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株式会社ルクセス 高橋 伸嘉

いつまでも治らない肩・腰・膝の痛み
塗るだけで根本治療もできる“魔法のクリーム” 

レスキュークリーム開発の秘密… 

精神科を受診しました
その時は、わたしはまだサラリーマンでした。
20人以上の女性の部下を抱えて、毎日愚痴を聞かされていました。
女性同士の人間関係にも巻き込まれていました。

そんな、ある日、朝礼中に頭がぼーっとして卒倒しそうになりました。
その翌週には、運転中に腕が痺れ出して、慌てて車を路肩に止めました。

私の体が壊れていくのを感じました。
まさか楽観的な自分が、と信じれませんでした。
確実にストレスで、精神が病んでしまったのだと思いました。

プライドもありましたが、このままもっと壊れて行く方が怖かったのです。
私は勇気を出して総合病院の精神科を受診しました。

そして、診断結果。30歳のわたしにお医者さんは、

「これは五十肩です」と笑いました
ある意味安心しました。でも30歳でなるものなのかとびっくりしました。
きっとストレスからくる緊張で、肩が凝り固まったのだと思います。
でも、わかったところで、ストレスがなくなる訳ではありません。

肩が上がらず、Tシャツ１枚脱ぐのに１分以上掛かっていました。

その後、独立もしましたが、肩の調子はあまり戻りませんでした。
Tシャツはもう少し早く脱げるようになりましたが、
肩は相変わらずで、水平から60度くらいまでしか上がりませんでした。

そんなときです。
私の知り合いが、面白い技術があると紹介してくれました。
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見た目は普通のテープでした。これを貼ると、奇跡のようなことが起こると。
騙されたと思って、私の肩にそのテープを貼ってみました。
それは一瞬のことです。
なんと、肩が頭上を越えて１１０度くらい、

一瞬で元通りに
上がるようになったのです。

「えっ？！嘘！なんで？！」
これが私とそのテープとの偶然の出逢いとなりました。

それからというもの、この技術のとりこになりました。
このテープを鞄にずっと入れて、会う人会う人に貼って実験していました。

一瞬で痛みが消える人、数日貼ってからかなり緩和した人など、期間や程度はさまざまでしたが、
８割方の人が効果を実感してくれました。

もちろん、ほとんどの人は喜んでくれましたが、

怪しい！と何度も馬鹿にされました 
それはそうです。
私が、この理論をしっかり説明できないからです。

このテープには、サイクロンエネルギーという、回転した強いエネルギーが注入されています。
これを貼ると血流が上がることもわかっています。

でも、なぜ痛みが消えるのかはしっかりと説明できませんでした。
それでも、私が体験したような、奇跡を起こせるのなら、世の中にもっと広めたいと思いました。

痛みに困っている世の中の人を救える。
そう思い、製品化に取り組みました。

最初に発売したのはテープタイプでした。
治療院の先生に、サンプルを試してから本品をご購入いただく仕組みです。

正直、そこまで反響があるとは思いませんでしたが、
「魔法のテープ」は非常に多くの先生に効果を認めていただき、

累計500店の治療院に導入されました。
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ほんとうに、嬉しかったです。
この技術の素晴らしさが認められた瞬間でした。

