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とうとう明るい見通しのアメリカ医療
米国では、年々医療費が増大し、政府が財政難
に直面しているという事が、頻繁に新聞、テレビ
などで報道されています。それは、栄養のアンバ
ランス、体に良くない食べ物、ストレス、運動不足
などの不健康なライフスタイルが原因で病気にな
る国民が多く、その治療費や薬代などのためで
す。
しかし、この傾向は徐々に変化しています。多く
の人々がビタミン、抗酸化剤などで栄養補強や
治療をすると、病気を防ぎ、医者いらずになると
いう事を体験し、これが、今、全米で一つの大き
な流れとなっているからです。また、ヘルスクラブ、
リゾート、温泉などは、沢山の健康志向の人々が
予防、健康維持、ストレス軽減を目的としたり、今
までの医学で治らなかった慢性病患者らが治療
目的で訪れ、非常に賑わってます。そして、発想
法も肉体だけでなく、心や魂を含めた、統合的な、
ホーリスティックな新しい時代の概念に移行して
います。
さらに、患者に栄養治療を行い、最善の健康状
態を維持し、病気を防ごうという数千人の医師達
が、この大きな動きに参加しています。多くの革
新的な 医 師 達 は 、 テ レ ビ 出 演 や本の出版を行
い、代替自然療法を強力に提唱しています。
最近の例では、代替自然療法の先駆者やリーダ
ー達 が 連携 し、〝Campaign for Better Health″
（より良い健康へのキャンペーン）という、強力で
大規模な全国運動を開始しました。これは、日本
でも著名なアンドリュー・ワイル博士、ディーパッ
ク・チョプラ博士を始め、複数の代替自然療法を
進めるグループや学会が結束し、一般市民への
教育、メディアへの働きかけ、医療政策への提言
などを中心に、首都ワシントンＤＣを拠点に展開
していこうという草の根の運動です。
www.betterhealthcampaign.org

上記のような流れが主流になりはじめ、米国の医
療の将来は、大変明るいと言えます。従来の医
療に疑問を抱いた医師達が真実や今までよりも
より良い医療を主張する。また、一般の人々も自
分で自分の健康管理を率先して行い、一人一人
が健康になる。このような草の根のうねりが破綻
寸前の現在の医療を変えつつあるのです。
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講演会 Masayo Seminars
雅代さんの講演会は、１２月上旬～中旬にかけて今年は大好評にて終了しました。来年の予定は、まず
は１月末～２月中旬となります。予定が決定しましたら、お知らせします。どうぞお楽しみに。
熟睡でき、血糖値も正常。失禁解消！歩ける様に。 （熊本県 匿名 81歳)
１１月の熊本での越山さんの講演会に参加して、その場でスプリング２錠とチュアブルをいただきまし
た。すると、その日の夜、何年ぶりかで熟睡できたのです！これは凄いと驚き、早速、必須プラスセット
を開始。
体重が減り、糖尿値が正常になり、失禁（便と尿の漏れ）もすぐに改善。以前は、尿が殆ど出なかった
のに、サプリメントを始めて、数日後に今度は夜トイレに１０回も起きた日がありました。これは好転反
応だった様で、その後、尿が正常に出る様になりました。
以前は電動車椅子で移動していましたが、痩せて体が楽に動かせるので、自分で歩ける様になり、温
泉にも行ける様になりました。このサプリメントのお陰で、こんなに早くかんたんに健康で、痛みがなく、
普通に生活できる様になり、まるで嘘の様です。

＜効果的な使い方のヒント＞ Product Usage Tips
＊ 時々栄養治療での効果があまり分からないという人がおられますので、私達の沢山の経験からコメントを。
１．健康テストで比較を：
まずは人間というのは、「のど元過ぎれば熱さを忘れる」で、
苦痛がなくなったら、昔の問題をも忘れてしまうものなのです。
ですから、自分の健康問題をきちんと記録し、後の回復の結
果と比べる為に、「健康テスト」に書き込むのをお勧めしてい
ます。そうすれば少し後で比較して見て、相当色々改善され
ているのが分かり、嬉しくなり、ますます効果が上がります。
２．毒物が栄養の吸収を妨げている可能性：
時々、体に今までの人生からの重金属、化学薬品など
の 毒 物 が あ ま り に 蓄 積 し て 、 栄 養 の 吸収ができない体の
人がいらっしゃいます。毒物の蓄積に心当りがあり、１ヶ月栄
養補強をしてあまり変化を感じない方は、ヒールとメンドでの
解毒をお勧めしますので、私達にお問い合わせください。
３．素直な心が必要：
素直に心を開けて、「必ず元
気になる」と確信を持って感
謝 し な がら飲まないと効果があ
りません。私達のサプリメントは、
「神様からの贈り物」と言われるく
らい、不思議な“気”の高い、高
質の天然の食品なので、特に心
の持ち方に影響されます。
４．１日最低２リットルのお水を飲む：
サプリメントは乾燥した食べ物ですの
で、活性化する為にも、栄養を効果
的に吸収させる為にも、胸焼けしな
い為にも、好転反応を軽減する為に
も、そして脱水症状で不調にならな
い為にも、とにかく血液をさらさらに、
体 を 好 調に保 つ 為にも、１日中せっせと
お水やさゆを体に入れる事です。

