「アメイズィング リザルト」
２２０ ボルト クラブ／クエスト グループ

（意味：驚くべき結果）
２００4 年 9 月 第 11 号、第 11 刊
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－私達の皮膚はどれだけ安全？－
How Safe is Your Skin?
ア メ リ カ の 消 費 者 保 護 団 体 “ Environmental
Working Group” が、2004 年 6 月に、人体に悪
影響を及ぼす有害な化学物質を使用しているス
キンケア製品の名前を公表しました。この団体の
安全委員会の調査によると、365 種類ものシャン
プー、髭剃り用製品、基礎化粧品などに、１種類
以上の有害な化学物質が含まれているそうです。
その中には、エリザベス・アーデン、ニュートロジ
ーナ、ダヴ、レブロン、メイベリン、バイオレージュ、
ロレアルなど有名ブランドの製品名が列記されて
います。
どのスキンケア製品も 100％自然で安全な物でで
きているのではありません。成分を安定させたり、
固めたりするのに必要な合成材などは、様々な
原料からできています。安価で競争力のある製
品を作る為、メーカーによっては、安全性や効果
よりも価格の安い材料を選ぶことがあります。
発されました。例えば、香料や着色料なども自然
の植物エキスなどを使用しています。剥離（はく
口から入れた物を体が吸収するのと同様に、有 り）効果のある製品は、肌に有害なものでなく、自
害な化学物質も皮膚を通して吸収され、内臓な 然の植物で穏やかな剥離効果を持ち、お肌に栄
どに悪影響を与え、体全体に様々な問題を起こ 養を与える成分を使用しています。
す原因となっています。下記の日本やアメリカで
出版されている出版物は、皮膚や毛穴につける 今号は、ハワイと日本在住の鍼灸師、薬剤師の
物の安全性の重要さを教えてくれます。
鍋島健士先生に「顔のつぼ、浄化反応、心のあ
り方」などについて教えていただきました。その
ナノボタニカは、有 害 な 合 成 材 や 化 学 物 質 を 他、栄養補強や基礎化粧品での画期的な体験
一切含まず安全な自然の成分だけを使用し、開 談などを特集しましたので、お楽しみ下さい。

「スキンケア、化粧品の
成分辞典」
Natalia Michalum 著
Milady （出版社）

パーマ液や毛染めの恐ろし
さ等、美容業界のタブーを
告白、「私の頭に毒をかけ
ないで」 白川雅紹氏著
Tel: 0551-48-3710

www.infinite-web.co.jp

有害物質なしの家庭用品、化粧
品、食品の消費者ガイドブック
「安全買物バイブル」
David Steinman,
Samuel S. Epstein 著
Wiley Publishing, Inc. （出版社）
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鍋島健士（なべしまけんし）先生のご紹介 Mr. Nabeshima
１９２８年、佐賀県生まれ、鍋島藩の子孫。長崎の原爆を受けながらも、自然治療で見事克服。長崎医大
付属薬専（現・長崎大学薬学部）卒業後、東洋医学に魅せられて漢方薬を学び、鍼灸師の資格を取得。
紆余曲折を経て、１９７２年ハワイへ移住。その後、ハワイでテキサス州の著名人を治療したことからダラス
へ。治療師として活躍する傍ら、剣道道場を開くなどして、米国人相手に日本文化を教える社会活動にも
従事。今でもテキサス州ではナベシマ・カップ争奪戦が開催されている。剣道６段、居合道５段。これから、
ハワイと日本を往復し、日本人の体と心と魂の健康の為、活躍する予定。著書には、「鍼と剣」（文芸社）、
「花の中年テキサス奮戦記」 （講談社）、竹村健一氏との対談「日本人よ、侍スピリットでよみがえれ！」
（致知出版社）、英語版「The Needle & The Sword」（鍼と剣）（自費出版） がある。ニックネーム、ハリケーン
（鍼・剣）鍋島。先生の日本での講演、鍼治療、弟子の養成を心待ちにしている人、日本中に一杯。
私達の誇るパワーメイト、
鍋島健士先生

ハリケーン（鍼・剣）鍋島
ナベシマウェイ「元気への知恵袋」
皆さん、こんにちは！
今日は、皆さんの大のお気に入りのナノボタニカを使い、より美し
く健康になれる、とっておきのお話をしましょう。