実際に、テープを使用されたお客さんから上がってきた患者さんの声です。

◆30年間ずっと痛かった膝の痛みが99%治った。 …………………………………………………… 80代女性

◆四十肩がひどくてうまく寝られなかったのが、ぐっすり眠れるようになった。 ……………… 40代女性

◆料理をするときに右腕を使うと痛かったのが痛くなくなった。 ………………………………… 60代女性

◆吐気がするくらいの捻挫の痛みが、一瞬で10%くらいになった。 ……………………………… 32歳男性

◆引っ越し作業中に痛めた腰が、あっという間に痛くなくなった。 ……………………………… 26歳男性

◆ぎっくり腰の際に、テープを貼ってもらったら痛みがすぐにひいて驚いた。 ………………… 42歳男性

◆膝の術後、階段の昇り降りができなかったのができるようになった。 ………………………… 48歳男性

◆股関節通がテープを貼っただけで非常に良くなった。 …………………………………………… 55歳女性

◆足がつった違和感がすぐになくなった。 …………………………………………………………… 32歳女性

◆鎖骨のところのリンパ節に貼ったら、花粉症が緩和した。 ……………………………………… 40歳男性

◆出産以来１０年間続いた腰のピキッいう痛みが一瞬で治った。 ……………………………… 30代主婦。

◆太ももをいためスクワットができなかったのが一瞬でできるようになった。

………………………………………………………………………………………… ジムトレーナー30代男性

◆医者に全治６ヶ月掛かると言われた顔面麻痺が、貼った瞬間動きだし、わずか２週間で完治。

　 …………………………………………………………………………………………………………… 30代女性

◆脂肪肝で右のわき腹に時々痛みがあったが、痛みがほとんどなくなり、

　肝機能が良くなったことがわかった。 …………………………………………………………… 45歳、男性

◆生理痛で常に大変だったが、生理時にへその下にテープを貼り付けたところ、

生理痛がほとんどなくなった。 …………………………………………………………………… 35歳、女性

◆咳が嘘のように止まりました。 …………………………………………………………………… 23歳男性

すごい技術だと思いました。
ただ、相変わらずメカニズムはよくわかっていませんでした。

そこから痛みについてたくさん勉強しました。
身体の仕組みについて学び続けて来ました。宇宙の仕組みについて、量子学について、細胞について、学
べるものは全て学んできました。

気が付くと４年間経っていました。
そして、まず痛みの原因はだいぶわかってきました。

一般的には、痛みはその部位や組織で、異常が発生しているアラームと言われています。



国際疼痛学会（IASP）では、痛みは、「組織の実質的あるいは潜在的な障害に伴う，あるいは，そのよう
な障害を表す言葉で表現される不快な感覚あるいは情動体験」と定義されています。

現状、痛みの原因は西洋医学ではきっちりわかっていないそうです。

リハビリテーション医学教授のジョン・サーノ博士はその著書の中で、「痛みの
直接的な原因は、血流の不足による軽い酸素欠乏」とさらに限定しています。

世界中のセレブが師事する「痛み解消メソッド」を開発したピート・エゴスキュ
ー氏も、その著書の中で、「痛みがその部位を動かすことなしに解消することは
ない」と断言しています。
これはつまりその部位への血流などが改善することなしに、痛みが治まることは
ないという意味です。

結局、人間と一緒です。細胞が37兆個集まった人間という生物としても、息が苦
しい、お腹が空いた、元気がない、喉が渇いたなどで、「助けて～」というSOS
が発せられます。

細胞や組織も、血管や経絡というインフラを通して、酸素、や食べ物、水、エネ
ルギーなどがきちんと供給されなければ、「助けて～」と、SOS信号を出してく
るのは当然のことと言えます。

炎症や物理的な刺激など痛みが起きるのは当然ですが、慢性的な痛みのほとんどは、その部位の細胞への
ライフラインが滞っているということです。主には酸素欠乏です。

痛みの原因は大体、検討がついてきました。しかし、なぜ身体にこのサイクロンエネルギーを与えると、
血流が上がるのでしょうか？

このことだけは、なかなか答えが出ませんでした。そしてついに、

その理由を発見しました。
これは偶然、大好きな“水”の勉強を深堀しているときに発見しました。
水研究の第一人者である、ポラック博士の「第4の水の相」という本に、ヒントが記
載されていたのです。

ちょっと脱線しますが、この本は分厚いですがかなり興味深い本です。水は、気
体、液体、固体という３つの相があるというのが常識ですが、ポラック博士は4番目
の相があるということを発見しました。

この固体と液体の間の第4の相が、我々がプールに飛び込んだ時に、お腹を「バシャン」と打つ原因にもな
っています。この研究から、毛細管現象も、どうしてシャンパンから泡が出るかも、なぜ雲ができるかも
全て説明ができるのです。興味がある方は是非読んでみてください。
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話を戻します。サイクロンエネルギーで血流が上がる前提条件として、

血液は心臓の力だけで流れてはいない
という驚きの事実があります。
よくよく考えてみてください。我々の血管をすべてつなぎ合わせると、地球2周半もの長さになります。

そして、毛細血管の太さは3～5㎛であるのに対して、赤血球は直径が6～7㎛もあり、管の太さに対し赤血
球はかなり大きいのです。しかも、赤血球は成人の体に28兆個もあります。全身の細胞が37兆個ですか
ら、実に、我々の細胞の80%は赤血球なのです。

