
ライフプラス製品体験談集 

 

体験談を募集しています。あなたの喜びを全国のメンバーに伝えてみませんか？ 

皆さんの協力をお願いします。 

 

 

｢スキンケア製品なんて大した事はないとお考えのあなた、考え直して見ませんか。｣ 

 １枚の写真（絵）に万感の思いが込められていると良く言われますが、そうだと本当に思います。｢フォー

エバーヤング製品｣があなたにもたらすもの、それは言葉で言い表すことができないものです。どうぞ実際に

あなた自身が試してみてください。 

１３年前ある夜帰宅の途中のこと、スピード違反のバンの車と正面衝突しました。すごい衝撃で、私の顔面

が車のフロントガラスを割るほどのものでした。百針以上の裂傷。ガラスの小さな破片がなかなか顔面からと

れませんでした。担当の医師は名医でしたが、顔に傷跡、唇の右側のこぶはどうしても残ってしまいました。

私はその事故で一命はとりとめたものの、二度と同じようなつらい思いはするまいと心に決めました。なんの 

巡り合わせか、｢フォ－エバーヤング製品｣を知り、私の人生は、大きく良い方向へと転換していきました。 

 ６年前に｢フォ－エバーヤング製品｣を使い始め、自分自身何を望んでいたのかわかりませんが、きっと事故

で悪くなった私の皮膚を快方へと向かわす手立てとなればいいのにと思いました。はじめは少しづつ…それか

らは見違えるように…段々と肌本来の色調へと変化していくのを感じるようになりました。３週間も経つと顔

の肌の色合いも健康的な色を取り戻し夫からも｢見違えるほどだ｣と言われました。まもなくすると、傷跡の端

が段々と人の目も気にならなくなるほどの回復ぶり。数ヶ月後には、ほとんど傷跡がどこにあるのかさえもわ

からないほどになり私もビックリしています。さらに、いつも口もとの形を整え直すのにリップライナーを使

っていたのですが、ある朝、唇の傷が消えているのにまたまたビックリしました。自分の目を疑ってもう一度

鏡を見直しましたが、結果はやはり同じなのです。私は、今４３歳ですが本当に｢フォ－エバーヤング製品｣

のおかげで、肌のつや、弾力性が良くなってきました。こんなにも変わった自分がいまだに夢を見ているよう

な感覚さえ覚えます。 

 ライフプラスに入社するずっと以前、私は化粧品業界に１５年間携わっていました。ですから、スキンケア

製品の品質なども良く知っています。今までいろいろ目で見てきましたし、自分の肌に一番合うものを求めて

きました。｢フォ－エバーヤング製品｣は正に、私が求めてきたものです。 

 私も多くの実例（フォ－エバーヤング製品を使って良くなった例）を知っています。｢フォ－エバーヤング

製品｣と肩を並べる製品はなかなかお目にかかれないのではないのでしょうか。あなたも試してみてはいかが

ですか。きっと納得するはずです。 

（ディナ・ゴラブ／アメリカ） 

 

  

 

 

 

 

 



コロダインで腸の調子が良くなりました 

２年前に手術を受けてから、腸の動きを活発にするためにコロダインを飲み始めました。 

お通じも規則的になり、今ではライフプラスの素晴らしい製品の数々を、友人にも勧めています。 

（愛媛 宮田） 

 

肩のコリに悩まされていました 

時折、肩のコリや耳鳴りに悩まされていましたが、プロアンチノルズと 

カルディオキーレックスを飲み始めてから体調が大変良くなりました。今では、 

快適に毎日を過ごせるようになりました。 

（愛媛 和田） 

 

ダイエットに成功 

アミノライズとシェイクを飲み始めて、４ヶ月で１０キロもやせました。 

７ヶ月で更に３．５キロ減り、７２キロあった体重が今では５２キロになりました。 

結果に大満足しています。ライフプラス、ありがとう。 

（愛媛 新山） 

 

主治医もビックリ 

昨年 4 月に「出血性胃潰瘍」と合併症で「アルコール肝障害」を患い 1 か月の入院。当時ガンマＧＴＰ値(肝

機能のバロメーターで標準は０～８０)が１，５００近くあり生命に関わる悪い状態から退院時は５０台迄は

下がりましたがそれ以上は通院しても改善しなかった頃に「プロアンチノルズ」「ソムニセット」「カルマグプ

ラス」を勧められ 2 か月試してみると、３７迄回復し主治医もこれらの製品が効いたのだろうと大変感心され

ておりました。その後も快適に過ごし、勧めてくれた友人に感謝しております。 （東京 益田） 

 

前立腺に凄い効果 

84 才の祖父が夜中のトイレの回数が多く、ライフプラスのプロアンチノルズを勧めてみたところ、回数が滅

ったぱかりかオシメまでとれ今では家族全員が愛用者となっています。（埼玉 米田） 

 

目にも効果 

プロアンチノルズが目にも効果があると聞き 1 か月試してみると確かに、朝、眼鏡をかけないと読めなかった

新聞が非常に楽に読めるようになりました!  （埼玉 楠田） 

 

コロイダルシルバーが水虫に最高 

足の爪がボロボロになるまで水虫がすすんでいましたが、天然の抗生物質という「コロイダルシルバー」を試

してみました。6 か月間お風呂上がりにスプレーしていました。信じられないほど完治しました! 

  

コロイタルシルバーで元気な子供に！ 

4 才半の子供は風邪を引くと肺炎になりやすく年に２回は入院で点滴。月に 1 回は小児科通いで、医療費もか

かり大変でした。4 月の入園式と同時に水に入れて飲ませていましたところ、集団生活でクラスメートが風邪

でダウンする中、鼻水や咳は出ても発熱が無く本人も元気で 1 学期は 1 度も休まず通いきる事が出来ました。

子供は「パワーの素」と自ら飲んでくれます。ライフプラスを紹介下さった渡辺さんに心から感謝してます。 

（神奈川 山岸） 



 

気管支喘息にプロアンチノルズが効いた 

今年３月頃から気管支喘息と診断され、症状は次第に悪化し 6 月頃より気管支拡張スプレーを使っていた。そ

れも９月には１日４回になっていたがプロアンチノルズを摂り始めて２週間で１日２回に減り、現在では 1

日 1 回で済むようになってきました。  （長野 有賀） 

 

アトピーが確実に良くなっている 

子供の頃からアトピーで２０歳過ぎてから悪くなり、薬その他、何をやっても効かなくて困ってました。人に

は効いても私には効かないことぱかりでした。今回初めて私にも効いたのです!飲み始めてわりとすぐに自分

でも顔がスッキリしてくるのが分かりました。まだ２か月目ですがとても良い調子です。疲れにくくなり体調

もいいので喜んでいます。（千葉 匿名希望） 

 

高血圧にコキュー１０プラスとカルマグプラス 

血圧が１６０／１１０という状態でしたが、コキュー１０プラスとカルマグプラスで 1 か月後１２４／６０に

なり体調も大変良くなり喜んでます。 （茨城 石田） 

 

リューマチにリプリネックス・プロアンチノルズ・カルディオキーレックス・ソマザイム 

リプリネックスは世界で唯一つライフプラスからしか購入できないと知り、すがる気持ちで購入しました。信

じられない程の回復振りで２か月後には薬を止められました! 

（東京 匿名希望） 

 

デイリーアドバンストパックで万全な健康管理 

ひどい関節炎に・悩まされ歩く事さえ難しくなっていましたが、デイリーアドバンストパックを試してみると

関節炎のみならず、胃腸の調子も非常に良くなりました。  （パティ／ワイオミング） 

 

カルディオキーレックスとプロアンチノルズ 

この 2 つの製品だけでコレステロール値が１９８から１２６になり、医者もこんな短期で改善した例はないと

驚いています。医者では出来ない事がライフプラスでは可能なんですね! 

（ワトソン／ジヨージア） 

 

プロバイオトクスの威力 

「お父さんの後のトイレはイヤ」と娘から嫌がられてましたがプロバイオトクスは腸をきれいにし「匂い」ま

で直してくれました。コロダインは下痢の人、便秘の人どちらにも評判いいですね。安いですし!  

