健 康な暮らしのお手伝い

今日も元気！ ホワイズ健康生活

２

教えてホワイズ 栄養素Ｑ＆Ａ

６

からだが変わる！ 健康セルフケア

７

管理栄養士のコラム

８

プラセンタ

３つの軟骨成分

ホワイズ・スクエア

「噛む＆飲み込む」力を高める

50代以降の太い脚は「命綱」

美 肌と健 康を追 求 するなら

プラセンタ

特集

大 注 目

今日も元気！ ホワイズ健康生活

美 肌と健 康を追 求 するなら

プラセンタのはかり知れない力

プラセンタ

プラセンタには美肌以外にも、睡眠の質の改善など、多くの効果・効
能があります。さらに、近年は発毛や育毛への効果も注目されているた
め、女性だけでなく、男性にもおすすめです。

プラセンタは「生命の宝石箱」
プラセンタとは胎盤のこと。1個の受精卵をわずか10カ月で赤ちゃ

プラセンタで気になる悩みを解決しましょう。

んに育て上げるほどの驚異的な力をもっています。5000種以上もの
豊富な成分と成長因子を含み 、
「生命の宝石箱」とも呼ばれます。

クレオパトラや楊貴妃も愛用していました

！
プラセンタで解決

プラセンタは古くから愛用され 、クレオパトラや楊貴妃らは若返り
や美容のために、中国の始皇帝は「不老長寿の妙薬」として珍重して

疲労感、虚弱体質

いました。そのほか滋養強壮としても利用されていました。

年齢なんて関係ない美肌と健康を手に入れましょう
現代では、美白やハリなどの美肌作りにはもちろん、更年期障害
や不定愁訴 、疲労回復など、全身の健康に役立つ守備範囲の広い
成分として注目を集めています。

成長因子

ビタミン
ミネラル

アミノ酸

プラセンタ

ヒアルロン酸
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小じわ、しわ、たるみ
しみ、くすみ

プラセンタに含まれる豊富な成分

核酸構成
物質

肝臓機能の低下

コラーゲン
ペプチド

コンドロイチン

成長因子が
含まれるのは
プラセンタだけ

成長因子は20代後半
から急激に
減少してしまいます。

乾燥肌、肌荒れ
抜け毛、髪のへたり

更年期障害
（ほてり、のぼせ）
不定愁訴、月経不順

不眠、寝つきが悪い

自律神経の乱れ

アトピー性皮膚炎

頭痛・めまい・耳鳴り

※これらは、
ほんの一例です。
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上 手 な選び 方

美肌と健康を追求するなら

栄養食品を上手に利用して毎日しっかりプラセンタ
肌につけて美肌効果 飲んで全身効果

プラセンタを選ぶなら、
純国産ＳＰＦ豚を！

年齢とともに肌の新陳代謝や細

さらに、
「肌につけるケアと飲むケ

プラセンタを摂るなら、原料が純

産の豚のこと。抗生物質などをほと

胞の修復・再生は衰えます。ところ

ア」の両方の相乗効果で、若々しく

国産「ＳＰＦ豚」のプラセンタが一

んど使用しないなど飼育や衛生面

が 、プラセンタをしっかり摂っている

魅力のある美肌と健康が維持でき

番です。

において手間がかかりますが 、その

と、プラセンタ独自の成分である成

ます。

ＳＰＦ豚は衛生管理・健康管理

長因子が「新しい細胞を作って！」

の厳しい条件をすべてクリアした国

分 、安心・安全 、高品質なプラセ
ンタを作ることができます。

と働きかけ、全身を活性化します。
美容面では、コラーゲンやヒアル

肝臓病や更年期障害の治療薬として
多くの実績

ロン酸などを作る細胞を活性化し、
ハリやうるおいをアップさせます。
体 調 面では弱った細 胞を修 復
し、正常な状態に近づけて、若々し
いからだを取り戻します。
●成長因子の働き

プラセンタは肝臓病や更年期障

肝臓の炎症を抑え、働きを正常化

害 、母乳分泌不全の治療（注射薬）

します。アルコールや薬の服用など

として使用され 、高い治療効果が

から負担がかかりやすい肝臓。栄

実証されています。

養 食 品でプラセンタを利用し、労

とくに肝臓病では、プラセンタが

わってあげましょう。

美白・ハリアップ

新しい

を作って！
細胞

新しい細胞を

作って！と指令

若 返り

代謝促進
プラセンタ
成長 因子
新しい細胞を
働きが 衰えた
作る司細胞
令をだす
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疲労回復
細 胞が
胞が
細
活 性化される
化される
活性

抗酸化作用
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「痛くないひざ」のために

３つの軟骨成分
Ｎ - アセチルグルコサミンと
グルコサミンは同じ？

A

が 変わ
る
らだ

！

か

健康
セルフケア

「噛む＆飲み込む」力を高める

「噛む」
「飲み込む」力は、年齢とともに衰えがちです。
いつまでも楽しく食べるためにも
トレーニングしましょう。

Ｎ - アセチルグルコサミンは、人の関節や肌に存在
するグルコサミンと同じ形（天然型）なので、必要

なところに素早く届きます。一般のグルコサミンより、
からだに効率よく吸収され 、すり減った軟骨をグング
ン修復・再生します。

一緒に摂ると効果的な
成分はあるの？

A

軟骨の弾力を保つコンドロイチン、軟骨の滑らかさを保つコラー
ゲンペプチドも一緒に摂りましょう。Ｎ - アセチルグルコサミン

と併せて摂ると、相乗効果により素早く軟骨を修復・再生。継続して
摂ることで、スムーズな歩行を守ります。

「うー」の唇で
指と押し合う
1 唇の中心に人さし指を当て、

「３つの軟骨成分」
は
栄養食品で補いまし
ょう

Ｎ - アセチルグルコ
サミ
ンはヒアルロン酸に
もな
ります。治療中の方
も積
極的に摂りましょう！
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唇を「うー」ととがらせる。こ
のとき、唇を押すように指に
力を入れる。
10回繰り返す。

「いー」の唇で
指と押し合う
2

唇の両端に人さし指と親指を
当て、
「 いー」と唇を横に引き
ながら、両指に力を入れて内
側に押し返す。
10回繰り返す。

int

Po ト！
ポイン

少しずつ回数を増やしていきましょう
①と②をあわせて「１セット」とし、1日２～３セットを行いま
しょう。食べこぼしの改善にもなるトレーニングなので、少し
ずつ回数を増やし、続けてみましょう。
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50 代以降の太い脚は「命綱」

岡野 望美

私の前の職場は老人ホームです。そこで１番驚いたのは、車椅子の方の
脚が異常に細いことでした。歩かないと、脳もからだも「筋肉は必要ない」
のようでした。筋肉がないために転倒しやすく、寝たきりから認知症になっ
た方も多く見てきました。だから転倒は本当に怖いです。
とはいえ、うっかり転んでしまうこともあります。元通りになるには、リハ
タンパク質）を高めておくことが大事です。未来を
見たら、いまのこの瞬間が一番若いのですから、

東京都中央区日本橋室町1-8-8

先送りせず、毎日タンパク質、ビタミンなどを摂り、
継続して歩きましょう。50代以降の太い脚は「命
綱」。自慢の脚ですよ！

（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
ホワイズ製品取扱い販売会社 ご案内

〒103-0022

ビリだけでは不十分。転倒前後の筋肉量とアルブミン量（血液で一番多い

発行所：株式会社ホワイズ

と判断してしまうのです。骨と皮だけで、ふくらはぎがなく、まさに細い棒
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