１．顔を使い体の問題をさぐる方法
最近はよく、手や足の裏のつぼの事が言われますが、実は顔にも
体全体のつぼが密集しているのです。私は通常まず患者さんの
顔を見て診断します。全体の顔色、つや、はり、くすみ、しわ、そ
して老斑、湿疹、吹き出物、はれなどの問題が顔のどこら辺にあ
るかにより、何とその人の体の状況が大体分かってしまうからです。
私が通常治療に併用しているのは、図にある平田式の顔を１２に
分ける、地球儀の横線の緯度みたいなのと、縦割りのような経絡
経穴（すじとつぼ）です。それと今までの体験を応用し、まず患者
さんの顔の様子でその人の体の調子をさぐります。その後体で診
断します。ですから皆さんも私と同じようにご自分の顔から、体の
全体の問題を知る事もできるし、また顔のつぼに刺激を与える事
により、体全体を健康にする事ができるのです。

２．瞑眩＜めんけん＞せずんば、病いえず（東洋の格言 /
昔からの医療の叡智）
ナノボタニカを使用して、多くの人達に好転反応が起きていると
聞きました。これはとてもおめでたい事です。この本当の回復の
前に自分の体や心の悪い弱い所が一時的にもっと悪くなったよう
になる状況を、東洋では一般に瞑眩（めんけん）、日本では好転
反応、英語ではクレンジング リアクション（浄化反応）と呼びます。
東洋医学では何千年もの間、健康問題を越えるには程度の差こ
そあれ必ず起きる、この瞑眩反応を体験できなくては、病から本
当に解放されないという、叡智の格言のような表現があります。本
当に効果のある良い物であればあるほどこの反応が起きます。多
くの人達にこの反応が起きるという事実から、このナノボタニカの
スキンケアが、どんなに自然で優れた物かとういう事が分かります。
この反応が起きたら、心配せず、効果が出始めていると感謝し、
できるだけお水を飲むようにし、体から蓄積された老廃物や毒物
を出すのを促進させるのがこつです。「効いている、効いている、
シメシメ。」と安心して喜び、元気になった自分をイメージするのも
回復を早めます。

３．好転反応で自分の体を知る
面白い事に、大まかですが、皆さんの好転反応のできる顔の場
所によって、自分の体の弱い所も推察できます。多くの人達は、
おでこや毛の生え際にボツボツができたと聞きました。これは、こ
の顔を１２に分けた分析から見ると一番上なので、婦人科系の問
題と想像がつきます。また、あごの下部のえらあたりも多いそうで
すが、驚くかなこれも婦人科系なのです。この平田１２帯分析では、
体の部分をすべて平行に１２に分け、 首も同じように１２に分ける
と、その一番上があごの下のあたりで、生殖器の問題とわかります。
越山雅代さんは鼻の下の横の線から下に集中してボツボツが出
来たので不思議だと質問がありました。これは肝臓、心臓、肺、気
管支で、声、アレルギーに関連していると説明すると、「昔からそ
こが私の弱い傾向」と感激なさってました。このように血液を通じ
て、自分の体の弱い所の老廃物や毒物などが、先に浄化され健
康になった顔に流れてきて、ボツボツとして出てくるようです。
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Continued
４．顔を美しく健康にし、体全体にも良い事を起こす

５．アロマセラピー、瞑想効果をより強化させよう

多くの方は気づいてないのですが、実は、皮膚は人間の体の中
で肝臓の次の浄化機能を果たす、体の中で一番大きい大切な臓
器です。ですから、このナノボタニカで顔だけでも、しわになった
古い角質やしみ、くすみを取りきれいに健康にすると、自然と体
の他の部分からの老廃物や毒物が、血液を通してきれいな所に
流れてきます。そして、顔の皮膚を通して、好転反応として他の部
分からの毒物が排泄されるので、体全体にとって素晴らしい出来
事です。東洋医学では皮膚は肺と大腸に属し、呼吸や排泄に関
わるのです。

ナノボタニカの製品は、どれも世界中からより選ったハーブ（植物）
で作られており、アロマセラピー効果が抜群で、心地よいハーブ
の香りが心身共に幸せ気分でリラックスさせます。ですから、この
顔にあるつぼとアロマセラピーを２つ賢く合わせると、顔だけでな
く、体、心、魂にまで益々良い事が起こせます。

