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（意味：驚くべき結果）

最小で最大の生活革命：ナノテクノロジー
Introducing NanoTechnology
２１世紀における、最も画期的な技術革新とも言
われる、“ナノテクノロジー”は、ある物質の分子を
１メートルの１０億分の１（砂の粒子の１０万分の１）
のサイズにすることを可能にし、非常に注目を浴
びています。毎年、世界各国から 3 万人以上も
の科学者やビジネスマンが東京に集まり、この技
術に関する情報交換を行っています。この技術
を応用し、私達の生活をより快適で便利にしてく
れる画期的な製品が今世界中で様々な分野で
開発・製造されています。

「革命とは、人々の生活や仕事ぶりを永久に向
上させ、変えてしまうものである。」とアインシュタ
インが言いました。ナノテクノロジー、そしてナノ
ボタニカは、まさしく新しい時代に大革命をもたら
ちょうじ

す新時代の寵児と言えます。

大変喜ばしいことに、私達クエスト グループも、こ
の技術を駆使し、世界にも他に類を見ない、即効
性のある、驚異的なスキンケア製品を、皆様にご
紹介できることになりました。ナノボタニカ スキン
ケアは、ある特定の自然のハーブの原材料の有
効成分を、“ナノクラスター”と呼ばれる超微粒子
にし、細胞のより奥深くに浸透させ、無駄なく吸
収させることに成功しました。従来の基礎化粧品
のように、粒子が粗く、表面に残リ、シミ・しわ・く
すみ・老はんなどの原因になることがなく、スキン
ケアの常識を根本からくつがえす様な、全く新し
いタイプの自然派スキンケアです。
時代の最先端のナノテクノロジーと古代から効用
を認められているハーブを最高のシナジー
（相乗効果）をもたらすように組み合わされたナノ
ボタニカ。皆様の益々の健康、美と若返りに大い
に役立つ事がすでに実証済みです。

＊ナノテクノロジーは、まるで我々人類に“自然科学の原子や分子などが一杯に詰まったおもち
ゃの道具箱”を与えてくれたようなものだ。これらを有効に活用することで、次々と新しい物を創造
し得る可能性が無限大に拡がった。（コロンビア大学教授・ノーベル平和章授賞 ホースト・ストー
マー氏）
＊２１世紀において、人々の人生をより豊かにし、そして、より長寿で健康になることに貢献してい
る技術革新とは、ナノテクノロジー、バイオテクノロジー、インフォーメーション・テクノロジー（情報
処理）、環境科学の４つである。 （テキサス ライス大学学長 マルコム・ギリス氏）
＊「科学・技術分野で最も将来性があり、革 新 的な 発展 を遂げるのは何か」と問われたな ら ば、
私は多分、「ナノスケール（ナノ単位）の科学と技術」と答えるでしょう。 （ジョージ・ブッシュ大統領
科学・技術担当補佐官 ニール・レーン氏）
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神様からの贈り物 第２弾が Our Gift
越山雅代
これを読んでくださっている方は、私達がご紹介している栄養補
強食品は、ただ物ではない事を実感されていると思います。実は
この「神様からの贈り物」は、著書にも記してありますが、私が銀
行の広告の葉書をごみ箱に捨てようとした時に、私の亡くなった
メンター（師）の、「銀行は大切」という声が聞こえた気がして、
その葉書をごみ箱から拾い直した出来事から始りました。あの時
私が、あの声に従わず葉書を拾っていなかったら、今の私達の
活動は全く起きていないのです。従って多くの健康問題で困っ
ていた方々のお役にも立てていないのです。
このようにとにかく、私達の人生はいつもヒョンな事から素晴らし
い奇跡的な事がとてもよく起きるのです。そして、今回それがまた
また起り、ただ物ではない、極めつけの物が、突然ボトンと私達
のひざに落ちてきてしまったのです。それはまさしくタナボタなら
ぬ「ナノボタ（ニカ）」でした。
昨年の末の事です。ある日突然私の親友でサイキック（霊能者）
のビル・モンローが私を説得しようとするのです。「科学の先端を
行くナノテクノロジーを駆使して作られ、しかも１００％自然の原材
料で作られた世界一効果のあるスキンケアが、今埋もれている。
君達はこの会社にコンタクトして日本に広げさせてもらいなさ
い。」と。しかし、「そんな事 突 然 言 わ れ た って。。。。」と、ビルの
１日６度にも渡るメールと電話での、彼らしくないしつこい説得を
全く無視したのでした。
ところが、その２ヶ月後のある日、クエストの社長クレイグから電話
がきました。「実は凄そうなスキンケアがあるのだが、ちょっと試し
てみたら？」「えっ～！これは前にビルがしつこく言っていたのと
同じ名前！たぶん全世界に何万というスキンケア製品があるの
に、こんな偶然はあり得る？」そう疑問に思った次の瞬間、「ま
た、これも天のお計らいに違いない」とピーンときて、大至急２５
人ぐらいの日米の男女２０代から８０代で試し始めたのです。
すると、やっぱりこれは、「神様からの贈り物・第２弾」と即判明。
使用した翌朝から、回りもすぐ気づいてコメントするぐらい肌が白
くなる。一度の使用で、前日にエステをした時と同じ、なめらかで