（横浜 匿名） 

 

ワンダージェルの速効性 

スポーツ大会の後の筋肉痛もワンダージェル 1 本で凄いスピードで直っていきました。類似品と比べても、ベ

ト付かない点や、浸透力はやはりアマゾンの特殊ハーブ・ワンダージェルのせいだと思います。すごい製品で

す。    

（福岡 徳田） 

 

塩分を控えるように言われている私に朗報 



コレクテッドソルトのおかげで塩分を気にすること無く、おいしく食事が作れます。 

（Ｗ・Ａ／ロサンゼルス） 

 

タッチファイヤーハーズとリバープラスアイアン 

生理後 4 日間位は 1 日中眠く、イライラする感じでしたが、「タッチファイヤーハーズ」と「リバープラスア

イアン」を試してすぐにその辛さが無くなり、ライフプラスのファンになりました。こんなに安い値段でいい

物が買えるなんて!初めて飲んだのが生理 1 日目の夜でした。次の日信じられないくらい気分が良くライフプ

ラスに大変感謝しています。 （女性 愛用者） 

 

家族全員でライフプラスの製品を愛用しています。 

私は 14 年前に交通事故に合い、完治したものの毎日足が痛くつらい思いをしていました。ところがプロアン

チノルズを勧められて飲み始めたところ、1 週問前後でほほ痛みを自覚しなくなりビックリしています。これ

からはスポーツでもはじめようかと思っています。娘もアイフォーミュラを試し初めて仮性近視が良くなって

きています。 （大阪市 Y さん） 

 

メラトニン? 

何ですかそれ?と言っていた私もいざ試してみると素晴らしい結果にビックリしています。今ではたくさんの

ライフプラスの製品を愛用しています。栄養補助食品というのは使い始めるとその必要性が実感出来ますね。 

（大阪 K 子さん） 

 

ワンダージェル 

床屋で今ワンダージェルをサービスに取り入れて、お客さんにすごくいい評判になっています。ＡＳＡＰ会員

で毎月たくさん買っていただいています。私もスポーツのあとに使用していますが、あの「爽快感」はすごい

です。しかもめちゃくちゃ安い! 

（京都 Ｉさん） 

 

フォーエバーヤングで自宅でフェイシャルコースを楽しんでいます。 

蒸しタオルで十分蒸した後フェイシャルジェルを塗ります。これが最高に気持ち良く、その浸透力にはビック

リされるでしょう！！この後内面からの美の創造としてフォーエバーヤングタブレットで仕上げる。主人にも

試して気持ちいいと評判です。これならハリウッドの女優達の間でも人気がある筈です。 

（東京 S さん） 

 

高血圧と体重が減りました 

埼玉県に住む５０代の主婦です。更年期障害と思われますが、数年前から高血圧に悩まされていたところに、

友人に紹介して頂いたアメリカのサプリメントで高血圧に良いものがあればと言うことで「コキュー１０プラ

ス」を購入しましたところ、２ヶ月ほどして血圧が期待通りに順調に落ちていっただけでなく、実は少し気に

なっていた体重までも２ヶ月で３ｋｇ落ち、大変うれしく愛用しております。（埼玉県 ５０代 女性） 

 

肌の張りにグルコサミン、美白効果にプロアンチノルズ 

４０代のものですが、身体の内側から美容上によいものとして、コラーゲンのサポートに良いものを探してい

ましたところ、「グルコサミンコンプレックス」が膝の変形性関節症に良いと言うことで、紹介を受けていま

したが、良く商品解説書を読んでみると、２粒中に３５０ｍｇもの加水分解コラーゲンが入っているではあり



ませんか！ これでライフプラスの何かの資料で美容上にも良いと言うことが書いてあった意味が分かり、

早々購入。３ヶ月程して確実に肌の張りが違ってきました。膝の痛みを抱えている方だけでなく、美容上にも

是非お薦めしたい商品です。「プロアンチノルズ」も愛用しており、数ヶ月してから美白効果がはっきり出て

います。肌の状態があまり良くない若い女性にも是非お薦めの製品です。（埼玉県 ４０代女性） 

 

コロイダルシルバーで食中毒の子供が大助かり！ 

小学生の子供を持つ主婦です。学校で集団食中毒に遭い、下痢の症状が止まらずに困っていました。とにかく

細菌に対して効果的なものとして知り合いから「コロイダルシルバー」を薦めて頂き、早速、水にスプーン１

～２杯分入れ、子供に飲ませたところ、信じられないくらい、あれほど苦しがっていた下痢がピタリと止まり、

信頼は抜群です。我が家の常備品として様々な使い方で常に愛用しています。ありがとうございました。 

（埼玉県 小学生の子を持つ母親） 

 

かすみ目にカルディオキーレックスが助かっています 

９６年初頭に知り合いからライフプラスのお話を頂き、それまで価格の高い製品が良い製品という考えを持っ

ていた私たちにとって、ライフプラスの製品を見させていただいたときは、本場アメリカのサプリメントをア

メリカから直接購入する事で、品質が高く良心的な価格のものが手にはいるという事実に唖然としたのを今で

も覚えています。私が最も気に入っているものは、「カルディオキーレックス」です。特に目にモヤモヤとハ

ッキリしないかすみ目の状態の時に飲みますと、「即効性」があり、目がはっきりして大変楽になりますし、

何より血行が良くなりますので、大変体調が良くなります。また、愛犬が老弱し、亡くなる直前に少しでも長

生きして欲しいと、ライフプラスの商品を与えてみたところ、パクパクと食べてくれ延命に役立ったと思いま

す。またこの事は、犬は本能から悪いものは絶対に口にしないと言うことからも、ある意味で動物実験のよう

で、自然な身体に良い成分でできている商品であるという裏付けにもなったと思います。主人は「コロダイン」

が大変気に入っています。お腹の状態が大変順調で、毎日気持ちのいい便が出ると言うことで必ず毎日飲んで

います。その他にも「プロアンチノルズ」「サポートタブ」「コンバット」「フォーエバーヤング」等、様々な

商品を家族中で摂って、健康的な毎日を過ごしております。（埼玉 ５０代 夫妻） 

 

うつ病に「セイントジョーンズウォート」睡眠障害に「ソムニセット」腸内環境に「コロダイン」 

半年ほど前からうつ病に苦しんでいた４０代の女性に「セイントジョーンズウォート」を薦めてみましたとこ

ろ、その日に良い結果が現れました。毎日常用しているわけではありませんが、うつになりかけた時に飲むよ

うにしているそうです。従来通りの主婦業ができるようになり、大変喜んで頂いています。紹介した私も大変

商品を気にいってますし、夜ぐっすり眠るために「ソムニセット」を特に愛用しています。「プロアンチノル

ズ」や「ＴＶＭ－４９」もこれからの常識として欠かさず飲んでいます。母が１５年前に胃ガンの手術を受け、

胃の一部を摘出した関係から、消化器系が大変悪くなり、形のある排便はこの１５年間なされなかったのが、

「コロダイン」を飲むことで２ヶ月頃から信じられないことですが、１５年ぶりにしっかりとした健康的な排

泄ができはじめ、体調も大変良く快適な毎日を過ごしています。親子共々大変感謝いたしております。 

（東京 上野さん） 

 

「プロアンチノルズ」「カルディオキーレックス」「コキュ１０プラス」で長年苦しんでいた高血圧の薬の副

作用が消え、今では薬からも解放されました 

宮城の５０代サラリーマンです。高血圧の関係から大学病院で大量の薬を与えられ、その副作用として不整脈

が持病となってしまい、駅の構内等でうずくまってしまう日もあるほど体調が悪かったのですが、ライフプラ

スの「プロアンチノルズ」「カルディオキーレックス」「コキュー１０プラス」を飲み始めて、１ヶ月後には過



去のようなつらい日はなくなりましたし、何より心臓の調子が大変良くなり、今ではあれほどたくさん飲んで

いた薬からも解放され、昔のようにアルコールも楽しめるようになりました！大変感謝いたしております 

（仙台 ５７才 男性） 

 

吹き出物がきれいになくなり、二重あごもスッキリ 

宮城県の４０代の会社員です。長年顔の吹き出物で悩まされていたのですが、「プロアンチノルズ」「ＴＶＭ－

４９」「フォーエバヤングタブレット」を使いはじめて２ヶ月ほどして、顔の吹き出物が本当にきれいになく

なり、頬にあったシミも大変薄くなり、周りの友人から、何を使ってそんなにきれいになったのかと、聞かれ

るほどになりました。今では「フォーエバヤングベーシックセット」にてトータル的に購入しています。特に

肌の潤いが素晴らしく改善され、４５才ですがドンドン若返る自分に大変感動しています。価格的にも大変良

心的なので嬉しく思います。また、二重あごもダイエット製品のおかげで無くなり、何よりも嬉しいのが、ウ

エストラインがきれいに締まってきた事です。もう絶対安くて、どのメーカーよりも素晴らしい効果をだして

くれるライフプラスの大ファンです。（宮城県 ４５才 女性） 

 