次に体の中で一番大きな臓器である、顔の皮膚部分が生き生き
健康になると、毛穴から酸素などもどんどん体に取り入れ易くなっ
たり、顔の皮膚が体全体に良い事を作用し始めるます。この健全
になった顔の皮膚が体全体の機能のヘルプともなり、通常体の
浄化機能を果たしている肝臓や腎臓の負担も減らします。
それに加え、他の一般の化粧品に含まれる化学物質を皮膚につ
け、毛穴から血液の中に入れる代わりに、活性酸素と戦う自然の
ハーブで、ナノテクノロジーの高質の抗酸化物の成分などを皮膚
につけます。ですから、皮膚の表面だけでなく、体に望ましい物
が毛穴から血中に流れる事になり、体中にもとても良い効果をも
たらします。

まず、自分の顔をなぜながら触っていくと、特別に痛く感じたり、
凝っているような感じや、気持ちの悪く感じるところがあります。ま
た平田１２帯の図に従い、皮膚の健康状態やしみ、吹き出物や好
転反応、その他の問題で自分の体の弱い所を大体察する事もで
きます。
それらの異常を示している箇所を、入念に長めに、押したりもん
だりするのです。私は、「きも たい」という表現を使います。きもは、
「気持ちがよい」ぐらいのきもで、たいは、「痛い」からのたいです。
ちょうど、「気持ちがよい」と「痛い」ぐらいの間の強さで押したりも
んだりするのです。自分の体はよく知っているので、嫌になったら
止めるとよいです。
また、お風呂の中でボケーッとするのは脳波がリラックスし、ヨガの
効果もあり、心、体、魂の健康にとても良いのです。カラスの行水
のようにすぐ出てしまわないで、ぬるま湯で半身浴を２０分ぐらい
楽しみながら、折角のこのアロマセラピーやつぼを刺激できるチ
ャンスを活用しましょう。

６．感謝して心を素直に開けて、楽しく気を取り入れる
顔の他に私のお勧めは、手、足の薬指以外の、他の
指の爪の下の、各々左右２ヶ所を、爪や指や丸くとん
がっている物などを使い、それぞれ２０秒ずつ、１日２
回押す事です。これらのポイントも体全体につながっ
ているので、３ヶ月も続けると体に大きな良い変化を感
じられます。これはテレビを見ている時、座っている時、
人と話している時など、いつでもできるし、湯船につか
っている時などは最高です。顔やこの指先や体をマッ
サージしながら、老廃物や体に悪い物が手と足から抜
けているとイメージし、「抜けていく」「抜けていく」、最
後に「抜けた。ありがとう。」で締めくくると効果が増強し
ます。
また、自分の顔を「きもたい」程度に押したり、ゆっくり
マッサージしながら、自分の顔が白く、若く、美しく、小
顔で健康に輝いているイメージを強く心に抱く事。そし
て、心からも不安、心配を追い払い、自分の顔、体、魂
に感謝し、自分を大切にケアをし、「天国エステ」と呼
ばれているこの気持ちの良い安らぎの時間を心からエ
ンジョイするのです。そして安心してリラックスし、素直
に心を開けると、「気」がどんどんあなたの心、体、魂に
入ってきて、あなたは、心身共により美しく健康に輝き
始めますよ。是非お試しください。

© 2004 Quest Group International, Inc.
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製品のご紹介：セリューション C（美容液）Product Spotlight Cellution C
セリューションC
を塗ったりんご

セリューションC を
塗っていないりんご

“スーパー美容液”と呼ばれるナノテクノロジーの
スーパースター。ビタミン A,C,E,補酵素 Q10、アロ
エ、カモミールエキス、人参エキスなど天然植物
抽出液を含む２２種類の老化防止成分配合で、類
を見ない最高の美白・蘇生効果。酸化防止。

開始時

写真は、セリューション C が、どれだけお肌の酸
化を防止するかという実験を、りんごを使用して行
った結果です。セリューション C を塗っていないり
んごが、時間の経過と共に酸化し、どんどん茶色く
なっていくのが一目瞭然です！

３０分後

９０分後

９・１０・１１月の講演会予定 Masayo Seminars
越山雅代さんの “誰でも幸運体質になれる実践のコツ” を
大公開！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れると大好評。今、話題
のナノボタニカ・スキンケアのお試しも可能。
９月 ３日 （金）鹿児島
４日 （土）福岡
１２日 （日）東京
１０月 １６日 （土）東京
２３日 （土）大阪
＊この他、北海道、郡山、埼玉、宮崎と１１月の東京・大阪
は現在準備中。