こんな大きくて、大量の赤血球を、地球2周半分の細い血管中を回すのに、実際にはどれくらいのエネルギ
ーが必要なんでしょうか？ 
ある科学者がざっと計算したところ、心臓のポンプの100万倍のエネルギーが必要という結果が出たそう
です。すなわち我々の血液は心臓のポンプのエネルギーだけで流れているのではないのです。

では、どうやって血液は流れているのでしょうか。
ポラック博士の研究により、わかってきたのは、毛細血管の血液を流しているのは、実は、主に「光によ
る赤外線のエネルギー」だったのです。

博士の実験によると、右図のように、明るい場所で、水中に親水性
の管を入れると水の対流がおきます。光のエネルギーが管の内部内
側に第四の水の相を作り出し、第四の相と、水の相の電位差によ
り、水が流れてくるのです。

この流れは、光のエネルギーを強くするとこの流れは強くなり、紫
外線は余り流れには寄与しません。赤外線、特に波長3000nmくら
いの赤外線が一番流れに寄与するそうです。すなわち与えるエネルギーが大きければ大きいほど、水の流
れる勢いは速くなります。

ちなみにある実験では、死んだラットにライトを当てて血流を観察していたそうです。
そうすると1時間経っても、

10匹中10匹すべての死んだラットの血が流れていた
のです。
これによっても血管は心臓のポンプ以外のエネルギーを利用していることがわかります。

以上のことはあまり知られていない事実ですが、非常に画期的です。余り太陽の光を浴びない人が青白く
見えるのも血流が悪いからですし、世の赤外線グッズで体温が上がるのも血流が上がるからです。

これがエネルギーで血流が上がる理由だったのです。このπ-rayエネルギーの入ったクリームを塗ると、
血管に強いエネルギーが照射され、血管内部に強い電位差が発生し、血流がアップします。
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余談ですが、この新型コロナで自粛が叫ばれていますが、一番の根本的な対策は免疫力を上げることで
す。そのためには、もっと外に出て太陽の光を浴びるべきです。そうすれば毛細血管を通して全身の細胞
に、もっと栄養や酸素が回って、より健康、より免疫力の高い身体になるはずです。

海外の測定施設で、このクリームの測定をしてみたところ、下記のように、

最大血流速度が２２０％UP
にもなっていました。

与えるエネルギーが強いので、それに比例して、血流がUPします。これ
により、いままであまり血がよく流れていなかったような場所にも、充分
な酸素、栄養素を流すことができ、早い人では痛みを瞬時に消すことがで
きるのです。

すぐに消えなくても、患部までのインフラさえ整えば、体は自然と治療に
向かいます。治療期間は、人それぞれにはなりますが、塗れば塗るほど、
よくなって行くのは確かです。

実は他社にも、痛みを消すエネルギー系の商品があります。私も目に付い
たものは全て買って試してみましたが、サイクロンエネルギーが圧倒的に
強かったのです。それはなぜでしょうか？

実は、これは、エネルギーの形にあったのです。

従来のエネルギーは波の形の原理を元にしている波動エネルギーです。しかし、このクリームに注入され
ているエネルギーは、

回転した渦のエネルギーの原理
を利用しているからなのです。

この宇宙で一番強いエネルギーは、実は、渦のエネルギーです。台風の運動エネルギーは、10の18乗ジュ
ールといわれます。そのエネルギー量は、広島型原子爆弾18,000個分のエネルギーに匹敵します。それだ
けの大きいエネルギーなのです。

コマもちょっとしたエネルギーを与えるだけで、長時間回り続けています。全てを吸いこんでいくブラック
ホールも渦のエネルギーです。この渦のエネルギーこの宇宙で最大に効率の良いエネルギー形態なのです。

クリームを手首につけた時の血流を測定
塗布前：最大血流速度　15.7cm/ 秒
塗布後：最大血流速度　34.6cm/ 秒

220％UP
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水中での水分子の状態。
点線が水素結合

赤：酸素原子、白：水素原子

実際にこのサイクロンエネルギーは、同じ体積効率で行くと、鉱石などのエネルギーの１０００倍のエネ
ルギーがあると開発者は言われていました。

私が調べて来た中で、エネルギーの強さとしては、このサイクロンエネルギーが最強です。ただ、人体に
とってとてもなじみの良く、最近とても評判が良い波動エネルギーがあります。