肝臓ガンに「プロアンチノルズ」が効いています！ 

５０代の会社経営者です。自分とは無縁と信じていた肝臓ガンと診断され、ワラをもすがる思いで、「プロア

ンチノルズ」を一月に３ビン分使用し、医者も驚くほどγＧＴＰの値が正常値に戻りつつあります。このまま

その商品をとり続けてくださいという暖かい病院からの励ましもあり、ありがたくこの「プロアンチノルズ」

を購入しています。（宮城県 ５０代 会社経営 男性） 

 

１年でポリープを消してくれたプロアンチノルズ 

妻がライフプラスの愛用者で、人間ドックで胃にポリープが見つかったのをきっかけに、１年かかりましたが

「プロアンチノルズ」を飲み続けて見事に消えました。また、持病の胃潰瘍も「サステネイズ」で体調も良く、

家内には程々にと言われながら、アルコールも楽しめております。（仙台 ５０才 男性） 

 

「グルコサミン」「リプリネックス」の併用で変形性関節症の痛みから解放 

１年ほど前から膝の痛みが激しくなり、病院に行ったところ、「変形性関節症」と診断を下されました。医者

からもらった薬を飲み通院をしましたが、何も改善の兆候が見られず、手術の話しまで持ち上がっていた頃、

娘から膝が痛いのなら、良いものがあると前から聞いてはいたのですが、医者の言うことや、書物などで読ん

だことしか信じなかった私は、正直あまり信用しませんでした。しかし、変形性関節症の本や新聞などで、こ

の「グルコサミン」の報道がなされ、やっと使ってみることにしました。びっこを引いた歩き方は格好も悪い

もので、また、なにより行動範囲が狭くなります。「グルコサミン」と「リプリネックス」を毎日飲んで、１

ヶ月過ぎくらいからか、信じるものは救われるとはこの事でしょうか、今では以前のように軽い足どりで歩行

ができますし、もちろん膝のきしみもありません。大変助かっています。薦めてくれた娘に感謝しています。

（東京 ６６才 ） 

 

歯の痛みに「プロアンチノルズ」の即効性を体感 

３２才の主婦です。高校時代からの親友が久しぶりにアメリカから日本に遊びに帰るという前日、歯がうずき

はじめ、楽しみにしていた１日が台無しになるのではと、心配していたところ、主人からプロアンチノルズを

少し多めに飲んでみたら？」と言われ、飲んでみたところ、他の鎮痛剤では全く効かなかったのが、ほんの数

十分後、うそのようにその痛みが速効的に治まり、それからは、以前にもましてこの製品に確信をもって飲ん

でいます。過去数年間、花粉症によるアレルギーがあった私もこのプロアンチノルズのおかげで、毎年、花粉



の季節も全く怖くなくなりました。また、美容上の効果も期待して飲み続けています。（東京 ３２才 主婦） 

 

プロアンチノルズとの出会いで人工透析から解放の日々 

２年程前に臓器移植の手術を受け、人工透析を行っていた私はライフプラスのプロアンチノルズを使いはじめ

て約３ヶ月後には、人工透析から解放されました。私が身体の変化に気が付いたのはなんと初日でした。事故

で足首のヒ骨を複雑骨折して左足裏の感覚がなくなり、リハビリの甲斐もなく仕事を辞めるまで悪化し、整骨

医もお手上げでした。しかしこのプロアンチノルズを飲んで２時間後、長らく足裏の感覚が無くなっていたの

に、徐々にその感覚が戻ってきたのが実感できたのです。「まさかそんな簡単に？」と信じませんでしたので、

わざとプロアンチノルズを飲まないようにすると、また足裏の感覚がなくなっていくのです。もう信じるしか

ありません。数日後、今まで通り人工透析を受けに病院へ出向き血液検査後、主治医から「今日は白血球が安

定しているから人工透析は行わなくて良いよ」との返事、翌週の検査ではなんと「最近まであった血管のポリ

ープが消えている。変だ、とにかく今日は入院だ！」先週は安定していて、今週は入院だなんて！しかし主治

医は厳しく「１カ所にポリープが固まっている可能性がある。それが心臓や脳の血管だとしたら大変危険な状

態にあるという事だよ！」私は青ざめました。数名の医者が検査に係わりましたが、結局どこにもポリープは

見つかりませんでした。偶然この主治医は欧米で定評のある「Ｄｒ.ジャックマスカリエのＯＰＣが様々な病

気に薬以上の働きがある」事を知っていました。私の飲んでいるプロアンチノルズこそ、Ｄｒ.ジャックマス

カリエのＯＰＣそのものだったのです。主治医も当然飲み続けることを薦めてくださり、３級障害者手帳も破

棄でき、仕事に復帰しています。（横浜 ３６才 男性） 

 

リバウンドもなく健康的に痩せられました！ 

元来太りやすい体質の私は、１７３ｃｍ体重８８ｋｇの体型でした。ライフプラスのダイエット製品を試して

みようと思い、試してみました。４ヶ月で１５ｋｇも落とせ、大変嬉しく思います。私の場合は絶対に成功し

たいと思い、朝の食事代わりにシェイクを飲みました。大変おいしく毎日飽きることもなく飲めました。いま

でもリバウンドは全くなく、健康的に痩せられました。ありがとうございました。（横浜 ３０代 男性） 

 

インナーアクトで便秘もなくなり毎日快調な朝を迎えています。 

大阪の５３才の会社員です。同僚がライフプラスの愛用者でずっと飲んでいるのを横目で見ていました。便秘

にずっと悩んでいたので相談してみたところ、インナーアクトを薦められました。値段も安く１ビン試してみ

ましたところ、翌朝から便の具合が全然違うものになりました。腸内環境がいかに大切か同僚の息子さんから

教えられ、プロアンチノルズ、コロダイン、プロバイオトクスがアメリカから届くのを待っている状況です。

（大阪 ５３才 男性） 

 

関節の痛みが確実に減っています 

息子からプロアンチノルズ、カルディオ・キーレックス、ビタＣ１０００、リプリネックスを勧められ、朝夕

飲んでいましたが、会社の同僚や姉などから、最近顔色が良いですねと言われ、きっとこれらの商品のおかげ

だと思います。自覚症状はありませんが、関節の痛みだけは確実に自覚として良くなっているのが分かります。

（大阪 ５１才 男性） 

 

ワンダージェルで腰痛が大変助かっています 

 

ガンの摘出手術を行ってから、慢性的な強烈な痛みの腰痛に苦しんでいましたが、友人からワンダージェルを

紹介頂き、使ってみることにしました。肌に吸い込まれるように浸透するので大変驚きました。今までにない



感じで、腰痛がうそのように良くなっています。ありがとうございました。（大阪 ４０代 男性） 

 

アレルギーにすごい効果！ 

学生時代からアレルギーで、プールや銭湯に行くと、知らない人からも声をかけられ心配されるほど、背中が

アレルギー性皮膚炎で真っ赤になりデコボコでした。また、ニキビもひどくて、顔も背中も真っ赤でした。（別

に掻きむしっているわけではないのですが。）プロアンチノルズだけを４～６ヶ月くらい試してみたところ、

知り合いから「ニキビどうしたの？」と言われるようになり、また背中もすごくきれいになりました。鼻炎も

大変良くなり楽になりました。私の場合はプロアンチノルズで毎朝の排泄が大変気持ちよくなってきました。

毎朝のリアルエナジーは寝起きには特に欠かせません。また午後、身体がだるくなるときに使うと集中力も向

上していますので大変気にいってます。（大阪 ２０代  男性） 

 

 

３ヶ月で７ｋｇ減量に成功！ 

長崎でコンビニを経営しているものです。何かの雑誌にアメリカの健康食品は、品質が日本のものとは全く違

うということを見たことから、アメリカから直接商品を買ってみたいと思っていました。特に気に入っている

のが、ＴＶＭ－４９、シェイク、プロアンチノルズです。特にシェイクはいろいろなものを今まで使っていま

したが、この会社のものが一番良いですね。朝夜のない仕事ですから体調には気を使っていますが、大変快調

です。また、３ヶ月で７ｋｇも体重を楽におとせました。（長崎 ３０代 男性） 

 

東京で中古バイクの修理会社を経営しているものです。 

風邪をひきやすい体質で、毎年決まった時期になるとお約束のように風邪を引いていたのですが、プロポリ

ス・エキネシア等を含むコンバットだけで、薬ではなかなか治らなかった風邪がしっかりよくなりました。 

また、友人が会社の旅行中に集団食中毒に遭ったのですが、彼だけはコロイダルシルバーを使って１人だけ何

ともなかったとの事でした。その他個人的にたくさんの商品を使っています。プロアンチノルズとマイクロミ

ンズは夏場特に元気が出て良いですね。（東京 ３０才 男性） 

 