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。

綺麗になったと褒められることが多くなりました。（サンフランシスコ 高原操）
スキンケアを使用して、すぐ翌日に、驚いたことに、
私の尊敬するある男性から、“綺麗になりましたね
～！”と褒められました。健康グル（指導者）のような
その男性から「綺麗になった」と言われたのは初め
てで、すごく嬉しかったです。お化粧方法を変えた
ということもあったのですが、このスキンケアとの相
乗効果かとも思いました。
先日も、歯医者さんに行ったら、アシスタントの女性
がカルテに載っている私の生年月日を見て、「まさ

かあなただとは思わなかったわ。この歳にはとても
みえないわね！」（現在４５歳）と驚かれました。
超微粒子の洗顔フォームが特にお気に入りです。
細かい泡がお顔を包んで一日の疲れがすっと落ち
る瞬間を楽しんでいます。
今使用して３週間ですが、最近、人に綺麗になった
と褒められることが多くなり、とても嬉しいです。これ
からの自分の変化が凄く楽しみです！

高原操さん:サンフランシスコで
魂の喜ぶツアー、イベントを企
画。著書「パワースポット、シャ
スタ山の歩き方」（ヴォイス社）
www.journeyforsoul.com

乾燥・ざらざら肌・ニキビ・吹き出物を克服！ 美肌になり、メイク崩れも全く無し。（西宮市 吉本賀津子）

美肌・化粧崩れ無し、
吉本賀津子さん

乾燥肌でアトピーのようなざらざら肌とニキビ・吹き
出物が気になっていましたが、ナノボタニカを使用
してから驚くほど肌のキメが細かくなり、ザラザラが
無くなり、肌がとてもしっとりとして、綺麗になりまし
た。そのせいか、メイクをしていても一日中メイク崩
れせず、常に綺麗な良い状態を保っていられるよう
になったのです。

先日旅行に出かけた際、旅行用として前に使用し
ていた某有名メーカーの携帯用スキンケアを持って
いったところ、以前気になっていたメイク崩れが起こ
り大変でした。ところが、戻ってからすぐにナノボタ
ニカを使用したところ、またキメの細かいメイク崩れ
しない肌に戻り、その即効性と素晴らしい効果を改
めて実感しました。ナノボタニカは私にとって、もう
絶対に手放せないスキンケアです！
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《もらいおじいちゃん 》Jolly－楽しい－Times
ロブ・ジョリー筆（越山雅代さんのご主人）
私と同じビルに住んでいて、私の大好きなゴルフ仲間、今年８０歳のマックスは今
年の春、最愛の奥さんを亡くしてしまいました。お子さんもいない事もあり、私達は
彼を淋しく不便に放っておけないので、「もらいっ子」の代わりに、「もらいおじいち
ゃん」をしました。
できるだけ家族のように色々な楽しい行動をし、もちろんゴルフ、コンサート、散歩、
買物なども一緒です。夕食は毎晩私の所で食べてもらいます。
マックスは昔より痩せたので、夕食を作る雅代には、「彼を健康な方法で理想体重
まで上げなくてはならない」という大きな課題があります。それで、夕食後、毎日変化はありますが、多くの場合は体によい様々な果物
やナッツを使い、フローズンヨーグルトを上にかけたりして、その上をまたチョコレートとさくらんぼで飾り、フルーツパフェのような、色と
りどりできれいな、とても健康的でおいしいデザートを作ります。
ある日、雅代が日本へ行っていた時でした。いつものようにマックスと私は男同士二人で買物へ行き、マックスは色々な果物を沢山買
い込みました。
夕方５時頃、突然彼が、「夕食の前のデザートだよ」と何やら見た事のあるような物をニコニコして私の所へ届けてくれたのです。それ
は、彼が私に作ってくれたデザートでした。彼はパーキンソン病があるので、手が震えている
ので、色々な果物を小さく切るのはさぞ大変だったと思います。でも、彼なりに精一杯何か私
が喜ぶであろう事をしてくれたかったのだと思います。でも、何をしたらよいか分からないので、
雅代の真似をして、雅代のと全くそっくりのデザートを私に作ってわざわざ持ってきてくれた
のでした。その可愛い優しさと思いやりに私の心はあつくなり、顔はとろけてしまいました。
私は、雅代に国際電話をした時、この心暖まる話をしました。すると彼女はウルウルして言っ
たのです。「やっぱり人間というのは他人に喜ぶ事をさせてもらって自分が嬉しく感じるように
作られているのね。でもどのようにして回りの人を喜ばせたらよいか、さっぱり良いアイデアが
出てこない。でもマックスのように真似をする事ができる。だから、皆が自然体で良い事のアイ
デアややり方を行動で広げると、回りが良い事を真似しやすくなりニコニコが広がるね」と。
マックスは私達にご馳走になってばかりで悪いとよくレストランでご馳走してくれます。写真は
彼の大好きな、パーチという名の魚と蛙の足で有名なレストランに行った時のものです。マッ
クスの後の棚には、色々な蛙が飾ってあります。ちなみに、私達は蛙は苦手で魚を食べ、家
へ「無事カエル」でした。

