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鳥肌が立ちました。
その時は本当に全身の産毛が逆立ちました。
20年以上の研究から、ある日、ついに一つの答えに行き当たったのです。
美容理論の一つの境地に到達したと思っています。

私は、ずっとずっと学び続けて来ました。
皮膚科学は当然のこと、生物学、細胞学、健康科学、医学、物理学、量子学、神智学など、もっと広
い観点から世の中を俯瞰し続け、学ぶだけでなく臨床実験も繰り返し、してきました。

実際に効果があるけど、そのメカニズムが現代ではよくわかっていないようなものも、たくさん研究
してきました。
ルルドの水、ゲルマニウム、AWG、水素水、テラヘルツ、鍼灸、シャーマンの樹液、ホメオパシー、
オステオパシー、電気治療、チャクラ、レイキ治療、クリスタルヒーリング…
本当にたくさんの製品や施術に触れ、実際に体験し、理論を積み上げて来ました。

この新しい理論では、従来の方法では解決できなかった
あなたのお肌の悩みに劇的な改善をもたらすことができます。
このことは、理論だけでなく、実際の信じられないような臨床体験が物語っています。

ちょっとだけ専門的になりますので、理論自体のお話は先になります。
ただ、あなたが美容と健康を仕事にしているのであれば、一生役に立つ知識です。
少しの間おつきあいください。

ありふれた化粧品を作ってました
私は化粧品会社に就職し、様々な経験を経たのち、独立しました。
最初に作っていたのは、ごく一般的な化粧品です。
お客様のニーズに合わせ、コラーゲン、ヒアルロン酸、植物エキス、プラセンタ、EGFなどを混ぜた
化粧品を作っていました。
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もちろんお肌に良いというエビデンスはあります。評判も良いです。
しかし私の何となく感じていたわずかな違和感は、どんな化粧品を作っても決して消えることはあり
ませんでした。

また、マーケティングの上手さだけで売るという戦略も苦手でした。
効果を最大限追及して、困っている人の悩みを解決するというのがビジネスの原点だと今でも信じて
います。

一方で、私は特殊な技術というものに大変興味がありました。
世の中には、理屈はよくわかっていないけど、とてつもなく結果の出る、
原料や素材が埋もれています。
肌に塗布すると、とんでもない面白い効果が出ます。

それらの原料がなぜ、効果が出るのか？
どういうメカニズムになっているのか？
それは誰も解明できていません。

私はそういう原料に関して、長い間、たくさんの文献をあたり、
専門家からヒントをもらい、ついにはある一つの境地にまで行き着きました。

２年苦しんだ手荒れがたった 10日間で･･･
そして出来上がった試作品。
私はいつも試作品は真っ先に、妻に試してもらうようにしています。
一番率直な意見が聞けるからです。

普通に朝晩、洗顔の後のケアに使ってもらいました。
そして、約 10日後。

「この化粧品凄いんだけど！」と妻から。
「えっ、どの辺が？」
「手荒れが全部治ったの」
「えっ、顔に使っていたんじゃないの？」
「顔に使っていたんだけど、手に取って使ってたから、手荒れがキレイに治ったの」

この手荒れは、水仕事が増えてから発症して、それこそ色々な治療を試みても、なかなか治らなかっ
た頑固な症状でした。この症状はもう２年間続いていました。
つねに両手の３～４本の指は痛々しく荒れていました。
医療機関にも頼ったことがありますが、効果が出ず、半ばそれが常態化していて、私も気に留めるこ
ともなくなっていた矢先の出来事でした。
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あんなに荒れていた指先が、ほんとうに昔のようなきれいな状態に治っていました。
「これは本当にすごい！一つの答えが証明された。」
私はそう思いました。

これは、別の時期に撮ったものですが真実の写真です。

美容理論はいらない！
私はどちらかというと、美容という言葉より、健康という言葉にパッションがあります。
それは美容に興味がないという意味ではなく、
“美容＝肌の健康”と捉えているからです。