５．忘れず、必要な量を
正しく摂取する：
忘れる人、量が不足して
いる人や、飲み方を間違
っている人が多いです。
おかしいと思ったら私達
と飲み方を確認してくだ
さい。
６．意識してよい方を見る：
ある人は今まで何をやってもよくならなかった１０の問
題 の １ つ が 、 初めてよくなったと喜び ま す 。 そ の 反 対 に 、
ある人は、せっかくよくなった１つの問題にも感謝でき
ず、まだ９つの問題がよくならないと不服を言います。
残念ながら病気の人のほとんどが後者です。このような
否定的な発想だから病気になるとも言えます。ですか
ら、即、発想法を物事のよい方を見て感謝するように変
えなくてはなりません。そして文句や心配など否定的な
発 想 をや める 事 で す。 それ が で き る よう に な る と 、体だけ
でなく、心も人生もすべて好転し始めます。ここが真の健康へ
の最も重要な鍵です。
私達は私達の商品に誇りと自信があり、多くの人々に元気に
なっていただきたいのです。せっかく試していただき、効果が
ないと言われるのが悲しいですので、効果が
自覚できない時は一人でおかしいと悩まない
で、沢山の経験のある私達に気軽にご相談く
ださい。
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地球上で最高の必須脂肪酸－フラックスオイル Flaxseed Oil

ホゼ・クルーズ氏の
「朝８分間の減量法」
（写真 1）

フラックスオイルは、最近、地球上に存在する
最高の必須脂肪酸（オメガ３・６・９）の供給源と
して注目されいます。古くから薬効が知られ、
ギリシアのヒポクラテスは粘膜の炎症に推奨。８
世紀のフランスでは法律で、富国強兵策とし
て、全国民に亜麻（あま）の種子を食べさせた
そうです。ガンジーは“亜麻の種子を日常食べ
ている地域の人々は健康状態が良い”と証言。

今、全米でダイエットのエキスパートとして最も
注目されているホゼ・クルーズ氏も、ニューヨー
クタイムスでベストセラーの著書（左写真 1）で、
フラックスオイルを推奨。彼はやせる為にもそ
の他の沢山の健康への益にも、フラックスオイ
ルは摂れば摂るだけよいと推薦。クルーズ氏
は、オンラインで３百万人以上の減量を成功さ
せました。

主な効用は、粘膜刺激緩和、鎮静・鎮咳、殺
菌、抗炎症、快便促進、抗リウマチ、肝臓病、
利尿、去痰。脂肪貯蓄を防止する為、減量にも
最適。皮膚をみずみずしく蘇らせ、美容にも最
高。アトピーや自閉症にも必須。糖尿、多動症、う
つ、自律神経失調症など、ほとんどの健康問
題の回復が早まります。

また、Fat Flush Plan（左写真 2）やその他沢山
のベストセラーなどでも、解毒の必要性とフラッ
クスオイルを沢山摂取する事が勧められ、現在
アメリカ中で最も注目を浴びている栄養素の１
つと言えるでしょう。

新商品－フラックス・オイル（亜麻仁油）New Product
著名な栄養学博士
アン・ギットルマン氏の
「脂肪を溶かすプラン」
（写真 2）

製品番号
会員価格：
2610 フラックス・オイル（１個－１００錠入） $１７.００
4610 フラックス・オイル（お得な４個セット） $５５.００
飲み方：朝、昼、晩の食事時に最低１日３錠。飲めば飲むほど体によい。
＊ネオパックにもアメ色の必須脂肪酸が入っていますが、必要に応じてこれを追加するとさらに相
乗効果が高まります。