病院へ行かなくなったのが何よりも嬉しく思っています。 

６０代の女性です。愛用して３年が立ちます。以前は薬に頼っていた私がこの２～３年はまったく病院に行く

こともなくなりました。基本的に風邪をひかなくなりましたし、シャンプーの時の抜け毛が減りました。花粉

症も解消され、夜もよく眠れるようになりました。孫はアトピーですが、コロイダルシルバーのおかげできれ

いになり娘も驚いています。この会社の素晴らしいところは、症状別にあわせて商品を自由に選べる点です。

一種類の製品を大量にではなく多くの種類を少な目に飲むように心がけています。スキンケア製品も使いはじ

めて驚くほど高品質です。価格も大変良心的でこれだけの内容のものは日本では手に入りません。 

 

毎日飲んでいるもの 

カルディオキーレックス、カルマグプラス、プロアンチノルズ、ビタＣ１０００、ビタＥコンプレックス、ま

た体調に合わせて使っているものが、コロイダルシルバー、インナーアクト、サステネイズ、マイクロミンズ、

です。（東京 ６０代 女性） 

 

弟のＣ型肝炎が徐々に良くなっています 

私の弟はＣ型肝炎ですが、肝機能を示すＧＯＴ、ＧＴＰが一時急上昇し、副作用のあるインターフェロンを投

与しなくてはならないのではと家族が心配しておりました。アルコマール、リバープラスアイアン、コキュー



１０プラス、プロアンチノルズ、などをきちんととらせたところ、わずか数ヶ月で半分近く数値が下がりまし

た。（ＧＴＯ ６３→３５、ＧＴＰ １６１→６５）。（東京 ３０代 男性） 

 

リプリネックスとグルコサミンで膝の慢性的関節症状が改善 

友人で膝の関節が慢性的に悪く、長年医者に掛かっている人がいたので、改善されているのであればいいので

すが、あまり思わしくない様子だったので、リプリネックスとグルコサミンを試してもらいました。かかりつ

けの医者が驚くほどの回復ぶりで当人にとって、欠かせないものとなっています。本当にすごい商品を開発す

る会社であることを実感しています。（埼玉 ６０才 男性） 

 

リプリネックスで腰痛の痛みが楽に 

建設関係の職業柄、腰を痛めることが多くなり、ついには椎間板ヘルニアで腰痛になり困っていたところ、友

人からライフプラスを紹介され、リプリネックスを中心にプロアンチノルズ、カルディオ・キーレックス、キ

ャッツクロープラス、アミノライズ、ワンダージェル、を使っていますが、特にリプリネックスの効果には驚

いています。朝起きるときや、仕事中に腰が思うように成らずに困っていたのですが、ずいぶん楽になり仕事

も楽に打ち込めるようになりました。（広島 ２０代 男性） 

 

信じられないほどの前立腺の効果に大変感謝しています 

大阪で会社経営をしているものです。９６年１０月に持病の尿路結石の弊害により前立腺炎症をおこし病院、

漢方治療を施したが一向に改善しなく、知り合いから直接アメリカのメーカーのものを購入できる事を教えて

もらい、早速プロステイトフォーミュラ、プロアンチノルズ、デュープレックスを注文し、その製品を試した

結果、３日であれほどうっとうしい痛みを伴う症状がうそのように楽になりました。現在ではＴＶＭ－４９、

マイクロミンズも愛用し大変体調もよく感謝しています。私の知り合いでパーキンソン病の方が、プロアンチ

ノルズによって歩行も難しかったのが、今では歩けるようになったりと、この会社の製品の素晴らしさに感激

しています。（大阪 ４０代 男性） 

 

便秘とかすみ目が改善されました 

５０代の主婦です。私の場合はプロアンチノルズ、プロバイオトクス、ビタＣ１０００を飲んでいますが、便

秘が大変良くなり、その結果体調も良くなり肌の調子も良くなって大変喜んでいます。また、目のためのハー

ブ、アイフォーミュラも試したところ、かすみ目が大変改善されました。（川崎 ４０代 女性） 

 

プロアンチノルズの様々な効果に驚いています 

私自身もともとそんなに体が弱い方ではなかったですが、それでもいろんなことがこの３ヶ月、飲み始めてか

ら変わってきています。 

1. ２０年くらいの花粉症がでなくなった。わたしは稲科の花粉症なので５月くらいからが最もひどかっ

たのですが、ここ数年は杉の花粉が飛ぶ１月の後半からも、更に秋の晴れた日でも鼻水がでるようになってし

まいました。花粉症の方はわかるとおもいますが、目のかゆいときは目玉を取り出してタワシでこすってしま

いたい衝動にかられていました。それが、３月にプロアンチノルズを飲みだして、１週間後には古本屋に行っ

てもハンカチで鼻を押さえてなくてもよくなったのです（花粉症になると図書館や本屋に行くと鼻水がでま

す。）。2 週間後には自転車で３０キロくらい走ってきてもなんともならなくなっていました。それ以来、稲科

の時期である 5 月を過ぎても症状はでなくなりました。この秋もなんともなく、快適にすごしています。 

  

2. 今週、口内炎の話題がありましたが、わたしも年に５回くらいは口内炎で医者に行って、硝酸銀で焼



いてもらっていました。スルメを食べるとよく口内炎になっていたようです。これは今年の３月以降は一度も

できたことがないです。歯で口の裏側を噛んでしまったときでも口内炎にはならなかったのです。 

  

3. 顔がカサカサしていたのが、しっとりとしてきました。女性だったら嬉しい限りでしょうが、男の私

には別にうれしくないですが、ニベアを付けなくてもよくなったので煩わしさから開放されました。 

  

4. 湿り気というと、私は既に 45 歳なので指先も湿り気が足りなくて、スーパーでもらうポリ袋の白い

やつの、口元を広げるときに親指と人差し指でつまんでも指先がカサカサしているので袋と指が滑ってしまっ

てうまく広がらなかったのですが、簡単に広がるようになりました。 

  

5. 風邪を全く引かなくなったです。喉が弱くて出張のときには必ず夏でもマスクを持っていって新幹線

や特に飛行機に乗ったときには乾燥しないようにマスクをしていましたが、マスクなしでも喉から風邪になる

パターンがなくなりました。ちょっと風邪かなと思っても、酒を飲んで寝るか、昼飯を食べて卓球をすると家

に帰るまでには治っています。 

  

6. この辺りからはプロアンチノルズだけの効果ではないかも知れませんが、爪の伸びるのが早くなって、

1 週間に 1 回は切らないといけなくなりました。 

  

7. 二日酔いをしなくなった。私は夜プロアンチノルズを飲むようにしており、たまに忘れるのでよくわ

かりますが、酒をしこたま飲んでもプロアンチノルズを飲んで寝たときには次の日がものすごく楽です。飲ま

なかった日は最悪です。即効性もあるようなので酒を飲む前にプロアンチノルズを飲めばいいのでしょうがそ

ううまくは行かないのが人情なので成り行きでやってます。 飲みすぎると 2 日後くらいから右肩が肩凝りの

ようにつっぱてきて肝臓にダメージがあるのが分かるような日がいままでは多々あったのですが、今年は肩に

きたのは 1 回くらいしかなかったようです。 

 

8. それからこれはほんとにすごいことなんです.バイクに乗るとクラッチを左手で握らないといけない

のですが、１００ｋｍくらい走ると手首の筋が痛くなって握れなくなっていたんです。これは２０代の前半の

ときからずっとでしたが、それがいつの間にかなんら気にすることなくクラッチが握れるのです。筋が丈夫に

なってくるようですね。（愛知 ４０代 男性） 

 

喘息が大変楽になりました 

以前はアルデシンというステロイドの吸入剤による治療法を行っていました。（喘息の治療法では最新のもの

です）ステロイドはその副作用から敬遠されがちですが、肺から体内に吸収される率は錠剤の服用に比べかな

り低く、また直接患部に作用し気管支の石灰化を防ぐ事ができると説明されました。しかし、ステロイドには

違わないわけでいつも副作用の不安を抱えて吸入をしていました。前置きが長くなってしまいましたが、ライ

フプラスに出会って、ラングフォーミュラに目が止まり試しに食べてみたところ１週間くらいで肺が楽になっ

て（１日３粒）アルデシンの吸入をしないのが２週間ほどになっても喘息の発作が出ることもなく、快適に過

ごすことができました。しかも、＄１２と安価なのも非常に頼もしい存在です。ちなみに一緒に食べていたの

がプロアンチノルズＨＰ→１粒、ＴＶＭ－４９→４粒、です。あの忌まわしい吸入剤から解放されるかと思う

と精神的にもとてもプラスになります。素晴らしい効果ですね。（愛知県 ３２才 男性） 

 