なぜなら、人間の身体は、小さな細胞が約３７兆個集まって出来上がっているもので、
臓器の細胞も肌細胞も大きな違いはありません。

そして、全ての細胞が生き生きしていれば、それは健康ということです。
健康であれば、ご飯粒一つ一つが輝いているように、肌も美しく見えるのです。
だから、私が目指して来たのは、“肌細胞の究極の健康”なのです。
健康でない細胞が美しく見えることは絶対にありません。 
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肌をキレイにするのは〇〇
ここで健康の基本をおさらいをしましょう。
まず、大切なこと。
「手にできたわずか1mmの切り傷さえ、世界の名医１００人集めたところで治せない」
ここはとても大事な考え方になります。

もちろん最新の薬は塗れる。最高級のバンドエイドも貼れる。
でもそれで傷が治ることはありません。

傷ついた細胞や組織を修復していくという行為は、
最終的にはあなた自身の細胞にしかできないことです。
あなたの身体が１００％自分で治療をしていくのです。

他人が関与できるのはあくまでもサポートのみ。
肌をキレイにすることもこの傷と一緒です。
化粧品にできるのはサポートのみ。

実際に美しくしていく、肌細胞を健康にしていくというのは、
他人ではなく、化粧品でもなく、
１００００％あなたの身体の細胞にしかできないことなのです。

肌がベストにキレイにならない理由
では、なぜあなたの肌は、毎日きれいな状態を保てないのでしょうか。
それは、もちろんメイク品やクレンジング、外の環境（紫外線、大気汚染など）の影響もあります。

ただ、あなたの肌細胞が完璧に元気でさえあれば
そういったマイナス要因は、簡単に撥ね退けて、キレイになることができます。
似たようなマイナスの環境下でも、肌がきれいな人はたくさんいます。
ではその違いは何なのでしょう？

それは、肌細胞を健康にする環境が整っているということです。

そのためにまず一番大事なこと。
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それは、世間でもよく言われる当たり前のことですが、“血流”です。
血流は、本当に本当に大事です。

血があなたの全身の各細胞に、水、酸素、栄養素というとっても大切なものを運び、
そのお蔭で、細胞は元気でいられます。
細胞を一つの家に例えるなら、からだ全体は街です。
そしてこの血流は、電気、ガス、水道、食糧宅配まで受け持つインフラということになります。
このインフラが機能しないと、各家庭に問題が起こりだすのは一目瞭然です。

だから、摂取している栄養素が不足している、水が濁っている、血行という物流が滞っているなどは
大問題となります。
各家庭に生きて行くために必要なものが届かないからです。

そしてもう一つ肌ならではの問題点があります。

肌ならではの問題点
血流に関しては、肌の問題点が重要になってきます。
それは肌の優先順位が低いということです。

人間が生きて行くのに大切な組織。それは何を置いても内臓と脳です。
ここの組織が死んでしまうことは、死に直結します。
だから酸素や栄養素は内臓と脳に優先的に使われていき、
優先順位が低いところは、後回しにされます。

優先順位が低いのは、肌、髪、爪。そして次に筋肉なのです。
この組織は多少衰えても、生命維持活動に直接的には影響しません。
だから、常に後回しになるのです。

私がダイエット指導をしていたときは、
女性に良質のたんぱく質をしっかり摂ってもらう指導をするだけで、
みなさん肌、髪、爪がつやつや美しくなっていきました。
それだけ現代女性はタンパク質不足ということです。

雪山で遭難した時にも、内臓に血が集まるので、指先や鼻の頭などが、
凍傷になってしまいます。優先順位があくまでも内臓や脳だからです。

だから、しっかりとした栄養素を取り、血行を良くするのは本当に大事なのです。
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化粧品は意味があるの？
ただ忙しい現代人に、完璧な栄養素を摂取することができないというのはまた事実です。
そうすると別の解決策が必要になります。