料理にもフラックスオイルを Flax In Your Diet
シアトルのさとみ ワトソンさんからのフラック ゴマをすり鉢ですり、そこにポン酢醤油、又
はノンオイルドレッシングを入れます。よく混
スオイル活用法のアイデアです。
ぜてから、フラックスオイルを数滴たらしま
錠剤のままでは飲みにくいという方や小さな す。ゴマの香ばしい風味と良く合って、とて
子供には、針などでカプセルに穴をあけ もおいしいです。サラダやお豆腐、蒸した
て、中身を出して活用すると良いです。
野菜等にかけて食べています。
① 納豆に混ぜる：
納豆とお好きな薬味を入れて、お醤油、辛
子で味付けした後にフラックスオイルを数滴
混ぜます。フラックスオイル特有の味が消え
て、とても食べやすく、子供は喜んで食べて
います。
② フラックスオイル入りごまドレッシング：

その他、特に子供用にはトーストにピーナ
ツバターを塗り、そこに数滴たらしたりと、毎
日工夫しています。
（注意）フラックスオイルは４０度以上で加熱
すると酸化してしまいますので、加熱せず
にお召し上がり下さい。

チュアブルとフラックス
オイルが大好き！賢く、
健康優良児のダニエル君
（さとみさんの息子、４歳）

姑の椎間板ヘルニア－２日で痛みが激減し、６日後にはほぼ改善！（広島県在住 H. S.）
私の姑は７１歳です。椎間板ヘルニアになり、病院で全治３ヶ月と診断されました。激痛があり、５分位立っているとすぐに
横にならないといけない状態で、ほとんど動けず、とても辛そうでした。
必須セットを開始し、２日後には痛みが激減し、歩ける様になりました。何と６日後には、くわを持って畑仕事を始めたので
す。２週間後の今は、痛みがすっかり消え、このサプリメントはいいと姑もすごく喜んでいます。さらに、顔色が大変良くな
り、日に日に元気になる姑の姿を見る度に、とても嬉しく、感謝しております。姑のこの凄い回復ぶりをみて、家族全員が
サプリメントを飲み始めました。
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ネオソース : 突然人生を好転させてくれたサプリメント Products That Make A Difference
１ヶ月間で血糖値が正常に！熟睡もでき、体力がつき活動的になりました。（東京都在住 吉田輝代）
私は今、６３歳です。昨年の５月に突然、心筋梗塞
になりました。軽い糖尿病で、血糖値が高くなり易か
ったので、急に医者から「心臓に良くないから気をつ
けるように」と言われ、やむなく血糖値を下げる薬な
どを沢山飲む事になりました。
今年の８月頃は昼食後の血糖値が１６０～１８０の間
と高めでした。９月２０日よりガードとパックを飲み始
めました。９月２４日に雅代さんからダイオードライト
をお借りして、朝、夜、合計３時間程、胃に当てまし
た。その夜、激しい嘔吐に襲われ、下痢もしました。
ところが、次の日はスッキリしていて、血糖値が１２１
に下がっていました。ダイオードを当てたことで体の
悪い物が早く出て、ハーブの効果が出やすくなった
のかも知れません。さらに、スプリングもプラスして２
週間（サプリメント開始１ヶ月）後には、血糖値が９６

に下がりました。今は、１００前後で落ち着いていま
す。医者にも「 血 糖 値 を 下 げ る 薬 を 飲 ま な く て も
良い」と言われ、本当に嬉しいです。
便通は以前から１日２回と良かったのですが、サプリ
メントを開始して、朝・昼・晩の３回となりました。夜も
睡眠が浅く、不眠症気味だったのが、熟睡できる様
になりました。また、心筋梗塞になってから、昼間は
寝てばかりいたのですが、少し体力がついて来て、
昼間眠たくなくなり、活動的になりました。

吉田照代さん

心臓を患ってから、マクロビオテックの料理法を実践
し、食養をして来ました。徐々に体が改善されていく
食養法と即効性のあるハーブとで１日も早く健康に、
そして、全ての薬を手放せる日が来るのを心待ちに
しています。

摂食障害と鬱を克服！体も心も精神もすっかり元気に。（宮崎県在住 S. N.）
私は高校２年の時、ダイエットが原因で摂食障害になり、体重
がどんどん減り、次第に登校できなくなりました。さらに、鬱に
なり、急に泣き出したり、絶望的になったりしました。高３の冬
から休学し、東洋医学の治療院へ入院しました。そこで１年
間、玄米正食を学び、今春から自宅療養しながら通信制の高
校に通学しています。入院中、全身にお灸を据えるため頭を
坊主にしたので、退院後、頭にはかつらとスカーフ、こけた頬
にはマスクを付け、何枚も重ね着し全身を隠していました。
そんな状態で６月に雅代さんの講演会に参加。初めは長時
間、椅子に座ってお話を聞けるか不安でしたが、雅代さんの
パワフルな“気”が私にも伝わり、講演前よりも後の方がかえっ
て元気になりました。