ソフトな皮膚。全て自
然の原材料で、使用
中もアロマセラピー
の幸せムードで、最
高の使い心地。あれ
よあれよと言う間に、
皆の 肌は白くプ リ ン
プリンで引き締まり、
人違いされるぐらい
に人相も変わり憧れ
の小顔に。そして、
皆それぞれが化粧
品会社のカウンター
の肌診断に行ってみ
たら、日本では他のどんな基礎化粧品でも滅多に出ないという、
稀な最高値ばかりが当たり前のように続出。
今回試した内の幾人かは元美容関係で、今までありとあらゆる物
を試したり、芸能人達が使っている高い商品を使っている人もい
ますが、効果、使い心地など全ての点で満点をつけ、「今まで使
ったどんなものよりはるかに優れている。」と全員口を揃えて、感
動でうなっている始末。
とにかく、このスキンケアの驚異的な凄さを体験し、私はあまりに
不思議で、例のサイキックのビルに私の守護神である師に質問
してもらいました。（信じられないと思いますが、実はこのようなコ
ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン は 私 達 の生活の中で日常茶飯事なのです。）
すると彼は、いつものユーモアで答えてくれました。「これを日本
の人達に紹介す る の は 、 前 か ら の 宇宙の予定だったんだよ。
その為僕はビルのおしりを何度も蹴って、まずは彼にこの事を雅
代達に伝えさせたのだ。とにかく本物で、世界一の優れ物だから、
その凄さを実体験した女性達がどんどん興奮して伝え始めるよ。
そして日本女性が益々健康で美しくなり、自分自身に自信を持
ち、内に秘めた能力が湧き出して、心身共に輝き始めるのだ。」
と。これを聞 い て 、 ま た ま た 私 達 を 超 え た 大 きな力の導きに、
畏敬の念と感謝で胸が一杯になりました。

このスキンケアを使い始めてから子供たちにも「お母さんいいにおいがする」と好評。
自分自身も天然の香りに癒されて幸せな気分になると共に、お肌が使う度に白く輝
いてくるのがわかります。使用後１７日目にある会合で、いつもお世話になっている男
性が、私が居るのに気付かず、“登代美さんはどこ？”と探していたのです。その後、
その方の奥様から、“うちの主人が登代美さんのお肌がとてもきれいになっていて、ま
るで別人のようで、本人だと分からなかったと言っていたわよ”と電話をくれたほどです。
さらに、お肌のテストでは、総合で正常な良いお肌と診断され、見た目にも、とても４１
歳には見えないと言われ、こんな嬉しいこともあるのかとこのスキンケアの威力に感謝
し喜ばずにはいられない私です。使用後１ヵ月半の間に、こんなにも嬉しいことが起
こり、このまま使い続けたら、今後どうなるのか、それはそれは楽しみな毎日です！！
（郡山 渡辺登代美）

ピュリファイイング ファイス
ウォッシュ

Purifying Face Wash

ジェントル クレンジング
ミルク

Gentle Cleansing Milk
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ナノボタニカは神様のマスターピース（傑作品）Masterpiece

スキンセラピー ミスト

Skin Therapy Mist

セリューションＣ

Cellution C

最も新しく生まれた物と、最も古くから存在する物。こ
の相反するような２つの物の見事な調和と融合の傑
作品がナノボタニカです。ナノは、現在世界で非常に注
目を浴びているナノテクノロジーからとり、ボタニカと
は植物の事。分かりやすく言えば、古来からある植物
のユニークな有効成分を原材料に、世界最新技術を
駆使して作った、時代の最先端を行くスキンケアの絶
品です。
ナノテクノロジーで、例えばアロエのような昔から効用を認
められている、選び抜いた１００％の自然のハーブ
（植物）の原材料の栄養成分を、なんと、砂の粒子の
１０万分の１という大きさの超微粒子にします。その為
細胞の奥まで、非常に効果的に早く浸透させる事が
可能となります。また、タイムリリースと呼ばれる、一度
に全ての栄養を吸収させず、１日中皮膚の必要に合
わせて徐々に浸透させるという、最新の技術ならでは
の特長も兼ね備えています。
それに加え、アメリカの「アロエの父」というニックネー
ムのあるクリントン・ハワード博士が、アロエの中の２００