この簡単デザートの中味は？
バナナ、パイン、マンゴ、ブルーベリー、
ラズベリー、ブラックベリー、クランベリー、
チェリー、ピカン、フローズンヨーグルト、
チョコレート、家の鉢で育ったミントの葉

先日マックスの体重を量ったら、３ヶ月前よりなんと２．５キロ増えていました。本人も顔色も体
調も良く、皆で大喜びです。

心の栄養－An Apple A Day
夢 ゆめ
夢あるものは希望がある。
希望あるものは目標がある。
目標あるものは計画がある。
計画があるものは行動がある。
行動あるものは実績がある。
実績のあるものは反省がある。
反省のあるものは進歩がある。
進歩があるものは夢がある。
（本山新峰・高橋是清元総裁のお孫さん）

私のコンピューターの後の壁に掲げてある言葉です。
夢や希望がある人は結構いるのですが、行動、実績、反省まで
至る人が少なく、とても残念なことです。
頭で考えていても何も起きません。とにかく行動、行動、実践、実
践です。この言葉のように、そこまでしないと、いくら良いアイデア
や理想があっても、何も起きません。考えるだけでは、非生産、
非創造的で、何もしないのと全く同じです。
悲しいかな、多くの人達は、ここの一番重要な“行動、実践”が私
達の弱点でもあり、成功への鍵・要だという事に気づいていない
のです。（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
家族全員が画期的に好転、健康と笑顔が戻りました！（高知県 山田貴子）
私は出産後、倦怠感・偏頭痛で、たびたび寝込む状
態が続いていました。それに加え、息子は２度目の
予防接種を受けた生後 10 ケ月頃から、肺炎・気管支
炎・扁桃炎と次々に病気になり高熱が続き、毎月入
退院の繰り返しでした。付き添い・入院が続き、私も
ヘトヘトになりインフルエンザをこじらせ入院。そし
て、退院した直後に息子が中耳炎でまたもや入院し
てしまいました。
山田貴子さん、龍樹
（りゅうき）君、高司
（たかし）さん

たら、その後耳垂れが 2 回ありましたが、2 ケ月半程
で病気と全く無縁になりました。

“自分もフラフラなのに…”と心細くなり姉に相談した
ら、姉が栄養補強を送ってくれ、半信半疑ながらガ
ード 6 錠・スプリング 1 錠を就寝前に飲んだところ、翌
朝には体がスッキリ。30 年来の慢性鼻炎もいつの間
にか無くなり、心身ともにエネルギーが湧いてきました。

同じ頃、家族の入院が続き疲れが限界にきたのか、
2 年程前から不眠・鬱症状のあった主人の症状が悪
化し、引きこもり状態に。理想健康セットを飲み始め
たところ、それまでは外へ出るのも嫌だったのが元
気に外出するようになり、仕事をやる気力も湧いてき
ました。また、睡眠導入剤なしでも睡眠が可能にな
り、鬱で悩んでいる知人の家族が、どんな方法で治
ったのか相談してくるほどまでに回復。さらに、自分
がかねてより希望していた海外の仕事もまわってき
たりと、良い事尽くめになり、心身共に元気になった
ら、運まで良くなって来ました。

1 歳 8 ヶ月の息子にもチュアブルを毎日 15 錠与え始
めたら、１週間後に耳垂れ・ジンマシンが全身に出
て不安になりましたが“体内に溜まった毒が出ている
証拠。心配無用！”と姉に励まされ、様子をみてい

それから、私はスキンケアも最近開始し、気になって
いたシミまで薄くなり、非常に喜んでいます。こうし
て、栄養補強とスキンケアのおかげで家族に健康と
笑顔が戻り、感謝の心で一杯です。