それはテラヘルツエネルギーです。治療器としてもその技術は応用されていますが、このクリームには、
強力なテラヘルツエネルギーを発する、黒色のシリカパウダーを配合し、ハイブリッドで痛みにアプロー
チしています。

テラヘルツは、1981年、NASAが「太陽光線の遠赤外線の中で4～14μm（マイクロメートル）のテラヘ
ルツ波は、生命の代謝・成長・育成に不可欠な人体に有用な効果をもたらす周波数である」と発表したこ
とから、育成光線とも呼ばれています。

このクリームにその、

1秒間に１兆回振動するテラヘルツパウダーを高配合
しました。

月からの多量のテラヘルツ波エネルギーが、地球上の生命の発生や育成に必要以上の大きな影響を与えて
いることが、さまざまな実験で確認されつつあります。

ルルドの水も、成分を調べても特に他の水と変わりはない。調べていくうちに、高
いテラヘルツ波を発生させていることがわかってきた。これがルルドの水の奇跡を
起こして来た正体と考えられています。

テラヘルツは色々な作用がありますが、中でも注目すべきは「テラヘルツ波の物質
変性作用」と言われる、水などの物質と共振して、その構造を変えてしまいます。

水はこの作用により、水分子同士の水素結合が弱くなり、クラスター化します。
これにより、

血液がサラサラになります。
だから、さらに血流が流れやすくなります。これが血流を上げることをサポートしています。

ちなみに、私も何百種類ものテラヘルツ製品を試しましたが、鉱石から出るテラヘルツが圧倒的に強力で
す。どんな物質にもテラヘルツ照射してくれるような会社もいくつかありますが、それらの物質から放射
されるテラヘルツエネルギーとしてはどうしても小さくなります。
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このレスキュークリームは、テラヘルツ鉱石により血液をサラサラにし、サイクロンエネルギーでさらに
血流を上げていく世界初のハイブリット方式の治療クリームです。

経絡は目に見える
治療院の先生たちにはなじみがあると思いますが、人体には血管以外にも、大切な
インフラがあります。それは経絡です。全身に張り巡らされた経絡というものを通
して、氣というエネルギーを各細胞に送っています。

この経絡はなぜ西洋医学では認められないのでしょうか？このことを、ジェーム
ズ・オシュマン博士（故・ノーベル賞受賞学者　セント・ジョージ博士の数々の研
究を基盤に、革新的な人体のメカニズムを提唱）が、彼自身の著書により明らかに
しています。

「経絡は何の変哲もない、細胞同士を結ぶ結合組織などであり、成分的にもタンパク質を主とする分子の
巧妙な組み合わせで、分離できるような、組織らしい組織の見た目をしていないので、見つけることがで
きない。」（要約）ということである。
要は、経絡は間違いなく存在するが、これだというものがはっきりと“目に見えない”から、西洋医学では
認められていないだけである。しかし、この経絡を顕微鏡でじっくり観察すると、細胞内まで入り込んで
いるのが良くわかるそうだ。

もう一つのミトコンドリア仮説
そして、その氣エネルギーが何に使われているかというと、ミトコンドリアへのエネルギー供給です。

私たちの体は、ミトコンドリアが作りだしたATPエネルギーですべて動いているのは周知の事実です。こ
のエネルギーなしには、動くことも、食べ物を消化することも、外敵をやっつけることも、何の活動もす
ることができません。
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ちなみにある実験では、死んだラットにライトを当てて血流を観察していたそうです。
そうすると1時間経っても、

10匹中10匹すべての死んだラットの血が流れていた
のです。
これによっても血管は心臓のポンプ以外のエネルギーを利用していることがわかります。

以上のことはあまり知られていない事実ですが、非常に画期的です。余り太陽の光を浴びない人が青白く
見えるのも血流が悪いからですし、世の赤外線グッズで体温が上がるのも血流が上がるからです。

これがエネルギーで血流が上がる理由だったのです。このπ-rayエネルギーの入ったクリームを塗ると、
血管に強いエネルギーが照射され、血管内部に強い電位差が発生し、血流がアップします。

ただ、このミトコンドリア自身は何からエネルギーを得ているかは、現代ではまだ明らかになっていませ
ん。私たちは氣のエネルギーがミトコンドリアのエネルギー源と思っています。ミトコンドリアへのエネ
ルギー供給がなければ、ミトコンドリアがATPエネルギーを産生することができません。

