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出来立て新鮮のさわやかな味をご賞味<ださい．
720mL￥1,620(税抜価格￥1,500)
.4本人￥5･832(税抜価格￥5･400)送料無料．
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新型ゴロナウイルス感染症対策をしながら熱中症も予防しましょう／
アロエ食品株式会社
新型コロナウイルスの変異株感染が拡大している中、今夏は昨年以上に
新しい生活環境下での「熱中症」に気をつけなければなりません。
熱中症の発生は例年了〜８月がピークになります。今年はすでに気温の
高い日が続いており、早い時期から十分な熱中症対策が必要になりまし
た。気温が高い、湿度が高いなどの環境条件と、体調がよくない、暑さに
体が慣れていないなどの個人の体調による影響とが組み合わさることに
より、熱中症の発生率が高まります。
軽い運動や散歩で体を暑さに慣らしておく

ビタミンＤはカルシウムの吸収を高め、骨への沈着を助ける働きがあ
ります｡また体内で作られる天然の抗菌･抗ウイルス剤｢ディフェンシン｣
の分泌に関与し、免疫力を高めることもわかっています。
感染症対策や細胞の酸化防止に｢ビタミンＣ｣
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気温が上がらないよ
うカーテンなどで直
射日光を追って行い
ましょう。高齢者は
屋内で熱中症になる
ことが多いので、周
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現在の生活環境下で熱中症を防ぐために、左表のような対策をとるこ
とはもちろんですが､万がーの時に備えて､体の免疫力を高めておくこと
が大切です｡サプリメントに用いられる機能性成分の中には､丈夫な体づ
くりをサポートしてくれるものがあり｢ビタミンＤ｣｢ビタミンＣ｣｢亜鉛｣
｢エキナセア土などには有用性が示されています。
免疫力を高め丈夫な体づくりに欠かせない｢ビタミンＤ｣
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には人ごみを避けて｀

藁科

囲の人が頻繁に声をかけるよう心掛けたいものです。
有用性が認められているサプリメントを活用する

感染拡大を防止するためのマスク着用で、胆も懸念されているのが熱中
症です。専門医は、マスクを着用していると呼吸の頻度や心拍数、体感温
度が上昇し、休に負担がかかるため、人と距離をとったうえで適宜マスク
を外して休憩し、こまめに水分を摂るよう提言しています。外出している
際にだるさや暑さを感じたら、日陰など涼しい所で休憩する、水分をしっ
かり摂って体を冷ますなどを心がけることが大切です。
さらに、本格的な夏を迎える前から体を暑さに慣らしておくことが必要
だといいます。家の中で座ったまま過ごすのではなく、足踏みや体操など
の軽い運動をしたり、お風呂につかったりして汗をかくことも暑さに慣れ
るには有効です。時。、

代表取締役社長
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【夏の食養生】冷たい物の摂り過ぎは｢気｣の巡りを弱め不調のもと

ビタミンＣは、皮膚や粘膜の健康維持を助け
る働きがあります。抗酸化作用が高く、活性酸
素から細胞を守り、他にもストレスに対する抵
抗力を高めるなど、さまざまな働きがあります。
そのため不足すると疲れやすくなったり、免疫
力が低下して風邪や感染症にかかりやすくなることがわかっています。
傷ついた細胞の修復や代謝に欠かせない「亜鉛」
亜鉛は牡規などの魚介類や肉類に含まれるミネラルで、たんぱく質･核
酸の代謝に関与して、健康の維持に役立ちます。また、傷ついた細胞を修
復する働きがある他､免疫細胞の働きを活発にして､細菌やウイルスに負
けない体づくりをサポートします。
感染症予防や免疫力強化作用のあるメディカルハープ「エキナセア」
参考までに「エキナセア」は、ネイティブアメリカンが感染症予防や炎
症を抑えるために自然治療薬として使用してきた北米原産のキク科のハ
ープで、日本でいえば昔から民間薬として使われてきたキダチアロエの
ようなものです。欧米の研究で免疫賦活作用、抗菌・抗ウイルス作用、創
傷治療作用などが認められ「メディカルハーブ」として有名です。
新型コロナウイルス感染症の終息が見えない中、十分な感染症対策を
実践しながら、熱中症予防を心がけましょう。

