健 康な暮らしのお手伝い

ホワイズ・スクエア

特集「人生100 年時代」のホワイズ栄養教室

からだの中から美しく、若々しく

プラセンタで 美肌磨き
全国で愛されるホワイズ
【千葉】（有）コスモス・サプライ
が活躍している千葉 県。３月中
旬～４月中旬には 、房総半島を
横断するローカル 線「いすみ 鉄
道」沿線で一面の菜の花と桜を
堪能することができます。
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特集

「人生１００年時代」のホワイズ栄養教室

からだの中から美しく、若々しく

新陳代謝を繰り返す肌。しかし、肌の新陳代謝は年々遅

くなり、紫外線や乾燥のダメージを受けやすくなります。さ

らに、ホルモンのアンバランス、血行不良、皮脂の分泌低下

などが追い打ちをかけます。肌は
「体内の調子を映し出す鏡」
とも言われ 、美肌のためにはスキンケアだけでなく、栄養に
よるケアも欠かせません。

栄養で肌の状態を根本から改善

栄養によるケアには２つの意味があります。まず、肌の材

料になること。必要な栄養を十分に摂ることで肌の新陳代
謝が活発になり、底力のある、美しい肌を生み出します。も

う１つは、肌へのダメージ対策です。紫外線
（活性酸素）、乾燥、
ストレス、便秘など、肌の老化を加速させる原
因を根本から予防・改善します。肌の材料
とダメージ対策、どちらのためにも、しっ
かり補給することが大切です。

1. 肌の材料になる
2. 肌へのダメージ対策
紫外線

乾燥

ストレス

便秘など

お肌も変化します。スキンケアだけで

）

肌トラブルが改善されなければ栄養不足によるものかも。

美肌を育てる基本の栄養素

何歳になっても 、
きれいになれる！

何もしなければ 、年齢とともに肌は衰える一方

若々しい肌を作るためには 、十分な栄
養が必要
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（

プラセンタで美肌磨き

年齢とともにからだが変化するように、

栄養食品で年齢を感じないお肌を手に入れましょう。

タンパク質

ビタミンＣ・Ｅ

肌の主成分。十分に摂る
ことで肌の新陳代謝が活
発になります。また、肌
のハリや弾力を保つ、コ
ラーゲンやエラスチンの
材料にもなります。

【ビタミンＣ】
コラー ゲ ンの 生 成 を高
め、ハリをアップ。メラニ
ンの生成を抑え、しみを
防ぎます。
【ビタミンＥ】
抗酸化作用、血行促進な
どから肌の老化を予防。
ビタミンＣと一緒に摂る
と相乗効果があります。

パ
タン ク質

ビタミンＢ群

ビタミンＡ

肌荒れやくすみを予防し、
みずみずしい肌を作りま
す。口内炎や日光過敏症
などの予防・改善にも。

皮脂の分泌を正常にし、
肌のうるおいを保ちます。
乾燥肌の予防にも役立ち
ます。

プラセンタは栄養素を活性化し、ワンランク上の美肌へ導きます！

美肌になるチカラを引き出す

基本の栄養素 ＋ プラセンタ
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栄養食品で美しさも健康も

毎日プラセンタ習慣

ホワイズが
全力で
応援します！
プ ラ セ ンタ を 選 ぶ なら

POINT

美肌・健康になるチカラを
引き出すプラセンタ

ドクター監修 のプラセンタ！

の多彩な成分が含まれています。なかでも「成長

ドクター監修だから
安心・安全・高品質

プラセンタは医薬品と
しても使用されている

あります。私たちの肌やからだは、タンパク質など

医学博士でもあるホワ

注射薬のプラセンタは

年齢とともにスムーズにいかなくなり、肌トラブル

郎は 、長年プラセンタ

されました。その際、肝

つけたりすることで新陳代謝が活発になり、美肌

「プラセンタのパイオニ

プラセンタとは胎盤のことで、5000種以上も

因子」には全身を活性化させるスイッチの役割が

の栄養素を使って新陳代謝を繰り返していますが、
や体調不良が起こります。プラセンタを飲んだり
作りや体調不良の予防・改善に役立ちます。

プラセンタのすばらしい働き

イズ創業者・廣谷光一
の研究に携わってきた

ア」です。だからこそ安
心・安全・高品質で 選

ぶなら、ドクター監修

のプラセンタがおすす

新しい細胞を
作ってね！

めです。

肝臓病治療として開発

機能の回復はもちろん、

ビタミン
ミネラル

た、疲れにくくなったな

どの実 感が 報告され 、
美容と健康にも応用さ

れるようになりました。

コラーゲン量が減ると、しわやほうれい線など

の原因になります。プラセンタにはコラーゲンの
産生量を高める効果があり、肌のハリ、弾力をよ
みがえらせます。
コラーゲンの
産生量

最大 2.57倍
プラセンタ

防衛医科大学校
皮膚科学教室調べ

POINT

薬本来の効き目をよくして
副作用を軽減する効果も
シニア世代は薬の服用が多くなりがちです。薬

には効き目がある反面、副作用も心配です。プラ
センタ療法の研究者である吉田健太郎氏による

アミノ酸

と、プラセンタには治療のために必要な薬の効き

プラセンタ

ヒアルロン酸

目をよくして、副作用は軽減する効果があります。

コラーゲン
ペプチド

コンドロイチン

美白、若返り、ハリ・弾力、
新陳代謝促進、抗酸化
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コラーゲンを増加させて
ハリ、弾力が溢れる肌に

