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身の回りにあるペンキなど鉛や化学物質の猛毒性を知ってますか？
How Safe Is Your Family?

 ホリスティック（心・体・精神
の統合）デンティスト 藤井
佳朗先生ご紹介

６月に私、越山雅代の主人が他界しました。（詳
細は、前号の５ページを参照。）その引き金にな
ったのは、剥がれてきた古いペンキにヤスリを
かけ、うっかりマスクをせずに、ペンキに含まれ
た鉛の粉とその他の化学物質を大量に吸い込
んでしまった事です。

 １・２月の講演会予定
 経皮毒も心配無し！安全で
優しいナノボタニカスキンケ
アで、肌も心も美しく！！
 製品紹介：ナノボタニカ
人気ＮＯ・１アイテム ファイコ
ティン クリーム
 ロブさんが残してくれた、
いのちの贈り物（臓器移植）
 ネオソース : 突然人生を好転
させてくれたサプリメント
 会社からの報告事項

日本では鉛が猛毒で、身の回りに危険が一杯だ
と言う事は知らされていないので、今回あえて、
鉛やペンキの恐ろしさをお伝えします。
フランスやその他の国では、１９２０年以前に、
鉛をペンキに使用する事が禁止され、アメリカで
は１９７８年に禁止。（しかし、鉛がゼロではなく、
０．０６％以下の場合は許可。）アメリカでは、そ
れ以前に建てられた住宅の８０％には、大量な
鉛入りのペンキが使われ、ヨーロッパやアメリカで
は、色々な形で、鉛の恐ろしさを警告しています。
鉛は、玩具、壁のペンキ、公園の滑り台や、ブラ
ンコ、絵の具、アンティークのステンド・グラスの
枠、ワイン・シャンパンのホイル鏡の裏側、鍵、
釣りの重りなどに使われています。
特に、子供の場合、鉛入りの塗料の玩具をなめ
たり、壁のペンキ、滑り台から剥がれた破片など
が手についてしまい、それをふと口にして、鉛中
毒になる危険性が非常に高いので、特に要注意
なのです。
鉛中毒におかされているアメリカの子ども達は
２００万人、そのうち５歳までの子どもに限ると
９０万人に及びます。鉛中毒の症状は注意欠陥
障害、学習障害、発達障害、聴覚障害、多動、
知能低下、一部の筋肉麻痺などです。
また、母親の体内に鉛が存在していると、新生
児にも影響し、鉛の血中濃度は高くなるため、身
長や出生体重、聴覚機能などに影響を及ぼすこ
とが他の研究で報告されています。
子供だけでなく、私の主人のように、鉛の危険性
をうっかり忘れ、私の留守中にペンキを塗り替え
て、帰宅したら喜ばせようと、せっせとマスクをせ
ずに、電動ヤスリをかけて、鉛の粉を吸い込ん
でしまうようなケースも多いはずです。というの
は、胃ガンの原因に、「工場などで、化学物質、

毒物の粉や埃を吸い込む」というのもハッキリと
記されているからです。
量や吸収期間にもよりますが、大人の場合は、
不眠症、吐き気、消化器官の問題、黄疸、下痢、
嘔吐、異常便、呼吸困難、神経麻痺、神経症状
など。とにかく、猛毒物が体に入るのですから、
体全体の免疫力を落とし、様々な問題を併発し、
その後「死」に至ります。
では、日本で使われているペンキの材料は、ど
うでしょうか？１９９７年に、山口大学教育学部附
属小学校・幼稚園の塗膜の分析が報告されてい
ます。
小学校の塗膜中に含まれる鉛はすべて０．５％
を越え、最高値が８．６４％、最低値が０．５３％。
幼稚園にある塗膜の全てが０．０６％のアメリカ
の基準を越えていました。また、０．５％越えてい
たものは６か所で、最高値１２．８３％～最低値
０．５０％の範囲。
このように、鉛を含んだペンキは日本でも使わ
れており、子どもたちの鉛中毒の原因となる可
能性が大。そのほか、身の回りでは、塩化ビニ
ールの安定剤や食器の釉薬（ゆうやくと読み、や
きものの表面に塗るもの）にも使用されています。
猛毒さと、微量でも大きく健康に影響を与える事
実に唖然としますが、私たちはとにかく情報を集
め、賢くなって、自分や子ども、家族の健康を守
らなければなりません。
私は、夫の死を無駄にしないよう、特に鉛の恐ろ
しさを知らない日本の皆さんに、「毒物に関して
の無知やうっかりで、子供や自分の一生を台無
しにしないで！」と、声を大にして叫び続けます。
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ホリスティック（心・体・精神の統合）デンティスト 藤井佳朗先生ご紹介 Introducing Dr Fuji
「電磁波の害とアマルガムの有毒性は、政府も解
っているのに、公然の機密扱いで、どのマスコミも
取り上げてはくれないんですよ。」
日本の情報がいかに偏っていて、公開されていな
いことが多いことか！６月の神戸講演会の藤井先
生のお話で、またまた再確認することになった私
達。驚きの連続でした！
越山雅代さんの本
「幸運へのダイナマイト」
P238 でご紹介している
歯科医の藤井佳朗先生。
新神戸歯科
Tel: 078-262-7557
一年先まで予約が一杯だそ
うです。
他の地域の方の場合は、先
生お勧めの歯医者さんをご
紹介くださることもあります。