６年間苦悩した膠原（こうげん）病・すい炎を克服し、心身ともに健康に。（広島県 H. S. ）
娘は中２の時に歯の矯正をし、中３の秋頃「結節性紅班」という病
気になり、ステロイド系の薬を約２年間飲み続けました。それが治
ると今度は、急性すい炎にかかり、高３の時に通院しながら治療し
続けました。
大学生になり、一人暮らしを始め、また急性すい炎にならないよう
にと食事制限をし、すい臓の働きを助ける薬を飲んでいました。
時々検査し、十分気を付けていたのでが体調がすぐれず、せっ
かく大学生になったのに自分のしたいことが思うようにできないよう
でした。発熱、中耳炎、足に紅斑が出て、ステロイドを２ヶ月飲んでい
た時もありました。そして、とうとう昨年大変な事になったのです。
夏ごろから体調を崩し、高熱、赤斑、下痢が続き、いよいよ入院。
「腸管ベーチェット」という病気も見つかり、こちらも膠原病の一種
なので完治しにくいと言われ、２ヶ月近く入院し、退院後、大学に
復帰。
しかし、２週間程ですい炎をおこし、緊急入院。元の病院で治療
を始めましたが、すい臓のアミラーゼの正常範囲が１２０なのに
１２８０もあり、薬を使えば使う程数値が上がり、医者も何故と首を
かしげていました。数値が１０００を超えると命にかかわると聞いて
いたので、私は大変心配で、涙涙の毎日でした。なす術が無く、
せめてすい臓に負担をかけないようにと絶食をし、その代わり栄
養を点滴で入れていました。
その頃、私は偶然書店で越山さんの「健康大革命」に出会い、越
山さんの講演会に参加し、まずは、自分が元気になることが重要

とアドバイスいただき、栄養補強を開始し、体に良い事を実感し
ていました。ビルさんのリーディングで、「娘さんが病気を克服し、
元気になって、将来、多くの人を助けているのが見える」と言わ
れ、“娘は絶対に治る”という確信が持て、勇気が湧いて来まし
た。それが伝わったのか、娘はあれだけ嫌がっていたチュアブ
ルを毎日１錠ずつ飲み始め、１週間後には「元気が出た」と言い
出し、徐々に量を増やしました。祖母のヘルニアが驚異的に快
復したこともあり、娘も安心して開始することができたのでしょう。
１ヶ月後、アミラーゼが２００台になり、上がっていた肝臓の数値
も正常になりました。入院時の検査で胆のうに泥の様なものが
あり、胆のうを手術で取ることを勧められていたのですが、その
泥も無くなっていました。４ヵ月後に退院し、自宅療養し、他の
栄養も徐々に加え、今年１月には大学に戻りました。退院直後、
清水榮一先生の潜在能力開発法も親子で受講し、心の持ち方
が重要ということを教えていただいたのも、大変良かったと感謝
しています。
娘は理想健康セットを開始し２ヶ月になりますが、体調が良いよ
うで、今度は、自分から解毒もしたいと言って来ました。先日、
夏休みで帰省した時にも、家族全員、娘があまりにも元気なので、
とてもびっくりしました。随分忙しい生活を送っていますが、自
分のやりたいことができ始めたようで、本当に健康の有難さを思
い、お世話になった皆様に感謝の気持ちで一杯です。これから、
娘がどんどん元気になり、自分の夢や目標の実現に向かって
歩き始めるのがとても楽しみです。本当に有難うございました。
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乳児アトピーが２ヶ月でつるつるのきれいな肌に！ （札幌市 清水一朗の母）
私は、以前に越山さんの著書を読んで大変刺激を
受け、何度繰り返して読んだことか…。その越山さ
んの講演会が札幌であることを知り、直接に会って
話を伺いたいと参加したのが２年前です。私自身沢
山の健康問題がありましたので、越山さんにご紹介
いただいた栄養補強をすぐに始めました。喘息持
ちで、鼻水がよく出ていたのが、すっかりよくなり風
邪も全くひかず、子供の頃から病弱だったのが健
康でいられることをありがたく思って愛用していまし
た。栄養補強を始めてから妊娠、長男を出産した直
後から母乳がたっぷり出て、病院でとても誉められ
ました。そんな訳で「子供の成長もすこぶる良好だ
し、アレルギーなんて…」と人ごとだと思っていました。
ところが、息子は、生後４ヶ月の時に乳児アトピーと
診断されました。ほっぺた・耳・首・手・足と湿疹だら
け。ほっぺたはじゅくじゅくがかさぶたになって、顔
が腫れあがり、人相も変わってしまうほどでした。昼
間は気をそらすために手遊びをしたりずっと相手を
して、特に夜中は掻きむしらないようミトンをはめ、
何度も起きる子供につきあって私もへとへとになりま
した。
息子のアトピーが悪化する一方だったので病院へ
行き、血液検査を受けると卵白にアレルギーがある
ことがわかりました。（原因としては私自身は卵が大