７月からサプリメントを飲み始め、玄米正食は規制が多く、栄
養ばかりに気を遣っていましたが、サプリメントのおかげで食
物の幅も拡がりました。食事制約の為、以前は行けなかった
旅行にも８月に１泊で行く事ができました。この頃から徐々に
落ち込むこともなくなってきました。
髪の毛も生え、何よりも外見がふっくらとして来て、顔色も良く
“とても健康そうだ”とまわりの人にも言われます。かつら、スカ
ーフ、マスクも不要！体も心も精神も喜びに満ち、いつの間に
か鬱も解消し、とても前向きな気持ちになれ、日々成長してい
る自分を感じ始めています。そのきっかけを与えて下さったの
は、雅代さんとの出会いでした。本当に有難うございます。

子供達の画期的な変化に感謝、感激！ （奈良県在住 C.N.）
高校２年生の娘もチュアブルとスプリングを飲んでいます。嫌
いで仕方無かった体育の授業なのですが、途中で家に戻っ
て来るのではないかと思う位、いつも体育のある日は学校に
行きたがりません。でも、２学期になってから、毎朝２錠スプリ
ングを飲み、凄くエネルギーが出て来るそうで、最近は張り切
って、体育のある日も学校に行く様になりました。性格もとても
明るくなり、頭も凄くすっきりしているそうです。また、バイオリン
のお稽古の前に必ず自分から率先してスプリングを飲んで行
小学校６年生の息子は、夏休みの算数の宿題で難しい問題 きます。そうすると、難しい曲などもつっかえずに弾けるそうで
がどうしてもできず、そのまま夏休みの最後ぎりぎりまで全く手 す。
をつけずにいました。夏休みが終わる少し前から、チュアブル
とスプリングを飲み始めました。すると、夏休み中、ずっとでき 子供達もがとても明るく、どんどん変化していて、本当に嬉し
なかった難しい算数の問題がすらすら解ける様になり、本人も いです。この様にして、このサプリメントは我が家には無くては
私もとてもびっくりしました。
ならない大切な物になっています。
サプリメントを飲み出して、私自身もとってもエネルギーが一
杯で毎日元気に過ごせる様になりました。ある時、歯茎が凄く
紫色になり、腫れてしまったのですが、ガードを毎日２０錠飲
みました。すると歯茎が元の状態に戻り、腫れもすぐに引きま
した。好転反応で５日程、微熱が続きましたが、６日目には嘘
の様にすっきりとし、信じらない程、元気になりました。溜まっ
ていた毒が体から出たのだと思います。
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このページでは心温まるお話を！“日本を元気にする運動”のサイトに好評連載中のものから選り抜きました。始めのは、越山
雅代さんのご主人のロブさんによる、“ジョリー楽しいタイムズ”です。ロブさんの苗字は Jolly （ジョリー）で、“楽しい、愉快な、陽
気 な ” と言う、クリスマスの頃に頻繁に使われるハッピーのような言葉です。優しくてジョリーそのもののロブさんのお話です。今
回のは、前号のこのコーナーでご紹介致しました“汗びっしょりの仮装パーティ”で、雅代さんとロブさんが、仮装パーティに参加
しなければならず、雅代さんのご発案で二人でお相撲さんに変身！その時に使用したマイク タイソンのお面のちょっと怖くて、
キュートなエピソード。

《とうとう、「あ！びっくりした」》 Jolly － 楽しい－Times
雅代には稀に見る集中力があるのですが、いつも集中ばかり
していたら大変なので、バランスをとる為が、ボワンと何を考え
ているのか、英語では Spacey スペーシィーという、意識が別
の世界に行ってしまっているような時が日常生活でとてもよく
あります。従って、私がドアを開けただけでも、「あ！びっくりし
た」とすぐ何にでも驚いてしまうのです。私が「私はあなたの
夫です。覚えていますか？見知らぬ人間でないですよ」という
事もしばしばです。

それで、一体何が起きたのかと、彼女の方を見た途端、私の
ベッドの隣りで、不気味な男の顔が目の前に！ 一瞬ドキッ！

そんな訳で、私が彼女と付き合い始めてから一番最初に自
然に覚えた日本語は、「あ！びっくりした」でした。それで、私
が時々彼女の真似をして、「あ！びっくりした」とからかうので
彼女は、私を本当にびっくりさせようとたくらんだようです。

