よくある質問と答え
Ｑ

いつ服用すれば良いですか？

食事に含まれる脂分により吸収が高まり
Ａ 基本的にはいつお飲みいただいても構いませんが、
ますので、
１日の中でいちばんしっかりしたお食事の後に飲まれることをおすすめします。
就寝中に体調を整えることを考えるならば、就寝前の服用もおすすめです。
Ｑ
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どのくらいの期間飲めばよいですか？

たった３粒 飲むだけで

まずは１ヶ月続けて下さい。
Ａ お肌の生まれ変わるサイクルは約２８日ですので、
３ヶ月服用で効果を実感される方が多いです。

寝る前に

Ｑ

驚きの
肌つや感

他の薬、サプリメントと併用しても問題ありませんか？

サプリメントの服用状況をお伺いし、薬剤師が個別にお答えします。
Ａ 他の薬、
処方箋なしでもお気軽にご相談ください。

購入方法のご案内
効果を実感したい方に
１ヶ月分(３０包入り)
６，
０００円(税込)

まずは試してみたい方に
1週間分(７包入り)
１，
５００円(税込)

プラセンタplusXは、下記の薬局で販売しております。詳しくはスタッフにお尋ねください。

健康第一調剤薬局グループ
健康第一薬局

掛川市下俣54-1

0537-24-6225

みんなの薬局

掛川市下垂木2141-1

0537-22-6300

わたしの薬局

掛川市下俣1090-5

0537-23-8400

ヘルシー薬局

掛川市下俣南3丁目2-15

0537-21-3400

しろにし薬局

掛川市城西2丁目10-11

0537-62-1600

カトレア薬局

浜松市南区若林町923-1

053-445-4060

あおぞら薬局

豊橋市東脇町1-7-14

0532-34-2424

きりん薬局

豊橋市南大清水町字元町210-4

0532-29-7511

イムレ調剤薬局

豊橋市飯村南2-22-9

0532-66-3602

アザレア薬局

豊橋市大橋通1丁目90番 越知ビル1F

0532-57-6400

すずらん薬局

豊田市野見町5-146-2

0565-87-4789

すみれ薬局

豊田市広田町西山76-2

0565-51-1200

薬局森のくすりやさん

みよし市三好町中島112-1

0561-33-5300

中央薬局

大府市中央町1-141

0562-44-9901

メープル薬局

名古屋市緑区大高町南林１-１

052-624-3800

愛さくら薬局

名古屋市緑区鳴海町字水広下113-２

052-879-2700

調剤薬局大樹

岐阜県多治見市太平町3-６

0572-21-1408

わかば薬局

賀茂郡坂祝町黒岩386-1

0574-28-5800

もちもち
ぷるるんっ

あなたの地域のかかりつけ薬局
「健康第一調剤薬局グループ」が企画・開発

薬局店頭
限定販売

３つのこだわり
高い安全性
だから、安心。

相乗効果を考えた処方
だから、実感できる。

厳しい規制と検査により、
安全性
の高いニュージーランド原産の
サラブレットのみを使 用。国内
の医薬品GMPを取得した工場
で精製しているので、安心して
お飲みいただけます。

プラセンタの効果を発揮させる為
細胞の老朽化を防ぐ、抗酸化
作用のある３成 分 (レスベラト
ロール・コエンザイムQ10・コプ
リーノ)を配合しています。

個別にカウンセリング
だから、続けられる。
薬や健康食品との飲み合わせや
体質、
目的などを確認させていた
だき、
より効果的な飲み方をご提案
致します。
処方箋がない時でも、
お気軽に
ご相談ください。

