
歓喜の恵 糖鎮ローションの使い方

1 フェイス ケア

洗軋 、颯にホカのコいがあるうちに、ローシヨンをたっぶり■きえるように堡布し 肛が乾い

てから 下から上におち上げる、フェイシヤルマッサージをしましょう。

ま帥 0菫市は 効果的です

輌の流輌は てきるだけ洗頸剤は薔用せず、ぬるま漏て軽く洗い流し、ローションを菫布し ,
逮して議度がある程度乾いてから 艶 のおlLuれて下さぃ.

2 荒れUl ケア

シヤワーの後 ボデイにホタの日いがあるうちに、ローションを手の平に垂らし 12着の真ホ

を消下し よくなしませてから 螢しく撻てるように堡布し 1週綺くらい綿りだして ●質が

"化
し

ビーリング螂果も出始めてから ボデイマッサージt加えて下さい。

3 人沿機のお手入れマッサージ

手の平に垂らし 少量 ホさ珈えて柔らかくし ボデイ全llに ゆっくり詢らすようにllになしま

せます.

次に かかと購 疇 もヽの付け根等
'ラ

つきが気になる藤分に

'入
りに菫布します

麟内活性は、ローシ ョン使用のマ ツサージ とツポ刺激て !

4 各部位のマッサージ

マツサージは、続の渤 ですると言うより、ローシヨンをll lに たっぷり浸遣させ、表

度が乾きかけてから、さする様に優しくマッサージし始め、すべらかさが出た機略で、

強日にマッサージをして下さい。

①お疇   おへそむ中心に 時計周りに 軽く薇さえます

0首 扁  首の周り0下から上に,きえるように.

肩はlIBて、押きえ瀑0舞囲気でお圧しましよう

0腕    手首から、層の下に向かって 構圧します

0足    くるぶし層りに沿って、■凛て構圧しアキレス腱は 幡くつまみます.

ふくらはぎは、足首から藤の方向に 髄肉l_沿つて 大きくっまみながら

藤は 横ろ側
=大

きく丁幸につまみます。

日は 餞肉に沿って 朦■からももの付け輌に向かって 橙圧します



「歓喜の意 精鎖ローション」の

成分の特性に就いて

【3つの特徴】

1  起低分子化精鎖成分 (フコイダン アロエ)

2

3

女性ホルモン様成分

微量元素ミネラル作用

1 綱胸糖鎮の改善

‐
歓喜の意鮨螢ローションJを使用することにより 筋内 脳 皮膚等に働きか, ストレ

スの後,1 リラックス状態を,られる他 筋肉改善 皮膚 トラブル改善にで, 作用しま筑

成分に精鎖の構成成分の単糖を配合することにより 直接細胞機能の改善に 全箔作用

ミネラルイオン″用との 相来効果が得られます

糖鎮ローションの成分として 主に 精鎖栄養素を多量に含む フコイグンやアロエ等を

配合しました。結鎖が取り入れられた時にツボ刺激のマッリージを加えると脳の視メ下部

に恒常性を促引動きか ,が行われま丸

格饉のr用

フコイダンの場合 皮膚著化防止効果や角質層の人れ書わり 榊胞増羹 度改善にもつなが

りますが 高分子フコイグンと低分子フコイダンを比較した場合 高分子フコイダンの方が

増殖速度 7倍 と優れていまつ、 しかし 浸逮性に弱点がありました 今回 この高分子フコ

イノンの性状を損なうことなく ナノテクノロジー技術を用いて ナノ化する事により超低

分子イヒし 浸透社の向上に成功しました

フコイダンは ■鎖構成帖のLフコースを■とし イラクトース キシヨース マンノー

ス等のいIIllも 谷有します.

また アロエには主としてマンノースが音有します.