肌の透明感やハリが出

成長因子
核酸構成
物質

POINT

ホワイズ創業者
廣谷光一郎（医学博士）

厳しい基準のもと
健康的に飼育された
純国産 SPF 豚由来。
安心・安全・高品質の
証です。

薬を服用するときはプラセンタも忘れずに。
TOPICS

プラセンタで発毛・美髪！

プラセンタには発毛効果もあります。ボリュー
ム感がない、分け目が気になる、おでこが広くなっ
た…そんな悩みにおすすめです。
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こんなとき、
どうする？

ひざ関節が痛い
ホワイズ管理栄養士が、健康や栄養など
日ごろのちょっとした悩みにお答えします。

Q

ひざ以外の関節の痛みに摂ってもいい？
栄 養食品で

A

関節軟骨は肩、ひじ、腰、股関

節 、手、
指などにもあります。関節

グルコサミンとＮ - アセチルグルコサミン
どちらのほうがひざにいいの？
関

Q

A

どちらも関節軟骨の修復に効
果のある成分ですが、Ｎ - アセチ

そのため吸収時間が早く、体内で
の利用率も抜群に高いという特

ルグルコサミンのほうは私たちの

長があります。
また、N - アセチルグルコサミン

形の「天然型のグルコサミン」。

アルロン酸が作られます。ヒアル

関節や肌に存在する成分と同じ

軟骨のすり減りによる痛みであれ
ば 、Ｎ- アセチルグルコサミンなど
の軟骨成分を摂ることが非常に

すり減った関節軟骨を
元気にします！
N-アセチル
グルコサミン

コンドロイチン

コラーゲン
ペプチド

有効です。

しっかり摂り続け、回復を待ちま

わけですから「数日で回復」とは

軟骨を保つために、痛みがなくなっ

ただし、長い間、すり減っていた

いきません。
「３つの軟骨成分」を

しょう。また、せっかく修復された
ても継続して摂り続けましょう。

を十分に摂っていると、体内でヒ

ロン酸を直接摂るよりも、ずっと
効率がよいため、Ｎ - アセチルグ
ルコサミンがおすすめです。

からだが冷える春先は、ひざの痛みを感じやす
くなります。今月はひざの痛みの軽減に役立つ
「つぼ押し」をご紹介します。

ひざ痛に
つぼ押し

① 低めのイスに座り、脚を前に
出します。

ヒアルロン酸注射など通院治

療中の方でも、栄養食品と併用し
て摂取できます。
ヒアルロン酸注射の
効果は一時的であり、
長期間は続きません。

い ちゅう

委中

② 中指をひざ 裏の中心に当て、
親指を図のようにはさみます。
左右の中指でつぼ（委中）周
辺の痛む場所、気持ちのよい
場所を探します。
③ 中指にゆっくりと力を入れ 、３
秒ほどで離し、これを３回繰
り返します。
POINT

1 日 3 回以上が効果的です。
お風呂あがりにもおすすめです。

6

7

全国代理店新規増員キャンペーン
【販売会社共同企画】

実施期間：2019年7月～ 12月
実施期間中に代理店（傘下グループを含む）が契約した
新規ヘルシーメイト並びにメイトリーダーの人数に基づき、表彰いたします。

株式会社エム・シー・エフ
第二事業部所属

三浦 フサ枝 様

有限会社コスモス・サプライ所属

新藤 尚子 様

株式会社エム・シー・エフ 東京事業部所属
有限会社サプライ菊池

菊池 眞智子 様

ホワイズ製品取扱い販売会社 ご案内
（有）ホワイズ北海道販社

☎︎ 011(736)9080

（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 ☎ 090(5083)3331
〒 802-0034 北九州市小倉北区須賀町 19-4

（株）エム・シー・エフ
本社

☎ 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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健康な暮らしのお手伝い

検索

ホワイズ製品は私どもがお届けします。

ちばやビル8F ☎︎ 03（3241）5451 禁無断転載

ホワイズ

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-8-8

山﨑 登美子 様

発行所：株式会社ホワイズ

株式会社エム・シー・エフ
東京事業部所属
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