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現代人を悩ます体調不良を改善！
健康を支える縁の下の力持ち！

５つのミネラル＆カルシウム
なぜ必要 ? ５つのミネラル
老化や病気の原因になる活性酸素対策に！
活性酸素とは
「毒性の強い酸素」のことで、老化やがん、
動脈硬化などの病気の原因になります。からだにはもとも
と、活性酸素を消去する酵素が備わっていますが、その
働きは年齢とともに低下します。
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貧血、疲れやすい、

貧血、
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が多くなる、動脈硬化

マンガンの不足

に摂ることで、
活性酸素を消去する酵素の働きを高めます。

ミネラル

老化が進む、抜け毛

が弱くなる

活性酸素の消去に役立つ「抗酸化ミネラル」です。積極的

５つの

セレンの不足

味 覚 障 害、髪・皮 膚

５つのミネラル（鉄、亜鉛、マンガン、銅、セレン）は、

５つのミネラルは助け合って働く
ので、一緒に摂ることで十分な
力を発揮します。

骨粗しょう症

冷え症、肩こり

現代人のミネラル不足の原因
宅配弁当、市販の総菜、加工食品の多用
加齢（腸管からの吸収率の低下）
服薬中（薬がミネラルの吸収を阻害）
食事制限、食品自体のミネラル含有量の低下

亜鉛 マンガン

銅

セレン

栄養食品で積極的に補いましょう
1

5 つのミネラルをバランスよく含む
活性酸素の消去とミネラル補給に役立てるために鉄、亜鉛、

マンガン、銅、セレンを一緒に摂りましょう。
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ミネラル酵母が原料であること
ミネラル酵母とは、
ミネラルを酵母に取り込ませたもの。
ゆっ

くり吸収されるため、吸収率 、安全性が高く、からだに優しい
ミネラルです。
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カルシウムは慢性的に不足しています
成長期はもちろん 、全世代で必要です
成長期（力ルシウム貯金の最適期）

十分なカルシウムで骨量を増やしておくこと
で、将来の骨粗しょう症予防にも有効です。

すか？
ご存じで

しわ、たるみの原因は頭蓋骨の骨粗しょう症が原因！

最近の研究では、カルシウ
ムの不足により頭蓋骨の骨量
が減ると、骨の上にある皮膚

頭蓋骨の
骨量が減少
すると…

や筋肉がたるんで、しわ、たる
みが増えることがわかっていま
す。美容のためにも、積極的

しわ、たるみの
原因に！

にカルシウムを補いましょう。

成人期（骨量維持期）

成長期に築いた骨量を減らさないよう、十分
なカルシウムを摂りましょう。

1000mgのカルシウムを摂るためには
こんなに食べなければいけません！

更年期～高齢期（骨量減少期）

閉経後は、女性ホルモンの減少などにより、
骨量が大幅に減少しやすくなります。効率よく
カルシウムを補い、
骨粗しょう症を予防しましょう。

痩せてもろくなった
頭蓋骨

健康な頭蓋骨

カルシ ウム は牛 乳 、小

1000mg のカルシウムを摂るには

魚、緑黄色野菜、大豆製品
などに多く含まれますが、
その吸収率は低いうえに、

骨だけでなく、生命活動にも必須！
体内のカルシウムのうち99％は骨や歯にありますが、残
りの1％は血液などにあり、生命活動を支えています。
心臓の規則的な動き

出血時の血液の凝固

こむら返りの予防

神経の興奮を抑える
体液を弱アルカリ性に保つ

年 齢とともに 腸 からの 吸
収率も低下！ 食品だけで
1000mg を摂るのは 困 難
です。
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カルシウム
栄養食品で積極的に補いましょう
1 低エネルギーで、十分なカルシウムが含まれている
2 吸収を高めるＣＰＰ、
ビタミンＤ、
フラクトオリゴ糖、
骨を丈夫にするマグネシウムも入っている
3 幅広い世代でおいしく、簡単に飲める
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からだの
ＳＯＳ

何歳からでも遅くない
乳 酸 球 菌（ フェ カリス 菌 ）で

免疫力を強化

床ドン体 操で 骨を強 化
骨は 、刺激を与えれば与えるほど、強くなろうとします。
カルシウムの摂取とともに、骨に刺激を与える体操で、
強い骨を保ちましょう。

１つでも当てはまれば、
免疫力の低下が疑われます
65歳以上
偏食がち
宅配弁当や加工食品をよく利用する
ストレスが多く、笑うことが少ない
運動不足
睡眠不足
体温が 36.5度未満である

!

強の乳酸菌です
カリス菌）こそ 、最
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発がん予防でも高い効果！
50

乳酸球菌（フェカリス菌）は腸に
棲む乳酸菌の一つ。
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乳酸球菌あり
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乳酸球菌の腸の発がん予防効果
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足を肩幅に開き、イスの背をつ
かみます。

2
両足のかかとをゆっくりと上げ、
３秒ほど、つま先立ちになります。

乳酸球菌は免疫の主役である白

乳酸球菌なし

ポリープ数

40

1

血球を活性化する働きが非常に強い
ことで脚光を浴びています。

3
（フェカリス菌）

１日１兆個の乳酸球菌で
免疫力を強化しましょう！

両足をストンと落とし、床を踏み
鳴らします。
①～③を5回 、繰り返します。
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栄養摂取の重要性をいち早く認識し、科学的な根拠に立脚した製品を
開発、発売しました。以来、ホワイズ製品はお客様の信頼に応え、長
人生100年時代を迎え、いつまでも健康で過ごすには、毎日の正
しい栄養摂取が必須条件。
株式会社エム・シー・エフは、これからも風潮に流されることなく、
栄養学に基づいた健康の知識を伝えながら、責任をもってホワイズ製

〒103-0022

品を皆様にお届けいたします。
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年にわたり多くのお客様からの支持を受け、愛用され続けています。

平成30年8月1日発行

ホワイズは40年前、
「毎日の食事が健康を守る」という事実に着目、
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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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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
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