
BEAUTY β-OLIGOタブレットの主成分であるβ-
グルカンはブドウ糖が連鎖状に繋がった水溶性食物繊
維。口から入った食物中のコレステロールを腸でから
めとり、体外へ排出させてしまうため体内へのコレス
テロールの吸収を抑制します。その上、β-グルカン
には免疫力を高める効果があることもわかってきまし
た。

またもう一つの主成分であるオリゴ糖は胃や小腸で
消化酵素によって消化吸収されることなく大腸に到達
します。腸内の善玉菌であるビフィズス菌をはじめと
する腸内細菌を増殖させプロピオン酸等の短鎖脂肪酸
を生成することにより腸内環境を改善します。そして
体にとって余分な悪玉菌の退治のために頑張ってくれ
ます。さらに短鎖脂肪酸は肝臓に蓄えられ肝臓におけ
るコレステロール合成を抑制します。

BEAUTYβ-OLIGO
β-ｸﾞﾙｶﾝ ｵﾘｺﾞﾀﾌﾞﾚｯﾄ

おなかの中からキレイに！
βグルカン＋オリゴ糖＋食物繊維で

腸内環境を改善しましょう！

おなかおなかデトックスデトックス

それらの2つの主成分に加え、小麦ふすま、焙煎大麦を配合したことにより
不溶性食物繊維も無理なく摂取することができます。食前に食物繊維を摂るこ
とにより血糖値の急激な上昇を抑える効果も期待できます。

また、原料の大麦に含まれるミネラル・アミノ酸も吸収しやすい形でタブ
レットの中に残っております。そして一番嬉しいのはこれらの主成分は天然素
材からできている食品ですので、副作用がなくとても身体に優しく、安心して
お召し上がり頂けます。

コレステロール高めの方はもちろんのこと、日常食物繊維が不足しがちな方、
腸内環境を整えたい方に最適です。『体の中からキレイに』をモットーに
BEAUTY β-OLIGOタブレットのご利用をお勧めします。

私達は『おなかデトックス』をコンセプトに、腸内環境を改善することで、
皆様が健康に毎日を過ごせる様に、機能性食品を通してお手伝いします。



β-グルカン 3,600mg 270mg

イソマルトオリゴ糖 26g 2.0g

食物繊維 24g 1.8g

栄養成分表示 100gあたり 30粒あたり

熱 量 345kcal 25.8kcal

タンパク質 8.1g 0.6g

脂 質 2.0g 0.15g

炭水化物 79.3g 6.0g

ナトリウム 15mg 1.2mg

【お召し上がり方】
1日10粒×3回程度を目安にお食事時などに水またはお湯とともにお召し上がりください。
【お召し上がり上の注意】
飲み始めると、おなかの調子に変化があることがありますが、それは腸内の善玉菌が増え、
活発に動き出した証拠。1週間くらいで治まりますが、まれに続く場合には飲む量を減ら
したりして様子を見てください。また気になることがございましたら、いつでもお気軽に
お問い合わせ下さい。

【原材料名】

大麦糖化物・イソマルトオリゴ糖・焙
煎大麦粉・小麦ふすま・二酸化ケイ素、
シュガーエステル

【保存方法】
直射日光を避け常温で保存して下さい

①価格が他よりも高くないですか？

天然原料で作られたサプリメントは、合成の機能性成分をちょっぴりいれたサプリメン
トと比べると高く感じられるかもしれません。でも冷静に機能性成分の配合量を比べて
みれば、実はとても割安であることが分かります。天然原料は、吸収率や体内での働き
の面で合成品より優れ、何より食べ物に近いというメリットがあります。

②摂取粒数が多いのはなぜですか？
BEAUTY β-OLIGOタブレットは、1日30粒が目安です。それは機能性成分の含有量
が多いことと、天然原料を使用していることが理由です。どうしても飲めないという場
合には、1度に飲む量を半分にしても、一般的なサプリメントに比べれば十分な効果が
期待できます。
③特有の味がありますよね。