下の写真はその時の彼女の様子を再現したものです。この
写真を撮りながら、雅代らしいグーフィー（ちょっと変わってい
て、抜けていて、おかしい）なアイデアだと、また呆れながら笑
ってしまいました。

しかし、彼女が私を驚かそうとしても、彼女のおっちょこちょい
の作戦は、用心深い私にとっては、「頭隠して尻隠さず」のよ
うな感じでいつも失敗に終わるのでした。

ちなみに、雅代と二人で所有している会社の１つの名前が、
グーフィー キュート（可愛い）株式会社と言います。これは、
私が彼女の性格にちなんで付けたものです。彼女との人生
は全く退屈でない事うけあいです。ちなにみ、結婚してから私
の髪の毛は真っ白に変わりました。

それで、ある時彼女が私を驚かそうと考えついた作戦が、前
に仮装パーティの為に使った例のマイク タイソンのお面だっ
たのです。

すると次の瞬間、笑いをこれ以上止められない状態まで達し
ていた彼女は、喜びのあまり大声で笑い出したのです。これ
が私の人生での、最初で最後の「あ！びっくりした」の瞬間で
ある事を願います。私が「あ！びっくりした」ので、彼女は、とう
とう「やった」という感じで、その日はほくほくしていました。

そして、ある朝彼女は静かに私にバレないようにお面をつけ
てまたベッドの中に戻ってきて、私が朝自然に目覚めるのを
待とうとしたようなのです。しかし、隠し事のできない性格の彼
女は、私が絶対に驚くだろうと想像しただけでも、嬉しくて、
おかしくて、笑いがひとりでに込み上げてきてしまったような
のです。それを止めようとすればするほど、体がブルブル揺
れてしまい、とうとう私は目を覚ましてしまったのです。
ロブさんを「あ！びっくり」させた雅代さん

心の栄養－An Apple A Day
アメリカでは 1 日１個りんごを食べると体に良いと言われ、ここでは今日の“心の栄養”をご紹介。

憎しみと恐れは、他の恐ろしい化学の毒物と同じように、心身を確実に毒していく。
（ジョセフ キムスキー医学博士）
健康で楽しく、ラッキーに、最高の自分を活かして生きたいと願うなら、とにかく、心配したり、否定的に物事をとら
えるのを、始めは努力して意識的に辞めることです。そして、意識して努力して前向きな発想をし、いつも感謝の
心で生きる事です。私も昔は心配症でしたが、努力をして、今は１００％前向き人生です。だから、皆さんもそう決
心したら、できるようになります。コツは、回りを前向きなよいエネルギーの人、読み物や物で囲み、自分をその中
に漬け込む事。そうしたら、より簡単です。（越山雅代記）

「アメイズィング リザルト」
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ネオソース : 突然人生を好転させてくれたサプリメント Products That Make A Difference
２０年間の通年性の鼻炎、皮膚炎が解消・生理痛からも解放！（旭川市在住 高山真希）

高山真希さん

高校生の時に通年性のアレルギー性鼻炎・皮膚炎
になり、鼻水や湿疹の症状があまりに重かった為、
市販の薬が手放せず、それ以外の時でも、体調が
悪いとすぐに鎮痛剤・抗生物質・風邪薬などを摂る
薬漬けの生活をしていました。アレルギーが改善さ
れず、体力にも自信がなく、疲れやすかったので、
その後も“体に良い”と言われるものも相当試しまし
たが効果無し。そんな時、雅代さんの講演会の記事
を新聞で見つけ会場に駆けつけました。
理想健康セットを開始してすぐに、驚くほど大量の便
が出ました。それから数日後の生理時に、黒い血の
塊が沢山出て、激しい生理痛もあり、サプリメントを
勧めてくれた仲間に相談した所、「悪いものが出るの
は効いている証拠なので安心して続ける様に！」と
励まされました。私の場合、今まで飲んでいた大量
の薬、月２回の毛染め、パーマなどでかなり毒が溜

まっていた為、サプリメントを摂りだして、浄化作用が
起こり、一気に子宮から毒が出た様です。生理終了
後、まわりの人から“肌が白く、つやがある”と言われ
るようになりました。それ以降の生理はとても軽く、痛
みもなく、今までの苦しみからすっかり解放されまし
た。
さらに、無理をすると必ずなっていた膀胱炎が改善、体
重が２ｋｇ減ったのにも驚きました。２０年間ずっと悩
まされ続けて来た鼻炎、皮膚炎もすっかり解消！
健康になると前向きになり、まわりの人にも優しくな
れました。栄養補強と解毒で、私の様な通年性の症
状も解消できることを身を持って体験！目覚めた時
から体調がよく、生き生きと過ごせることは何より素晴
らしく、大切だと痛感しています。

