
体験談集
ＰＶＣ®マイナスイオンを発するＰＶＣ という繊維。

これは、まさに魔法の繊維。

ＰＶＣ で作られた寝具や肌着を

使うことで、長年悩まされてきた症状から

解放されたという人たちが多くいるのです。

ただ寝ているだけで、ただ着ているだけで、

なぜ元気になれるのでしょう。その秘密をひもといてみました。

「元気な生活を手に入れる」
「元気な生活を手に入れる」

-マイナスイオンを発生する繊維、　　  で-

-マイナスイオンを発生する繊維、　　  で-
ＰＶＣＰＶＣ®®

※この体験談集は医学的に実証されたものではなく、あくまで個人の感想です。
  商品の効果効能を保証するものではありません。

アトピーが　抑えられた

神経痛が
    楽に・・・

さよなら
冷え性！

熟睡できる
！

®

®

！

２０１４年６月１４日発行



① 使用者本人が感じる効果には必ず個人差がある

※症状によっては医師と相談したり、適切な治療が必要となります。

＜ 効果や効能について ＞

！
すべての人に効く薬がないように、すべての人が効果を実感できる
訳ではありません。使用時の環境、体調など使う人と製品に相性も
あるでしょう。他人の感想だけでは商品の力を判断する事はできま
せんが、参考になると思います。実際は「使ってみなければ分から
ない」ということになるのです。

② 効果・効能の判断は本人次第
使用者本人にしかその結果は分からないのです。
体験者の感想は、その人が感じた事を述べているのであって、
すべての人が同じ結果になる訳ではありません。

多くの方が笑顔で過ごせる毎日「健康生活」
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「ＰＶＣに出会えたから今の自分がある」 

KSB NEWS ２０１３年４月掲載 

 

 「吉川さんは本当にお元気ですね！！」って友人から言われています。現在、詩吟・ 

剣舞と大いに張り切って毎日を過ごしています。 

 また、地域の婦人会の副部長として飛び回ってもいます。こんな元気になれたなんて、

本当に夢のようです。 

 今から、１０数年前の私の身体は満身創痍でした。夜中に突然足がつる事が多くなり、

その痛みといったら例えようがないくらいでした。主人を叩き起こし、さすってもらって

も全然痛みは和らぎませんでした。またひどい便秘で１０日も便通がないこともたびたび

でしたし、血圧も高く不安定、強い下剤や血圧の薬を常用していました。 

 更にもう一つ大きな病気が・・・それは「メニエル」です。突然、目が回り、立って 

いることもできなくなるし、寝ていても目が回ってきて酷い吐き気に襲われます。 

 吐きたくても吐けない、吐ききれない、とても苦しいです。病院に通っても改善は 

しませんでしたが、何をするにも億劫で、良い物があると誘われても話を聞きに行く気に

なれませんでした。 

 でも、その友人は私が断っても断っても声を掛け続けてくるので、「このままでは行く 

まで声を掛けてくるな・・・」と思い、仕方なしに話を聞くだけ聞こうと思い出掛けて 

いきました。会場で話を聞いているうちに、不思議な「ヘルシーケット」を使ってみたい

と思うようになり、購入。使用しているうちに私には奇跡としかいいようのない事が次々

と起こりました。 

 まず、足が辛くなくなったのです。また、あれほど大変であった便秘も解消。突然目が

回る「メニエル」も気付けば起こらなくなっていました。またいつの間にか血圧も安定化

してきました。「ＰＶＣのヘルシーケットのお陰」としか私には考えられません。 

 今は主人も息子も嫁も勿論愛用しています。更により力のある「くつろぎ」をみんなで

愛用しています。暖かくて気持ち良く、ぐっすり眠れる嬉しさに毎日感謝しています。 

 あの時、諦めず声を掛け続けてくれた友人がいてくれたから、７７歳の元気な私が今、

いるのです。友人に感謝！ ＰＶＣに感謝！ 健康な自分に感謝！ の毎日です。 

 

吉川 恵子さん《 茨城県在住 》 

（※この体験談は医学的に実証されたものではなく、あくまで個人の感想です。 ） 
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「一生現役で過ごす人生を！」         KSB NEWS ２０１０年６月掲載 