味のもとは、焙煎した大麦です。当社のサプリメントは不要な添加物の使用を極力避け
ているので、味をごまかすようなコーティングや合成香料は使用していません。
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【内容量】 225g（900粒／約３０日分）

コレステロール高めコレステロール高め(LDL(LDLコレステロールコレステロール125mg/125mg/ｄｌ以上ｄｌ以上))でで4040歳～歳～6060歳の男性モニター７名の推移歳の男性モニター７名の推移

特にコレステロール高め(LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ125mg/ｄｌ以上)のモニターの試験結果
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40～60歳で125mg/dl
以上の平均

平均減少率21%

155mg/dl

基準値
60～139mg/ｄｌ

122mg/dl

β－グルカンオリゴタブレットを３ヶ月間摂取した結果、
ＬＤＬコレステロール基準値上限以上だった人のうち７１％の人が基準値内まで下がりました。

被験者 ：４０～６０歳男性７名(社内ﾓﾆﾀｰ)
試験方法：β‐ｸﾞﾙｶﾝｵﾘｺﾞﾀﾌﾞﾚｯﾄ１０粒(2.5ｇ)を

毎食事時に摂取
摂取期間：１２週間
採血 ：０週目,４週目,８週目,１２週目の

空腹時(食後１２時間後)
試験機関：黒沢病院(高崎市)

販売元
群栄化学工業株式会社

BtoC準備室
群馬県高崎市宿大類町700番地
TEL：0120-41-0586
FAX：0120-17-0539
おなかデトックス専科ホームページ
http://www.sweet-science.jp
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2008年(平成20年)4月1日に健康保険法の改正によってメタボ検診（メタボリック検診）がスター
トしてから、生活習慣病に関しての意識も高まってきました。
日本人の三大死因はがん、心臓病、脳卒中ですが、心臓病と脳卒中を合わせた循環器病を引
き起こす原因は「動脈硬化」です。
「動脈硬化」の危険因子といえばコレステロールが有名ですが、最近の研究では、肥満（特に
内臓のまわりに付着した脂肪）がさまざまな生活習慣病を引き起こし、それらの重なりが「動脈
硬化」を起こすことがいわれています。

動脈硬化と高脂血症

高脂血症の怖さ

動脈硬化の最大の原因は高脂血症です。高脂血症というのは、血液中の脂質、具体的にはコレ
ステロールや中性脂肪（代表的なものはトリグリセリド）が、多過ぎる病気のことです。「血液の中に
アブラなんかあるの？」って思うでしょうが、血液中にはコレステロール、中性脂肪、リン脂質、遊離
脂肪酸の４種類の脂質がとけこんでいます。

ところが、血液中の脂質が異常に増えても、ふつうは、痛
くもかゆくもありません。だから、自分では全然気づかない
し、「高脂血症です」といわれても、それが何を意味するの
かピンとこない人が多い。それで、そのまま放置してしまい
ます。

それでは、放置したらどうなるでしょう。増えた脂質がどん
どん血管の内側にたまって、動脈硬化になってしまいます。
ところが、動脈硬化になっても、まだ自覚症状がありません。
ついには、心筋梗塞や脳梗塞の発作を起こして、やっと高
脂血症の重大さに気づくというわけです。

動脈硬化というのは、心臓からからだの各部分へ血液を運
ぶ動脈が硬くなるものです。動脈の内側の壁にコレステ
ロールがたまって血管が盛りあがって狭くなり、それととも
に血管が硬くなってもろくなります。そのため、血液が流れ
にくくなったり、血管に血栓（血管の成分や血管壁がはがれ
たものなど）がつまりやすくなるのが大問題なのです。

動脈硬化はさまざまな危険因子が重なり合って起こりま
す。だから、それらの危険因子を除いていけば、ある程度
防げるのです。高血圧が動脈硬化の大きな危険因子の一
つだということはよく知られていますが、高脂血症も重大な
危険因子です。ですから高脂血症は、自覚症状はまったく
なくても、早く見つけて治療することが重要です。

