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1 日 200mg、4 週間投与
水晶体

分解
目の仕組み

すみやかなピン

毛様体筋

ロドプシンは加齢や目の酷使など

水晶体

ブルーベリー & カシス・アントシアニンの共通の効果
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強い抗酸化力で
活性酸素を消去

角膜
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光

1 日 50mg、2 年間投与

目の生活習慣病（白内障 、
飛蚊症、加齢黄斑変性など）
の原因となる活性酸素を消去

毛様体筋
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視神経

します。
活性酸素を発生させる要因
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もっと知りたい！ ２つのアントシア ニン
●アントシアニンを摂るなら野生種！
アントシアニンは、植物に含まれる青紫色の色素のこと。ヨー
ロッパでは医薬品として承認されるほど、
効果が高い成分です。
なかでも、北欧産野生種のブルーベリーはアントシアニンを多
く含んでいます。北欧では、夏には 1日中沈まない太陽（白夜）
の下で紫外線から自らの身を守るため、表皮だけでなく果実の

交通事故リスクを高める目の老化
目の健康は、運転や日常生活でも大切です。
動いているものに対応する「動体視力」
、明暗差
に対応する「明暗順応」などの衰えは、歩行者発
見の遅れや見落としにつながり、交通事故のリス
クを高めます。また、
転倒のリスクも高めるため、
アントシアニンで目の健康を守りましょう。

中までたっぷりとアントシアニンを蓄えるからです。
アントシアニンは体内で合成できないからこそ

果実の断面
栽培種

ブルーベリー

ジャムなど一般食品の材料は栽培種

北欧産野生種

ブルーベリー

白夜で育つ北欧産野生種のブルーベリー

●カシス・アントシアニンは美容にも効果絶大！
カシス・アントシアニンに
は毛細血管を丈夫にする働
きがあり、目のまわりの血流
をよくすることで、クマの解
消に役立ちます。
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栄養食品で積極的に補いましょう！

1 北欧産野生種の
ブルーベリー
太 陽 の 光を 十 分に浴
びた北欧産野生種のブ
ルーベリーにはアントシ
アニンがたっぷり！

2 相乗効果がある
成分も一緒に
アントシアニンと相乗効果
がある成分（ビタミンＣ）
を一緒に摂ると、抗酸化
作用がアップします。

3 顆粒が
おすすめ
溶けやすく吸収されや
すいのが特 長。早く効
果を感じられるのも顆
粒ならでは！
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からだの
ＳＯＳ

何歳からでも遅くない
健 康と美 のカギを握る

おなかの健康
1
腸内細菌のバランスが崩れ
悪玉菌が善玉菌より優勢に
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（加齢 、偏食、ストレスなどが原因）

悪循環

全身の老化が進み
免疫力も低下する

3

2

腸内が腐敗し
有害物質が発生する

ルールは普通のしりとりと同じです。
イラストの名称を考えながら、しりと
りを完成させましょう（正解はＰ８）。

だる ま
スタート

制限時間は 60 秒です

快腸トリオで

4

「おなかの悪循環」を断ち切りましょう
１. 食物繊維
● 排便をスムーズにする
※

● 有害物質

を吸着して排出

※発がん物質、余分な中性脂肪 、
コレステロールなど

● 食後の血糖値上昇を抑制

3. オリゴ糖
● ビフィズス菌を増やす
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ものごとを段取りよく行う能力（遂行機能）や判断力を鍛え、
認知症予防にも役立つ「絵でしりとり」です。

（便秘 、下痢など）

有害物質が腸から吸収され
血流にのって全身をめぐる

!

脳 トレ（ 絵 で し りと り）
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２. ビフィズス菌

2

● 便通を整える
● 悪玉菌の増殖を抑制
● 肝機能の向上

1 日の平均摂取量は
わずか 14.5 ｇ

健康のためには
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1 日25 ～ 30ｇの

6

3

食物繊維が必要

あなたの解答番号

だるま→ ＿＿→ ＿＿→ ＿＿→ ＿＿→ ＿＿→ ＿＿
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販売会社からメッセージ

社長 佐々木 隆義

の願いをホワイズは栄養食品で実現しようとする画期的な考えだと
思います。さらに製品力だけでなく、ホワイズを通じて、多くのお客
ワイズでしか味わえない 、かけがえのない宝物です。
これから、ますます高齢化が進み、健康格差が拡大していくでしょ
う。だからこそホワイズ栄養食品で健康という名のプレゼントを、こ
の広い北海道からお届けしたいと考えています。

発行所：株式会社ホワイズ

様が心から喜んでいるお顔や元気な姿を見ることができ、これはホ

平成30年6月1日発行

いつまでも健康で、若々しくいることは多くの人々の願いであり、そ
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有限会社ホワイズ北海道販社

〒103-0022
東京都中央区日本橋室町1-8-8

ホワイズ製品取扱い販売会社 ご案内

（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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P7の正解

6→1→2→ 5→ 4→3

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4F

ホワイズ