花粉症の体験談 



私は１７年間花粉症に悩まされました。１７年間ずっといろいろな健康食品を試してきましたが結果は同じで

した。私の花粉症の症状は鼻水が止まらず、ティッシュ箱が１日で無くなるほどで、連続クシャミ、それも豪

快なクシャミで猛烈な鼻づまり、夜中に何度か起きて呼吸ができないのでベッドの背もたれに座ったまま朝ま

で寝たり、耳の奥がかゆくて辛かったり、目も充血していてかゆくて網膜剥離になるんじゃないかと心配する

ほどだったり、大きなマスクして花粉症用のメガネをかけて帽子をかぶってから外出しても同じなんですよね。 

洗濯物も家の中に干したり、家族の協力を得て外出から帰ってくるときには服に付いた花粉をたたき落として

から家の中に入ってもらったりもしましたが結果は同じでした。ＴＶＭ－４９、プロアンチノルズを飲み始め、

周りでは毎年のように花粉に悩んでいる方がいる中、私は今年は花粉は飛んでいるのかもわからないくらいに

なりました。まだ信じられないんですが、やっぱりこの製品のおかげです。ご紹介者に感謝しています。 

（佐賀 ３０代 女性） 

 

口内炎が全くできなくなりました 

私は小さい頃から口内炎と地図状舌に悩まされていました。特に口内炎は一月に１回はできて痛みに苦しんで

いましたが、プロアンチノルズとＴＶＭ－４９を摂るようになってからは全くできなくなりました。 

大変嬉しく愛用しています。（三重 ３０代女性） 

 

薬から解放されて快適な毎日 

私は１０年前から右足くるぶしに水がたまり始め痛みを覚えていた為病院で診てもらっても良くならないで

いた時に、知り合いから「プロアンチノルズ」を勧められ２か月飲んでみると腫れと痛みが全く無くなりまし

た。又、１６年前から睡眠薬にたよって眠っていましたが「ソムニセット」を使い始め健康的な自然な眠りを

取り戻せました!!ライフプラスに心から感謝しています。（東京 春海） 

 

プロアンチノルズのおかげで足の腫れが引きました 

２年以上前から右膝の痛みをかかえ、ふくらはぎと太股の後ろの筋肉にも腫れがある状態で、まともに正座が

できない状態でした。医者にかかりレントゲンを撮ってもらったり、中国針、鍼灸、電気治療、指圧など様々

な治療を試みましたが原因をつきとめることさえできませんでした。３ヶ月ほど前からプロアンチノルズを飲

み始め、１週間くらいしてから足の腫れがうそのように無くなりました。また、若いときのような元気が戻っ

たのです。１年ほど前までやっと仕事をしている状態だった自分が、元気になれて大変感謝しています。 

（東京 ４６才 男性） 

 

皮膚炎が大変良くなりました 

２０年程前から化膿性の皮膚炎（病名は大学病院でも不明）に悩まされていました。そして特に疲れていると

きや睡眠不足の時は症状がひどかったです。どこの病院にいっても渡される薬は化膿止めの抗生物質でしたの

で、ライフプラスのカルディオキーレックスとマイクロミンズそしてプロアンチノルズを試してみたところ、

信じられないほど状態が良くなり、またフォーエバヤングタブレットが肌には特に良いものと効いて試してみ

ると、更に素晴らしい効果を見ることができました。また、以前から憩室炎という大腸の病気も患っていまし

たので、コロダインを利用したところ、信じられませんがあの食べ物を食べたときに起こる激痛が無くなり、

大変感動しました。便秘で困っている方にはコロダインをお薦めし、大変喜んで頂いています。その他私の周

りにはたくさんの体験談が聞かれます。例えば糖尿病の方でインシュリンを投与しても血糖値がなかなか下が

らない人が、サポートタブで大変良くなっている事実や、痛風で歩けなかった方がリプリネックス、プロアン

チノルズで歩けるようになった等、劇的な改善例もあります。感謝しています。（沖縄 ５６才  男性） 

 



プロアンチノルズで視力が確実に回復しています 

１ヶ月半ほどプロアンチノルズを使っていますが、遠くの景色やテレビのニュース速報等、依然と比べハッキ

リみえるようになりました。実際に視力が０．０４→０．０８に回復していました。家族にも自身を持って薦

めています。（福島 ３０才 女性） 

 

リューマチが改善し家事もできるようになりました 

私は３年ほど前からリューマチを患い手足の関節も腫れてほとんど寝たきりで、家事等全くできない状態でし

た。そのときから内科と形成外科に通うようになり、薬をもらっていましたが、ステロイド剤以外の薬は、ジ

ンマ疹が出るほどの副作用のため私には使うことができませんでした。もちろん過去にありとあらゆる健康食

品を試してきました。わずかの改善はあるものの、高価な製品ばかりで使い続けるのは困難でした。ある方の

紹介で去年ライフプラスを知りました。先ずプロアンチノルズ１００ｍｇを１日２粒、リプリネックスを１日

２粒試したところ、４日目に好転反応が出始めました。腫れが大きくなったのです。他の会社の製品で好転反

応の事は知っていましたので、プロアンチノルズとリプリネックスを食べ続けました。その後経験したのは今

までにない大きな好転反応だったのです。痛みを伴い１週間近く寝込んでしまう状態でした。しかしこれだけ

大きな好転反応だと絶対治ると確信していました。本のページをめくるように少しづつではありますが確実に

良くなっていったのです。今では関節の腫れも引き家事もできるほど回復しました。ただ、ステロイド剤をや

めると痛みは完全には消えません。これがこれからの課題です。この会社の事を教えてくださった方に大変感

謝しています。（沖縄 ４７才 女性） 

 

腰痛、肩こり、偏頭痛、むくみがなくなりました 

私はいつも肩こりや腰痛に悩み、膨らむむくみもひどく、悩んでいました。病院の薬は飲んでいましたが改善

されませんでした。１年半ほど前、友人にライフプラスの事を教えてもらい試してみました。プロアンチノル

ズとカルディオキーレックスの２つです。１週間経ったとき、朝起きるといつものふくらはぎのむくみが無く

なっているのに驚きました。１ヶ月も経たない頃、肩こりも腰痛も無くなっていることに気が付きました。偏

頭痛もあり、病院でよく見てもらっていたのですが、その痛みもいつの間にか無くなっていました。２ヶ月程、

故意にライフプラスの製品を摂るのを止めたところ、偏頭痛がやはりまた少し出てきましたので、この製品の

力を確信ました。そして私の最も嬉しく、また驚いていることですが、顔にシミとニキビのあとで結構黒ずん

でいたのですが、人からも肌の具合が良くなったねと言われるようになり、確かにシミが薄くなって肌の状態

も大変よくなりました。私はタバコをどうしても辞められないので、ビタＣ１０００も摂るようにしています。

子供（１２才と１５才）にはシェイク、カルマグプラス、ＴＶＭ－４９、を摂るようにしています。以前に比

べ風邪をひかなくなりました。また慢性鼻炎でよくクシャミをしていたのですが、それがほとんどありません。

親子でライフプラスに感謝しています。（三重 女性） 

 

コロイダルシルバーを愛用し水虫まで治ってしまった！ 

大阪に住む４０代の会社員です。抗生物質の代わりに我が家に常備しているコロイダルシルバーは消毒用とし

て使ったり、目のかゆいときに直接スプレーしたり、風邪の引きはじめに水に入れて飲んだり、直接喉に吹き

かけたり、それはもう何でも利用しています。最近ではペットの抜け毛にスプレーすると効果がありましたし、

人間同様体調の悪そうな時に、水に入れてあげて飲ませると体調が戻るようです。何せ毎月１本は確実に必要

なものですが、一番嬉しかったのは、水虫で足の爪がボロボロになるまで悪くなっていた爪が、半年間お風呂

上がりにスプレーする事で信じられないほど完治しました。（大阪 ４０代 男性） 

 

捻挫したときにワンダージェルで大助かり、お腹の調子はバイオベーシックスが一番 



３０代の主婦です。家の中で膝を捻挫してしまった私は歩けないほどの状態でいたのですが、ワンダージェル

のおかげで本当に即効的にずいぶん楽になりました。また、主人は腸があまり強くないようで、時々疲れがた

まったりストレスが重なると下痢の症状に悩まされていました。そんなときはバイオベーシックスを朝飲むと、

体調が全然違うようです。私自身の最もお気に入りの製品は、タッチファイヤーハーズです。生理痛のひどい

私はこの製品で本当に助かっています。（東京 ３０代 女性） 

 