i'こころとからだに十10(プラス･テン)
厚生労働省「アクティブガイド」より

高温多湿の日本の夏は、エネルギーや体内の水分を最も消耗させる季節です。
病気とまでは言えないが何となく体調がすぐれないという人は、「気」「血」「水」
のバランスが崩れているのかもしれません。東洋医学的には、根源的なエネルギ
ーの「気」、全身に栄養を運ぶ「血」、血液以外の水分を指す「水」の三要素のア
ンバランスが不調を招くと言われています。特に夏の暑さやストレスによる食べ
すぎ、飲みすぎは胃腸を酷使し、小腸の働きを弱めます。小腸は西洋医学でも免
疫や自律神経に関係する重要な臓器で、「気」の巡りが悪くなると夏でも手足の末
端や背中、尻、モモの裏側などに冷えが生じたり、便秘がちになったり、さまざ
まな不調が現れますから暴飲暴食は避けたいものです。
また、暑さで食欲が落ち、そうめんや冷や奴などのあっさりしたものを好んで
摂りがちですが、これでは「気」の補充が充分にできす、エネルギー不足で体力
が落ちてしまいます。この季節こそ、たんぱく質や脂肪を積極的に摂らなくては
なりません。たとえば野菜たっぷりの豚しゃぶや、焼き豚やハム入りの冷やし中
華などは喉ごしもよく、たんぱく質やビタミンBIなども摂取できます。
さらに以前は食欲の低下で「夏痩せ」する人が多かったのですが、今は逆に「夏
太り」する人が増えています。夏太りは「水太り」のことで、東洋医学的には「湿
邪」や「水毒」のことです。エアコンの効いた部屋で過ごすため汗をかかなくな
り新陳代謝が悪くなっているうえ、冷たい飲み物をたくさん摂るため水分代謝も
落ちて水太りになるのです。対策としては冷たいものの摂り過ぎを避け、夏でも

時間は幅広い年齢層で以前よりさらに増えていると考えられます。
エネルギーを使わない時開か長いほど、脂肪の蓄積や筋力低下、スト
レス倍増など、心身が不健康な状態に陥りやすくなります。
じっとしている時間を減らすために、厚生労働省は今より１０分
多く身体を動かす「十10（プラス・テン）」を推奨しています。「今
までより１日に１時間身体を勤かす時間を増やそう」と言ってもな
かなかできることではありません。しかし１日１０分間ならどうで

︷ｊ奥谷

うに心がけましょう。夏の食材としては、身体の熱を
取るといわれるゴーヤー､パセリ、セロリなどの「苦
み」のあるものや、「涼」の食性をもつナスやキュ
ウリなどの夏野菜、スイカやナシなどの果物、ト
マトやパプリカなどの「赤い」もの、緑豆や冬瓜、
山芋など「利尿作用」のあるものがおすすめです。

な結果が出ています。コロナ視で自粛生活が長引いている昨今､座位

しょう。それもＩＯ分間続けて動かなくても、２分間を５回、５分
間を２回というように細切れで行ってもよいのです。
「十10」を続けた場合、死亡

今より少しでも長く､少しでも元､気にからだを動かす

リスクを２．８％、生活習慣病
の発症を３．６％、がんの発症
を3.2％、ロコモ・認知症の
発症を8.8％低下させること
が可能だと言われています。
そのうえ１年間で約1.5〜2
−−−−

白湯やお茶など温かい飲み物や、常温の飲み物を摂るよ

健康で長生きするためには身体を勤かすことが大変重要です。日
本人の特に若い年齢層では、欧米人より座位時間が長いという残念

kgほどの減量効果があること
もわかっています。身体を勤
かすことは脳内神経伝達物質
の働きを整え、リラックス効
果が得られますし、快眠にも
つながりますので、チャレン
ジしてみましょう。

ことが健康への第一歩です+10から始めましょう
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リウムはキャベツの約1.3倍等々、ゴーヤーが「健康野菜」と呼ばれる理
由は、優れた栄養成分が豊富に含まれているからです。
生のゴーヤーの食べ過ぎに注意！
い夏にはうってつけの食材です。栄養成