事故の後遺症から解放され、活気みなぎり、心も明るく！（宮崎県在住 横山卓哉）
私は、若い頃の事故による頭部打撲後遺症、胃手 開始２日後に、頭痛、手足のしびれ、平衡感覚の
術後遺症、高血圧、脈が速い、その他の症状によ 欠如、七転八倒するほどの胃痛など沢山の好転
り九州中の名医を訪ねましたが治りませんでした。 反応が出ました。２２０ボルトシスターズの柚瀬広美
さんに「こ の ま ま じ ゃ 俺 は 死 ん で し ま う」と言うと、
これが自分の宿命かと半ば諦めかけていた時に偶 「今、体が一生懸命頑張って毒を追い出そうと闘っ
然手にしたのが『ニンジンから宇宙へ』という完全 ているので、止めたら駄目です。」と優しく励まして
無農薬野菜を育てている農家の赤峰さんの本でし もらい、好転反応も１週間位で治まりました。
た。早速、赤峰さんの指導を受け、以前より良くな
りました。そして、ＪＡＳ認定の大地園の森本夫妻か サプリメントを飲み始めて約３週間後に、胃の痛み
ら化学物質の恐ろしさを知り、そこでも指導を受け、さ は消え食事を美味しく食べれるようになりました。
らに回復。
事故後遺症の平衡感覚の欠如、頭の重み、痛み
も意識しなくなった上、脈拍が正常になり、血圧も
その後も事故に遭う前の健康な状態に戻りたいと 安定し、医者から処方された降圧剤も減りました。
願い、そんな時に越山雅代さんの“今の食事から それにもまして体全体に活気がみなぎり、心が明る
充分栄養は得られない、ハーブで健康に”という主 く豊かになり、幸せな毎日を送っています。
旨の講演を聴き、早速、基本セットを開始。

横山卓哉さん

僅か２日間での８４歳の母の変化に驚いています。（鹿児島県在住 S. T.）
８４歳の母にサプリメントが届いたその日の夕方から、さっそく
チュアブル１０個とヒール５cc を飲ませました。いつもは痰が
大量に出て、ゴミ箱が痰を取ったティッシュで一杯なのに、と
ても驚いた事に翌日から全く痰が出なくなりました。
左股関節骨折の手術後しばらくは、ほぼ寝たきり状態でした
が、リハビリのおかげで何とか歩ける様になっていました。もと
もと体力がなく、肺も片方がスカスカで機能していない為、息
切れがひどく、どんどん運動量が少なくなり筋力低下で、行
動範囲は狭くなる一方でした。最近はベッドからトイレに行っ
ただけで、「疲れた～」と小さな声で言いながらトイレの外で
横になり休んでいました。ところが、サプリメントを飲み始めて

２日後には、「少しは運動しないとね」と言いながらヨタヨタで
すが、廊下を歩く様になったのです！
今まで数えきれないくらいの漢方薬・健康食品を色々試し、
効果が薄れる度に変えてきました。一緒に飲んでいた病院の
薬や漢方薬・健康食品など凄く沢山で、母に飲ませるのが大変
でした。金額も非常に大きく負担になっていました。それが、
チュアブルとヒールのたった２種類を２日間試しただけで、こ
んなに改善されるとは想像もしていませんでした。今は、さら
にメンド、スプリング、ガードも足しましたので、まだまだこれか
ら色んなことが改善されていくだろうと思うと大変楽しみです。

「アメイズィング リザルト」
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絶望的だった母の症状が劇的に改善！家族皆も画期的に好転。（京都府在住 三矢智子）

三矢智子さん

母は、一年ほど前から腰痛で全く歩けなくなり、それ
が原因でひどい鬱状態。目も耳もダメ。「もう死ぬか
も知れない」が口癖というほどひどい状態が続いて
いました。高価な健康食品も片っ端から試し、ありと
あらゆる治療器を試したものの、効果はいまひとつ
でした。

また、中二の息子は毎朝、スプリング２錠とお昼に
チュアブル１０錠を欠かさず食べるようになってか
ら、授業中、集中できるようになり、バスケット部の
一日練習でも疲れ知らず。集中力がつき、シュート
が決まるようになったと喜んでいます。思春期独自
のイライラ感も消えて、落ち着きがでてきました。