細胞は丸型で、基本的には上下左右があるわけではありません。
３６０度全方位に吸収、排出機能があります。

だから、「肌は排出器官」と謳っている化粧品もありますが、
私は、血液から採れない栄養素などを肌表面から取って行くことは大いに意義があると考えます。
肌をキレイにするには優先順位の低い肌細胞に、ちょっとえこひいきしてあげるのです。

ただ、ここで一つ気を付けないといけないのは、肌表面には消化機能がありません。
通常の食事は、胃腸を通して、細かく消化・分解されて、血液に吸収されるレベルまで小さくなります。
このレベルまで小さくなったものは、細胞にもしっかりと吸収されて、美肌を作りだす素材として機
能します。

ただ、肌表面は消化機能がなく、直で細胞があるだけですので、消化器官が栄養素を細かくするレベ
ルまで、元々小さくしてあげたものを与えて上げる必要があります。
そしてそれはかなり小さいレベルや、細胞が受け入れる素材でないと細胞には入りません。

あなたの細胞に足りないもの
では、次に出てくる問題は、あなたの肌細胞が元気になるには、
どんなものを優先的に摂取して、えこひいきしていけば良いかということです。

これは時代によっても変わります。
生活習慣、食習慣など色々な要素が変化していくのでそれに合わせて優先順位が決まっています。

パレートの法則というのはご存知でしょうか？
どんなことでも、たった全体の２０％の要素が、８０％の成果を上げているという有名な法則です。
例えば、営業部のトップ２０％の人が、全体の売上高の８０％を稼いでいる。
勤務時間のうちの２割の時間で、その日の成果の８割のことを行っている。などです。

これは肌の細胞にも当てはまります。
８０％の効果を出す、たった２０％のことに集中するのが賢い選択です。
逆に、２０％しか効果を出さないことにいくら時間や、手間を割いても、あまり効率の良い結果はも
たらしません。
では、この２０％はどこなのでしょう？
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細胞時代の終焉
いままでは、細胞自体が作りだすものに注目されて来たのが化粧品の美容理論です。
それこそコラーゲン、ヒアルロン酸、セラミドなどを補おうという世界です。
そして次に出て来たのは、EGFや幹細胞など、細胞自体を作りだすものを補おうという世界です。
もちろんこれらの効果を否定するものではありません。

ただ、私は長年の研究から、もっと先に進むべきという結論に達しました。
本来、人間の身体は完璧にデザインされています。それを人間の力で不用意にいじることは調和を崩
すことにつながります。

あなたの細胞自身が、元気にあなたの美しい肌を作りだすこと。
これが私たちの考える、最高の美容理論です。

ミトコンドリア時代の幕開け
ミトコンドリアはご存知だと思います。
人間の細胞内に存在していて、私たちの生命活動の源になる生物です。
私たち生物は２０億年前にミトコンドリアとの共生を選ぶことで、大量のエネルギーを獲得し、
ここまで劇的な進化を遂げたと言われています。

ミトコンドリアは私たちの各細胞内に器官によって、３００～３０００個ほど存在します。
全てを集めると体重のなんと１０％も占めると言われています。

私たちが呼吸により酸素を得るのも、糖質を摂取するのも、すべてはこのミトコンドリアがＡＴＰと
いうエネルギー源を産出するためなのです。
このＡＴＰがなければ、細胞自体が、私たちが、いまのように活発に活動することは不可能なのです。 
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またもちろん他の動物のコラーゲンなどを肌から摂取しようということにも違和感をぬぐえません。

私たちの身体にとって一番良いことは、あなた自身の細胞が、完璧にデザインされた設計図通りに、
あなたの身体にあった、コラーゲン、ヒアルロン酸、セラミドなど、美肌の材料を作りだすことです。
サポートのために入れることは否定はしませんが、それを他の動物や合成原料で補うことは一緒では
ありません。



さきほどのパレートの法則で行きますと、最大限注目しないといけない２０％は、このミトコンドリ
アにあります。

仕事柄、お医者さんの講演なども見聞する機会も多くありますが、西洋医療を鵜呑みにせずに患者さ
んの治療ということにスポットを当てて、素晴らしく成果を上げている方は、必ずこのミトコンドリ
ア活性化を意識しています。