もの有効成分を全て分析し、その中で皮膚の蘇生と
活性に最も適していると発見した栄養成分をふんだ
んに使っています。また、最高のシナジー（相乗効果）
が出るよう、他には類を見ない組み合わせを研究し、
各地から様々な非常に有効なハーブ（植物）をより選り、
他からうらやまれるようなハーブのスーパースター達
のチームワークを誇っています。ですから、特別に選
び抜かれた安全で有効な原材料、世界最新の技術、
そして稀に見る相乗効果で、私達が今まで他のどん
なものを使っても体験できなかった、目を見張る素晴
らしい結果が実体験できるのです。
ナノボタニカは、古代からの優れたハーブ（植物）という、
それぞれの分野では名高い名演奏者達を結集させ、
ナノテクノロジーという地球上で最も革新的で天才的
な指揮者が、絶妙なハーモニーの、何ともこの世の
物とは思えない神秘的で荘厳で優美な音楽を奏でる
のと同じです。ナノボタニカの他を超越した比類ない
凄さは、まさしく神様のマスターピース（傑作品）とし
か表現のしようがありません。

ナノボタニカ製品のご紹介
今回８種の製品のご紹介です。

マルチアクティブ
モイスチャーライザー

Multi-Active Moisturizer

セットに加え、更に保湿や栄養が必要な方や
全身用には、下記の２種類もあります。

★乾燥肌・敏感肌用セット
ジェントル クレンジング ミルク （洗顔・メーク落し）
スキンセラピー ミスト （化粧水－両タイプ共通）
セリューションＣ （美容液－両タイプ共通）
マルチアクティブ モイスチャーライザー （保湿クリーム）
★普通肌・混合肌・脂性肌用セット
ピュリファイイング ファイス ウォッシュ （洗顔・メーク落し）
スキンセラピー ミスト （化粧水－両タイプ共通）
セリューションＣ （美容液－両タイプ共通）
モイスチャー バランス （保湿クリーム）
個別でもセットでも、お求めいただけます。

モイスチャー バランス

Moisture Balance

ファイコティン クリーム

Phycotene Crème

NanoBotanica

●このスキンケアは、従来の基礎化粧品とは全く異なり

ますので、製品に同封の説明カードや小冊子の使用
方法に従ってご使用下さい。

★ファイコティン クリーム （保湿クリーム）
あらゆる肌タイプの方の皮膚を滑らかにし、
潤いを与えます。皮膚に不可欠な栄養素を
補給。ハーバード大学の実験で抗酸化作用実
証済み。乾燥・敏感肌、アトピーの方への保湿
クリームとしても効果抜群。
★アロエジェリー （保湿・炎症抑制）
アロエベラを豊富に配合し、皮膚の再生を促し、
細胞に水分を補給。やけど、オムツかぶれ、
炎症、日焼け、虫刺され、アトピーなど皮膚の
問題に非常に有効。
●ナノテクノロジーを駆使し、全て自然の原材
料で、最高の品質を保つ努力をしており、
ナノボタニカ スキンケア製品の効果に自信を
持っています。もし、万が一、お客様がご満足
を得られない場合は、いつでも「１００％払い戻
し保証」付きです。

アロエジェリー

Aloe Gelee
© 2004 Quest Group International, Inc.
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「まさか、たった一ヶ月ほどで、小顔に変身？」毎日自分の顔に触れながら、全体が引き締まり、手の中
にすっぽりと収まり始めた自分の顔が段々と小さくなっている気がしてなりませんでした。そして、それ
が気のせいではなかったのが判明したのは、久しぶりに会った友人が、あちらから気づいて私の変化
を褒めてくれたからでした。引き締まって来て、プリンプリンと張りが出てきた自分の顔を鏡でまじまじと
観察しながら、ふふふっと喜びが湧き出てくる毎日です。 （埼玉 岡安美智代）
先日、１週間ぶりに会った１０才になる孫娘に、突然、「おばあちゃんの顔がいつもと違うね！」と言われ
ました。ビックリして、「どう違うの？」と尋ねてみたら、笑みを浮かべ黙っていたので、「きれいになった
の？」と聞いてみたら、「うん」と恥ずかしそうに答えたのです。このスキンケア使用後わずか２週間で、
自分でも気づかぬうちにきれいになっていて、思いがけない孫の言葉に、静かな喜びが湧いて来て、
日ごとに変わる素肌を鏡で見るのが楽しみになりました。
好奇心一杯の 70 代半ばの主人も一緒に使い始め、大きな真っ黒の老はんも薄くなり、久し振りに会っ
た人に若返ったと褒められたと大喜び。夫婦共々日増しに若返って嬉しいです。間もなく５０数年前
の中学校の時のクラス会がありますが、同級生に会うのが大変待ち遠しいです。（東京 M. S.）

