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多くの女性が抱える、『肌の悩み』

肌あれ

くすみ



細胞外
マトリックス

真皮の約70%をコラーゲンで占め、
他に弾性繊維（エラスチン）、
細胞外マトリッス、ヒアルロン酸
といった線維から構成される繊維が
古くなると、皺になります。
又お肌の水分低下がハリの低下
タルミを生みます。

その原因の一つは、真皮の老化・・



誰もが憧れる、水々しいハリのあるお肌に・・大切なモノを

水分をしっかり含む、しなやかで強くて美しい角質がバリアーとして肌を
飾り守り続けるターンオーバーを・・

『プロテオグリカンで“美“と”健康“を手に入れる』

プロテオグリカンの魅力

☆高い保湿性
保湿成分の高いヒアルロン酸と比較して30％も上回る水分保持能があります。

☆お肌に大切な成分を産生
ヒアルロン酸、コラーゲンを産生し、メラニンの生成を制御、色素沈着の予防や
改善も期待できます。

☆お肌の新陳代謝に効果的。
美肌効果が期待できるEGF（上皮細胞増殖成長因子）様作用を持っています。



■プロテオグリカンはコアタンパク質＋糖鎖（コンドロイチン硫酸、ケラタン硫酸等の
グリコサミノグリカン）が共有結合した糖タンパク質です。

■人間の皮膚や軟骨など体内に広く存在。

■研究の成果で、鮭の鼻軟骨から抽出が可能となり商品化となりました。

■プロテオグリカンの主な機能として
① 保湿・ヒアルロン酸の1.3倍 ② 肌荒れ改善
③ シワ改善 ④ 美白
⑤ EGF様作用（新陳代謝） ⑥ コラーゲン産生促進
⑦ ヒアルロン酸産生促進（saichy HPより抜粋）

等が認められています。

プロテオグリカンとは・・



美容サプリメント Moist PG-90

☆90％の高純度プロテオグリカンを1日分3粒に約10mg配合。
☆最先端の“超”保水機能で1日たった3秒の簡単お手入れで美肌ケア！
☆安心の国内生産、天然原料由来による、抽出・配合・製品化を実現

内容成分
○美白成分：ビタミンC
○保湿成分：ヒアルロン酸
○プラセンタエキス：代謝促進、メラニン生成を制御、抗炎症作用

上皮細胞増殖因子、繊維細胞増殖因子
○EC12（乳酸菌）：殺菌乳酸菌、整腸作用
○結晶セルロース：コレストロールを体内で吸着して、排出する

デトックス効果
○デキストリン：整腸作用、食後血糖値上昇制御、食後中性脂肪

上昇制御

お肌に不足がちな水分を補いたい、シミ、しわ、たるみ、肌あれが気になる方。



定資
■多機能性 保水・蓄水・保湿・湿潤・細胞活性・美白・ダイエット・

整腸作用(腸吸収効率アップ）

■高品質 他社にない（要確認）90%の高純度プロテオグリカンを３粒で約
10mgの高配合、早い方なら３日～７日程度で「結果が視えてき
ます。」（全身どの部分かは個人差あり）

■ロープライス そして、その高配合（10mg)、高純度（90%)のプロテオグリカンが
1日わずか約330円でご利用できます。

■イージーケア 優れた機能性や高品質であっても、難しいお手入れは実感できませ
ん。また、タイムマーケテイングの視点からも「手軽に高機能・高
品質が手に入る」事がポイントです。
そこで「１日１回３粒摂るだけわずか３秒でお手入れ完了」を提案
いたします。
お客様が現在ご使用中のお化粧品と併用でき、さらにMoist PG-90が
水分不足を改善することでスキンケア商品本来の機能性を高める可
能性が高くなります。

■安心の国産品 天然原料素材の日本製で安心して飲用して頂けます。

■メーカー希望小売価格 1瓶 90粒入り 10,000円



プロテオグリカンに含まれる多数のグリコサミノグリカン群はスポンジのように水を柔軟に保持しな
がら、弾性や衝撃への耐性といった機能を担っています。
コアタンパク質はＮ末端側にヒアルロン酸結合領域を持ち、一方、Ｃ末端にはＥＧＦ様領域を持つこ
とが知られています。サケ鼻軟骨より得られたプロテオグリカンに、ＥＧＦ様作用や、ヒト塗布試験
により、シワ改善、弾力改善などの作用を確認しています。

プロテオグリカンの優れた保水力と弾性力

有効性データ

有 効 デ ー タ

摂取量 試験間 弾力改善 たるみ改善 シワ改善
保 湿
角質水分量加

バリア機能改善
（重層剥離減少）

シミ改善 参考文献

プロテオグリカン
5mg ２週間 ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ 1）2）

魚類コラーゲン
ペプチド

2500mg ４週間 △ ― ― ○ ― ― 3)