ゴーヤーをはじめとするウリ科の植物には、フラボノイド系の苦み成分
「ククルビタシン」が含まれています。老化の原因である活性酸素の抑制
や毛細血管を丈夫にするといった優れた働きがある成分なのですが、クク
ルビタシンの苦みは強く、多量に摂取すると下痢や腹痛など食中毒を起こ
すことがあると言われています｡食用で売られているゴーヤーは品種改良
が進み､「ククルビタシン」の含有量は減り、苦み成分のほとんどは食中毒
には関与しない「モモルデシン」ですが、観賞用として売られているもの
の中にはククルビタシンが多く含まれるものもあるようなので注意が必
要です。また、「モモルデシン」も消化を助ける働きがある以上、多量摂取
は胃酸の分泌を活発にしすぎて胃痛の原因になることもありますから、生
のゴーヤーは食ぺ過ぎないほうがよさそうです。
果肉も種もワタも丸ごと使用したゴーヤー粉末は栄養の宝庫

分も多く、特に注目されるのは「モモルデ
シン」、「チャランチン」、「コロソリン酸」
などです。
「チャランチン」は臨池性のタンパク質
で、膜臓に働きかけて血糖値を下げるイ
ンスリンの分泌を促します｡そのうえ､血
糖値を上げるホルモンの「グルカゴン」に
作用するため、血糖値を上げ過ぎず下げ
過ぎず、ちょうどよい状態で調整して＜
れます。また、「コロソリン酸」はインス
リンに似たたんぱく成分で､別名「植物イ
ンスリン」と呼ばれ､血糖値を安定させる

当社のゴーヤー粉末は、果肉だけでなく、食ぺる際には取り除いてしま
う種やワタも丸ごと粉末にしたものです。ゴーヤーの種には「共役リノレ
ン酸」が含まれ、体内で「共役リノール酸」に変化して体脂肪の燃焼を助
けます｡ワタには果肉と同様の食物繊維やカリウム、ビタミンＣなども同
様に含まれ、ビタミンＣの量は果肉よりさらに多いともいわれています。
生では苦いゴーヤーも粉末に加工すれば飲みやすくなり、１年を通してご
利用いただけますので、健康の維持・増進にぜひご活用ください。

と言われています。
一方「モモルデシン」は20種類以上
のアミノ酸からなる成分で、ゴーヤー独
特の苦みの成分です。「苦いもの」＝「体
に良いもの」というイメージがあります

が、ゴーヤーも例に腹わず、血糖値やコレステロールの降下作用、肝機能
を高める作用、血圧コントロール作用、血液をサラサラにして動脈硬化を
予防する作用、團粘膜保護・胃液の分泌を促す作用など、多くの健康的な
作用が認められています。
また、ビタミンＣの量がレモンの２〜４倍、トマトの3〜5倍、他のウ
リ科の植物の５倍以上もあるといわれます。ビタミンＣは、体内でのコラ
ーゲンの合成に不可欠なうえ、疲労回復や風邪などの感染症予防、美肌な
どに効果があり、最近の研究では、ビタミンＣにも血糖値を下げるインス
リンを活性化する働きがあることがわかってきました。そのうえゴーヤー
のビタミンＣは一般的なビタミンＣと異なり、加熱しても壊れないとい
う特徴があります。
その他、食物繊維はセロリの約１．４倍、鉄分はほうれん単の約２倍、力

ごごこ一つこsjci
∧

ゴーヤー粉末

国内産ゴーヤー100％
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・509入(約30日分)
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高ﾚﾍﾞﾙの安全性と除菌消臭効果｢Ａ２Ｃａｒｅ｣

夏の汗･皮脂が頭皮や毛髪に深刻なダメージを与える

「A2Care」は、臭いの原因物質や菌、ウイルスに的を絞
って無菌・無臭化する除菌消良剤です。「ＭＡ一丁」という新し

子分 岩

夏の頭皮はとてもデリケート。皮脂バランスが崩れて
ベタつきやかゆみが出たり、紫外線やエアコンの影冒で
−●
IIφ
新陳代謝が遅れたり、角質などの不純物が溜まりやすく
なるため、頭皮が硬くなりがちです。その結果、抜け毛 」 t
、ﾉ y
、/x
が増えるなど深刻なダメージが多発しやすい時期です。清潔と保温を重点に、頭皮環境を
整えるスカルフケアを心掛けましょう。
頭皮も肌と同じように、汗をかき皮脂を出しています。特に頭皮は、全身の中で一番皮
脂の分泌量が多い場所ですから、しっかりしたケアが必要です。汗は主に体温調節の働き
を担い、生面を維持するための体の防衛本能です。皮脂は、夏も冬もほぼ一定量分泌され、
「汗・皮脂・垢」からできている「皮脂膜」が天然の保湿クリームとなり、雑菌や紫外線
から肌や頭皮を守っています。つまり汗も皮脂も、適量ならば肌や頭皮にとって必要なも
のなのです。しかし過剰な場合はどうでしょう。汗は蒸発してなくなりますが、皮脂は肌
の表面に賎ってしまい、そこに強い紫外線が当たると酸化して黒くなり、毛穴に詰まって
ダメージが起きるのです。毛穴が詰まると髪の新陳代謝が悪くなって髪が紐くなり、ボリ
ュームがなくなってきます。そのうえ、毛穴に詰まった汚れは、空気中のほこりや雑菌と
混ざり分解するため、その刺激でかゆみが出たり、頭皮から嫌な臭いが出るのです。
余分な皮脂や毛穴詰まりをシャンプーでしっかり取り除き、トニックなどで硬くなった
頭皮をほぐして、健やかな頭皮環境をキーフしましょう。
スカルプケアのポイント