ミトコンドリアと老化の関係
ミトコンドリアがいかに体にとって重要かを表したのが次のグラフです。
（出典：筑波大学教授 林　純一「ミトコンドリア・ミステリー」）

老化と呼吸酵素の活性低下の関係性を表したグラフです。
年齢と反比例して呼吸酵素の活性が低下しています。

このペースでCOX活性が下がり続けていくと仮定すると、１２０歳までに呼吸活性は完全に失われて
ミトコンドリアはATPを作りだすことができなくなります。
この実験結果を見るとヒトの最長寿命が１２０歳を超えることがほとんどない理由がわかると思います。 

人間にとって一番大事なのは呼吸です。
食べなくても１週間くらいは生きていけます。しかし呼吸ができないとわずか数分で死んでしまいます。
それだけ、ミトコンドリアが酸素を摂り入れてATPを作りだすという行為がヒトにとっては重要とい
うことです。
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多くの現代人は、現在の生活習慣において、このミトコンドリアの活動が落ちています。
それが肌トラブルしかり、若いうちから色々な病気を発症してしまう一番の原因になります。

このミトコンドリアが活発であれば、あなたの細胞はより元気に、美しくなれるのです。

究極の成分ATPコンプレックス
私たちが長年の研究から導き出した答えが、
このミトコンドリアを最大限活発にする成分の複合体です。

実際にこの成分を処方した化粧品を肌に塗ると、今までの化粧品では想像もできないほどの効果を
発揮します。

このミトコンドリアを活発にする原料は、複数の特殊な原料からなり、
私たちはそれを「ATPコンプレックス」と名付けました。

この複合成分は、スキンケア、育毛などにもとてつもない効果を発揮するだけでなく、
飲用してもあなたの身体に驚くべき効果を発揮します。
実際、病気治療のサプリメントも開発中です。

このATPコンプレックスの中身の概要は以下の通りです。

コンプレックスの内容を初公開！
まず、ハイコンセントレートオキシジェンウォーター（高濃度酸素水）。これはミトコンドリアがエネ
ルギーを作るのに必要な膨大な酸素を供給します。
近頃は活性酸素の問題から水素などに注目が行っていますが、細胞に取って一番大事なのは酸素という
のは昔からずっと変わりません。
酸素がなければ人間は数分で死んでしまうほどです。

酸素濃度の高い部屋に入れば、傷の修復が早くなったりすることからも頷けます。
痛みの原因も、軽い酸素不足とも言われ、
最近の治療院業界で話題の商品は、実は酸素入りオイルなのです。これを塗るだけで、痛みが和らぐ
と、大評判です。

9



現代人は長く椅子に座ることによって、赤ん坊のときの腹式呼吸から、胸式呼吸になってしまってお
り、呼吸がとても浅くなってしまっています。
また、慢性的な鉄不足により、十分な酸素を血液中のヘモグロビンが細胞に運べていません。
現代人にとって、酸素を補うことはとても重要です。

私たちは特殊技術により、水にたくさんの酸素を溶存させることに成功しました。
また活性酸素を除去するのも、このミトコンドリアの出すエネルギーの仕事です。
だから、これにより、活性酸素が大幅に減ることになっても増えることにはなりません。

目に見えないけど一番大事なもの
次にATPエネルギーです。これはミトコンドリア自身が活動するのに必要なエネルギー源です。
ミトコンドリアも何かしらエネルギーを得ないと、ATPを作る活動ができません。
そのエネルギーの元になるのがこのATPエネルギーです。

一般的に、氣、プラーナなどと呼ばれるのはこのタイプのエネルギーです。
現代人はこの氣の流れも滞っているため、外から摂取してあげるのが早いのです。
このエネルギーを原料に注入するのがもう一つの特殊技術です。