放置

放置
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高脂血症

動脈硬化

最悪の場合
死亡

心筋梗塞
脳梗塞

高脂血症の薬の副作用

高脂血症の薬で代表的なのはスタチン系の薬で、肝臓におけるコレステロールの合成を抑え
て、その結果、コレステロールの血中濃度を下げる薬です。

スタチンによる副作用でもっとも重大なものとして、横紋筋融解症という筋肉障害が報告されて
います。自覚症状として、筋肉の抜けるような脱力感、赤褐色の尿などがあります。めったに起
きることではありませんが、念のためこうした症状に気をつけながら、服用しなければなりません。

また肝臓でのコレステロールの合成を抑えるので肝臓へ負担がかかります。肝機能の検査も併
せて実施していく必要があります。

メタボ対策にβ－グルカンオリゴ



β－グルカンオリゴタブレット

またもう一つの主成分であるオリゴ糖は胃や小腸で消化酵素に
よって消化吸収されることなく大腸に到達します。腸内の善玉菌であ
るビフィズス菌をはじめとする腸内細菌を増殖させプロピオン酸等の
短鎖脂肪酸生成することにより腸内環境を改善します。そして身体
にとって余分な悪玉菌の退治のために頑張ってくれます。さらに短
鎖脂肪酸は肝臓に蓄えられ肝臓におけるコレステロール合成を抑
制します。それらの2つの主成分に加え、小麦ふすま、焙煎大麦を配
合したことにより不溶性食物繊維も無理なく摂取することができます。
また、原料の大麦に含まれるミネラル・アミノ酸も吸収しやすい形で
タブレットの中に残っております。そして一番嬉しいのはこれらの主
成分は天然素材からできている食品ですので、副作用がなくとても
身体に優しく、安心してお召し上がり頂けます。
日々、コレステロールを蓄積させないために『BEAUTY β-OLIGO』
を是非ご活用下さい。
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当社モニターでの結果

BEAUTY β-OLIGOタブレットの主成分であるβ-グルカンはブドウ糖が連鎖状に繋がった水溶性食
物繊維。口から入った食物中のコレステロールを小腸でからめとり、体外へ排出させてしまうため体内
へのコレステロールの吸収を抑制します。その上、β-グルカンには免疫力を高める効果があることも
わかってきました。

コレステロール高めコレステロール高め(LDL(LDLコレステロールコレステロール125mg/125mg/ｄｌ以上ｄｌ以上))でで4040歳～歳～6060歳の男性モニター７名の推移歳の男性モニター７名の推移
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40～60歳で125mg/dl
以上の平均

平均減少率21%

155mg/dl

基準値
60～139mg/ｄｌ

122mg/dl

β－グルカンオリゴタブレットを３ヶ月間摂取した結果、
ＬＤＬコレステロール基準値上限以上だった人のうち

７１％の人が基準値内まで下がりました。

被験者 ：４０～６０歳男性７名(社内ﾓﾆﾀｰ)
試験方法：β‐ｸﾞﾙｶﾝｵﾘｺﾞﾀﾌﾞﾚｯﾄ１０粒

(2.5ｇ)を毎食事時に摂取
摂取期間：１２週間
採血 ：０週目,４週目,８週目,１２週目の

空腹時(食後１２時間後)
試験機関：黒沢病院(高崎市)
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メノポーズ時期の女性の身体にはさまざまな変化
が訪れます。その中でもその後の人生において大き
く影響するのが、総コレステロールの上昇です。実
は、メノポーズ後の女性の総コレステロールの平均
は260mg/dl(上限は220mg/dl)。 60歳代の女性
の50%以上が高脂血症になっています！
それはなんと同世代の男性の約2倍なのです。