６・７月の講演会予定 Masayo Seminars
今回は、越山雅代さんによる、“トータル・セルフ・セラピー
講座”を開催。目からウロコの幸せと幸運体質を自分自身
で作る方法を伝授。アメリカ最新の自然療法やスキンケア
で、心・体・魂を健全にし、最高の自分を生きる秘訣を紹
介。非常に楽しく、参加するだけで元気になると大好評。
６月２６日 宮崎市
６月２７日 大阪・高石市
７月 ３日 大阪市
７月 ４日 札幌市
７月１０日 東京都
７月１１日 郡山市

東京以外は、
終日セミナー

是非、日本中のお友達を各地の講演会にお誘
い下さい。詳しくは 「日本を元気にする運動」ホーム
ページ www.masayo.us の「日本を元気にする
運動」の「講演会・セミナー予定表」をご覧いた
だくか、スケジュール担当の菊池みどり宛てに
（E メール: midori@midorisan.us / ファックス：
アメリカ国番号 1-360-387-1836 迄 )、もしくは
サポートセンター、この運動への紹介者の方に
お問合せ下さい。また、越山雅代さんを講師と
して、心や健康のセミナーなどを開催なさりたい
方は、菊池みどりまでご連絡をお願いします。

大好評、メンバーの特典：ショッピング・ポイントで商品が無料に！Member Rewards
この３月に、購入額の１０％が“ショッピング・ポイント”として貯ま
るプログラムをご紹介以来、皆様が多くのポイントを集められ、
既に多くの方々がそのポイントを利用して、クエスト商品を無料
でお買い求めになりました。今回、最多ポイント獲得した方は、
１０００ポイント以上も集められました。

このプログラムの詳細は、商品に同封のチラシ、アメージング
リゾルト３月号か、又は、担当エージェントまでお尋ね下さい。
下記は利用者の方の喜びの感想です。

「ショッピングポイントの感想」 さいたま市在住 N.T
初めてサプリメントを購入したのは、今年の一月初めでした。そ
の時は、友人がまとめて購入してくれ、何人かのお友達と分け
ていたのですが、3 月からはショッピングポイントがつく様になっ
たので、自分で注文する様になりました。今は、私ばかりでなく
主人や娘も一緒にサプリメントを摂り始めたので、ショッピングポ
イントは大助かり！
購入額の１０％のポイントがつくのは、とても魅力的です。今から
ポイントを貯めて何をもらおうかと考えています。一番早くなくな
るガードにしようか、それとも今まで購入した事のない商品にし
ようか・・・？そんな事を考えるのも楽しみです。ショッピングポイ
ントがつく様になって、まだ 2 ヶ月ですが、これからも長く飲み続

けたいと思 っ て い る の で 、 こ の シ ス テ ム はとても有難いです。
先日も友人に何か良いサプリメントはないかと相談されたので、
ネオソースの商品を勧めました。私のひどかった花粉症も“解毒”
のハーブとガードのお蔭で、今年は楽に過ごす事が出来ました。
永年の悩みでした手の湿疹も、かゆみも無くなりこのまま治って
くれるといいなぁと思っています。私がこのように元気になったの
で、友人にも自信を持ってサプリメントを勧める事ができます。
皆が元気一杯になるだけでも有難いのに、ポイントを貯めて商
品がもらえるなんて、本当にラッキーです！このサプリメントに出
会えた事に、とても感謝しています。
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《第十六回 可愛い訪問者数で競争》Jolly－楽しい－Times
３月末にバージニアの実家に帰ったら、母は毎日電話で、「私の所、今日は訪問者数１４。
えー？ あなたの所は１８。すごいわね～。」とか友達と楽しそうに競っているではありませんか。
「えーっ？ 誰が来るの？」よくよく説明を聞くと、なんと、元気なおばあさん達が毎日楽しみ
に訪問を待っているのはハンサムなおじいさん達でなくて、金色のゴールドフィンチという小
鳥達でした！