恐ろしく感じられます。
藤井先生は、『歯は食べる為だけにあるのではな
く、身体全体を支えるひとつの臓器』と診るホリス
ティック・デンティスト！
上に述べたような、電磁波、アマルガムなどの歯
科資材の良し悪し、噛み合わせなど全てを考慮し
た治療を行なう、日本では貴重な先生です。

今や、殆どの歯磨き粉にも含まれている「フッ素」
の害、予防接種の問題点などは、すでに取り上げ
てきたので、皆さんはよくご存知だと思います。が、
殆どの人が携帯電話を持つこの時代に、電磁波
の害をどれだけの人が認識しているのでしょうか？

また、こうした重要な情報を広めるべく、講演活
動はもちろん、厚生労働省に自ら赴くなど、信念
を持って行動する戦士でもあります。（私達は、そ
ういう人が大好き！）

金属などの歯科材料がアンテナの役割を果たし、
電磁波を集め、それが身体に悪影響を与えている
事実を実験を通じて体験しました。

今年６月に、雅代さんがご主人ロブさんの看病の
為、来日を取りやめられた時も、「こういったピン
チの時こそ力になりたい！」と、私達を助けてくだ
さった素敵な方です。

例えば、携帯電話を開いてゆっくりと胸腺に近づ
けていくと、ゆらゆら身体が不安定に揺れる人が
います。これが、まさに電磁波の影響を多分に受
けている人たち。自殺する理由も見当たらないの
に、電車のホームに落ちる事例は、最近とみに増
えていると聞きます。

いつもひょうひょうとした関西弁で話しまくり、何処
にでも出没する？藤井先生が、奇跡のような治
療をしてくださった例をご紹介しましょう！（体験
談は以下に。）

機能が多く容量の多い携帯電話ほど、その影響
力は強くなるといわれ、ワンセグ（モバイル向けの
地上デジタルテレビジョン放送）時代のこれからが

腰痛、ボケ、その他沢山の、一見、歯とは全く関
係ないように思える症状が、劇的に変化するので
す。雅代さんが前から強調している、色々な意味
での歯の重要性を改めて、痛感させられます。

原因不明の難病状態から奇跡的に復活！ リウマチもほぼ改善。 （東京 岩崎）
健康には自信のあった私ですが、一年半前、難病といわれるリ
ウマチを発症。何とか治したくて毎日インターネットで調べるうち、
ついに雅代さんのブログに巡り会いました。雅代さんおすすめ
の栄養補強、ダイオードの治療器、上部頚椎の調整などを取り
入れ、薬も断ち切り、必ず治ると前向きに臨んだ結果、完治寸
前のところまできました。
ところが弟は４年程前から体調不良を訴え、病院巡りのあげく
“わからない・様子をみましょう”と病名もつかないままたらいま
わしにされたあげく、症状だけがどんどん進行。まっすぐ立って
平衡感覚を保つのが困難になり、指のしびれや身体の痛みなど
その症状は全身に及び、仕事にも支障をきたし、リストラ寸前に
なってしまいました。
そんな時に雅代さんが、噛み合わせと身体のゆがみが弟の不
調の原因ではないかとエゴスキューで症状を改善するため、直
接指導してくださることになりました。噛み合わせについては、新
神戸歯科の藤井先生にお聞きくださるとのこと。私も同席して一
緒に E-サイズ（エゴスキューの運動）を教えて頂いている最中
に、なんとラッキーなことに藤井先生から電話が入り、その日に
新幹線を早めて、東京にいらっしゃるついでに診てくださること
になりました。