好きだったので、妊娠中も自然卵ではありました
が、ほぼ毎日食べ続け、出産後も好んで食べてい
たこと、妊娠前に解毒をしましたが十分ではなく、ま
だ毒が沢山溜まっていたのが、母乳を通して息子
にいったと思われます。）
チュアブルがアトピーにもいいと知っていたのです
が、その頃は離乳食も始っていないし食べさせられ
ないと思い、やむなく病院での治療を受け入れてし
まいました。顔中に薬を塗り、包帯でぐるぐる巻にさ
れたり大変でした。
そんな時、チュアブルを砕いてお湯に溶かせばい
いことを教わり、飲ませてみました。フラックスオイル
も離乳食に混ぜて食べさせました。それも効果があ
ったと思います。はじめの１ヶ月ほどは赤く炎症が
続き、好転反応のような症状が続きましたが、２ヶ月
でつるつるに、みんなから見違えるようにきれいに
なったねと言われるようになりました。
今ではよく食べ、よくハイハイして体を動かし、みん
なに笑顔をふりまいています。風邪も１度もひいた
ことがありません。甘くて飲みやすいのでチュアブ
ルが大好きでどんどん飲みます。体に負担をかけ
ずこんなに簡単によくなるなんて、本当に栄養補強
の素晴らしさをあらためて実感しました。
一朗君の見事な変化

約 4 年間全脱毛だった息子の髪、眉毛、まつ毛、脇毛がどんどん生えて来ました！（大阪 T. A .）
現在 15 歳の息子は、6 歳の頃に円形脱毛症になり、以後、症状
が悪化し、小学校の 3～4 年の頃には髪の毛だけでなく、眉毛、ま
つ毛なども全脱毛となりました。その後、ありとあらゆるものを試し
ましたが、時々、数本の髪が生えたり、抜けたりの繰り返しで、ま
ゆ毛も少々生えている程度でした。
中 3 の冬、必須プラスセット（パック、ガード、スプリング）を開始 1
ヶ月後位から、後頭部に髪の毛が 1 本生えてきて、また、いつも
の様に抜けるかも知れないと様子を見ていたのですが、だんだ
んそのまわりから肉眼で確認できるものだけで 10 本も生えて来た
のです。最初の 1 本よりかなり細く、短いですが確かに増えてきて
います。
以前は外食などで出かけても、髪の毛が無いことを気にして、帽
子を絶対に脱がなかったのですが、栄養補強開始後、どんどん
髪の毛も増えて来て、自信が出て来たようです。今春から、帽子

なしの高校に通い始めましたが、精神的にも落ち着き、自分なり
にすっかり慣れたようで、機嫌よく通学しています。
途中から、フラックスオイル（亜麻仁オイル）も加えて飲んでいま
す。７ヵ月後の今は、光に照らすと頭全体的に産毛が生えて来て
いるのが分かり、まだ黒髪はところどころですが、まつ毛と眉毛は、
私とほぼ同じになりました。また、去年まで全く生えていなかった
脇毛も、今年は沢山生えて来て、“男だ”と言いながら、皆に見せ
びらかしたりしています。先日、禿げのお客さんの多い、行きつ
けの床屋に行き、特別のマイクロスコープカメラで診断してもらっ
た所、接続のモニターには、頭皮の所に、肉眼では見えない、黒
い毛根がぎっしり詰まっていて、表皮の上に出て来さえすれば、
黒々とした髪の毛が生えて来るということが分かり、非常に感激し
ました。今までは何をやっても駄目だったので諦めかけていました
が、親子共々、息子の画期的な変化に心から感謝しています。