黒色のあざみの種がつまったプラス ティ
ックのえさ箱のところで大満足。

私の生まれ育ったクラークスビルという人口１４００人の町の回りには自然が一杯で、色々な
鳥や動物がいます。鳥も赤や青など色とりどりで、形も異なり２０種類はいると思います。母
は特に鳥が好きで、色々なえさ箱や袋に好物を入れ、鳥が集ってくるのをよく観察できる所
に置いて、１日に何度も窓から外を見て楽しんでいます。

ところが、昨年友達の所へ行ったら、今まで見た事もないきれいな金色の鳥が群がっているではありま
せんか！そこで鳥好きの母はその友達に、「好物のあざみの種」が鍵という事を伝授してもらい、早速
今までの鳥のえさの代わりに、黒いあざみの種をえさ箱やえさ袋に入れ変えたのです。すると、本当
に今年は金色の鳥がどんどん来てくれるので母は大喜びで、毎日子供のように夢中になっています。
ゴールドフィンチはアメリカ北部全土に散在し、冬になると多くは南部に渡るそうです。冬は体の色が
濃い茶色ですが、春から雄（おす）鳥はきれいな金色になる為、ゴールド（金色）フィンチと名づけられ
ているそうです。しかし雌（めす）鳥は、金色には変わらず、うすい茶色になるだけとか。鳴き声はカナ
リヤのようで、あざみの種が大好物。
私がこの鳥の事をインターネットで検索していたら、自然保護の団体の所に、この鳥の説明の後に、
理解度を試す面白いクイズがありました。雅代は、そのクイズをしてみて、大笑いで、質問を作った人
の発想大好きと大感激！皆さんも是非お試しください。 （ロバート・ジョリー記）
ゴールドフィンチに関するクイズ
Ａ：ゴールドフィンチと呼ばれている理由は：
１）宝石が大好きだから。
２）フォートノックス（ケンタッキー州にある米国政府
の金を保管する場所）へ渡り鳥として移動するから。
３）羽根の色が金色（黄色）なので。
４）銀行の建物に巣を作る為。
Ｂ：ゴールドフィンチの別名は：
１）野生のカナリヤ
２）はげわし

３）あれ何
４）ちっちゃな黄色の物
C：ゴールドフィンチの最も似ている歌い方は：
１）ドナルド ダック
２）だちょう
３）カナリヤ
４）スパイス ガールズ（イギリスの有名な女性歌
手達のグループ）

どうした事か男女別々の
場所で食事。右はめす、
左の黄色が多いのがおす。
この撮影は３月末なので、
夏に は 、 お す 鳥 は 全 員
あざやかな金色に変身。

*クイズの答え Ａ：３）、Ｂ：１）、 Ｃ：３）

見かけは自信につながる
エスティー・ローダー
完全な世界では、おそらく人は心と魂の質で判断されるでしょう。
しかし、今私達の生活している、完全とは程遠い社会では、外
見の美しい女性は明らかに有利で、その見かけが最終的に物
を言う事がよくあります。
私達はそれぞれ素晴らしい資質を秘めていますが、自分自身を
きれいだと感じないと、自分に対する自信が出てきません。人間
というのはある人の見かけがキチンとしていたら、その人をより信
じるし、より好意を示します。

心の栄養－An Apple A Day
従って、私達は自分の周りが自分を認め、より好意的に受け入
れていると感じると、自尊心と自信が湧いて来て、内に秘めた能
力も発揮しやすくなるのです。
*つい最近 97 歳で亡くなった、エスティー・ローダー女史。彼女
はハンガリーからの移民の子で、ニューヨークからゼロで始め、
エスティー・ローダー、クリニーク、アラミス、オリジンなど１８のブ
ランドを持ち、社会への貢献が高く評価されている。アメリカで最
も影響力のある人物 100 人で、たった一人選ばれた女性。
（越山雅代記）
© 2004 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
２０年間苦しんだ、椎間板ヘルニアと坐骨神経痛による腰痛から解放！（京都市 蒲田知雅子）

蒲田知雅子さん

私は 20 年程前、バイクを運転中に事故に遭い尾
骨を強打した後遺症で、椎間板ヘルニアと坐骨神
経痛になり、それから私の長い医者巡りが始まりま
した。良いと言われる接骨院、鍼、果ては念力で筋
肉を動かす（？）治療など、保険の効かない自費診
療を受け続け、遠い大阪の治療院にも通いました。
しかし多少楽になっても、また元に戻る繰り返し。
年齢と共に痛みだけが年々ひどくなっていました。
また非常に疲れ易く、様々な健康食品も摂りました
が、どれも効果は今ひとつ。
「この先私は一体どうなるんだろう」と不安な毎日を
送っていたある日、書店で雅代さんの本に出会い、
去年１２月から理想健康セットを開始。今年 1 月に
は解毒も加え、様々な好転反応が出ましたが、
いつの間にか腰の問題は大幅に改善。痛みが出
ても、気づかないうちに（？）楽になっているという
有難い状態に。また口癖の「あ～疲れた」「どっこ
いしょ」も言わなくなりました。そのほかに良くなった
のは、①１週間で視力が上がり、ドライアイ も改善。