藤井先生は、弟の全身症状を診てくださり、オーリングテストを
なさって、“どうも脳幹があやしい”と言われ、その後一瞬のうち
に歯 ２箇所を、ほんの僅か、数ミクロン削られました。
すると、奇跡が起こったのです。来る時には手すりを持ってもフ
ラフラしていた階段の昇り降りが、治療後には手すりも使わずス
イスイ出来るように！そして、ラ行がうまく言えなかったのに！
片足で立ったまま靴が履けるようになり、指もうまく動かせるよう
になっているのです。
あまりの不思議な出来事と劇的な変化に、担当の河野さんと三
人で目を見合わせてびっくり仰天！嬉しくて天にも昇りそうな気
持ちでした。この日のことは一生忘れないでしょう。
弟には 30 年以上も前に治療したアマルガム入りの歯が 7 本も
口の中にあり、それが日々溶け出して水銀中毒の症状を起こ
し、噛み合わせもずれており、脳幹や全身へ悪影響を及ぼして
いたそうです。藤井先生に出会えなかったら、弟は絶望的だった
のです。
今はアマルガム除去の治療をしながら、姉弟とも雅代さんと藤
井先生のお陰で健康を取り戻しつつあります。親身になって、様
々なアドバイスをくださり、本当にありがとうございました。
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１・２月の講演会予定 Masayo Seminars
多くの人々の人生を１８０度好転させた
『雅代メソッド』（世界中から選りすぐった自
然療法と雅代人生道場）で、心・体・魂を健
全にし、最高の自分を生きる方法を伝授！
１月２１日（日）福岡
１月２８日（日）東京★船井メディア主催。
東京の仔細と講演会と懇親会の申し込み
は、船井メディアまで：
フリーダイヤル：0120-271-374
FAX：03-5769-3200
【担当】 イベント事業部 山内（綾）、遠藤。

全米一の痛みと歪みを取る方法「エゴ
スキュー」１日体験講習会！インストラ
クターを目指す方の必須コース。
２月１７日（土）広島
２月１８日（日）福岡
★東京は、２月末か、３月上旬を予定。
１月の福岡、エゴスキューの仔細と申し込
みは、担当シスターズ、あるいは、
www.masayo.us の「講演スケジュール」へ。
是非、日本中のお友達を各地の講演会
にお誘いください。

とうとう謎が解明！どうして、雅代さんの講演会に出ると元気になるのか？

「エゴスキュー」の情報も講演内容に加わり、
参加者の真の健康達成に拍車が！雅代さん
の指導の基、皆で、「エゴスキュー」の運動を
実践中。

あるストレス研究の権威による実験で、雅代さんの声を聞くと、脳が安らいで、ホルモ
ンの分泌が活発になり、エネルギーがアップし、ヒーリング効果が出ることが数値で
実証されました。さぁ、生の雅代さんに触れて、またまたエネルギーをフルに充電で
きるチャンス到来ですよ！

経皮毒も心配無し！ 安全で優しいナノボタニカスキンケアで、肌も心も美しく！！
日本のエステティック業界の俗説！
「安全な化粧品」＝美肌効果が期待できない！？
「安全」をうたう一部の製品は、中身はほとんど水だ
けだという噂をよく耳にしていました。

タニカを使い始めると、これまで
に溜め込んでいたと思われる毒
が、大量の吹き出物として排出
されたのです。

リスク（化学物質による経皮毒など）があっても、し
みが薄くなるとか、シワが消えるなどの目に見えた
効果をより早く確認できる化粧品でなければ、美肌
を求める女性の心を掴む事が出来ない！！

しかし、これもナノボタニカを使
い続けて、約一ヶ月で見事に解
消！何と、小顔になり、稀に見る
美白効果で、ゆで卵の殻をむい
た時のようにプリプリの美肌に
大変身したのです。１０代前半
からニキビに悩んでいた、容姿
へのコンプレックスが一気に消
滅してしまいました。

口に出していうことなど「もってのほか」でしたが、こ
の噂をいつも心のどこかに抱えながら、私は、罪悪
感と共にエステティック業を営んでいました。そんな
「心の借金」を持っていた私に、神様はそっと贈り物
をしてくださいました。それがナノボタニカスキンケア
だったのです。
自然の恵みから作られた安全な基礎化粧品、しか
も内容成分はまるで高級で高質なフルーツバスケッ
トのような豪華さ！アロマセラピー効果もあり、朝晩
のスキンケアタイムは、お肌だけでなく、心のケアも
してくれます。
肌が美しく生まれ変わろうとしている証拠として起こる
好転反応を自分が体験した時、「このスキンケアは、
安全な上に即効で実感できる！全ての女性に自信
を持ってお勧めできるものだ！」と確信しました。
というのは、私はこれまで美肌効果の裏に隠された
経皮毒を見ぬふりをして、目先の美肌を求めて様々
な化粧品を使い続けてきました。その結果、ナノボ