このエネルギーを入れた水は、油との親和性が高く、下記のように普通の水が油となじむようになり
ます。
ですので、このATPエネルギーを注入した化粧品は、皮脂膜もすっと通過して、肌の奥深くまで浸透
することができます。

0
2
4
6
8

10
12
14
16

高濃度酸素水 水道水 アルカリ水A 水素水A

溶存酸素量（DO)　ppm（※生産時）
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■オリーブ油とATPエネルギー水の攪拌実験

攪拌後（左：水道水、右：ATPエネルギー水） ５分後 左は分離。右はまだ混ざっている

そして、このエネルギーを取るときに、水溶性珪素は合わせて摂取した方が良いです。現代人は珪素
が非常に不足しています。
これはミトコンドリアのためのエネルギーを蓄積するのに必要なコンデンサーの役割と、肌を作る原
材料としても重要な役割を果たしています。

弊社では、これら3つの原料を独自のバランスで混ぜ合わせ、ATPプロモートウォーターとして配合
しております。

最後の注目成分！
最後に絶対欠かせないのがAPM29（ATPプロモートミネラル29）です。イオン化された29種類
ものミネラルが含まれる独自成分です。 

現代人に最も不足している栄養素がこのミネラルです。
地中のミネラルが、戦後の農業改革の影響でとてもやせて来てしまっています。
野菜によってはここ５０年で１０分の１の栄養素になっているものもざらにあります。
結果を出す治療家さんは、現代人はみなミネラル不足と説きます。

そして、もし摂取する場合は、イオン化されたミネラルでないとほぼ無意味です。
世の中にはマルチミネラルなどという名称のサプリが存在しますが、あの手の固形のミネラルは分子
量が大きすぎて、胃や腸で分解もできず、９９％がそのまま便として出てしまいます。

だから、ミネラルはイオン化されていることが必須なのです。
そしてこのAPM29は、特殊技術を駆使して、固体の溶岩をそのまま、高濃度ミネラルの液体にする
という、画期的な技術で出来上がりました。
もちろん、鉛、水銀、カドミウムなどの有害重金属は含まれていないことも検査済みです。

ノーベル賞を 2回受賞したポーリング博士も、
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「全ての病気の原因は最終的にはミネラル不足にいきつく」と言っています。
それだけミネラルは本当に本当に大事です。

なぜなら体の中で行われている、食べ物を分解し、組織を作ったり、病原菌をやっつけたり、運動し
たりなど全ての活動は、酵素を使った化学反応により行われています。
この化学反応に絶対に欠かせないのがミネラルなのです。
あの有名なビタミンですら、ミネラルがないと活躍できないのです。
このミネラルが栄養素の中の基礎であり、もっとも大切なものです。

そして、このミネラルは、ミトコンドリアがＡＴＰを産生するときにも、
産生されたＡＴＰを使って肌細胞を作るときにも、絶対に欠かせません。
美容や健康に携わっている方なら、イオン化ミネラルの話は絶対に押さえて欲しいです。
どんな有効成分も、ミネラルなしには十分な働きが出来ないからです。

実際に、このイオン化ミネラル溶液で繊維芽細胞を培
養してみると、右図のように、細胞の増殖が最高で
180％以上も促されます。

私は、別口でこのAPM29を口から摂取するだけ
で、二日酔いにもならないという実験も何百人単位
でしてきました。
肝臓の働きが活発になり、二日酔いの元になるアセ
トアルデヒドと活性酸素を無害化するまで分解でき
るからです。

以上４つの原料は、いまでも研究が進められ、進化し続けています。
そして、ATPコンプレックスがあなたの肌を劇的に改善する、最大のキーになります。

この４つの成分はすべて、肌の奥深くまで浸透していきます。
水や気体などのとても小さい成分ですので、そのまま肌奥まで浸透して細胞に吸収されます。
肌のシワやたるみなどは、真皮からの老いが原因ですので、有効成分が肌の奥まで届かない化粧品で
は意味がありません。 