血圧とコレステロールが確実に安定し健康的な毎日です。 

三重に住む男性です。娘から薦められたライフプラス製品の中から、プロアンチノルズ、カルマグプラス、コ

キュー１０プラス、カルディオキーレックス、を試したところ、上が１７０，下が１３０の血圧がそれぞれ９

５／７５になり１ヶ月で効果が表れたのに驚いています。また、コレステロールも２６８から２０３に落ち、

中性脂肪も２３０から１４３へと落ちました。薦めてくれた娘とライフプラスに大変感謝しています。 

（三重 ５０代 男性） 

 

リプリネックスで腰の痛みが消え大ファンに 

コックである職業柄、背中から腰にかけて痛みをいつも覚えていましたが、リプリネックスを試してみたとこ

ろ、素晴らしい結果があらわれました。たった数日であの痛みが消えたのです。今では他の商品も愛用してい

ます。（東京 ３０代 男性） 

 

アミノライズとシェイクでダイエットに成功 

愛媛に住む４０代の主婦です。アミノライズとシェイクを使って最初の４ヶ月で１０ｋｇも体重を落とせまし

た。その後の７ヶ月で３．５ｋｇ落とせ、大変嬉しく思っています。（愛媛 ４０代 女性） 

 

マイクロミンズが活力をくれます 

東京で日本語教師をしているものです。特に夏場になると食欲も落ち何となく元気が無くなっていたのですが、

ライフプラスのマイクロミンズを飲んで確実に元気になってきました。とにかく食事がおいしく感じられるよ

うになりましたし、特にミネラルが不足している日本人にはこのような素晴らしい製品が安価で購入できるの

はありがたい事ですから友人にも勧め大変喜ばれています。（東京 男性） 

 

花粉症 

私は今年の５月（１９９９年）のある日、突然激しいクシャミと共に鼻水が出始め、水道の蛇口が壊れたみた

いに鼻水が出っぱなし状態になり、ティッシュの箱があっという間に空箱です。横になるときには、ティッシ

ュを丸めて鼻に詰めて寝る始末、たまりかねて医者に行きました。検査の結果、アレルギー性鼻炎。立派な花

粉症とのこと（ただし、来年の同時期にならないと花粉の特定はできないと言われました。）１週間分の薬を

頂き、少しは楽になるも、根本的に治ったわけではなく、２週間目の薬を飲もうとしていたところ、ライフプ

ラス社のキャッツクローとプロアンチノルズの組み合わせが良いとのこと（それまではＴＶＭ－４９とビタＣ

１０００等を飲んでいた）。早速試したところ、劇的な効果がありました。なんと壊れた水道が治ったように

２時間後にはピタッと嘘のようにクシャミと鼻水が止まったのです。もうびっくり不思議体験です。専門的な

ことはよく分かりませんが、聞くところによるとこの２つは免疫力を素晴らしく向上させるとのこと。信じら

れない思いと共に、何となく納得しながらライフプラス社に感謝！（神奈川 ５０代 男性） 

 

我が家の１年間の記録 

我が家は私と主人、３人の男の子（中学、高校、大学）の５人家族です。下の一覧表は過去１年間でライフプ



ラス社の製品にお世話になった我が家の記録です。 

★ やけど、切り傷、口内炎、風邪、鼻の中の吹き出物、蚊のかゆみ（家族全員） 

   → コロイダルシルバー 

★ 肩こり、腰痛、寝違い（おもに私）、筋肉痛、打撲、捻挫（長男、柔道部） 

   → ワンダージェル 

★ 慢性の下痢及び便秘（次男） → プロバイオトクス 

★ 約３ヶ月で７３ｋｇから６４ｋｇへの９ｋｇ減量成功（次男） 

   → フェイズオリーン、コロダイン、アミノライズ 

★ 成長期の立ちくらみ（三男） → ビタザウルス 

★ 徹夜の試験勉強（長男） → リアルエナジー 

★ なんとなくだるいとき（私） → カルディオキーレックス 

その他、ＴＶＭ－４９、プロアンチノルズ、ビタＣ１０００、カルマグプラス等を適当に気が付けば飲んでい

ます。そんなせいか定期的にひいていた風邪を誰も引いていません。ライフプラス社の製品の確かさには本当

に驚いています。（神奈川 ４０代 主婦） 

 

頑固な便秘、ダイエット、むくみ、汗疹、やけど等 

私は４０代の主婦。体重は秘密です。今まで長い間頑固な便秘に悩んでいました。お通じが１週間くらい無い

なんてしょっちゅうでした。仕方なく便秘薬を飲むのですが、そのときのお腹の痛さといったらそれは辛いも

のです。そんなわけで、今までに良いというものは色々試してみましたが、どれも悩みを解消してくれるもの

はありませんでした。そんなある日、友人の紹介でライフプラス社のコロダインと出会ったのです。飲み始め

て１日～２日で効果が出始め、信じられない結果に驚いています。何とお通じが毎日あるようになったので

す！私にとっては奇跡が起こったようなものです。もう誰が何と言おうとコロダインは手放せません。本当に

嬉しいです。もちろんダイエットにも挑戦しています。フェイズオリーン、スティミュリーン、コロダイン、

アミノライズ、の組み合わせで過去数ヶ月で４～５ｋｇの減量成功です。食事とか好きなお酒とかの制限なし

での結果なので、大変満足しています。最近はもう少し頑張ってみようかな、なんて思っています。私の主人

は腎臓が弱く、むくみっぽい体質で、時々医者にかかっておりました。デュープレックスを薦めてもらい、利

尿効果のせいか身体が軽くなったようだと言うようになりました。病院の検査の結果も素晴らしく、お医者さ

んも驚いたようです。また、主人は仕事の関係上、汗疹がひどく（特に夏場）コロイダルシルバーを使ったと

ころ、一気に治ってしまいました。やけど、切り傷にも即効性があるそうで最近は毎朝、ひげ剃り後に使って

いた化粧水の代わりにコロイダルシルバーを顔から胸までシュシュッとやってから出かけています。これを機

会に他の製品も色々試してみたいと思っています。もうライフプラス最高です！（神奈川 ４０代 主婦） 

 

アトピー性皮膚炎 

私の子供（男２１才）は小さいときから時々アトピー性皮膚炎の炎症が出ることがありました。それが２０才

を迎えた頃からの食生活の変化（タバコ、酒、不規則な食事）をきっかけに、一気に症状が悪化してしまいま

した。顔と言わず手と言わず全身にアトピーが広がり、人前に出ることもできず、本人は電車に乗るのも嫌が

るような状態にまでなってしまいました。医者の治療を受けるも、一進一退。本人にとって、つらい日々が続

きました。そんな折り、知人からライフプラスの製品を薦められ、栄養学に詳しい方からのアドバイスも参考

にして、ＴＶＭ－４９、ソマザイム、マイクロミンズ、サステネイズ、を摂り始めました。もちろん、食生活

にも気を付け、水にまでこだわりました。同時に今まで頼っていた治療薬のステロイド剤を徐々に減らしてい

ったのです。そして１年後の今、ほとんど普通の生活を送れるようになりました。紹介してくれた知人に感謝

すると共に、栄養のバランスの大切さを学びました。これからはもっと予防に気を配った生活をしていきたい



と思っております。（神奈川 ４５才 主婦） 

 

糖尿病 

私の主人（４５才）は糖尿病で血糖値が高く、お医者さんからカロリーの制限を受けていました。でも、お酒

と美味しいご飯が何よりの好物で、思うように改善できませんでした。そんなとき友人からフェイズオリーン

を薦められ、摂り始めました。１ヶ月くらいしてからの病院の検査で数値が正常になっていたのです。好きな

お酒とご飯を制限しないでのことです。そして何故か体重も減り、ダイエットにもなっているのです。本人は

本当に喜んでいます。ありがとうございました。（三重県 ４０才 主婦） 

 

慢性眼底出血から目が見えるようになりました！３０年来の便秘も劇的に改善 

現在７５才の私の家内の右目の視力が無くなったのは６年ほど前の事です。眼科医からは慢性眼底出血と診断

され、薬を渡され飲んではいましたが一向に改善されず、諦めておりましたときにライフプラスを紹介され、

プロアンチノルズ、カルディオキーレックス、アイフォーミュラ、ソマザイム、を愛用して６ヶ月頃から徐々

に見え始め１年後には１００％ではありませんが、「よく見えるようになった」と家内は非常に喜んでおりま

す。また、私自身がアレルギー性鼻炎の関係で鼻水が止まらない時期があるのですが、これもキャッツクロー

を試してみたところ、３日目頃から効果が出始め、１０日目には完全に止まり、即効性にはとにかく驚かされ

ました。また、前立腺肥大から夜中に何度もトイレに行かなくてはいけなく、辛かったのですが、これもキャ

ッツクローのおかげで、使いはじめて１０日目頃から一度も起こされることなく安眠ができるようになりまし

た。最後に私は３０年来の頑固な便秘で通院しており悩んでおりましたが、コロダインを飲み始めてみると、

その翌日からバナナのような便が毎朝必ずでるようになり、本当に助かっています。（仙台 ８４才 男性） 

 

