ベジタリアンでも安心の植物性 100％

ライ麦胎座由来の
プラセンタで

インナービューティー・ケア

動物プラセンタは、副作用や安全性が心配です。そこで動物プ
ラセンタと比較しても高い効能が確認されているオーガニックラ
イ麦由来の植物プラセンタに注目！ 植物プラセンタサプリメン
ト「穂のしずく」を販売しているピヴォーヌ・インターナショナ
ルの吉田望さんに、その特性などについておうかがいしました。

有効成分が豊富で安心

﹁本当によいものを︑お客様に丁寧に届けた

い﹂⁝⁝ピヴォーヌ・インターナショナルの

吉田望さんは︑植物プラセンタという人生を

変える〝スゴイもの〟と出会って会社を立ち

上げようと決心しました︒

﹁もともとサプリメントや健康食品販売に携

わる仕事をしていて︑数えきれないほどの商

品を試してきました︒そのなかでも︑ドイツ

製のオーガニックライ麦由来プラセンタ︵植

物プラセンタ︶との出会いは︑衝撃的でした

ね︒私は︑幼いときから寝起きが悪く︑あら

ゆるサプリメントを試しても改善せず︑体質

のせいなのだとあきらめていました︒でも︑

それを飲んでみたら︑朝すっきり起きられる

ようになったんです︒これはスゴイものだと

確信しました︒

代なかばは不妊症にも悩んでいたのです

に 開 発 し︑
﹁今後は外から働きかける美容ア

サポートする植物プラセンタ配合石鹸も新た

サプリメントだけではなく︑外側から美を

す﹂

されたという喜びの声が全国から届いていま

精神面︑さらに女性特有の悩みなどから解放

のも特徴です︒愛飲者からは肌だけでなく︑

果が持続するので︑からだへの負担が少ない

ます︵※グラフ参照︶
︒ゆっくりと効いて効

り︑美容に働きかけるアミノ酸が含まれてい

セ ン タ は︑ 動 物 プ ラ セ ン タ 以 上 の 効 果 が あ

モンを整える働きもあります︒また植物プラ

植物プラセンタには美容効果や︑女性ホル

した﹂

に体調が整い︑子どもを授かることもできま

が︑植物プラセンタを飲むようになって自然
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文・構成／揚石圭子
写真／竹田博之

102

美容液みたいな石鹸

あらゆる女性の悩みに

植物プラセンタ石鹸
“Honoho”

植物プラセンタ
「穂のしずく」

あかちゃんにも
使えるやさしさ

本体 70g
1,980 円＋税

お試しコース（約 10 日分）
内容量：1 袋 4.5g（450mg × 10 粒）
2,839 円＋税

シミやしわ、くすみの原因のおよそ 8 割は紫外線といわれています。美肌のため
には、日焼けを防ぐことが大事ですが、それに加え、肌に残った日焼け止めやメイ
ク、空気中から付着した汚れなども、肌のくすみの原因になります。
“Honoho”は