②驚くほど便通がよくなり、体重も４キロ減。
③生理前症候群がなくなり生理痛も大幅に改善。
④花粉症が完治。⑤８年前に打撲で大きくエグれ
ていた太腿の筋肉が元に戻った。⑥爪が硬くしっ
かりし、まつ毛も伸びた。⑦目の脇にあったしみも
取れた。などなど。。。この中の症状、１つ治すだけ
でも大変なことですが、たった数ヶ月で、こんなに
改善！
また、以前の私は非常に怒りっぽく、「瞬間湯沸か
し器」みたいで、すぐにイライラ、カッカして回りの
人にも迷惑をかけていましたが、近頃は 、 反 対 に
「何か良いことはないかな～」と自分の気持ちが前
向きになれる良いこと探しが趣味（？）になってきま
した(笑）。
体も心も元気になってきて、この「最強の栄養補強」
を日本に紹介してくださった雅代さんには本当に
感謝！感謝！で一杯です。

ハルト君、現行犯！
孫息子ハルト一家が遊びに来ました。ハルトが、いつもの
通り大好物のチュアブル（我が家ではポリポリと呼ぶ）を目
ざとく見つけ、開けようとした瞬間を「パチリッ！」自分で開
けると、全部一度に食べてしまうので、「ダメ～ッッ、一寸待
ったぁ～」と焦った母親の手。“あれ、止められちゃった！”
キョトンと、しかし、少し緊張感の漂う表情にご注目。
妹の菜月もチュアブルを目撃すると、超特急のハイハイ
で飛んで来るのも、サスガ彼の妹です。（京都 T. M.)

生理痛、不眠症に薬は不要。１ヶ月で一気に改善！ （シカゴ 泉元子）
理想健康セットを飲み始めて、最初のびっくりは、
１週間目に宿便が出て、半年間どうしても治らな
かった膝の痛みが全く消えたことです。1 ヵ月後
には、激痛のため市販の鎮痛剤では抑えられな
いほどの２０年来の生理痛が、薬なしで過ごせる
ほど軽くなったのです。さらに、目の下の隈が２ヶ
月後に無くなり、一気に様々な症状が改善したの
には本当に驚きました。周期的にやって来る、頭痛、
めまい、湿疹といった好転反応を乗り切るたびに、
一つ元気の階段を上っているのを実感します。
今まで頭の中でモヤモヤしていた霧が晴れて、
体にエネルギーがどんどん充電されていくのがわ
かります。
そして、飲食、喫煙に加え、ここ数年引きこもりに
なり、通常処方される２倍の睡眠薬に頼って生活
している父が変わるきっかけになればと、必須プ

ラスセットを勧めました。「サプリメントなんて、どう
せ効かない」と半信半疑の父でしたが、１ヶ月後
には、睡眠薬を一切飲まずに、毎日大いびきを
かいて眠れるようになり、お酒とタバコの量も激減
しました。
父の場合、栄養補強開始と同時に睡眠薬を飲む
のを止め、最初の数週間はさすがに眠れずに苦
しそうでしたが、栄養補強で、つい薬に頼りたくな
る気持ちを抑える精神力と体力を培い、薬を完全
に断ち切る助けになりました。結局、薬では弱っ
ている気力、病んでいる気持ちは治せないので
す。元から体質改善を促す栄養補強と、医者の
一時的対処法の薬との根本的な違いはここだと
思います。親子共々、薬いらずになり、これから
のいろんな改善が大変楽しみです。

泉元子さん
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２０年来の花粉症におさらば！ （宇都宮市 印南澄子）
宇都宮から、郡山での雅代さんの講演会に駆けつ
けました。情熱いっぱいに真実を主張し、日本のた
めに頑張っている雅代さんの姿に感動し、理想健
康セットを飲み始めました。すると、すぐに体の中から
エネルギーが湧いて来て、先ずドライアイが治り、
仕事で目を使うのでとても助かりました。