40歳代の男性はだいたい3人に一人が高脂血症になっている一方でその頃まで
の女性は、コレステロールが高いとか注意されることはまずありません。そのため
「自分は動脈硬化とは無関係」と思い込んでいる女性が大変多くいます。これは女
性ホルモンであるエストロゲンに守られているからです。
メノポーズを迎え、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌が少なくなってくる
と徐々にLDLコレステロールが上昇し、総コレステロールが高くなってしまいま
す。

高脂血症は冠状脈疾患（狭心症・心筋梗塞）、脳卒中（脳梗塞・脳出血）、高血
圧などを引き起こすと考えられています。また脳卒中は“寝たきり”“痴呆”の一
番の原因となります。身近なご夫婦でも、60歳前後まで病気一つしなかった奥さん
が突然脳卒中で倒れてしまったというお話がいくつかあります。それまでの人生を
180度転回させてしまう位の大きな影響を与えかねないのです。
またコレステロールが高いと血管が老化します。「人は血管とともに老いる」と
いう言葉があるように、私達の身体が老いる大きな要因の一つが「血管の老化」で
す。血管の老化を防いでアンチエイジング！！

Beauty Menopause Age
５０歳前後の１０年間は女性にとってとても辛い時期です。その時期を一般
に“更年期”と呼んでいますが、その言葉自身がとても暗いイメージを受ける
ようになってしまっています。そんな更年期を明るい気持ちで過ごせるように、
私達は“メノポーズ”(Menopause：英語で更年期)と呼ぶことにしました。

メノポーズ時期の身体の変化

なぜ、総コレステロールが上昇してしまうの？

コレステロールが上がると何がおこるの？
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明るい明日のために

女性として、ワーキングウーマンとして、妻として、母として
仕事もプライベートも、どちらも大切にしたい
でもそんなすべての女性におとずれるメノポーズ、そしてエイジング
いつまでも女性らしく、若々しくいるために
前向きにメノポーズと向き合っていきましょう
私達がお手伝いします

BEAUTY β-OLIGOタブレットの主成分であるβ-グルカンはブドウ糖が連鎖状に繋
がった水溶性食物繊維。口から入った食物中のコレステロールを小腸でからめとり、体外
へ排出させてしまうため体内へのコレステロールの吸収を抑制します。その上、β-グルカ
ンには免疫力を高める効果があることもわかってきました。

β－グルカンオリゴタブレット

当社モニターでの結果

またもう一つの主成分であるオリゴ糖は胃や小腸で消化酵素
によって消化吸収されることなく大腸に到達します。腸内の善
玉菌であるビフィズス菌をはじめとする腸内細菌を増殖させプ
ロピオン酸等の短鎖脂肪酸生成することにより腸内環境を改善
します。そして身体にとって余分な悪玉菌の退治のために頑
張ってくれます。さらに短鎖脂肪酸は肝臓に蓄えられ肝臓にお
けるコレステロール合成を抑制します。それらの2つの主成分
に加え、小麦ふすま、焙煎大麦を配合したことにより不溶性食
物繊維も無理なく摂取することができます。また、原料の大麦
に含まれるミネラル・アミノ酸も吸収しやすい形でタブレット
の中に残っております。そして一番嬉しいのはこれらの主成分
は天然素材からできている食品ですので、副作用がなくとても
身体に優しく、安心してお召し上がり頂けます。
日々、コレステロールを蓄積させないために『BEAUTY 
β-OLIGO』を是非ご活用下さい。

β－グルカンオリゴタブレットを４週間摂取した結果、
ＬＤＬコレステロールが平均で１３．５％減少しました。
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平均減少率13.5%

コレステロール高め(LDLコレステロール125mg/ｄｌ以上)で
40歳～60歳の女性モニター７名の推移

被験者 ：２０～６０歳女性７名
試験方法：β‐ｸﾞﾙｶﾝｵﾘｺﾞﾀﾌﾞﾚｯﾄ１０粒

(2.5ｇ)を毎食事時に摂取
摂取期間：４週間
採血 ：０週目,４週目

空腹時(食後１２時間後)
試験機関：黒沢病院(高崎市)基準値

60～139mg/ｄｌ