ナノボタニカスキンケアは、セットで
ご利用いただくと、相乗効果で最も効
果的に、美肌を実現していただけます。

また、ある女性は、化粧品売り場の肌診断で、「水
分、油分、透明度、メラニン度、キメ」を表す５角形
が綺麗に整い、最高値が出たそうです。美容部員
の人も、「こんないい結果は前代未聞」と驚いた
程！彼女曰く、今までエステや高価な化粧品を使用
していたのに、こんな凄い数値が出たことが無かっ
たとのこと。ナノボタニカの驚異的な効果は、数値に
も顕著に表れています！
このように、ナノボタニカスキンケアは、魔法の如く、
多くの女性に、美白、小顔、若返り、潤いのある、キ
メの細かい肌をもたらし、心身ともに最高に美しく、
輝かせてくれる基礎化粧品だと、自信を持ってお勧
めしています。（エステティシャン 石川はるか記）
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製品紹介：ナノボタニカ 人気ＮＯ・１アイテム ファイコティン クリーム
Product Spotlight: Phycotene Crème
エステティシャン 石川はるか記
「肌が蘇ったわ！」「ファンデーションの色が１トーン明るくなっ
た」と大好評の私のナノボタ・エステマッサージ。もちろん真心
とお客様のお悩みを一緒に解決していこうという≪気≫を入れ
ながらマッサージさせて頂いていますが、実は一番の秘密兵
器は、マッサージで使用している【ファイコティン クリーム】
肌に輝きを与えるアーモンドオイル・抗酸化作用老化防止成
分のリコピン・免疫賦活作用もあり、ビタミンＣよりも抗酸化作
用が高い事が実証されているスピルリナ・保湿作用を高めるヒ
アルロン酸などが高配合されるファイコティンクリームは、健康
で美しい肌を作る為の必須アイテム。
その上、有害な合成材や化学物質を一切含まず自然の成分
だけを使用し開発されているので、アトピーやアレルギー肌、
敏感肌の方も、安心して使用可能で、効果も抜群！

セルフエステでも、たった５分、クリームを肌の奥まで浸透させ
ていくように、優しく塗り込むだけで簡単に効果を得られますの
で、是非ともお試しを。
また、マッサージに自信の無い方には【ファイコティン パック】が
お勧めです。洗顔後の清潔な肌にファイコティン クリームをさく
らんぼ粒大肌に置くように乗せて、その上からラップを張って
１０分放置しぬるま湯で洗い流す。（鼻の部分に空気穴を必ず
開けてください）たったこれだけで肌年齢が非常に若返る事間
違いなし！
アトピーやアレルギー肌、敏感肌の方は、マッサージやパック
などの刺激を加えずに、ファイコティン クリームを塗る事から始
めましょう。また栄養補強・解毒をしながら、同時に使っていくこ
とが解決への近道です。

（効果抜群インスタントエステ）
洗顔後の清潔な肌にファイコティンクリームを塗り、その上から
優しく手のひらでマッサージ。すると手を当てた部分からどん
どんと肌が白くなり、しわが伸びていくのです。これはまさに
「神様からの贈り物」だと実感できる瞬間！

ファイコティン クリーム

超敏感肌の私もナノボタの良さを実感！ （岐阜 小磯明美）
生まれつきのアトピー（４０年間）で、ゼロ歳からス
テロイド漬け（ステロイドは２４年使用）、物心付い
たときにはガサガサ、切れ切れ、所かまわず炎症
を起こし、痒い、痛いのが当たり前の肌でした。
高校を卒業し、お化粧を始めたのですが、どのス
キンケアを使っても肌の調子はさらに悪化するば
かり。敏感肌用、トラブル肌用のスキンケアも沢山
試しましたがすべて駄目でした。
そんな時、市販の多くのスキンケアが、実は毒物
の塊で、使えば使うほど肌を壊しているのだという
事を、「続買ってはいけない化粧品」（船瀬俊介著、
三一書房）で知りました。それ以来スキンケアを使
うのを一切やめ、１０年以上になります。
ところが去年の春、雅代さんに出会い、栄養補強
をスタートし、雅代さんお勧めの方法が、どれをと
っても素晴らしい効果を発揮することを実感。
遠ざけていたスキンケアも、雅代さんのお勧めな
ら間違いないと思い、ナノボタニカの敏感肌用の
セットとファイコティン クリームを使用してみました。

すると思ったとおり、大当たり！使ってみてやっぱ
り雅代さんのお勧めはすごいと確信しました。季
節の変わり目や乾燥する冬にガサガサになりがち
だった肌も、見事に潤ってきました。今は乾燥等で
悩む事は有りません。
また、まわりからも、肌が凄く綺麗になったと褒め
られます。普段はファンデーションを使用せず、口
紅とアイブロウでポイントメイクをするくらいなので
すが、そんな時でも、「肌のキメが細かく、輝きが
ある」と言われます。これは内側からキレイにして
くれる、栄養補強との相乗効果だと思います。
また、驚きの美白効果があり、以前、目立ってい
たくすみが無くなりました。雅代さんの講演会の時
にお会いする方からは、「本当にアトピーだった
の？信じられない程、肌がツルツルで綺麗！」と
驚かれることもしばしばあります。
個人的には、ファイコティン クリームが特にお気に
入りです。アーモンドの美味しそうな香りのクリー
ムで、顔だけでなく、全身の保湿に最適！アトピー
の方も肌への刺激が無く、安心して使えるのでお
勧めです。

