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ホワイズ・スクエア

特集「守る時代」に栄養のチカラ

ツヤふんわり髪を叶える栄養素

今月のてぬぐい柄

43th
に栄養の
代」
時
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春を告げる黄色いポンポンの
花がかわいいミモザ。イタリ
アでは３月に日頃の感謝を込
めてミモザを女性に贈る習慣
があります。
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「守る時代」に栄養のチカラ
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髪の悩みが増える原因は
こんな生活習慣から

栄養バランスが悪い

パーマをかけている

脂っこいものや甘いものの食べ

パーマ液によって頭皮が炎症し

ず、髪質の悪化や抜け毛などの

細くなったり、切れ毛が増加し

すぎ、過 度な 食事制 限などは、
必 要 な 栄 養 が頭 皮や 髪に届か
原因になります。

ヘアカラーの習慣

大人の髪の悩みは栄養不足が原因
若々しさを印象づけるポイントは 、服装やお肌のほかに髪も大切な要

素であることをご存じでしょうか。髪は頭を保護、保温する役割だけでな
く、ボリュームやツヤのある髪は顔色や表情も明るく、若々しく見せること
ができます。しかし、
年齢とともに細くなる、
コシがなくなる、地肌が目立
つなどの悩みが多くなります。その原因の多くが髪の栄養不足です。

髪は健康のバロメーター
食べものから摂った栄養は 、心臓や肝臓などの生命維持に関わる器官

で優先的に使われます。その
ため、生命維持に直接関係の
ない髪は優先順位が低くくな

ります。つまり、
最後に栄養が

運ばれてくる髪に元気がある
ということは 、からだ全体が
健康であるということ。その

ため髪は健康のバロメーター
とも言われます。
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年齢による髪の変化
髪の太さ（mm）

ヘアカラーは浸透性が高く、髪と
頭皮に負担をかけます。頭皮に炎
症を起こすこともあるため、抜け
毛や毛が細くなったりします。

紫外線にあたる
紫外線は髪のタンパク質を壊す
ため、乾燥や切れ毛を助長させ、
カラーを抜けやすくします。紫
外線は３月から増加するため日
傘や帽子などで対策を。

やすくなります。また、髪 の栄
養が流出してしまうことで髪が
ます。

ストレスがある
コロナ禍や寒暖差などによるス
トレスは、ホルモンバランスを崩
し、髪 の 新 陳代 謝を乱すため、
抜け毛、白髪が促進されます。

血行不良による冷え
手足の冷えや肩こりなどの血行
不良は頭皮や髪に栄養が行き渡
らず、抜け毛や薄毛の原因にな
ります。

急激に細くなる
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出典：皮膚と美容 vol.40.no.2(2008)
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美しい髪を
復活させる栄養素は？
タンパク質

髪の材料である
タンパク質は栄養食品で摂りましょう
２種類のタンパク質をバランスよく！

髪の毛の約 80 ～ 90％はケラチンというタンパク質でできています。食
べものから摂ったタンパク質は体内でアミノ酸に一度分解された後に、再
び合成されてケラチンになります。そのため、質のよいタンパク質を積極
的に摂ることで、ツヤやコシ、うねりのない髪を育てることができます。

髪の構造

大豆
タンパク

乳清
タンパク

大豆から抽出されたものが大豆
タンパクです。体内で合成するこ
とができない必須アミノ酸がバラ
ンスよく含まれています。さらに内
臓脂肪を減らし、中性脂肪やコレ
ステロール、血圧を下げる働きも
あります。

ヨーグルトの上澄みなどに含ま
れるものが乳清タンパク。必須ア
ミノ酸をバランスよく含み、質の
よいタンパク質です。骨の健康や
免疫力を維持する効果があり、最
近では丈夫な筋肉を作る働きも注
目されています。

髪の構成成分
メラニン

約 3% 以下

その他（脂質・ミネラルなど）

約 1.6〜9%

水分

約 12〜13%

タンパク質
（ケラチン）
約 80〜90%
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総合ミネラル

ビタミン B 群

亜鉛はケラチンの形成をスムー
ズにします。銅はメラニン色素を作
り白髪対策に、鉄は頭皮に栄養を
行きわたらせるために必要です。

B2は髪の再生をサポートし、B6
はタンパク質を髪に変換するのに
欠かせません。葉酸は造血作用か
ら頭皮に栄養を行きわたらせます。

ビタミン E

ビタミン C

頭皮の老化を進める活性酸素を
消去します。また血行をよくするこ
とで、
髪と頭皮に栄養を運びやすく
し、髪の成長をサポートします。

健康な頭皮や髪に栄養を送るた
めの血管（コラーゲン）の形成に必
要です。ストレスで消耗しやすくな
ります。

ここも大事！

タンパク質の利用効率を高める青パパイヤを一緒に！
青パパイヤにはタンパク質の分解を助ける
酵素が豊富で、完熟パパイヤの10 倍も含ま
れています。青パパイヤとタンパク質を一緒
に摂ることで、年齢とともに衰えるタンパク
質の消化・吸収を助け、タンパク質の利用効
率を高めます。
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ルール

いきいき暮らす中高年からのマイルール

美肌と健康

究極の

老化は年齢とともにだれにでも起こることですが、
ケアをしっかりしている人と、そうでない人では、個
人差が大きいのも事実です。毎日、
ていねいにスキン
ケアをしているのに、
ハリやツヤが感じられない。そ
んな肌の悩みの原因は、肌の栄養不足です。
肌をつくるタンパク質やビタミン、
ミネラルをしっか
りと摂りながら、美肌力を高めるプラセンタも確実
に摂りましょう。
プラセンタを飲んだり、
つけたりすることで自ら美
肌を生み出そうとする力を育みます。プラセンタで、
キレイと健康を実感しましょう。

プラセンタ

新しい細胞を
作ってね！
プラセンタの素晴らしい働き

長いおうち時間に
プラセンタでアンチエイジング！

美肌と健康のための

鏡を見ていてふっと気づく、しみや小じわ…。肌の

成長因子
核酸構成
物質

ビタミン
ミネラル

アミノ酸

プラセンタ

ヒアルロン酸

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、抗酸化作用

プラセンタ（胎盤）には、赤ちゃんを
育てるのに必要な成分が豊富に含まれ
ています。とくに、
プラセンタ特有の
「成
長因子」は肌細胞をはじめ、全身の新
陳代謝を活発にするため、
「小じわが浅
くなった、肌にツヤが出た、しみが薄く
なった」など肌の悩みを根本から対策
します。
肌以外にも更年期障害や不定愁訴 、
肝臓病、虚弱体質の改善などに力を発
揮します。

飲む・つけるで相乗効果
プラセンタを
習慣にして
うるおいあふれる
元気な私に！

高濃度

有効成分を最大限に
引き出す抽出法

選ぶなら

高品質

純国産 SPF 豚の
プラセンタを使用

プラセンタと肝臓病の関係

美容目的のイメージが強いプラセンタですが、もともとは肝臓病の治療

（注射薬）として開発されました。プラセンタの抗炎症作用、修復作用な
どから、現在も肝硬変や肝臓がんの方に役立っています。
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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：2020 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。

山﨑 登美子 様

美らプロテイン テレビ CM 第 2 弾！

東京都中央区日本橋室町1-8-8

CM 動画はこちらから

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

☎ 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

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
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〒103-0022

「美らプロテイン」の新しいテレビ CM が完成しました。
タンパク質の必要性や愛用者の声など、美らプロテインのよさがわかる仕上がりになって
います。
ぜひご覧ください。

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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