しばらく体調超不良の為に寝込んでいた私でしたが、
初めて「理想健康セット」を食べた数時間後、不思議
な力がもりもり湧いてくるのを感じ、どうしても、すぐに
母にこのサプリメントを摂ってもらいたい一心で、京
都から母の住む四国まで夜中の高速道路をひたす
ら走りました。その夜まず、ガードを２錠、翌朝の朝
食後またガード２錠とスプリング１錠食べてもらったところ、
数時間後には「昨日まで左肩が痛くて、痛くて上が
らなかったのに今腕が上がるし、痛くないのよ！」と
言う母の驚きの声。

１歳半の孫はどんなお菓子よりもチュアブルが大
好きで、毎日喜んで食べています。最近、同じ月
齢の子供よりも色々な面で優れていると、よく誉め
られるようになりました。

更に、私自身にも驚く変化がありました。サプリメン
トを摂り始めて１ヶ月ほどたった頃、六年前に突然
出来て、気になっていた手首付近の１㎝ほどのシミ
が浮き上がって来たのです。そのシミにダイオード
ライトを当ててみると、一週間で皮膚が完全に浮き
上がり、柔らかなカサブタ状になり、ポリポリと端が
それからの母の回復は目を見張るものがありました。
めくれ、シミが消えてきたのです。ほっておけば皮
わずか一週間ほどの間に①200 近くもあった血圧が
膚癌になるかもしれない種類のシミだったと後で知り、
130 まで下がった。②目が痛くて、新聞も読めなかっ
今頃になって背筋が寒くなります。
たのがスッキリと見えるようになった。③音がクリアに
聞こえるようになった。④腰の痛みも和らいできた。
この様に毎日の変化がとても楽しみで、このサプリ
⑤台所に立てるようになり、買い物にも出られるよう
メントとの出会いを、家族皆心から喜んでいます。
になった。⑥足も体も軽く、動きがスムーズになった
のです。私は、何より母が物事を前向きに考えてくれ
るようになったことがとても嬉しいです。

瀕死の状態から奇跡的に生還した愛犬（川崎市在住 石川温花）
我が家の愛犬(ビーグル・５歳)は、太りすぎから
来る肝臓障害をわずらっていました。ペットの
病院は保険がなく、ちょっとした診察でも２～３
万円かかってしまう為、特別な治療はしていま
せんでした。
ところが、今年の夏、夏バテから呼吸困難にな
り、餌も食べれず、水を飲むのがやっとの状態
になってしまいました。慌てて獣医に連れて行
きましたが、翌日にはさらに悪化。呼吸が今に
も死にそうなほど浅く、おなかを触って生きてい
るのか確認するほど弱り果ててしまいました。
「今年の夏が最後だ」と私達家族は覚悟したほ
どです。

そんな時、私自身のサプリメントでの体験をふと思い出
しました。私は約１年サプリメントを摂っていて気がつく
と本当に元気になっていました。７キロのダイエットに
成功、花粉症克服、むくみ知らず、快便快調！もしか
して犬にも効果があるかも？ダメでも良いから試してみ
ようと、ガードを２錠、犬の口へ入れてみたのです。す
るとどうでしょう！今までの瀕死の状態は何だったの？
と思うほど、翌日には家中走り回り、信じられないほど
元気一杯に生き返ってしまいました！凄すぎる！ペッ
トにも効果抜群のサプリメント！あれから２ヶ月、毎日ガ
ード２錠飲ませています。ふた周りくらいはほっそりとし
てかわいさが倍増しております！さらに犬独特のにお
いも消えて、毛並みもツヤツヤになりました。クーパー
を救って下さって、ありがとう！感謝感謝です！

石川さんの愛犬
クーパー君

６日間で補聴器と失禁におさらば。心、体、頭、さわやか。(大阪府在住 匿名希望）
私は３年程前から耳が聞こえづらくなり、補聴器をしていました。さらに症状が悪化し、補聴器も合わなくなり、人と話しをする
事が全くできなくなり、自分の世界に閉じこもってしまいました。そんな状況で必須セットを始め、６日間で耳が聞こえる様にな
り、耳も頭もすっかり冴え始めました。また、５年前に子宮が下がり、排尿に不便を感じ、失禁（尿の漏れ）で困り果て、子宮を
小さくする手術をしましたが、改善されず。しかし、このサプリメントで失禁も解消したのです！さらに、とても元気になり、疲れ
なくなりました。こんな短期間に補聴器も、失禁も消え、心身共に元気で快調に暮らしている事に驚きと大感謝です。