栄養補強で、あっという間
に元気になり、さらに、
ナノボタニカで、ハリのあ
る透明な美肌をゲットした、
小磯明美さん。
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ロブさんが残してくれた、いのちの贈り物（臓器移植）Generous Donation
前号でお知らせしましたが、越山雅代さんの最愛のご主人ロブさんは、６月の雅代さんのお誕生日に、突然、天国に逝かれました！
雅代さんから、「ロブがした贈り物について、彼の母親からメールが届いたので、皆さんの情報の為に、是非ご紹介を」とお話いただ
きました。大変素晴らしいお話に、感動の涙が止まらなかった私、菊池みどりがご紹介します。

【ロブさんのお母さんから雅代さんへのメール】
ロブの目の角膜を提供したアイバンク（目の銀行）から、「バージニアに住む二人の方々
に、ロブさんの目の角膜を移植し、手術が無事成功した」という手紙をもらいました。
さらに、その手紙には、
「ご家族の皆さんが、彼の角膜提供を決定してくださったのは、
決して容易なことではなかったと思います。しかし、そのお陰
で、二人の方々が、美しい夕焼けや山脈、愛する人々の笑
顔を見ることができるようになったということをお礼としてご報
告します。」とありました。
角膜提供を決断してくれて、どうも有り難う！
愛を込めて、ロブの母より

ロブさんのお母さん。

雅代さんとロブさん、
ある表彰式で。

★アメリカでは、運転免許証を書き換える時に、「Organ Donor（臓器提供者）になりますか？」と聞かれます。これは、もし、不慮の事
故などで死亡した場合、自分の臓器で使用可能な部分を、移植を必要としている人に提供しても良いという合意書の代わりになりま
す。それに合意すると、運転免許証に"Organ Donor"と記載されます。（実際の移植には、家族の同意も必要。）
現在、アメリカで、９２，０００人が、臓器・細胞移植を待っています。毎日７４人が臓器・細胞移植を受けていますが、１８人が移植を受
けれず、亡くなっているそうです。ですから、アメリカでは、できるだけ多くの人々が臓器提供者として登録するよう、呼びかけています。
日本でも、１９９７年に「臓器移植法」が承認され、それから７年間で、１５０件の移植が行われたそうです。アメリカでは、上述のよう
に年間７０００件以上の移植手術が行われ、他の先進国でも一般の医療として定着しています。
現在、日本では腎臓移植を希望している人が、１２，０００人に上ります。平成１６（２００５年）年８月の内閣府世論調査では、日本国
民の１０．５％の人が、『臓器提供意思表示カード』を持っていると回答。
臓器提供者（ドナー）やその家族の意思を生かし、臓器を提供してもらいたいという人（レシピエント）に、最善の方法で臓器が贈られ
るように橋渡しをする、日本で唯一の組織「日本臓器移植ネットワーク」のホームページ (www.jotnw.or.jp/index.html) には、臓器移植
についての様々な情報がありましたので、ご参考ください。連絡先：Tel: 03-3593-0149
ロブさんは、生前も本当に多くの方々の為に尽くされましたが、亡くなられても、このように人々に貢献され、素晴らしいなぁと感激し、
私もロブさんのようになりたいと思いました。
私もアメリカで、Organ Donor として登録をしています。皆さんも、ロブさんや雅代さん、そして、ご家族に習い、「臓器提供意思表示カ
ード」を持ち、新しい命や生活を待ち望んでいる方々に、臓器・細胞などを提供できるよう、是非、ご検討を！（日本の場合、意思表
示カードは、各地方自治体の役所窓口、保健所、郵便局、運転免許試験所、コンビニエンスストアなどで入手可。）
＜その他の日本の移植団体＞ 非営利団体「財団法人 日本アイバンク協会」 http://www.j-eyebank.or.jp/trans.htm
Tel: 03-3293-6616
ロブさんのご逝去に関しては、こちらのブログをお読みください。http://plaza.rakuten.co.jp/masayokoshiyama/diary/200607040000/
© 2006 Quest Group International, Inc.
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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
安産、産後の肥立ち・母乳の出も良く、母子共に超健康！（愛知県 丹羽より子）
インターネットを通じて、雅代さんのホームページにた
どり着いたのがきっかけで、１年半前から雅代さんの
お勧めの栄養補強を始めました。
私の主婦湿疹が消滅し、子供達も甘い物を欲せず、
風邪や病気知らずになり、主人も疲れ知らずになりま
した。そして、寝たきりだった義母も立てるようになり、
実母のリウマチと高血圧も改善した、という家族全員
の大好転ぶりを、以前ご報告しました。
「 栄 養 たっ ぷり の お
母さんの母乳が沢山
出るから、一杯飲ん
で、ぐっすり寝て、元
気でいい子にしてま
～す。」