「飲むだけで変わるって本当？」と思った方へ
薬局に来てくださるお客様に、実際に飲んでいただきました。
皆さんの 生の声 をまずはご覧ください。

なんと…

は、
こんなあなたにおすすめです。

８４％ のモニター様が、プラセンタサプリメントを飲んで
「良かった

」とお答えくださいました。

鏡で自分を見て
最近、

プラセンタを飲み始めてから、
お化粧ノリがすごく良いです！
知り合いからも肌のハリはもちろん髪のツヤも良くなったと褒められて、
とっても満足しています！

「疲れた顔をしているなぁ」 「老けたなぁ」 と思うことがある。

ほうれい線 や 小じわ が気になり始めた。

色々な基礎化粧品を試したけど、

シミ や くすみ がなかなか消えない。

肌荒れ、ニキビ を根本から解消したい。
肌のケア、髪のケアを一緒にできる 美容法があったら嬉しい。

３０代女性

ってどんなもの？

子供がいるので美容にあまり時間もお金もかけられず、サプリメントなら手軽に
美容ができると始めてみました。
今飲み始めて３ヶ月ですが、肌はファンデーションのノリが良くなって、髪もトリート
メントをつけなくてもサラサラな日が多く、
これからも続けてみたいと思っています。
３０代女性

はじめ薬局に行った時は肌がかぶれていたけど、
プラセンタを服用している時は
アレルギーが出ませんでした。今思えば、
プラセンタのおかげかなぁと思います。
寝起きも良くなったし、何より１週間飲まなかった時にその効果がよくわかりました。
３０代女性

胎盤は、たった一つの受精卵が赤ちゃんに育つまで
成長および生命維持に必要なものを全て供給し、
組織を作り上げる働きを担っています。様々な栄養
素を含んでおり美容や医療の現場で活用されて
います。
プラセンタ p l u s X は、そんなプラセンタに加え、
補助成分として細胞を若返らせる「レスベラト
ロール」「コエンザイムQ10」「コプリーノ」の 3 つ の
成分を配合した、贅沢なサプリメントです。

５０代女性

「良くなった」の回答率
80.6％

肩こり

76.7%

疲れ

68.0%

朝の目覚め
眼精疲労

66.7%

肌荒れ

65.4%

← こちらは、モニター調 査 終 了時のアン
ケートをグラフにまとめ たもので す 。

58.3%

美肌

アンケート期間：２０１３年７月から約３ヶ月間
モニター人 数 :合計５７名（ 女性５１名・男性６名)
モニター年 代：２０〜７０代(内３５〜４５歳が４３%)

44.4%

毛髪の質

42.1%

月経トラブル
0

このような肌や 髪に関 する嬉しい感想の
他にも、多くの女 性の悩みである「肩こり」
や「疲れ」、
「 眼 精 疲 労 」に ついても変 化
が あったというお声もいただきました。

25

50

75

100(%)

+

プラセンタp lusXに配合されて
いるプラセンタは、プラセンタの
中でもアミノ酸含有量が特に
多く希少性の高い馬プラセンタ
エキス。
豊富な美肌成分であなたの美
を応援します。

若さを保つ

齢を
！
細胞年 ット！
セ
リ
ム
イ
タ

レスベラトロール

コエンザイムQ10

コプリーノ

ぶどうの皮や新芽・若 つるに
含まれるポリフェノールの一種
レスベラトロール。
シミ・シワの予防が期待でき
ます。

体を動かすのに必要なエ ネル
ギ ーの 生成を助ける、コ エ ン
ザイムＱ １ ０ 。
体の内側から若さと美しさを
保ちます。

欧米では高級食材として食され
ているキノコ・コプリーノ。
細胞エネルギーの増進作用も
あり、いきいきとしたお肌に導き
ます。

顔や足のむくみが気になっていたのですが、
プラセンタを飲み始めて大体１ヶ月
後からだんだんと気にならなくなりました。
※上記４点は２０１３年7月時点で販売していたプラセンタサプリメントについていただいた感想です。

与える

プラセンタとは「胎盤」のこと。

サプリメント選びでお悩みの方へ…まずはお気軽にご相談ください。
私たち薬剤師が薬との飲み合わせを確認し、
その方の体質や目的に合った
サプリメントのご提案をさせていただきます。
また、サプリメントも選び抜いた
製品をご用意しております。
まずはお気軽にご相談ください。
サプリメントアドバイザー 栁澤