印南澄子さん

また、私はこの２０年間、ずっと花粉症で苦しんで来
ました。目の充血、かゆみ、鼻水、鼻づまり、くしゃ
みが止まらない時もあり、１年のうち４ヶ月は、病院
通い、ひどい時は注射を打って、症状を抑えていま
した。夜は呼吸困難で眠れない時もありました。そ
れらの症状が、この栄養補強で、嘘の様に“ぴたり”
と止まり、全く症状が出なくなったのです。

もう、花粉が飛んでいても、マスクや眼鏡なしでおし
ゃれができ、外で太陽の光をあてたふかふかの布
団でも眠れるようになりました。まさか、あんなに苦し
められていた花粉症に、いとも簡単にさよならでき、
こんな嬉しい日が来るとは思ってもいませんでした！
元気になると良いこと起きるとは、雅代さんの名言ど
おりで、私の体調が良くなった話を周りにし始めた
ら、困っている人たちも飲み始めて、今経過を見て
いる段階ですが、どんどんよくなりつつあって、自分
が少しでもお役に立っているのを嬉しく実感する日
々です。この栄養補強に出会え、本当に幸せです。
有難うございました。

成す術がなかった息子の難病、血液病が３日後に劇的に回復！ (高知県 関田雅恵)
私は１歳８ヶ月の一人息子を持つ主婦です。昨年、息子が
６ヶ月の時に、自分の抗体が血小板をどんどん壊してしまう
“特発性血小板減少性紫斑病”という原因不明の難病と診
断されました。この病気には、１０万人に１人の割合でなり、
その内の約９割は、２週間程度で完治し再発もしないそうです。
しかしながら、息子の場合は１割の方に当てはまり、約４ヶ
月 間の入 院生 活を 送りまし た。主治 医の言葉を信じて、
その間、数回の血液製剤やステロイドの投与を繰り返しまし
たが、血小板の数値が上がるのは一時だけで、更にその後
は減少を続け、ほとんど血小板が無いという状態でした。顔
色は悪く、ほんの少し何かに当たっただけで、皮下出血で黒
いあざができ、成す術も無く、ただただ“出血しないように”と
祈る毎日でした。

そんな矢先に息子の事を我が子の様に気に掛けてく
れていた知人から、越山さんの本とチュアブルを頂き
ました。息子はチュアブルを気に入って、一度に１０個も
食べていました。ちょうどその３日後が検査日だったの
ですが、本当に今でもあの感動は忘れられません。数値
が安定したとか、少し上がったとかいう次元ではなく、
驚いたことに、正常値に戻っていたのです！血色が
みるみる良くなり、ステロイドの副作用で濃くなった体毛、
異常にまん丸になった顔もすっかり元に戻りました。
以前は、毎日不安で後ろ向きにしか物事を考えられず、何かにす
がる事ばかり考えていたように思います。今回の事をきっかけに、前
向きに納得するまで物事に取り組むという自信がつき、本当に感謝
しております。

スキー後の筋肉痛や花粉症、生理前症候群、倦怠感を克服！ （大阪 ３０代女性）
私は、肩こりがひどく、週に一度は母と一緒に近くの鍼灸院に通
う日々が続いていました。生理痛もひどい状態で、慢性的な体の
だるさが続き、朝起きもしんどく、ひどい時には家事をやる気が起
きず、誰にも言えない辛い日々を送っていました。そんな時、知り
合いの薬局の方から勧められ、ガードとスプリングを開始し、すぐ
に、だいぶ体が楽になり、やる気も出て、声にも張りが出ました！
この栄養補強が本当に凄いと実感したのは、この冬に家族全員
でスキーに行った時です。毎年、スキーから帰ってくると、家族全
員、筋肉痛の嵐で、まるでロボットのように、ぎこちない動きしかと
れないような状態でした。「スキーの前にスプリングを飲むと良い」
と薬局の方がアドバイスしてくれたので、早速、試してみました。
すると、驚いたことに、家族全員、あれほど毎年苦しんだ筋肉痛
が全然出なかったのです！このことがキッカケとなり、我が家で
は、この栄養補強は本物だ！という確信が持て、親戚や友人に
も紹介し、みんな大喜びしています。

子供たちは自分達からせがむ位、喜んでチュアブルを食べ、非
常に気に入っています。チュアブルを開始してから、毎年悩んで
いた花粉症の症状が一切出ていません！子供は体に良いもの
が直感で分かるのでしょう。
さらに、私の生理痛がひどいかったので、バランスを加えました。
最初の生理の時に、恐らく好転反応で、１日寝込み、一日中全く
やる気がなく、痛みも相当ありました。少し大変でしたが、その後、
生理前症候群の症状や生理痛も、だいぶ楽になりました。今で
は、鍼灸院に通う回数も激減し、鍼灸師さんからは、「以前は、鍼
が入りにくい体質だったのに、鍼が入れやすい体に変わってきま
したね！」と言われました。この栄養補強は、目に見える変化だ
けでなく、見えないところでも、実に効果があるのだなあ、と感心
しています。
「こんなに素晴らしい効き目の栄養補強を、これからも手放すこと
はできないよなあ！」と家族や知り合いと話し合っています。