 「くつろぎ」を使い始めて２年半近くなります。「くつろぎ」を使い始める前は緑内障の

境界線にいました。人間ドックでも毎回眼科の再検査の通知が・・・。当時は光に弱く、

西日や夕日などには眼を背けたり細めたり、また眼を開くことが困難でした。 

 ところが「くつろぎ」を紹介して頂き、使い始めてから数ヶ月たったころだと思います

が、電車に乗車中強い西日が窓越しに射してきたとき、私の眼に何の異変も感じなかった

のです。半信半疑のまま過ごしていましたが、一年後に人間ドックで検診したところ眼科

の再検査がありませんでした。定期的に眼科に通院していたので半年に一度の眼圧と視野

検査をしたところ、その結果も良くなっていて、今では光を真っ向から見ることができ 

ます。ドライアイも改善され、ほとんど目薬を点すこともなくなりました。温熱と電位 

治療の「くつろぎ」のおかげだと感謝しております。 

 その後、眼科に行くのも忘れて未だに行っておりませんが、「くつろぎ」があるので安心

しています。 

 これからもケイエスビー商品とともに一生現役の人生を過ごせるように元気いっぱい 

何事にも頑張っていきます！ 

横溝 八重子さん《 神奈川県在住 》 

（※この体験談は医学的に実証されたものではなく、あくまで個人の感想です。 ） 

 

 

「長いトンネルを抜けました！」        KSB NEWS ２０１０年８月掲載 

 私は平成１７年の１０月からＰＶＣの寝具を使用しています。翌年の３月下旬から長女

にも使わせました。その長女は１０代からずっと「うつ症状」が続いていましたが、 

ＰＶＣの寝具を使い始めてすぐに「眠い」とか「すごく気持ちいい」とか言いながら 

ぐっすり眠るようになりました。使用して３ヶ月後ぐらいから穏やかになり、それまでは

時々感情が高ぶると暴力的になっていたのがいつの頃からかそういう事もなくなってきま

した。 

 嬉しい気持ちとまだまだ不安な中「マイナスイオン繊維の秘密」という本を読む機会が

あり、そこにはマイナスイオン繊維の健康作用の一つとして「イライラを鎮め、ストレス

解消」とあり、「幸せホルモン」とも呼ばれるβ-エンドルフィンの分泌を促進させること

でも知られています。 と書いてあったので、娘が変化（好転）した訳が分かりました。 

 ２０年以上もの長い間、うつ状態だった娘がこのように大きく改善したので本当にうれ

しく思っています。私の家族に幸福をもたらしてくれたＰＶＣ繊維はダイヤモンドという

宝石以上に価値があります。 

 この商品を提供してくれたケイエスビー株式会社に大変感謝しております。 

 

渡辺 洋子さん《 新潟県在住 》 

（※この体験談は医学的に実証されたものではなく、あくまで個人の感想です。 ） 
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「ＰＶＣの凄さを実感！」           KSB NEWS ２０１０年７月掲載 

 沢山のケイエスビー商品の中で私は「くつろぎ」の体験のことをお話させて頂きます。 

 ある時、ズキンズキンとする頭痛が３日間も続きました。おかしいなと思い病院へ 

行って脳外科でＣＴとＭＲＩを撮影した所、右前の脳の内に白い雲がかかっていました。 

 医師の診断は切って見なければわからないが脳腫瘍の疑いがあるとのことでした。 

造影剤を入れて再度撮影するとの事で承諾書を書かされ、一週間後の予約を入れて帰宅。

不安や恐怖で落ち着かない日々を過ごしていました。 

 一週間後の予約日当日、偶然に高部さんからお電話があり、病状の事をお話させて 

頂いた所、色々とアドバイスを頂き、当日の造影剤は中止しました。 

 

 その日から高部さんにアドバイス頂いた「くつろぎ」の使用方法、例えば①電位・ 

ヒーターは一番高くしておくこと、②首のリンパを１００回マッサージ、ＰＶＣのマフラ

ーとビューティクロスを首に巻いたり、帽子を作ってかぶることを実践、一週間後、 

もう一度ＭＲＩの撮影を行いに病院へ。写真を見てビックリ！ あの白い雲が消えてなく

なっていました。医師も「キレイな脳ですよ。まだまだ使えますよ！」と言って頂きまし

た。本当にうれしかったです。 

 

 私はＰＶＣの凄さを改めて実感しました。この体験からは家族中でケイエスビー商品を

愛用しています。これからも、一人でも多くの方に私の体験を通してケイエスビー商品を

お伝えしていきます。 

 

鶴松 多恵子さん《 神奈川県在住 》 

（※この体験談は医学的に実証されたものではなく、あくまで個人の感想です。 ） 
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「いつも感謝の気持ちで！」          KSB NEWS ２０１０年９月掲載 