私たちの身体を俯瞰的にみてみると、ミトコンドリアはとても重要視されているのがよくわかります。気
管や肺などのこの大きな組織と一連の仕組みは、ほとんどミトコンドリアに酸素供給をするための仕組み
ですし、消化器官と呼ばれる仕組みも、ミトコンドリアに糖質などを届けるために多大な労力を割いてお
ります。血管などの循環器もそれらの酸素や栄養素を届けるための役割がとても大きい。
この経絡というものがミトコンドリアのためにあったとしても何も不思議ではありません。

経絡と気エネルギーの証明と研究に30年も費やした、海外でも有名な本山博先生
も、「経絡は真皮結合織及び生体全体の結合織の内にあって、電磁気エネルギーを
各組織に供給して、生命のエネルギー源と考えられているミトコンドリアでのATP
合成、分解を生物物理学的次元で支えるもの」と著書に記しています。

すなわち、経絡はしっかり存在し、電気エネルギーを供給することで、ミトコンド
リアがATP合成をするのを助けているということです。

植物も元気になる
このレスキュークリームによるエネルギーも、経絡をサポートして、
ミトコンドリアのためのエネルギー供給源になっていると考えられま
す。ミトコンドリアがエネルギーを作り出すことで、患部の根本治療
にも役立ちますし、先ほど述べたように、痛みが「エネルギー不足と
いうSOSアラーム」という場合であれば、エネルギーが届いた時点
で、アラームを鳴らす必要がなくなり、瞬時に痛みが消えるのです。

実際に添付のようにサイクロンウェーブのテープを貼った植物の生育
がよくなるのも、植物のミトコンドリアと土内の微生物のミトコンドリアが活性化しているからだと推測
されます。

すべての治療の基本原理は一緒
治療院でも現在色々な治療法があると思います。
指圧、鍼灸、電気治療器、温熱治療器、酸素カプセルなど。

これらは突き詰めていくと、血流を改善すること、経絡の滞りを改善すること、ミトコンドリアへのエネ
ルギー供給や酸素供給量のアップをしていることになります。根本の原理は一緒なのです。

このレスキュークリームは、血流改善、経絡の滞りの改善、ミトコンドリアへのエネルギー供給をすべて
行っていますので、治療院の施術をサポートできることになります。
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市販薬に根本治療効果はない
ご存知の通り、市販薬は、表面上の痛みを取るだけで、根本治療効果がありません。痛みに関係する物質
のプロスタグランジンの生成を抑える薬がほとんどです。すなわち、体から発せられているSOS信号のア
ラームが鳴るのだけをただ止めようとするだけの行為になります。

例えば、
「インドメタシン」は痛みの原因物質であるプロスタグランジンを生み出す酵素（シクロオキシゲナー
ゼ）に作用し、プロスタグランジンが発生するのを抑制する作用を持ちます。

ロキソンニンに含まれる、「ロキソプロフェンナトリウム水和物」は、アラキドン酸に酵素シクロオキシ
ゲナーゼが作用するのを阻害し、痛みの原因物質であるプロスタグランジンの産生を抑制することで痛
み、炎症の症状を抑えます。

「フェルビナク」もプロスタグランジンの生成を抑えています。

ちなみに、ペインクリニックでの痛み治療も、基本的には同じ考え方です。　神経ブロック注射や、内服
液による治療になります。これも痛みの伝達を抑えているだけで、根本治療にはなっていません。

単純に、警報機を取り除いて、アラームだけ聞こえなくするのはとても危険なことです。動かさない方が
良い場所を動かしてしまいますし、根本治療をするモチベーションを削いで、根本治療ができなくしまい
ます。痛み自体を取るのではなく、痛みの“原因”を取り除くという治療が、第一の治療であるべきです。

「恥ずかしい」と言われました
今回クリームタイプを発売したのには３つの理由があります。

一つ目は、シールタイプだと、「目立つ部分に貼るのは恥ずかしい。」というお声が多かったことです。
確かに、患部が腰とかならまだ良いのですが、肩や、膝、腕、顏などの場合は、貼った部分が服で隠れず
に露出してしまいます。

男性なら気にしない方もおられるのですが、女性はやはり「おばちゃん臭く見える」ということで、「露
出している部分に貼りたくない」という問題がありました。

二つ目に、シールタイプは「汗をかいたりすると、たまにかぶれることがある。」ということです。
これは、どんな優秀なシールメーカーに聞いても、ノリや不織布によるかぶれや、汗をかいた時の雑菌の
繁殖によるかゆみなどは、ゼロには出来ないそうです。