魚類コラーゲン
ペプチド

5000mg ４週間 × ― ― ◎ ― ― 3)

魚類コラーゲン
ペプチド

10000mg ４週間 × ― ― ◎ ― ― 3)

豚皮コラーゲン
ペプチド

10000mg ４週間 × ― ― ○ ― ― 3)

ヒアルロン酸 120mg ６週間 ○ ― ○ ○ ― ― 4)

◎：プラセボ郡と比較して有意差有り ○：摂取前と比較して有意差有り △：摂取前と比較して傾向有り
×：統計学的有意差なし ―：試験未実施

参考文献
１）日本食品科学工学会 第57回大会講演集P.147（2010年）
２）10th Asian Societies of Cosmetic Scientists Conference. P.128 (2011年）
３）Nippon Shokuhin Kagaku Kougaku Kaishi Vol.56,No.3,137- 145(2009)

４）Journal of New Remedies & Clinics. Vol.58 No.8(2009)



・諦めていた、目の周りのシミが薄くなり、お肌がみずみずしく感じます。（50 代）

・保湿効果がすごい、お肌の弾力が変わったのがわかり、主人もびっくり。（50 代）

・髪の毛に、ツヤ感がでて、しっとりして、元気な髪質に、

ブラッシングもすごくスムーズ。（50 代）

・とにかく、カサカサの乾燥した肌がしっとりして、

若い時のような透明感がうれしい。（50代）

・化粧前に鏡を見ると、今まであったタルミがなくなり、お肌に張りを感じる。（50 代）

・特に気になっていた目元のクマがうすくなり、疲れた印象が無くなった。（50代）

・目尻の皺が目立たなくなり、“キレイ” “ステキ” と友達に言われ、嬉しかった。（50 代）

・お肌のたるみが目立たなくなり、すごく、すっきりしてて、うれしい。（50代）

・とにかく、シミが目立たなくなった、肌が輝いてるみたい。（50代）

・シミ、しわ、たるみ、ホントに変わっていくのがわかる。（50代）

利用者の声50代の利用者様



・身体の中から、じわっと、潤っている感じ、うれしくなっちゃう。（40 代）

・始めは目元、そして口元、どんどんお肌が変わるのが、しっかり感じる。（40 代）

・自分のガサガサしたお肌が、本当に潤っていく、張りのあるお肌がうれしい。（40 代）

・超保湿の言葉通り！本当にすごい、健康な肌を思い出しました。（40 代）

・お肌が柔らかくなったのが実感でき、メイクもすごくらくちん。（40 代）

・とにかく、乾燥した肌がしっとりして、透明感がすごく、うれしい。（40代）

・月経前は腰痛もありますが、腰痛もあまり感じず、すごく快適でした。（40 代）

・お肌はもちろん、髪の毛もしっとりして、ツヤが出てきました。（40 代）

・髪質が変わりました、コシがでてボリューム感を感じます。（40 代）

・女性特有の月経前の肌あれやくすみが無かったよう・・。（40 代）

・変化がすごくわかるので、毎朝、鏡の前で確かめちゃいます。（40代）

利用者の声 40代の利用者様



・お肌のきめが細かくなり、毎朝、お化粧前の素肌に張りがあるのが

実感できるようになった。（40 代）

・目立っていた、ほくろが薄くなり、シミも目立たなくなってきた。（50代）

・この時期になるとお顔、身体の乾燥がある体質ですが、飲んで1 週間位して、

乾燥が軽くなりました。お化粧のノリも良くなりました。（40 代）

他にも・・（プロテオグリカンの持つ軟骨サポート作用で）

・ひどい腰痛もちでしたけど、飲用してすごく腰が楽になりました。（50 代）

・膝の痛みが和らいだような気がします、長時間歩いても大丈夫。（50 代）
※各個人の感想であり、効果を保証するものではありません。

利用者の声

ー飲用3週間後ー



販売元
彩知株式会社 （SAICHY Corparation）
本社：
大阪市中央区北浜4丁目2－13淀屋橋今西ビル 4F

販売代理店：
株式会社ビジネス・プロデュース
550-0002
大阪市西区江戸堀１－２１－７ コーワ江戸堀４F
TEL０６-６１４７-３８６８ FAX06-6147-3878

担当：松本 直樹
携帯
au           090-3993-0094
Softbank 080-3824-0094 

n_matsumoto@seichy.net

Moist PG-90販売元