そして、またまた、クエスト社の栄養補強で、我が家に
素晴らしいことが起こったのです♪ 何と、今年３人目
を妊娠、９月に無事出産！栄養補強のおかげで、妊
娠中、とても順調で、上の子を妊娠中はひどい便秘に
悩まされ、病院で薬をもらっていたのですが、今回は
毎日スッキリでした。
妊娠中は貧血になりやすいのですが、血液検査の結
果もすべて満点でした。雅代さんが、栄養補強をして
いると、赤ちゃんもポコっと生まれるよと言ってられた
ように、子どもは、本格的に陣痛が来てから１時間で
産まれ、先生に「みんな、お産がこんなに楽だったら
いいのにね」と言われたほど、安産でした！

また、産後の体調の回復も早く、母乳の出もよく、周
りの人に、「産後間もないのに元気だね！」って驚か
れます。以前は、産後抜け毛がひどくなったのです
が、それもありません。
産まれてきた娘も、元気いっぱいで、体つきがとても
しっかりしていて、母乳を良くのみ、よく寝てくれます。
最近笑ったり、声を出すようになり、とても成長が早
いです。この子は、私が妊娠前から、しっかりと栄養
補強をしていたので、『クエストベビー』として、今後、
益々健康で優秀に成長して行くのが楽しみです。
上の子２人も「チュアブル」のおかげで、毎日元気い
っぱい！長男は幼稚園で「優良児です」と誉められ、
長女はとても言葉を覚えたのが早く、ほとんど風邪
も引きません。
栄養補強との出会いに感謝するとともに、これから
も、楽しく元気いっぱい子育てをしていきたいです。

さらに、嬉しかったのが、体重があまり増えなかったこ
とです。栄養補強と食事に気をつけていたので、臨月
までに６キロしか増えず、出産後、１ヶ月で体重が元
に戻りました。因みに、上の二人の時には、妊娠中に
体重が１０キロ増。一番上の子の時は、５キロ増のま
ま、二人目を妊娠。二人目の時は、体重を戻すのに、
１年くらいかかりました！

可愛くって、健康な妹が増えた、
賢い栄養補強で、優秀で活発な
上の二人！

大腸ポリープもいとも簡単に消滅！！ （横浜 美佐の父 ６８歳）
私は７～８年ほど前に、大腸にポリープが見つかっ
て以来、「年に１回検査してポリープの確認、半年
後に切除」をずっと繰り返していました。

親子で奇跡を体験！
潰瘍性大腸炎を克服
し、ますます元気で、
素敵に輝いている美
佐さんと長年の大腸
ポリープとおさらばし
たお父さん。

どうやら、私はポリープが出来やすい体質らしく、
検査をすると必ず何個かポリープが見つかり、そ
れらを切除する頃には大きく育っていました。いくら
出来やすい体質とはいっても検査はつらいし、切
除のために１日とはいえ、入院するのもいやなもの
です。
ある時、ふと娘が置いていったクエスト社の抗酸化
物、ガードのボトルが目に留まりました。「ずいぶん
熱心に勧めていたし、難病で、日本では治らないと
されている、娘の潰瘍性大腸炎だって良くなったの
だから、ポリープも改善するのでは」と思い、栄養
補強を始める事にしたのです。