敏感肌・アトピーも克服し、最高潮に！ （東京都 E. S. 35 歳）
敏感肌で、アトピーもあり、使える化粧品が非常に限られ、苦労していました。目元は、季節の変わり目は特にカサカサ。炎症を起こ
しては抗生物質を使うこともあり、目の下にはクマまでありました。新しい基礎化粧品を試すと、いつも刺激が強すぎるか、肌に合わ
ないなどの理由で、肌に問題が生じるので、今回も、恐る恐るナノボタニカの使用を開始。2 日後くらいから、好転反応で、ちょっと目
の周りに刺激を感じたので小休止。しかし、使用感は気に入っていたので、1 週間後に再挑戦。今度は全く問題なく、その後、目の
下の皮膚も、ふっくら、しっとり。使い始めて 3 ヵ月後には、偶然出会った知人に「マジに 20 歳の肌みたい」と言われました。このスキ
ンケアを大変気に入っており、栄養補強もしているので、体調も非常に良く、目の下のクマも消え、お肌の状態も最高潮です。
© 2004 Quest Group International, Inc.
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会社からの報告事項 Corporate Announcements
～元気がなくて困っているお友達に日本ではまだ知られていないアメリカの最新
健康情報を教えてあげましょう～
お友達の名前と住所を添えてサポートセンターかエージェントにご連絡下さい。
アメリカ最新の健康情報満載のニュースレター（バックナンバーを含む）や資料を皆さんの
お友達にお送りします。
不老不死？長年の偏頭痛、肩こり、生理痛、蓄膿症、排便出血解消、一回で色白の美肌に！
(福岡県 安部田妙子)
私は、偏頭痛、肩こり、蓄膿症があり小学生の頃から３０年以上、頭痛薬を手放したことが
ありませんでした。私が通っている整体の施術師の方に相談し、クエストの栄養補強を勧
められ、早速試してみました。
ネオパックとネオガードを飲んで、３週間目に鼻からドロッと膿のようなものが出て、偏頭痛
も肩こりも蓄膿まで消えてしまったのです！それから、お通じも良くなり、医者から何度も手
術を勧められていた子供の頃からの排便時の出血が、気が付くと無くなっていました。中
学生時代からの陣痛のような転げ回るほどの酷い生理痛がネオバランスを飲んで８日目の
生理時には、全くなく、私も両親もその即効性と効果にビックリ！
さらに、越山さんの講演会でナノボタニカのスキンケアを１回試してみただけで翌朝、普段
あまり褒めたりしない主人が、「おまえ、今日、顔が白くなってるぞ。」と。急いで鏡を見る
と、本当に色が白くなっていて、透明感があり、凄く大きく目立っていた毛穴が、キュッと締
まっているのです！それ以来、ナノボタニカを毎日使っていますが、日に日に、肌が白くツ
ルツルになり、周りからも「肌がキレイになった」と驚かれ、どんどん生まれ変わったようにキ
レイになっていく自分の肌を実感しています！
クエスト社の栄養補強とスキンケア製品で、まるで“不老不死”を得た気分で、大喜びで感
謝しながら、回りの人達にどんどんこの素晴らしさを喋りまくっています。
痴漢逮捕！頭も冴え、体も軽快、反射的に犯人を長距離追跡。（千葉県 丹羽大輔）
僕は大学生ですが、先日、駅でバイトをしていました。皆さんご存知のように、日本の駅で
は、朝の通勤、通学ラッシュの時間に電車がとても混雑します。そのため、僕らのような、
「人を押し込む係り」として何人かのバイトが電車の入り口近くに立つのです。そして事件
は朝最も混雑する時間に起こりました。まずたくさんの人が電車から雪崩のように降りてき
ました。
すると突然一人の女子高校生が僕の近くで「痴漢―！捕まえてー！」と叫んだのです。そ
して一人の男が、階段を駆け上って、駅の出口の方向に向かうのが見えました。朝、しっ
かりとスプリングを飲んでいた僕は、頭も冴えていて、体も軽くなっていたので、反射的に
男を追いかけ始めました。男は駅の改札口を飛び越え、近くの大通りを走っていきました。
僕も負けずに追いかけていきました。男は道をくねくね曲がりながら走っていきました。差
はなかなか縮まりません。ですから、近くにいた人に「痴漢です！捕まえてください！」と叫
びました。すると運のよかったことに、その場に警視庁の方がいて犯人を取り押さえてくれ
ました。そして二人で近くの交番に犯人を連れていきました。

見事痴漢を逮捕
までの丹羽大輔君

後で、警察の方から事情聴取されました。そして、謝礼金として 5000 円をもらいました。そ
の時に、自分と犯人の男性が走った距離の長さを見せられてとても驚きました。スプリング
がなかったら、あれだけの距離は走れなかっただろうし、犯人も捕まえられなかったと思い
ます。もちろん謝礼金ももらえませんでした。社会の一員として責任を果たすことができて、
謝礼金ももらえて、とても嬉しかったです。
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