肌との相性の問題もありますし、汗を掻かないわけにはいきません。
私も、市販の超有名メーカーの製品を貼ったときにミミズ腫れみたいになったことがあります。
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最後に、「患部が広い場合は、たくさんのシールが必要になってしまう」ということです。
特に、痛みによっては、全体的に痛みが広がっているとか、ピンポイントで患部が特定できないことがあ
ります。その場合にはシールタイプだと対処しづらいのです。

以上のお声をもとに、目立つ場所でも塗れて、かぶれもなく、患部が広い場合でも対応できる、クリーム
タイプを発売することにしました。

あなたの治療院の秘密兵器に
このクリームをあなたの治療院で、痛みを抱えている患者様の治療にお役立てください。きっと、あなた
の治療院の秘密兵器になることでしょう。

□患者さんからとても喜ばれます。リピートして長く通ってくれることでしょう。
□業務用としても使ってください。これでもかなりの利益を得ることができます。
□治療院に来れない間の患者さんのQOLの向上のために、売ってあげてください。小売でもかなりの利益
を上げることができます。
□いち早く最新技術を取り入れ、近隣の競合店との差別化を図ることができます。
□なにより、本当に面白く、不思議な体験をすることができます。

今すぐ痛みを消してみてください。
とりあえず、まずは同封のサンプルを試してみてください。
肩の痛み、腰痛、膝の痛み、筋肉痛、のどの痛み、痛みを感じるところどこにでも試しに塗ってみてくだ
さい。

まずは塗る前の状態を、記憶しておいてください。どう動かした時に痛むか、肩の上がり具合がどれくら
いかなどです。そして塗った後に、痛みの変化を実感してください。これは、一瞬の場合もあれば、1時間
後の場合も、数日かかる場合もあります。

できたら一日１回～２回は塗ってください。お風呂に入ると取れてしまうので風呂上りにはしっかり塗っ
てください。

もしほぼ、信じていないとしたらプラセボ効果（偽薬効果）はないはずです。
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レスキュークリームの特徴のまとめ
レスキュークリームの特徴をまとめます。

□市販の塗り薬は、肌表面近くにしか作用しませんが、レスキュークリームは体の深部まで届き、治療す
ることができます。

□サイクロンエネルギーという非常に強いエネルギーを含有したクリームは、世界で唯一このクリームし
かありません。世界初です。

□子供の痣などもすぐに良くなります
　（テープでの実験）

□曲げれず、力の入らなかった、ばね指（腱鞘炎）も1日で治りました。

1日後
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□血流アップとミトコンドリアの活性で、体の不調の全てを改善可能です。肩こり、腰痛、膝の痛みだけ
でなく、胃痛、生理痛、筋肉痛、捻挫などにも効果があります。

□お肌も血行が良くなることで美しくなってきます。美容クリームとしても有効です。

□花粉症の症状などにも有効です。鼻の周りや喉などの違和感があるところに塗ってください。

□洗い落とすまでずっと効果は持続します。お風呂上りなどに患部に直接、1日１～２回塗ってください。

□鎮痛でなく、根本治療が期待できますので、毎日しっかり塗ってください。血流が上がり、ミトコンド
リアも活性化しますので、塗れば塗るほど痛みの原因の根本治療をしていきます。

□表面上の痛みを和らげるだけの湿布に１日１００円×６０日払うなら、痛み緩和×根本治療できるクリ
ームが６０日分以上使えるのでお得です。

□業務用としても使ってください。患部又はその患部の原因となる経絡に塗ってあげるだけで、痛みを緩
和させてあげることができます。

３０日間限定のお得なキャンペーン
このクリームは全部で50ｇありますので、1回患部に0.2ｇ（米粒2つ分）使用し100円取ったとしても、
250回分×100円＝25,000円分の売上になります。

このクリームに使用している水は実は海外で加工しています。“水”を10以上の工程で加工するという、こ
だわりの製法した後に、海外から日本に送り届けています。この水の値段は、私たちが購入している様々
なお水の中で、断トツ高いお値段になります。いままでの膨大な研究費とエネルギーを注入する設備の費
用が入っているためです。