フォーエバヤングタブレットで頭髪が改善！ 

フォーエバヤングタブレットを摂りはじめて新たに髪の毛がはえてきていることに驚きました。驚くべき事で

す。美容師の方も大変驚いています。（Ｊ．Ｃ．ニュージーランド） 

 

プロアンチノルズ、ソマザイムで元の健康な生活を取り戻しました。 

私は６０才になるまではとても健康でした。ある日突然深い疲れを感じるようになり、身体全体に力が入らな

い、そんな状態になってしまいました。自分の身体が古くなった車のようにオーバーホールが必要だと思いま

した。そんな折り、脳卒中を起こしてしまい。しばらくの間歩くこともできません。それから心臓も悪化し、

ペースメーカーを入れなければ成りませんでした。膝、右腰、そして背中の下をレントゲンで撮ってみると、

それらの部分の脂肪がすり減り、骨と骨がきしんで痛みの原因になっていました。通常の痛み止めの薬は全く

効かず、昼夜となく痛みの連続でした。常用となってしまう処方の強い薬だけが痛みを和らげたのです。その

後、私の長男を通してライフプラスを紹介され、プロアンチノルズが葡萄の種と地中海地方の松の木から抽出

される素晴らしいものであると知り、このタブレットを数日間飲んだら車も運転できるように体調が戻り、ま

た、膝が痛くないのに気が付きました。私と妻はプロアンチノルズを飲み始めてから全く風邪をひいていませ

ん。この製品は風邪や流感と戦ってくれるそうです。それから、ソマザイムという酵素についても聞き、何日

か飲んだら、痛みが無くなりました。２年異常も痛みで苦しんでいましたが、今はありません。私は杖を使っ

ていたため、車には身体障害者用のステッカーが張られていましたが、今では杖の必要がありません。もし、

身体の痛みを感じるのでしたら、ソマザイムを試してみなさい。痛みが消えますし、何の副作用もありません。

３週間も飲んでみればきっと違いが分かるでしょう。もし、満足の得られない結果で終わる場合、返金できま

すから何も失うものは無いはずです。この製品は私のようにきっとあなたの人生も変えてくれるでしょう。 

（Ｄ．Ｋ．ワシントン ） 



 

サステネイズ、コロダイン、プロバイオトクスで消化不良が改善 

私の名前はリチャード・シェパードです。ライフプラス製品を飲んで２ヶ月になります。過去１０年間私は慢

性過敏性腸炎に悩んでいました。病院で検査しても原因が分かりませんでした。何年ぶりかではじめて、痛み

やガスに悩まされないで好きな食べ物が何でも食べられます。どうやって？ 最初、私はちゃんとしたお通じ

のために、プロバイオトクスを飲みました。今はコロダインとサステネイズを飲んでいます。本当にすばらし

い製品です。ありがとう！（Ｒ．Ｓ．アメリカ） 

 

胃の痛みがなくなりました 

私は長い間胃腸の問題に悩んでいました。サステネイズとフォーエバヤングタブレットを試してみました。サ

ステネイズを飲んで１週間くらいで胃の痛みが無くなりました。仕事の仲間から口々に最近元気だね？とか、

肌が輝いているなんて言われています。その中の１人は秘密を教えてと言いましたので、もちろん教えてあげ

ました。手のしわや顔の黒ずみさえも消えました。多分この２つの製品の組み合わせのおかげではないかと思

っています。（Ｃ．Ｉ．アメリカ） 

 

プロアンチノルズとトランキロンで注意力欠陥障害（ＡＤＤ）を克服 

私の息子は９才で、２年前にＡＤＤと診断されました。私たちはリタリンを使うことに反対でしたが、結局学

校で混乱を引き起こすので使わざるを得ませんでした。リタリンは効きましたが、息子がゾンビになってしま

ったように思えました。薬が彼を支配し精神的にも肉体的にも起こりうる、将来の影響について心配していま

した。私たちはプロアンチノルズを彼に与えました。効き目はありましたがまだリタリンが必要でした。その

後副作用が無くイライラやストレスを緩和するトランキロンという製品を組み合わせて使いました。素晴らし

い効果でした。ゆっくりとリタリンの量を減らしていきました。この夏には完全にリタリンを与えなくなりま

した。なんて素晴らしいことでしょう。とても良いことです。息子の問題を解決するのを手伝ってくれ、また

彼のエネルギーを生産的な事に導いてくれたライフプラスと素晴らしい製品に感謝します。（Ｄ．Ｋ．ワシン

トン） 

 

クローン病 

ライフプラスの製品が私の人生を変えました。私は、１９８０年以来、クローン病で苦しんできました。（原

因不明の胃腸の病気で、免疫異常、細菌、ウィルス感染などの説があり、原因はまだわかっておりません）今

まで４～５回入院し、たびたび投薬を繰り返してきました。３年前、脳腫瘍（クローン病からの影響かもしれ

ない）になりましたが命拾いをしました。去年とうとう小腸の手術をしなければならなくなり、手術は成功し

ましたが、下痢が全然止まりませんでした。先生は私の結腸が順応しなければならないと言いました。その後、

プロアンチノルズの事を聞きました。注文したときプロバイオトクスも良いと薦められ、それらを飲んで２日

後には下痢は止まりました。そして１日１回正常な便が出るようになったのです。例えライフプラスの製品が

５倍の値段だとしても私は注文します。いくらお金があっても健康でなければ何の意味もありません。 

（Ｗ．Ｈ．アメリカ） 

 

心臓、関節炎、糖尿病その他 

私はライフプラスと劇的に良くなった自分の身体に対し、感謝します。私の辛い過去は、１９６０年  ２５才

でリューマチ関節炎と診断される１９８１年  足の痛みが激しいため階段を上がれなくなり、美しい２階建て

の家を売らざるを得なくなってしまった。１９８７年  足の痛みは糖尿病から来ていると医者に言われた。し

ばしばまるで牛追い棒でつつかれたような、ものすごい痛みがありました。１９８８年  心臓発作を起こし生



命の保証が無いとまで言われました。１９９２年  目が悪くなり、また、身体の痛みもあり運転が不可能に 

１９９３年  眼科医が糖尿病性網膜症と診断。拡大鏡を補ったメガネを使用する。こんな私がライフプラスと

出会って以下のように人生が変わったのです。１９９４年  １２月私はプロアンチノルズを飲み始めました。         

１ヶ月後足の痛みが引きました。２ヶ月後体力がついてきました。３ヶ月後ダンスが踊れるようになりました。 

現在、本を１日中読むことができますし、鮮明な文字なら拡大鏡はもういりません。数週間前１人で運転がで

きました。ありがとうライフプラス！（メアリー・アメリカ） 

 

関節炎 

先ず私はライフプラスを紹介してくれた御礼を言いたく思います。１ヶ月以上右手の関節炎で悩んでいたので

す。指の根元の関節が腫れて痛くて痛くて部分的に動かせるだけでした。１日中、氷をあてたり、マッサージ

をしました。整形外科医に行きレントゲンを撮り検査をしましたが、原因は分かりませんでした。先生は私の

手を見てナプロクサン（抗関節炎剤）を処方してくれました。しかし、ライフプラス製品を知り、試しに使っ

てみようと思いました。プロアンチノルズを１日２００ｍｇ、２週間続けて使ってみると、腫れや痛みが無く

なりました。まだ、関節のところがポキポキするという問題はありますが、かなり良くなりました。また、前

からあった背中のコリや痛みも無くなっていました。処方されたナプロクサンはまだビン一杯に残っています

がもう必要無いでしょう。（Ｇ．Ｗ． アメリカ） 

 

バイパス手術とコレステロール 

１９９４年６月、私はバイパス手術を受けました。コレステロールは１９８で、トリグリセライドのレベルは

１１２３でした。同年９月にプロアンチノルズを飲み始めました。２ヶ月が経ちコレステロールは１４８に下

がり、トリグリセライドは３０７になりました。また、２ヶ月前からカルディオキーレックスも毎日飲むよう

になりました。１９９５年１０月１０日、私は医者を訪ねその日の検査でコレステロールが１２６まで下がり、

トリグリセライドは１６２になったと彼から言われました。私はこの２種類の製品を使ってからとても調子が

いいのです。医者はこうも言いました。「心臓の切開手術をして急性心臓死になったものにしては本当に元気

そうだ」ライフプラスのおかげですと言いました。何時までも使っていきたいと思います。 

（ワトソン・アメリカ） 

 