究極の化粧品！
これらの成分をすべて配合し、開発した化粧品が今回の製品です。

実際に使用した人の感想、写真を掲載します。
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足裏写真⇒
（左から、使用開始前、１週間後、３週間後）

左 使用開始前 右 1週間後

35歳　男性
症状：アトピー
結果：全体的な赤み（炎症）がかなり落ち着き、皮膚の落屑も改善されてきている。
本人感想：「かなり効果を実感できて感動しております。」

「突然右の頬にイボのようなものができました。病院で見て頂きましたが、やはり大きな病院で手術
するか、レーザーで取るしかないと。 この製品を使用して２ヶ月。肌の調子が良いなぁ～と思ってい
たら、自分でも気づかないうちにイボが消えていました。これには本当に驚きました。」
神奈川県46歳 　K.T.  

４１歳　男性
症状：水虫 
結果：ほぼ改善。以降発症なし。 
感想：「５年間ずっと粘り強く足に生息する水
虫。見た目も気持ち悪いし、痛いのですが、薬で
は治り切りません。それがこの化粧品では、３週
間でキレイさっぱりキレイになりました。本当に
信じられない気持ちです。そしてもっと凄いの
は、その後二度と再発していないことです。」    
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「どんな高級クリームを使っても治らなかった肘のガサガサが、これを塗り始めて完璧に治った」
東京都62歳 　M.Y  

左：使用開始前 右：1週間後

38歳 女性
症状：アトピー
結果：赤み、荒れが引きほぼ改善

左：使用開始前 右：６週間後

20代　女性
症状：ニキビ
結果：ニキビの炎症がおさまり、肌らがなめらかに。新しいニキビもできにくくなった。
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２０年間、化粧品業界で生きて来ましたが、正直この効果は化粧品の概念を超えています。
もしかしたら医薬品でもこの効果は出せないかも知れません。

医薬品は、完璧に調和した体のメカニズムに、人間の力で割り込もうという考えのものが多いです。
私はこの考え方は好きではありません。
緊急の外科手術、菌との戦いにおいては、西洋医療はとてつもない功績を地球にもたらしたと思い
リスペクトしていますが、生活習慣病や美容に関しては、この考え方では結果が出せないと私達は
考えます。

私達の考えは、あなたのお肌をキレイにする完璧にデザインされた仕組みを、最大限サポートすると
いう考えです。
あなたの細胞自身が生き生きすることで、あなた自身のお肌も生き生き輝いて欲しいという思いです。

最強のアンチエイジング美容液にも
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トラブル肌を改善することは、－１を０にするということです。マイナス肌を普通肌に戻す、
これが一番難しいことです。細胞のパワーが一番落ちているからです。

実は０を１にする方が簡単です。普通肌をより美しい肌にする、これは同じ理論上の話です。
この美容液を使うことで、トラブルのない普通のお肌も、よりキレイなお肌に変えていくことができ
ます。

あなたの肌細胞が美容液を使うたびに健康になり、コラーゲンやセラミドなどをどんどん産生し、
美しく輝いていくのですから当然のことです。

あなたの細胞本来の働きを取り戻せば、トラブル肌も治せて、普通肌もより美しくできるのです。



効果と安全性は比例しない
化粧品やサプリを売っていると、よくお客様から聞かれることがあります。
それが、「これだけ効果があるっていうことは副作用があるんですよね？」という質問です。

これは、恐らく西洋医学の薬の影響だと思います。
もちろん物にもよりますが、西洋の薬は人体のメカニズムに人為的に踏み入るものがよくあります。
伝達阻害とか、酵素反応阻害とか、そういう類のものです。

こういうことをすると、当然メカニズムを壊しているので、副作用は必ず起きます。
強い作用を起こさせる程、余計にメカニズムを壊しているので、効果と副作用は比例します。