でもなんとか、お客さんが買える値段に収めたいということで、定価は１個 税込8,800円にしました。
普通に使えば2~3ヶ月は持ちますので、ひと月あたり3,000円～4,000円くらいです。

治療院さんには、通常60％（40％オフ）で卸します。

ただ、今回は新規の治療院様に限り、ただ、今回は新規の治療院様に限り、

特別価格をご用意しました。この価格で試せるチャンスはもう２度とありません。
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今回１セット５個 44,000円のところ、半額の５個 22,000円（税込、送料込）で

お送りいたします。

とてもお得なセットになりますので、１店舗様、３セットまでとさせていただいてお

ります。
今回のみの２度とない価格になっておりますので、このチャンスを逃さないでください。

また、お買い上げいただいたあと、未使用美品のものであれば、お買い上げ３０日以内であれば理由を問
わず全額返金させていただきます。

今買うと、１個おまけプレゼント

さらに今回だけの素敵なプレゼントをご用意いたしました。今回、新規導入セットをお買い上げ

頂いた方に、１個（8,80円分）のクリームをもう一つ無料プレゼントいたします。
こちらは是非、お客さんへのお試しにご使用ください。

しかも、このプレゼント分は、新規導入キャンペーンに参加いただいたお礼になりますので、もし全額返
金される場合でも、返品していただく必要はございません。

では、サンプルで効果実感されましたら、同封の用紙を今すぐファックスするか、専用サイトより注文し
てください。今回限りのチャンスを逃さないでください。

追伸
１

追伸
2

１個8,800円の最新技術を駆使した“魔法のクリーム”が、
いまだけ５個22,000円で購入できます。
しかも、いまだけ8,800円相当のクリームをもう一つプレゼントします。

未使用美品であれば、30日以内であればいつでも理由を問わず
全額返品させていただきます。あなたにリスクはなに一つございません。
いますぐあなたの治療院の売上拡大するチャンスに飛びついてください。
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腫れている患部へ直接レスキュークリームを塗ってください。クリームには殺菌作用もあり
ますので、患部の衛生が保たれます。

違和感のある場所に直接塗ってください。違和感が緩和～消失するケースが多いです。例え
ば喉の痛みがあった場合に喉に直接貼ってもらっても効果があったと報告を受けています。

痛みのある場所に直接塗ってください。肩こりなどの慢性的なコリにも効果的です。ツボの
概念を用いて遠隔の対応する場所にクリームを塗るのも効果的です。また、施術後の施術効
果の維持にも有効です。

血流の悪くなっている場所、もしくは遠隔にてツボの概念を用いて血流を改善したい場所に
クリームを塗ってください。敏感な方は徐々にぽかぽか温かく感じられる方もいます。

普段からむくむ場所のリンパの近くにレスキュークリームを貼ってください。リンパ、血流
の流れが良くなりむくみが軽減します。例　乳様突起後ろに塗る＝顔のむくみ防止

中心的な適応：むくみ防止、美肌、血流改善などに使う事が出来ます。レスキュークリーム
を塗った場所の血流・リンパの流れは改善します。むくみ防止の例と同じようにリンパの走
行を意識して塗ってもらうと血流、むくみ改善に繋がり美容効果が期待出来ます。

●皮内鍼との併用も有効です。多くの治療院で確認しております。
●直線的に深くエネルギーが入っていきますので、内臓の痛みにも有効な場合があります。
　胃痛や生理痛などは、その痛みの場所の真上の場所に塗ってください。
●片頭痛：肩や首に塗って血流を上げたあとに、目の横の「太陽」のツボにも塗りください。
●鼻炎、鼻水：鼻の横の迎香のツボにお塗りください。症状が緩和します（複数名で確認）
●花粉症：鎖骨の下の押すと痛いところ。ここのリンパ節に花粉を抱えた白血球が溜まるの
で、ここにテープを貼ることでリンパが流れて、花粉症の症状が緩和（複数名で確認）
●便秘：へそから左右各3センチくらい離れたツボに塗る（複数名で便通を確認）

基 本 的 な 使 い 方

中心的な適応疾患：腫れ、違和感、痛み、血流改善などに使うことが出来
ます。基本的には、痛みを起こしている場所、その原因がある場所、血流
の滞りのある場所に、ボディクリームのように１日１回～２回お塗りくだ
さい。

腫れ

違和感

痛み

血流改善

むくみ
防止

美容

その他
応用例