「アメイズィング リザルト」
Quest Group
International
967 West Center
Orem, UT 84057 USA
PHONE:
1 (801) 765-1301
FAX:
1 (801) 765-1316
E-MAIL:
contactus@questgrp.net
WEBSITE
www.questgrp.net

日本サポートセンター
〒174－0051
東京都板橋区小豆沢 1－7－14
カスタマーサービス及び
オーダーサービス部
03-5915-0345
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腎臓結石が２週間で完全消滅！！尿の問題と肺炎も解消。
（熊本県在住 松岡千穂子 66 歳、弘 71 歳）
妻は、１０年前に腹痛があり、今回は２日間急に腹痛がありました。あまりに痛いので、
病院で検査予約していました。幸運にも、検査前日に越山さんの講演会に参加する
事ができました。翌日、病院での検査の結果、腎臓に７mm 大の石がある事が分かりま
した。しかし、越山さんのお話を聞いていましたので、是非、このサプリメントで、手術
をせずに元気になりたいと思い、直ぐに開始しました。
３日目には、顔色が大変良くなり、痛みが無くなりました。ダイオードの光治療器もお
借りして、当てていました。 １週間後の再検査では、７mm の石が３cm 下がっていまし
た。ところが、妻があまりにも元気になったので医者に、あと２週間様子を見る様にと言
われました。
２週間後の再々検査では、何と腎臓結石は、陰も形も無く完全消滅！！雅代さんから、尿
と一緒に石が出る時は、かなり痛みがあるかもと聞き、覚悟していたのですが、石が体
内で溶けてしまったのか、全く痛みがありませんでした。サプリメントとダイオードの治療
器で、腎臓結石が溶けてしまうとは、夢にも思っていませんでした。腎臓結石の場合、
本来なら七転八倒するという激痛もなく、今は本当に体調が良くなりました。
妻の腎臓結石が消滅し、どんどん元気になる姿を見て、このサプリメントは本物だと思
い、私も理想健康セットを飲み始めました。

カスタマーサービス用 Fax
03-5915-2661

実は、私は以前から前立腺肥大で尿の出が大変悪く悩んでいました。サプリメント開
始５日後に尿が出る様になり、１０日後には尿がじゃんじゃん出る様になり、全く問題
がなくなりました。

日本サポートセンター
メールアドレス
post@questgrp.jp

また、サプリメント開始前に風邪をこじらせ、肺に影があり、肺炎の疑いもありましたが、
そちらもすぐに改善されました。このサプリメントの効果は本当に素晴らしく、夫婦で皆
様にご紹介しまくっています。

ホーム ページ
www.questgrp.jp

「日本を元気にする運動」
のホームページ
www.masayo.us
メールアドレス
info@masayo.us

会社からの報告事項 Corporate Announcements
ジャパン サポートセンター、日本通運、日本税関は、年末年始は業務が休みとなります。平常
よりご注文から商品お届けまでの配達日数が余分にかかります。余裕を持って早めにご注文手
続きを。
サポートセンターの年末年始休暇
１２月２３日（火）祝日
１２月３０日（火）から１月６日（火）まで
＊この間、電話による注文は受け付けていません。
＊ＦＡＸでの注文は、休暇明けの営業日に受注処理を行います。
＊この期間に銀行振込の入金確認はできません。
＊クレジットカードで支払いの場合は、上記の期間中でもアメリカのクエスト社で注文手続きが
できますので、アメリカのエージェントにご連絡ください。
（クエスト社の休日は、１２月２４日（水）、２５日（木）、３１日（水）と１月１日（木）です。）
年末年始の配達について
日本通運と日本税関の業務が休みになりますので、日本への配送は下記のようになります。

皆様、良いクリスマスと年末、
そして、心身共にご健康で
素晴らしい新年をお迎え下さい。
クエスト グループ スタッフ一同

１）１２月２２日（月）までの注文は、平常通り７ー１０日でお届けできます。ただし、サポートセンタ
ーに注文の場合は、１９日（金）までにお願いします。ご送金の場合は、２２日（月）までに送金完
了をお願いします。
２）１２月２３日（火）―２９日（月）までのご注文は、来年１月８日頃のお届けになります。１月６日
まで、日本税関が年始休暇のためです。
年内に商品がご必要な方は、遅くても１２月１９日（金）までにご注文ください。また、銀行振込み
の場合は入金確認を行いますので、２ー３日余裕を持って早目にご注文ください。
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