ただ、本来あるメカニズムをサポートするだけなら、それは何も破壊せず、むしろ体に取っても喜ば
しいことですから、副作用というものは起きることはありません。

だから安全性に関しては、非常に安心な化粧品となっています。

こんな方におすすめ！
この化粧品はこんな方におすすめします。
トラブルのあるお肌をまず、普通のお肌に戻します。特にトラブルのないお肌は、１ランク～２ランク
若々しいお肌に導きます。この美容液が真皮を美しくし、新陳代謝により表面の角質層までその影響
が出るのに最低 2週間掛かります。
なので、最低でも 2週間はまずお試しください。

肌荒れで苦しんでいる。□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

アトピーで悩んでいる。
ニキビがなかなか消えない。
最高のアンチエイジング化粧品を探している
シミを消したい
シワを減らしたい
くすんだ肌を昔の白い肌に戻したい
水虫を治したい
合う化粧品がなくて困っている
ひじや、足裏のがさがさをどうにかしたい
薄毛が気になっている
髪の毛のハリやコシがなくなってきている
美しい肌になりたい
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しっかり使ってみてください！
このレスキューエッセンスをたっぷり使ってみてください。
あなたのお客様の肌の悩みに使ってください。
よりキレイになりたいお客様のために、
なかなか合う化粧品がないお客様のために、
施術メニューにも使ってみてください。

そして今回のみ、新規導入セットをご用意しております。
いち早く使って体感してみてください。

お得な新店導入セット
初めて導入されるサロン様にだけ、始めやすいセットをご用意しております。
製品５本に、販促物をセットにして、

通常は60％卸のところ、50％卸でご用意しております。

是非この機会にお得なセットをお買い求めください。
詳細は別紙をご確認ください。

私たちは、商品を手にする前にアレコレ悩むのは、時間の無駄だと思っています。
“実際に試して”からの方が正確に判断できるからです。

そのために、試して、私には合わないと言う方のために100％返金制度を設けています。
これはいち早く製品を試していただき、正確に判断してもらいたいからです。

経験上、終了日ギリギリで申込む方も多いです。
ただ、いま申し込んでも、７日後に申し込んでも届くのは同じ商品です。
損はありませんので、いち早く申し込んで、いち早く良し悪しを判断するのをおすすめします。

合わないと感じた方は、商品到着後３０日以内に、未使用品を弊社に着払いで送ってください。
中に、返金先の口座番号も入れておいてください。すぐに返金手続きに入ります。

私たちは、この化粧品をもっと多くの方に広めたいと思っております。
製品ご購入頂いた方には、Zoomでの製品説明会も可能です。中身のことをとことん納得して
いただきたいと思います。
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あなたと、お客様のお肌の悩みを、できるだけ解消できるように誠心誠意サポートいたします。
実際に、アトピーや、ニキビ、水虫などの治療には、何年もの年月を費やす必要があります。それでも
治らない場合もあります。

治療費としても何万円も掛かりますし、それ以上に精神的な苦痛があります。それらをもし1ヶ月で
解消できるとしたらとても安い投資と言えると思います。

お客様の返品もOK
返品OKというのは、私たちのポリシーです。
効果があるとお約束して、お客様が効果を感じれなかったのであれば、お金をいただいてはいけな
いと思っています。
ですから、お客様に販売するときも、「返品OK」にしていただいて結構です。その場合、ご使用済み
の現品はお引き取りをお願いします。

そして、お客様から返品があった場合には、弊社にお知らせください。代りの新品を１つお送りいた
します。だから、御社に返品に関してのご負担は１つもありません。
品質に対する責任はすべて弊社にあります。弊社がすべて負担いたします。

但し、ネットでの販売、ネットでの価格掲載はNGになりますので、あらかじめご了承くださいませ。

ありがとうございました☆
最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。
弊社では、この理論に基づいた製品を今後も発売していきたいと思っておりますので、共感いただい
た方、体感頂いた方は、是非長いお付き合いができたら嬉しく思います。

正しい理論が世の中に広まり、より多くの人の悩みを解消し、喜びを増やせるようにこれからも日々
精進してまいります！
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