すると、その３ヵ月後のポリープ切除の日のことで
す。半年前に見つかったポリープがなかなか見つ
からず、先生が一生懸命捜しているではありませ
んか！ようやく見つかったものの、とても小さくなっ
ていて、ほとんどないに等しい状態だったのです。
「いつもなら大きく育っているポリープがたった３ヶ
月で小さくなるのなら、もしかして次の検査の時に
はなくなっているかも・・・？」と期待で胸がふくらみ
ました。
そして、ガードを摂り始めてから１年後の先週の検
査（２００６年１０月）ではなんと！！ポリープが１個
もなく、大満足の検査結果となりました！おかげさ
まで家族全員大喜びで、とてもありがたいと感謝し
ております。
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動物アレルギーもあっという間に克服！ 家族全員すこぶる元気に！ （愛知県 『さん』）
１１歳の長女は動物アレルギーで、犬や猫のそばにい
るだけで、結膜炎、鼻炎などの症状がでていました。
知人宅で生まれた犬の赤ちゃんを見に行った時、あま
りの可愛さに私も娘たちもどうしても飼いたいと思いま
したが、その２０分程ひどく症状が出たので、あきらめ
て帰ってきました。（今年８月２７日の出来事。）
その１週間後、雅代さんの名古屋のステップアップセミ
ナーに参加し、思い切ってアレルギーのことを尋ねて
みました。私達は４月から栄養補強をしていますが、
子供のチュアブルの摂取量が足りない、私の長年毛
染めや銀歯を入れていることなどを指摘されました。
さらに、「動物アレルギーなら、なおさら動物は一緒に
いたほうがいい。免疫力のない子供を健康にするため
に、ペットを飼い、雑菌に強くするのが一番」と雅代さ
んからアドバイスを頂きました。さらに、正しいチュアブ
ルの量も教えてもらい、帰宅して即実行！
翌日、早速先日の知人に「犬を譲ってほしい」と連絡
し、我が家に可愛い子犬がやってきました。その後、
暫くは全く症状が出ませんでした。しかし、１週間後に
好転反応で、鼻水がひどくなり、目が充血し始め、ティ
ッシュが手放せなくなり、目がかゆいので洗眼ばかりし
ていました。その状態が数日続きましたが、それ以降
は、全く症状が出なくなりました。
雅代さんのアドバイス通り、きちんと適切な量を飲み始
めて２週間で、娘は犬が傍にいても、抱っこしていても
全然平気になりました。

その後、愛犬も、チュアブルですくすくと成長中
で、とても元気です。毛はつやつやで、口臭もあり
ません。
下の二人も毎日チュアブルを食べています。長男
は最近、「授業に集中できるようになった」と先生
から褒められました。少年野球の試合や練習前に
はスプリングを摂っています。そのお陰で、キャッ
チャー、４番で、先日の地区大会で見事に優勝！
二女は小さい頃から蓄膿と中耳炎が慢性化し、耳
鼻科に通院していました。薬をもらうだけで完治し
ないので、医者へ行くのをやめました。それから小
康状態でしたが、毎晩イビキをかいていました。栄
養補強開始後、いつの間にかイビキが改善し、眠
りも深いようで、寝起きも良好になりました。

チュアブルで、ぐんぐ
ん発育中の忠男君。
動物アレルギー改善
にも大活躍だワン！

子供達３人とも超健康になり、今年
は全員で皆勤賞を目指しています。
おまけに、主人のヘルペスもいつの
間にか消滅。私も視力が、０．１から
０．５にアップし、身長も１．３センチ
伸びました！
船井メディアを通じて、雅代さんにお
会いでき、色々と教えていただき、こ
の栄養補強に出会えて、本当に良
かった！

栄養補強で、様々な健康問題も改
善し、犬も飼えるように！左から：
千尋ちゃん（小６）、淳矢君（小４）、
ユウナちゃん（小１）

ちなみに、これらの大変化は、皆、ほ
んの１～２ヶ月間での出来事です。

うつ、昼夜逆転も克服、仕事にも復帰！！ （東京 T.Y.）
初めて雅代さんに出会ったのは、１年前の東京講演会。代理で
参加したのに、私にとっては素晴らしい出会いと幸運の始まりに！
講演会の 1 年前から私はうつになり、3 ヶ月間は全く床から起き
上がれない状態で、薬を服用。その後は寝込んだり、起きたり
の繰り返し。そのうち、薬のせいで余計に体調がすぐれなかった
のですが、薬を止めることができませんでした。
ですが雅代さんのお話を聞き、「これは良くなるかも！」と、思い
切って薬を止め、雅代さんのお勧めの栄養補強食品のうちの２
種、パックとスプリングから開始。始めて２日目に好転反応で頭
痛とうつの激しい症状が出ましたが、何とかやり過ごしました。

なり、1 ヶ月前にはうつが再発し、1 週間会社を休んでしまいました。
有り難いことに、何とその時も久しぶりに来日されていた雅代さ
んの講演会に参加し、またもや奇跡が起こってきたのです。講
演会で雅代さんからパワーをもらった晩、「このままじゃいけない」
という気持ちがおこり、担当の方に相談。パックとスプリングの
他にガードとバランス、チュアブルを取ることと、それに加えメン
タルな部分でもアドバイスを受けました。

それからは日に日に体が楽になり、うつの症状もどんどん治っ
ていきました。毎日会社にも出社でき、同僚からも「あなたの摂
っているサプリの話を聞きたい」とまで言われ、紹介もしました。

お蔭で以前より更に調子がよくなり、会社にも定時に毎日出社
できるようになりました。朝、苦もなく起きられ、それに合せて夜
もちゃんと寝られます。以前は悪い方へと物事を考えがちでした
が、体の調子が良くなり元気になってくると、意識せずに良い方
へ考えられるようになったのです。それまで自分のことで精一杯
で全く見えなかった周りが見え始め、自然に感謝の気持ちが湧
いてきました！