 私がケイエスビーを知ったのは、お友達からの電話で「寝るだけで健康になる凄いもの

があるわよ。一度聞きに来てみない？」と言われたことがキッカケです。 

 若い時から冷え性がひどく、低血圧・低体温・偏頭痛があり、母親遺伝の持病持ちと 

思い、おまけに花粉症になって辛い冬を十数年過ごしていました。お医者様の対処療法で

随分薬の御世話にもなり、健康食品なども色々試しましたが、三十七歳ぐらいからは時々

心臓が早鐘を打つようにドキドキすることが度々ありました。 

 

 そのうち、息切れがしたり不整脈が出るようになりましたが、小さかった子供達を残し

ては死ねないと強く思い、ありとあらゆる事をしました。病院では強度の貧血からくる、

心臓肥大だと言われ増血剤を飲まされましたが、一向に良くなりません。特に夏は、低血

圧に辛い時期なのですが、真夏の八月二日、ケイエスビーのヘルシーケットを使い出して

からは夏なのにぐっすり眠れ、冷え性が原因だった色々な症状が改善されました。しかし、

心臓の動悸、息切れ、不整脈はなかなか簡単にはいきませんでしたが、「くつろぎ」を使用

してからは少しずつ動悸も無くなり、不整脈も感じれなくなりました。 

 

 あれから十八年以上が立ちますが、今なぜか若い時よりも元気で、疲れず、心臓の事を

考えずに毎日が暮らせる事は大変有難く、ケイエスビーを伝えてくれた方には本当に感謝

の気持ちでいっぱいです。 

高部 久子さん《 神奈川県在住 》 

（※この体験談は医学的に実証されたものではなく、あくまで個人の感想です。 ） 
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「人生を取り戻せた！」           KSB NEWS ２０１０年１１月掲載 

 私はケイエスビーとの出会いで人生を取り戻せたと確信しています。平成元年、順風満

帆の生活を過ごしていた私が軽い気持ちで健康診断を受けたところ胆管結石との事。 

今度痛みが出たら即手術ですと言われました。翌年は、前立腺癌が発覚！ 全摘出手術を

受けました。次の年には食道癌が発覚。胃を全摘出し、腸と直結しました。その後は体調

が非常に思わしくなく、生きる気力もなくしてしまいました。 

 ところが、２０１１年５月末、山口さんより「寝ているだけで健康を取り戻せる寝具が

あるからぜひ使ってみたら」とのお誘いがあり、ワラをも掴む思いで「くつろぎ」と 

「ヘルシーケット」を購入。使用したあの驚きは生涯忘れられない出来事でした。 

ポカポカとした心地良さ、今まで数回夜中にトイレに起きていたのが嘘のように熟睡でき、

目覚めの爽やかさ、体の軽やかさなど、信じられない体験をさせて頂きました。 

 これは凄いと実感した私は水戸で開催されたセミナーや、ケイエスビー本社で行われて

いる研修会に率先して参加するようになりました。 

 使用を始めてから５ヶ月ですが、体重が増加、顔のツヤや表情がよくなり、真白だった

髪の毛も黒くなってきました。孫達は「おじいちゃん！ 魔法にでもかかったの？」と不思

議がっています。 

 飲む事を控えていた大好きなお酒も今では美味しく頂いています。今では「くつろぎ」

が私の人生のパートナーと言っても過言ではありません。私の地域では、こんな凄いケイ

エスビーを知っている人はほとんど居ませんが、私は助かった命をケイエスビーの普及に

捧げることがご恩返しと思い、わが地域より「健康の輪」を拡げて参る決意です！ 

 

蔵持 民雄さん《 茨城県在住 》 

（※この体験談は医学的に実証されたものではなく、あくまで個人の感想です。 ） 
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「絶対必要なもの！」            KSB NEWS ２０１０年１２月掲載 

