
千百年余りの伝統を有する京都八坂神社の祭礼

「祇園祭」 は毎年７月、 １カ月に渡り神事が繰り

広げられます。

 起源は疫病退散を祈願した祇園御霊会 （ごりょ

うえ） とされています。 平安京はたびたび疫病が

流行し、 悪霊が原因と考えた当時の人たちは貞

観５年 （西暦８６３年） から平安末期にかけて疫

病神を鎮めようと様々な神事、 仏事を行った結

果、 神仏習合の壮大な祇園祭りができあがりまし

た。 最も盛り上がりを見せるのは 「山鉾巡行 （や

まほこじゅんこう）」 です。 　

月号

2013 年

http://www.polestarinc.jp/club/

ココロとカラダのヘルシーライフ

ひと粒にたくさんの健康を詰めて、
アリウムエクセラは北海道からお届けしています。
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新年のごあいさつ

　昨年末、 日本の政治体制が大きく変わりました。 現役閣僚が小選挙区で相次いで敗北するなど、 それまで

の政治に対する国民の審判は大変に厳しいのものとなって現れました。 しかし、 新しい政府にも長期デフレから

の脱却や、 成長体質への転換、 医療、 介護、 福祉、 年金の問題、 さらには国際競争力の強化など、 従

来通りの考え方では乗り越えられない難しい課題が山積しています。 まさに混沌の時代に突入したと言って過言

ではないでしょう。

　私は以前、 LCC （ローコストキャリア ： 格安航空会社） を提唱し北海道国際航空 （エアドゥ ： AIR DO） の立

ち上げを行いました。 これが 「空のプログラム」 です。 また、 国の施策に呼応して新産業の創出を率先し、

北海道で第一号の大学発バイオベンチャー （BIO DO） を立ち上げ地域資源の活用促進や知財化を行いました。

これが 「大地のプログラム」 です。 それらは、まさに景気低迷・混迷の時期に日本経済に一石を投じるものとなっ

たことは、 経済産業省をはじめ国の諸機関から認められている事実です。

　そして再び長期デフレをはじめとする混迷期が訪れています。 これに対応するのが持続可能な地域社会 ・ 経

済を確立するケアドゥ （CARE DO） 「希望のプログラム」 です。 これをプラチナ社会という概念のもと環境や高

齢社会をキーワードとして新産業創出を目指している組織 （全国自治体 ・ 企業） があります。 今後は壮大な

連携のもとそれぞれの役割を担ってまいります。

　ポーラスターインクでは既に高齢社会への提言として 「健康寿命の延伸」をテーマに生活習慣病対策として 「ア

リウムエクセラ」 を市場へ供給してまいりました。 そして、 この度、 高齢社会の活力を支えるロコモ対策製品と

して 「KIZASHI- 兆 -」 を投入いたしました。 持続可能な社会づくりには 「高齢者が元気で働く」 ことが必要不

可欠です。 皆様のビジネスにはご自身の豊かな生活ばかりではなく、 将来の日本の活力を養うという大きな意

味が込められています。

　混迷はチャンスです。 皆様の本年のご活躍を期待申し上げます。

　末筆となりましたが、 皆様、 そしてご家族のご健康をお祈り申し上げます。

2013 年１月

株式会社ポーラスターインク

　　代表取締役　佐渡　宏樹
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製法特許 『バイオラショナルコントロール （BRC)』 （特許第 3725079 号）

用途特許 『記憶障害改善作用を有する組成物』 （特許第 4139677 号）

栄養機能食品　アリウムエクセラ

ビジネスインフォメーション Q&A
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ロコモティブシンドローム対策製品 メタボリックシンドローム対策・血液改善対策製品

栄養機能食品　KIZASHI - 兆 -

北海道の伝承野草「オオイタドリ」
を配合。民間療法として支持
されている機能性野草の
“若芽 ”だけを活用。
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14種類のロコモ対策成分で６つの機能をサポート ２つの特許技術で機能性を保証

機能
性複合

素材の新・相乗効果

470mg120球300mg180粒１日６粒 １日４球
標準小売価格　9,450円（税込） 標準小売価格　12,600円（税込）

栄養機能食品

BRC製法で15倍のDPTS

ビタミンC、E、B６、B12、葉酸

栄養機能食品

１.キャンペーン期間

２.内容

３.諸注意

2012 年 12 月に発売した『KIZASHI- 兆 -』の発売記
念キャンペーンとして『新規購入キャンペーン』が行
われています。期間中は『KIZASHI- 兆 -』がとてもお
勧めしやすくなっております。この機会をお見逃しなく
ご活用ください。

「KIZASHI-兆-」発売記念「KIZASHI-兆-」発売記念
新規購入キャンペーン新規購入キャンペーン

１.キャンペーン期間
　　平成 24年 12月12日 ( 水 )
　　　　　　～平成 25年２月28日 (木 )
２. 内容
　　期間内にアプローチコースもしくはアグレッシ
　　ブコースで新規にご登録いただいた場合、　
　　『KIZASHI- 兆 -』をもう１本プレゼントいたし
　　ます。（計 2本お送りいたします。） 

３. 諸注意
   　(1)『KIZASHI- 兆 -』のプレゼントは新規会員
　　　が対象です。
   　(2) 新規会員は一般会員、プレミアム会員に
　　　限ります。 

キャンペーン内容キャンペーン内容

食べられます。
一般的な関節系のサプリメントに採用されているグ
ルコサミンは甲殻類由来なので、 アレルギーの方
にはおすすめできません。 しかし、 『KIZASHI- 兆
-』 に採用されているグルコサミンはトウモロコシを
発酵して作られているため甲殻類アレルギーの方
でも安心してお召し上がりいただけます。 また、
それ以外の重度なアレルギー症状を引き起こす
可能性のある素材は使用しておりませんのでどな
たでも安心してお召し上がりいただけます。

『KIZASHI-兆-』は甲殻類アレルギーの人でも
食べられますか？

直射日光、 高温の場所を避け、 湿気の少ない
涼しい場所に保管してください。
直射日光、 高温の場所を避け、 湿気の少ない
涼しい場所に保管してください。 長期保存や夏場
などは冷蔵庫での保管をおすすめいたします。
※冷蔵庫で保管する場合、 粒が固くなったり、　
　 変色したりすることがありますが品質には問題ご
　 ざいません｡そのまま賞味期限内にお召し上が
　 りください。

『KIZASHI-兆-』の保管はどうしたら良いので
しょうか？
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