栄養補強を始めて簡単に、うつ症状は消えたのですが、昼夜逆
転の体内時計だけは治りませんでした。この事が「早く普通に生
活したい」「何故自分は早寝早起きができないんだ」という焦りに

雅代さんやシスターズの皆さんとの出会いに感謝しています。こ
れからも元気になる情報やパワーをどんどん吸収し、今度は頂
いたものを他の人たちにも分けていけたらいいなと思っています。
© 2006 Quest Group International, Inc.
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会社からの報告事項 Corporate Announcements
年末年始、日本サポートセンター、日本通運、日本税関は、業務が休みとな
り、平常よりご注文から配達まで時間がかかります。余裕を持ってお早めに
ご注文手続きを。

サポートセンターの年末年始休暇
１２月２９日（金）から１月４日（木）まで
＊この間、電話による注文は受付けていません。
＊ファックスでの注文は、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の支払いの場合は、上記の期間中でも、ウエブショップにてご注
文できますが、製品の発送は、１月５日（金）からになります。
＜クエスト社の休日は、１２月２５日（月）から１月１日（月）までです。＞

年末年始の配達について
１）１２月２２日（金）までの注文は、平常通り７－１０日でお届けできます。 送 金の場合は、２１日（木）
までに送金完了をお願いします。
２）１２月２３日（土）～１月４日（木）の間のご注文については、税関が休みの為、製品の発送は、
１月５日（金）から開始します。

★お友達や回りに役立つ情報をどんどん広げよう！
ご希望の方にニュスレター（バックナンバーも含む）を無料でご送付します！
知らせてあげたい人達にどんどん配ってください。詳しくは、サポートセンターまで。
１０年来の不整脈改善！ 超健康な６９才人生満喫中！ （長野 松井尚美の母）
「とにかく凄い！医者から治らないって言われていたのに、もう膀胱変形が元に戻って、
尿を抜く為のカテーテルも不要になった！これって奇跡じゃない？」

日本サポートセンター
メールアドレス
post@questgrp.jp

孫の不治の病の膀胱の問題で、あれだけ悩んでいた次女がそう電話してきたとき、期待
以上の出来事に鳥肌がたつほどの感動を覚えました。そのすぐ後に、長女までが｢体が疲
れなくなって、花粉症も便秘も治った｣というのです。

ホーム ページ
www.questgrp.jp

「そんなにいい物なら私も飲みたい！」というのが、栄養補強を始めたきっかけで、今年の
２月から、１日「ネオパック」１袋と、「ネオガード」を５錠、飲み始めました。

「日本を元気にする運動」

私は、昔から心臓があまり強くなく、たびたび動悸が激しくなって座り込むことがありまし
た。１０年以上、毎年健康診断で不整脈を指摘され、昨年はとうとう精密検査まで受けな
ければならないほどになっていました。特に、対処の方法もなく、医者からは｢不整脈は治
らないから、一生上手に付き合いましょう｣と言われていたのです。

のホームページ
www.masayo.us

メールアドレス
info@masayo.us

越山雅代のブログ
http://plaza.rakuten.co.jp/
masayokoshiyama/

飲み始めて３ヶ月目くらいから、自分の体の変化に気づきました。１）夜、眠れない日がよ
くあったが、ぐっすりと熟睡できるようになった。２）食が細かったが、きちんとお腹がすき、
３食美味しく食べられるようになった。３）便秘が治り、毎日快便。便の色も真っ黒だったの
が黄色になり、ほどんと無臭。４）爪がよく割れていたが、全く割れなくなり、丈夫になった。
５）髪の毛にボリュームがなく、いつもパーマをかけてごまかしていたが、最近、美容師さ
んにも「髪質がとても良くなり、コシが出てきた」と言われ、パーマも不要に！６）疲れにくく、
風邪もひかない。毎日体調がすこぶるいい。7）心臓がドキドキすることがなくなった。
そして、９月の健康診断で、医師から「今年は不整脈、大丈夫。優秀です！」と褒められま
した。栄養補強のお陰で、１０年以上の苦しみから開放され、これには本当に驚きました。
健康になったお陰で、私は今、書道や三味線など自分で楽しめることにどんどんチャレン
ジし、充実した第二の人生を送っています。今年 69 歳になりますが、この歳で、医者にも
かからず、薬も飲んでいないという人は私の周りには珍しく、非常にありがたいです。

お孫さんに続き、不治の病を克服し
た、尚美さんのお母さんとお父さん

娘が雅代さんとお勧めの栄養補強に出会えた縁で、娘家族も私もどんどん元気に幸せに
なれていることに、感謝の気持ちが絶えません。これからもずっと栄養補強を続けて、健
康を維持したいと思っております。
© 2006 Quest Group International, Inc.