いメカニズムからできた水溶液を使用しており、内容成分は
精製水99.99％、二酸化塩素0.01％と水とほぼ同等であり
ながら極めて高い安全性と優れた作用を発揮します。
タバコなどの嫌な臭いの消臭やスギ花粉、ダニアレルゲン
に対する無力化効果、菌やカビの発生・増殖の抑制など、安
全性や作用については第三者機関において証明済み。新型コ
ロナウイルスについても、大阪大学微生物研究所が９８％以
上の除去作用があると発表しました。（下記表参照）
全日空をはじめとする航空会社や有名ホテル、医療機関な
どで活用されており、赤ちゃんやペットのいるご家庭でも、
安心してお使いいただけます。
■玄関、靴箱、トイレ、クローゼット、布製品やおもちゃな
ど、さまざまな場所やモノの消臭、除菌、ウイルス除去に。
消臭性能

・アンモニア臭…93％ダウン
●酢酸臭･･･98％ダウン
・硫化水素臭（郭の腐臭）…97％ダウン
■トリメザJしアミン（魚の腐臭）･‥89％ダウン
・イソ吉草酸（然れた靴下臭）…99％ダウン
・メチルメJしカプタン（玉ねきの腐臭）…38％ダウン

用し、毛根を健康にして抜け毛を防
の併用で、より効果が高まります｡｡。。

３００ｍＬ￥３､３００(税抜価格￥３､０００)
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アロゼット薬用ﾄニック
150mL

￥3,300(税抜価格￥3,000)

100ppm

阿W4s（y心1

5分後検出せず
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(除菌･消臭スプレー)
300mLスプレータイプ
￥1.980
(税抜価格￥1,800)
1000mL詰替用
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アロゼットシャンプー
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C型肝炎ウイルス
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和漢植物エキスが頭皮にやさしく作

SAS≪eV（SA糞Sコロナウイルス）100呻m
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アロエトニック40年の実績から生まれ
た雍毛・雙毛トニックです。キダチアロ
エの有効成分が毛根に檻きかけて抜け
毛を滅らし，ハリ・コシのある髪を育て

−

健康な頭皮づくりにキダチアロエや生薬配合のシャンプーやヘアトニックを

池京都微生物研究所検証
10mLに１０７の菌液0.1
mLを投入｡5分後､菌は検
出されず。

一Ｉｌｌｌ

キダチアロエは古くから生薬として使用されており、怪我や火傷の治療や内用など民間
薬として幅広く活用されてきました。またキダチアロエは、紫外線による頭皮ダメージの
修復や血行・新陳代謝の促進、保温効果に優れており、白髪や抜け毛の予防や、パサパサ
になった髪に潤いを与えて健やかな髪に導きます。健康な頭皮づくりにキダチアロエ配合
の「薬用トニック」や「アミノ酸系シャンプー」を上手にご活用ください。

と地肌にやさしいシャンプーです。

ウイルス除去大阪大学微生物研究所発表

除菌

一ごこごー一

け）洗髪前のブラッシングや余洗いで毛髪の汚れを８害Uほど落とすことができる
②刺激の少ないシャンプーで、頭皮や毛髪をいたわりながら２度洗いがおすすめ
凛常住居の過剰な増殖を防ぐために頭皮をしっかり乾かす
峰頭皮の汗を抑えるには「首筋」の「大動脈」を冷やすと効果的
頭皮や毛髪ケアにキダチアロエがおすすめ

キダチアロエとアミノ酸が主体の髪

厠日本紡績検壹協会検証
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