 私とケイエスビーとの出会いは、友人から「健康教室があるから参加してみない？」と

お誘いを受けて「弥生の里温泉」に行った時です。色々なお話を聞いたり「実験」等を 

見ているうちに「へぇ・・いいなぁ」と感じ商品を購入して自宅に戻りました。 

「ビューティークロス」だったと思いますが非常に暖かく気持ちがよかったです。 

 その当時、孫が喘息だったので首に巻いて寝かせていたのですが、「おばあちゃん、咳が

止まったよ！ ありがとう！」と喜ばれました。今では喘息も無くなり、元気に走りまわっ

ています。 

 私も当時、動脈瘤の病気を抱えていたので、足には今にも破裂しそうなほどのむくみが

ありましたが、メスを入れずに治したいと思っていた私はケイエスビーの寝具を購入。 

暖かく眠れる毎日のおかげで今はむくみも無くなり、願ったとおりにメスを入れることな

く治すことが出来ました。 

 現在は、子供達にも寝具のセットをプレゼントしたり、新しい商品が出れば購入したり

と、ケイエスビー商品の虜です。 

 今、朝から夜まで自分のしたいことをして楽しんでいます。健康を取り戻せたケイエス

ビーに感謝するとともに、私にとってケイエスビーは生きていく上で「絶対必要なもの！」

です！ 

岡田 富興子さん《 鳥取県在住 》 

（※この体験談は医学的に実証されたものではなく、あくまで個人の感想です。 ） 

 

「喜びあえる毎日を！」            KSB NEWS ２０１１年３月掲載 

 長い間、椎間板ヘルニアで左腰から左足の痛みに悩む日々を送っていました。体中が 

痛みで辛く、２人の子供の育児も重なってとても疲れていたと思います。 

 そんな時、まさに一つの出会いが私を救ってくれました。ケイエスビーの優しい毛布で

眠った翌日の朝、感激と驚きでびっくりしたことを今でも忘れる事が出来ません。それは

本当に気持ちの良い伸びが出来たことです。たった一晩で身体が楽になったと実感し、 

これは凄いと確信しました。 

 そして、使用していくうちに私はどんどん元気になっていくことを実感し、ケイエスビ

ーは私にとって宝物になりました。大切な家族や知り合いにも拡がり喜びの感想が届けら

れると、とにかく嬉しくて嬉しくて益々ケイエスビーの商品が大好きになるのです。 

 もし、今でもケイエスビーと出会っていなければ通院と薬で毎日体調の悪い日々を過ご

していたかも。と思うとゾッとします。 

 山田さんから、ケイエスビーを伝えて頂き十数年。周りのケイエスビー愛用者の皆様と

同じ話題で喜びあえることを、これからも大切に、多くの人に私の宝物をいつまでも紹介

していけるよう笑顔で頑張っていきます！ 

宮下 了子さん《 新潟県在住 》 

（※この体験談は医学的に実証されたものではなく、あくまで個人の感想です。 ）  
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「一人でも多くの人に！」          KSB NEWS ２０１１年１０月掲載 

●半信半疑で一夜を・・・ 

 坐骨神経痛で痛くて歩けず、大好きな野菜作りもままにならない状態。家事も買い物も

友人に手伝ってもらっている時に、井川さんから「痛みが和らぐよ、元気になれるよ」と

言われたが、病院の先生でもこの痛みを取ってもらえないのに、寝るだけで痛みが和らぐ

なんて・・・信じられませんでした。いつも元気な畑さんと井川さんの強い思いにチョッ

トだけ心が傾き、カバーケット・敷ケットだけ購入し、半信半疑で一晩使用してみました。

すると・・・・ 

 

 自分でも信じられませんでしたが、朝、目覚めて気がついたのですが、なんと一晩で 

痛みが取れているではないですか！ ビックリ！しました！ 何が何やらまったく理解でき

ませんでしたが、長い期間悩まされた激痛がたった一日でなくなりました。そんな私の姿

を見て手伝いにきてくれている友人も御主人の為に１セット購入、難しい御主人もすっか

りＰＶＣの虜になり、あの人、この人にと伝えていって下さるようになりました。 

 

●元気になった私を伝えたくて 

 元気になった私を見てもらいたくて・・・話したくて、友人をセミナーや浜田サロンに

と誘うようになり「ＰＶＣの糸ってすごいんだなぁ・・」と私も少しずつ理解できてきま

した。また、それまで人の手を借りないと歩けなかった主人が「くつろぎ」を使うように

なってからは、ニコニコとおしゃべりもするようになり、一人で家の中を歩き回るほど 

元気に！ おかげで家族全員笑顔が絶えない明るい毎日を過ごしています。 

 

 「売っちゃダメよ！ ＰＶＣの糸のすごさを教えてあげるのよ」が口癖の方と一緒に友人

に会い、説明してもらうと最後に友人が「本多さんがそこまで言われるのであれば、使っ

てみようか」と言って下さった時は本当にビックリ！！ 「使うのであればセミナーで話を

聞きたい」と会場にも来て下さり、そこで「くつろぎ」を体験。「くつろぎ」の良さも理解

され、「くつろぎ」も購入して頂きました。糸のすごさを伝えることによって相手の方から

「使ってみたい！」と言って下さる事が本当にうれしかったです。 

 