アロエベラに含まれるムコ多精類には 線緯オ細胞をⅢ激する物質が含まれています その

為乾燥したおIlに塗ると 液による保護や水分長透に加え 細胞内の線稚芽細施を出しやす

くし おllも 撻●な状態に近づけようとしてくれます



歓喜の恵 勝鎮ローシヨンについて

開発の

“

機・ 目的・ 理念

入溶 シャワー等で身体を清め、整えた機に、皮膚からの浸透により、細腱修覆お

よび機能向上を目rJとして開発.

そのおには、僣鎮コミュニケーションの改書と共に、榮書成分の補綸が必要となり、

口からの食のみでは楽養効果に国難な部分を生じるる、皮膚からの浸逮により急速

に構える商品さ日lllす .

また、外昇からの議警による皮膚トラカ レも解消可能な商品とする.

良rlmこは

1  消臭磁生夕の増殖による発生のため抗画作用を青薩

2  ニキピ吹き出物予防抗商 蔵商

3  紫外線の議響成分効果により防

"保
護

4  しもやけ あかぎれ ll流れ―血行促建て崚書

5  麟

"嚢
力の機打 等

以上の結果 健康美肛

"● シミシワ たるみの改善

● 業自

0 栞転 プリプリ肌

0 ニキピll吹き出

"汗
もの解消

0 ,本 程田 保涅 し,とり感

0 購西蟻労解消

● ホ分な腱

“

分解の機助

以上の点をテーマに 多方面より配合成分む青慮し、多種の成分関整OIH乗効果を回特し、

濃度姜 え 総合的な体のバランス嗽書を理念とする。

さらに 使膊する方の円足感 爾特感が短厠臓、短峙闘て直壊する商品でなけllばならない。

離競による改善期待嬌が費られる商品であり短期間に改善の兆機が現れるキ物でなければ

ならない

くイメージ>
ミネラルイオンと、天然素材の作用に基づき、種鎮成分と栄機成分がパリアゾー

ンを通通しさらに真皮層まで涅遣する事により藤壽の働きを向上させ、細鮨0薔任

化の要国とし、II腱政書を通達にする。また、成分分子同士のIn乗効果により、i膊
が越アップする.結果、「健やかき]を産む i



本製品のプエラリア・ミリフイカは、タイ政府から正式に許可を得ている原IIで

加工製造しています。

太陽光線の紫外線により皮脂腺が酸イヒされ過酸化脂質となり、毛穴を塞ぎます。

成分のガイクルワの女性ホルモン作用は、有害な環境ホルモンと違い、まず先に

人体本来の女性ホルモンに作用させます。そして足りない分を補います。従って自

分本来の女性ホルモン生成能力を損ないません。

精鎖の作用

フコイダンの場合 皮膚老化防止効果や角質層の入れ替わり、細胞増殖速度改善にもつな

がりますが、高分子フコイダンと低分子フコイダンを比較した場合 高分子フコイダンの方

が増殖速度7倍 と優れています。しかし 浸透性に弱点がありました。今回 この高分子フ

コイダンの性状を損なうことなく、ナノテクノロジー技術を用いて、ナノ化する事により超

低分子iヒ し、浸透性の向上に成功しました.

フコイダンは 糖鎖構成結のLフ コースを主とし ガラクトース、キシロース マンノー

ス等の単糖も含有します。

また、キグチアロエには主としてマンノースが含有します。

精薇は、8■類の単麟

● グルコース

● ガラクトース

● マンノース

● フコース

● キシロース

● N-7セつ レの レコサミン

O N―アセ
"レ

ガラクトサミン

O N―アセテルノイラミン験

のみで構成され 100兆ほどのパリエーションを持ちま九

糖鎖を構成する「糊 は細胞が正常に機能する為の

不可欠な栄養素   生化学的a・ 鑑

“

★ グルコースとガラクトースは日常の食事から簡単にとることが

できますが、他の6種類は食物からでは十分な量を摂取する事が出来ません。

その6種類をグルコース・ガラクトースから体内合成するには、変換する

過程が複雑で数多くの酵素|ビタミンそしてエネルギーと時間が必要です。

また、この過程はストレスや加齢、外I・1環境によっても影響を受けてしまいます。

生化学的4・ 緩路


