ２個
卵
２個
納豆
１.5パック
豆腐（絹）
１／３丁
鮭
１切れ（70g）
鶏肉（もも皮付き） １枚（70g）

多い

タンパク質の摂取量
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大豆と乳清タンパクが入った
プロテインを選びましょう！

知っ得！
タンパク質の消化・吸収を高める青パパイヤ
パパイヤは栄養豊富な植物として知られています。近年の研
究で、完熟前の青パパイヤにはタンパク質の消化・吸収を高め

大豆タンパク

る酵素が豊富に含まれ 、一緒に摂ることでタンパク質の利用

よい働き

効率（消化・吸収）を高めることがわかっています。

★内臓脂肪やコレステロールを減らす
★血圧の安定

近畿大学によるタンパク質と青パパイヤの研究

★骨粗しょう症の予防

実験ではマウスの筋芽細胞（筋肉になる前の細胞）に大豆＋乳清＋青パパイヤ
を含んだプロテインを投与し、その変化を調べました。

★生活習慣病の予防

一般食品だと…

結果①

★納豆やきなこに多く含まれるが、
エネルギーが高い

乳清タンパク
よい働き

２つのタンパク質を
バランスよく
摂りましょう

一般食品だと…

★普通の食事では摂取が難しい

プロテインはエネルギーを生み出

大豆のみのプロテイン
大豆＋乳清＋青パパイヤ
を含んだプロテイン

す力が 高いことがわかりました。
0
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エネルギーを生み出す力
「栄養食品の筋肉量増加効果の検証」
近畿大学 2016 年

★サルコペニア（加齢による筋肉減少）
★運動後の疲労回復に効果的

大豆＋乳清＋青パパイヤを含んだ

乳清のみのプロテイン

★筋肉を丈夫にする
の予防

基礎代謝を高める

結果②

つまり、食べたものを効率よくエ
ネルギーに替えることで基礎代謝を
高め、カロリー消費を促進します。

筋肉になるスピードが速い
大豆＋乳清＋青パパイヤを含んだ
プロテインは筋芽細胞から筋肉へ
と変化するスピードが速いことが
わかりました。
健康な筋肉を増やすことはサルコ
ペニア予防に大いに役立ちます。
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からだの
ＳＯＳ

何歳からでも遅くない

か らだ の 機 能 低 下
年齢とともに気になる症状
なんとなく疲労感がある

筋肉痛をよくおこす

体力の衰えを感じる

ときどき頭痛がある

左肩、左腕がだるい
からだの機能低下を放っておくと、老化や体調不良が加速し、

肩甲骨 の筋 肉をほぐす
外歩きが気持ちのいい季節になりました。
歩きながら、また家事の合間にもできる運動です。

ひじ回転ウォーキング
歩きながら、ひじを回転させましょう。
肩甲骨まわりの筋肉がほぐれます。

深刻な病気を招きます！

!

ないで！

機能低下を放置し

アルギニン＆シアノールを一緒に摂りましょう
アルギニン
アミノ酸の一つ。機能低下
予防や血管拡張、成長ホル
モンの分泌を促す働きなど
があります。

心臓や脳などの血管を
自然に拡張する

血流がよくなり、全身の
細胞に新鮮な血液が届く

シアノール
かじめ（褐藻）にのみ含まれ
る成分。血管拡張、血液循
環などの働きがあります。

全身の細胞が活性化

衰えが気にならない日々
を送ることができる！

①ひじを曲げて肩の高さまで
上げます。

②ひじを前から後ろに回します
（10回）。
同 様に 、後ろから前にも回し
ましょう（10回）。

スタイルアップ効果も
肩甲骨周辺の筋肉を動かすことは 、猫背や背中のはみ出たお肉を減
らし、スッキリとした美しい背中を作ります！
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販売会社からメッセージ

社長 緒方 健一

ズの立ち上げからこの輝かしい歩みに乗船させていただきアット言
う間の充実の 40年でした。多くのお客様と知り合うことができまし
ど…、多くの喜びの声をいただきました。
それもこれもホワイズの素晴らしい企業理念の下に最も優れた製
品有ればこそです。私の人生そのものでした。ゴルフもできる健康を
いただき、この幸せと新たな気持ちで、まだホワイズを知らない多く

〒103-0022

の方々に普及していく覚悟です。

発行所：株式会社ホワイズ

た。沢山の方々から「健康になった」
「ホワイズ飲んで良かった」な

平成30年4月1日発行

株式会社ホワイズ創業 40周年 、素晴らしい実績です。私もホワイ
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株式会社ロータスサプライ北九州

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