不眠症とソムニセット 

私はライフプラスのソムニセットで素晴らしい結果を得たのです。１５年以上もひどい不眠症に悩まされてい

て、ベッドに入る前に睡眠薬を飲まなければ４時間以上は眠れませんでした。でも薬の副作用は不快なもので

した。このソムニセットは本当に素晴らしく、薦めてくれた友人にキスしたいくらいです。私は保守的な人間

で、全ての事に疑い深いので、はじめは効き目があるかどうか、かなり疑ってました。１ヶ月前に友人が私の

ためにソムニセットをプレゼントしてくれたのですが、断っていたのです。今考えると自分をけ飛ばしたい気

持ちです。もしあなたが警察官、看護婦などの不規則な時間で働いていて、睡眠で悩んでいたら、この製品は

副作用なしに安全で気持ちのいい睡眠の手助けをしてくれるでしょう。（ケイス・アメリカ） 

 

いつまでもより若く 

フォーエバヤングベーシックセットを使いはじめて私の一番の悩みは家中の鏡を避けて通れないことです。最

近は鏡を見る度に小皺がどんなに目立たなくなったかチェックしています。とにかく宝くじにあたったような

気分です。先日４人の女友達に、最近私の肌が若返ったようでとてもきれいになったと言われました。１月振

りに皆に会ったのです。私は正直うぬぼれてしまいました。本当にライフプラスのスキンケア製品は素晴らし

い製品です。また、フォーエバヤングタブレットも使っていますが、私と娘（１４才）が同時に気が付いたこ



とがあります。普段はあまり気にかけていない小さな事なのですが、３ヶ月目くらいで変化に気が付きました。

２人とも髪が長くかなり量も多い方なのですが、毛先がわれて枝毛が多かったのですが娘が「ママ、私の毛先

が急に太くなってまた伸び始めてるの」２人の髪が以前よりずっと丈夫になっていることに気が付いたのです。

それ以外にも爪が丈夫になりツヤツヤです。本当にライフプラス製品をこよなく愛しています。 

（デビー・アメリカ） 

 

コレクテッドソルト（塩愛好家から） 

私は、ただただ感激しています。私は塩が大好きなのです。高血圧のため減塩する必要があるのですが、もう

塩が好きで塩抜きの食事なんて我慢ができません。ライフプラスのコレクテッドソルトは私が今まで試した中

で一番美味しく、良いものです。口の中に残る感じはまろやかです。心から満足していますので、次回からは

大きいボトルのものを注文します。（ジョージ・アメリカ） 

 

エンドクリンＤＨＥＡで約６ｋｇ体重が減りました。 

私は５ヶ月ほどエンドクリンＤＨＥＡを使っていますが、食べたいものも結構食べているのですが、１３ポン

ド（約５．８ｋｇ）体重が減りました。もしあなたがもう少し上手に食べて運動するなら結果はもっとよくな

るでしょう。これは素晴らしい健康食品です。食べたいものを食べ、体重を減らし、新しい洋服を買うなんて

できる製品は他にありますか？ 自分を満足させてくれたライフプラスに御礼が言いたいわ！ 

（シェリー・アメリカ） 

 

マイクロミンズで無気力な子供が元気に 

いつも無気力で、笑顔も見せたことの無いような娘は、食欲もなく全く元気が無い８才の娘に、ホメオパシー

治療は落胆する結果に終わり、ミネラル不足によるものと思い、マイクロミンズを試しました。わずか１週間

後には、彼女は全く別人のように元気になり、頬もピンクで、他の子供と遊んだりと、もう信じられないくら

い積極的な毎日を過ごしています。マイクロミンズはオーがニックで吸収率９０％以上の素晴らしいミネラル

補給サプリメントと言うことで本当にお薦めです。（ピーター・オーストラリア） 

 

素晴らしいパワーを与えてくれるマイクロミンズ！ 

メルボルンの郊外で働くワーキングウーマンです。マイクロミンズを試して１週間後、エネルギーのアップに

は驚かされました。以前は午後のティータイムになると疲れ果て、身体が動かなかったのが、今では夜遅くま

で働いても平気なくらいに変わりました。記憶力も向上し、爪の状態も健康的になり、手にあったシミも同時

に消えてしまいました。（ワーキングウーマン・オーストラリア） 

 

前立腺肥大に驚くべき効果 

前立腺肥大から私の選択は、化学療法、放射線療法、あるいは手術でした。私は、ライフプラスのプロステイ

トフォーミュラとデュープレックスを約９ヶ月、サプリメント療法を選びました。病院でも大変な話題になる

ほど素晴らしい結果がでて、私は現在大変健康的な毎日を送っています。（ＰＫ・オーストラリア） 

 

ものもらいが１日で治った 

左目にものもらいができてしまい、ひどく腫れ上がり目が半分閉じられている状態にありました。コロイダル

シルバーを軽く２回スプレーすると、完全に次の日には良くなっていました。友人にも薦めています。 

（Ｌ．Ｈ．・オーストラリア） 

 



関節の症状が非常に良くなっています。 

１９８８年に事故に遭い、それ以来１６回の手術を受けましたが良くならず、５年間１日８粒の痛み止めの薬

を飲み、残念なことに左の腎臓は完全に不能となりました。骨関節炎の治療薬を飲まされ続けましたが、一向

に改善しませんでした。そんなとき、私の仲の良い知り合いからリプリネックスを紹介され、主治医からも了

解を得て、２ボトル購入しました。摂り始めて４日後に変化に気が付きました。階段を１段づつしか上がれず、

下がるときは横向きに降りていたのが、普通の人と同じように歩けるようになったのです。この商品にもっと

早く出会いたかったと思っています。（ジョン・オーストラリア） 

 

エンドクリンＤＨＥＡで更年期の頭痛が全くなくなりました。 

わずか１ヶ月エンドクリンＤＨＥＡを使い、更年期障害からと考えられる頭痛から解放されました。残念なが

ら私の主治医は私の症状に何もできなかったのです。私は自信をもってライフプラスの製品を薦めています。 

（アニータ・オーストラリア） 

 

アトピー改善と花粉症改善 

滋賀の男性です。３１才 妻と２人暮らしです。ＬＰはＭＴさんの紹介で知りました。４年程前からアトピー

がひどくなり、ステロイドでごまかしていました。それ以前はそれほどひどくなくて、全くアトピーなど気に

しなくてもよかったのです。ところが、仕事が忙しくなってきたこと、それと、もともと肌が白く弱いのにも

関わらず、ウインドサーフィンが趣味でバンバン日焼けをしていたのも、今から思えば、身体の表面と内側に 

膨大な活性酸素を発生させていたのでしょう。そして、去年の８月から、プロアンチノルズとビタＣ１０００

を飲みはじめました。１カ月たって好転反応の蕁麻疹がひどくなり、２週間たって少しずつかさぶたになり、

症状がおさまってきました。今では、ステロイドから開放されて、ＬＰのすごさを実感しています。現在は、

プロアンチノルズ、ビタＣ１０００、ＴＶＭ－４９、サステネイズ、コロダインをのんでいます。妻も花粉症

がひどかったのですが、この春はそんなに悩まなくても済み、喜んでいます。 

 

プロアンチノルズで花粉症と疲労感からおさらば 

１０年位前から花粉症に悩まされていたのですがＭＴさんのＨＰにお邪魔した事がきっかけでこちらに参加

させて頂いてます。ちょっぴりですが、体験談☆まず花粉症ですが、プロアンチノルズを飲み始めて１週間も

たたない間にかなりよくなりました。ただ完治という訳ではなく、体調を崩すとくしゃみ＆鼻水がでます。花

粉症に関してはまた来期（？）というところです。（もう杉花粉は飛んでいないので）今現在一番嬉しい事は

疲労感がなくなってきたという事です。私はとても疲れやすくて、またそれは頭痛を伴って眠気として襲って

くるもので・・・暇さえあれば横になっていました。でも最近はそれが少なくなってきました。 

これもプロアンチノルズのおかげですね、きっと。これはオマケですが、プロアンチノルズを空腹時に飲む為 

間食（おやつですネ）をしなくなりちょっぴりダイエットもできました（＾＾）／ 

今はプロアンチノルズだけですがこれからもっと他の商品も試してみたいと思います。それではまた・・・・・。

（岡山 ２８才 主婦） 
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