© 2004 Quest Group International, Inc.
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会社からの報告事項 Corporate Announcements
ソラヤトン・クリームといおうクリーム販売終了のお知らせ：

PHONE:
1 (801) 765-1301

ナノボタニカ スキンケア発売に際し、従来のソラヤトンクリームといおうクリームは、現品限
りで販売を終了とします。尚、敏感肌・乾燥肌やアトピーの方には、ナノボタニカの敏感
肌・乾燥肌用セット、さらに、ファイコティン クリームとアロエジェリーの両方、又は、どちら
かを症状に合わせてのご使用をお勧めします。また、これらの２種はご家族全員で同様に
お使いいただけます。詳細は、担当者にお尋ね下さい。

FAX:
1 (801) 765-1316

サポートセンターのホームページ、新たにオープン！：

967 West Center
Orem, UT 84057 USA

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

サポートセンターのホームページが新しくなりました。こちらは、クエスト社からのお知らせ、
ご注文に関する情報などがありますので、ご覧下さい。www.questgrp.jp 尚、「日本を元気
にする運動」のホームページは、www.masayo.us となります。

ネオソースの色や味について：
ネオソース製品の色や味がボトル毎に違っているのは何故かというご質問をいただくことが
あります。それは、ネオソースが全て新鮮で自然の原材料を使用し、高度な技術で、可能
な限り効果・色などが同じになるようにしていますが、わずかに色などが異なる場合がある
からです。チュアブルは、オレンジの果汁で味付けしており、色や味が多少異なることがあ
ります。化学の安価なビタミンなどは、化学的にも同色にすることができます。しかし、ネオ
ソースは、全て自然の原材料を使用し、製品の効果に自信がありますので、もし、ご満足
いただけない場合はいつでも「１００％払い戻し保証」付きです。

カスタマーサービス用 Fax
03-5915-2661

自閉症の孫から電話が来るようになりました！ （横浜市 白井裕子）

日本サポートセンター
メールアドレス
post@questgrp.jp

私の孫息子は､３歳の時､自閉症と診断されました。漢方薬や玄米食などやってみましたが､
変化は無く､名前を呼んでも､ドアが開いても､なんの反応も無い状態でした。そんな時､
｢健康大革命｣を手にし､講演会に参加し、いけるという確信を持ち､４才２ヶ月の時に私と
同時にサプリメント取り始め、偏食気味だった食生活も改めるよう努めました。

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

最初はなかなか食べてくれなかったチュアブルも､母親が５個づつ砕いてリンゴジュースに
混ぜ､一日２～３回飲ませました。１ヶ月過ぎた頃から｢パパ､ママ｣と少しづつ言葉が出始め､
３ヶ月目にフラックスオイルを足し始めてからは､もっと言葉の数が増えてきました。
そして５ヶ月目､｢おばあちゃん､コンニチハ！｣と初めて電話をくれたのです！！私は孫の
変化に驚くと共に､嬉しくて嬉しくて･･･本当に感謝しています。文章で話せるように、お友
達と遊べるようにと、課題も多いのですが、希望をもって頑張れます。私自身の喘息も楽に
なり､飲み薬は不要になりました。

栄養補強、解毒、ナノボタニカで人生１８０度好転 （シアトル近郊 菊池みどり）
“月面クレーター”と呼ばれ傷ついていたニキビの学生時代。その後も私の超敏感肌に合
う化粧品が無く、皮膚は私の悩みの種でした。ナノボタニカは、全て自然成分で、刺激が
一切無く、今まで使ったどの商品よりも優れもので、画期的な効果にも大感激！ニキビ跡
も栄養補強と解毒でほぼ改善し、今回ナノボタニカでは超特急で肌が白くなり、殻を剥い
たゆで卵の様にツルツルぴかぴか。シミ・日焼け跡、目じりの小ジワも大幅に減少。学生時
代と比べたら、“みにくいアヒルの子が白鳥”に大変身した気分。最近、元劣等感の原因だ
った私の肌が褒められ始め、自尊心や自信も増し、不思議と人生もより明るく楽しく大変身
しました。
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