プラセンタ研究の第一人者、ドイツの

肌の潤いを保ちながら、肌ダメージの原因物質となる汚れをしっかりと落とし、透

リーム・シュナイダー博士が研究・開

明な白い肌へと導きます。植物プラセンタはシミを薄くするメラニン生成抑制、ホ

発した成分、ライ麦の胎座から抽出し

ルモン調整機能などが期待できます。その他、7 種類の贅沢な有効成分が肌本

たライ麦エキス（植物プラセンタ）を

来の美しさを引き出します。

使用しています。ライ麦の胎座にある
植物プラセンタは豊富なアミノ酸を含

洗浄効果＆美白・潤い効果の高い有効成分を配合
ライ麦プラセンタエキス

をつくるアミノ酸 BCAA によるダイエッ
ト効果、ホルモン調整作用などが期
待できます。カプセルにはカカオを使

オクラ果実エキス

γリノレン酸を含み肌の水
分機能を調整するため、ア
トピーや蕁麻疹などにも有
効。ヨーロッパでは万能薬
として愛用されてきました。

ユズ果実エキスエキス

用し、動物性素材を一切用いずにつ

胎座から抽出。胎座は、種子の成育過

くったナチュラルかつ、ホルモンフリー

程で養分が集中する重要な部分です。

のからだにやさしいサプリメントです。

女性に役立つ「自然のめぐみ」を
ギュッと詰め込みました
ライ麦プラセンタエキス

黒砂糖

えごま油

スクワラン

肌の新陳代謝を高め、ター
ンオーバーを促 進します。
また紫外線や老化による
肌の弾力低下とシワの予
防に役立ちます。

夫婦喧嘩が減った

すっぴんに自信が
もてるようになった！

便秘が改善した

イライラしにくくなった

肩こりがラクになった

肌の透明感が出た

朝のめざめがよくなった

セリン

プロリン

グリシン

グルタミン酸

アスパラギン酸

アラニン

商品のお問い合わせ、ご注文は

アルギニン

ピヴォーヌ・インターナショナル株式会社

ヒスチジン

バリン

トリプトファン

スレオニン

チロシン

フェニルアラニン

シスチン

メチオニン

リジン

ロイシン

イソロイシン

検出限界 5mg/100g

（S&A 研究所調べ）資料提供／ピヴォーヌ・インターナショナル

ピヴォーヌ・インターナショ
ナル代表・吉田望さん

千葉県市川市八幡 3-23-6 NT ビル 2F

0120-70-8843（平日 9:00 ～ 20:00 ／土日祝 9:00 ～ 18:00） www.pivoineonline.jp

穂のしずく

検索

イテムをさらに増やしていく予定﹂と吉田
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グルタミン酸
（腸管の健康を保つ）
6 倍以上！

さ ん︒ 夏 の 疲 れ も 出 は じ め る こ ろ︑ 植 物 の

チロシン（脳を
活性化させる働き
がある）約 5 倍！

生命力をカラダの内と外の両方から体験して

プロリン（関節痛の
緩和、美肌効果が
期待できる）
7 倍以上！

■■ライ麦胎座由来プラセンタ

シスチン（メラニン生成
を抑制し、美肌美白を
促す）5 倍以上！

インド産ザクロエキスを使
用。女性ホルモンのエス
トロゲンを含み、更年 期
障害や月経前症候群など
に作用。強い抗酸化力で
老化を防止します。

みてはいかがでしょうか︒

アミノ酸比較図表

ザクロエキス

生理前がラクになった

ライ麦胎座由来プラセンタと、ブタ由来プラ
センタのアミノ酸組成を分析すると、ライ麦胎
座由来プラセンタは、ブタ由来と比較して以
下のような組成が確認されました。

植物プラセンタと
動物プラセンタの

スイス産レッドクローバー
を使用。ホルモンバランス
を整えるイソフラボンが大
豆の 8 倍以上含まれます。
ヨーロッパで女性特有の不
調に用いられてきました。

島根県奥出雲産、無農薬
栽 培えごまの生 搾りを使
用。血管を若 返らせる作
用があるといわれるオメガ
3 脂 肪 酸（αリノレン酸 ）
を豊富に含んでいます。

オリーブ油由来のスクワラ
ンを使用。皮膚細胞の新
陳代謝を促し、肌の潤い
やなめらかさを保ちます。

「穂のしずく」を飲んだ方から、
こんなお声が届いています！

レッドクローバー

ドイツ北部の豊かな自然
のなかで有機 栽 培された
ライ麦を使 用。女性ホル
モンや美肌に効果のある
アミノ酸を 18 種類以上含
んでいます。

黒砂糖は、肌の美白、保
湿、活性作用が 高く、抗
菌・殺菌力にも優れている
ので、ニキビ対 策にも効
果を発揮します。

生姜根エキス

■■ブタ由来プラセンタ

プラセンタは、成長力の高いライ麦の

高い 保湿作用と、ヒアル
ロン酸産生促進作用が期
待できるフィトヒアロンを
豊富に含んでいます。

種子には高い美白効果と
皮 膚のターンオーバー促
進作用が、果実にはコラー
ゲンやヒアルロン酸の産
生促進作用があります。
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ミを薄くするメラニン生成抑制、筋肉

北アフリカや中東を中心に
古くから洗浄剤として愛用
されてきたクレイを使 用。
毛穴の汚れをしっかりと落
とします。

月見草オイル

400

も優れた働きが証明されています。シ

モロッコ溶岩クレイ

ライ麦プラセンタを肌から
直接取り入れることで、メ
ラニン生成抑制作用でシ
ミを薄くし、透明感のある
美白肌へ導きます。

600

有し、ブタ由来プラセンタと比較して