●ＰＶＣを拡げて元気な町を！ 

 ＰＶＣの糸に出会えた事、一生懸命に私に伝えて下さった事に感謝！ 感謝です。今後は

私を待ってくれている人にＰＶＣのすばらしさを一人でも多くの方に伝えていって、 

元気な町にしていきたい。ＫＳＢ、ＰＶＣの糸、私を信じて見守って下さった方々、本当

に、本当にありがとう！ これからも頑張っていく決意です！ 

 

本多 百榮さん 《 島根県在住 》 

（※この体験談は医学的に実証されたものではなく、あくまで個人の感想です。 ） 
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「医療費は０％！！」             KSB NEWS ２０１２年２月掲載 

 以前、筑波大学の高齢者の睡眠と生活リズムの研究（松田ひろみ教授）に協力参加しま

した。これは手首に機器を装着し、５日間２４時間測定します。 

 その結果「睡眠は７０％～９３％、光の量も１６００ルクス以上の数値で充分睡眠が 

取れています」との報告を頂きました。「くつろぎ」のお陰と喜んでいます。 

 過去、幾度となく病院のお世話になっていました。その中でも夫婦で「ガン」を患って

いた時は非常に厳しかったです。夫は「胃ガン」私は「乳ガン」夫の入退院は２年間で 

１０回。身体も精神的にもボロボロで経済的にも追い詰められていました。 

 そんな夢も希望もない時に紹介で「くつろぎ」を６日間借りることになりました。 

たった６日間ですが驚くような結果が。退院後、立つことも歩くことも出来なかった夫が

立っているではないですか！ 

 「僕はこのくつろぎで元気になる！」と語っていました。 

 その嬉しい言葉を聞きながら、私自身も全身の痛みが消えていることに気付きました。 

 「お父さん！ すぐに注文しましょう！」金額も確認せずに電話していました。 

 「くつろぎ」を使用してからの改善は目覚ましく「ダンス・自転車・剣道」と大好きな

事を笑顔いっぱいに行っています。この出会いが無ければ今頃どうなっていたでしょうか。 

 「くつろぎ」に出会って８年以上、この期間の医療費は０％です！ 凄いでしょう！！ 

 故 岸部 忠男会長はじめ本社の皆様、メンバーの方々に心から、心から感謝！感謝！で

す。 

 

蛭川 浪子さん《 茨城県在住 》 

（※この体験談は医学的に実証されたものではなく、あくまで個人の感想です。 ） 
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心の復興を！ （東日本大震災から１年後に頂いた体験談） 

KSB NEWS ２０１２年３月掲載 

（１） 

 私たち親子の住んでいる所は、福島県の真ん中、郡山市です。不幸中の幸いで津波の難

は逃れましたが、あの恐るべき放射能はこの郡山市をどん底に陥れております。完全に 

安全な訳でもないのに浜通りの被災者が沢山避難してきております。市内の方々も県外へ

の避難者が後を絶たず、特に子供の数は減少するばかりです。私の子供もこの４月には 

小学校に入学いたします。テレビや新聞などで知らされる放射能量はほんの一部の場所で、

子供たちの生活を思うとき、このままこの地で生活することは後々に影響が出ると思われ

る位置に我が家はあります。今はただ子供がより安全に、より健康的な生活を送ることが

出来る場所への移動を考え、長期休暇や週末に少しでも線量の少ない場所にプチ避難を 

続けております。 

 小学校になるのを機に子供と私は県外に、主人は仕事の関係で郡山に、と母子避難を 

検討しています。子供は、室内だけでの遊びではストレスが溜まり。時折地震の夢でうな

されている状況です。放射能はプラスイオン。ということで、今は何とかマイナスイオン

の寝具に包まれて頑張っております。見えない敵は本当に怖いものです。 

 心身と静め、一日も早く普通の人間らしい生活をしたいと願っている今日この頃です。 

 

  田中 縁さん《 福島県在住 》 

（※この体験談は医学的に実証されたものではなく、あくまで個人の感想です。 ） 

 

 

（２） 

 田中縁さんが福島から我が家に避難して来たのは、昨年の７月末頃でした。小さな男の

子の手をひいて見えない恐怖に怯え、疲れ切った表情でした。その姿を目にした私たちに

は実感出来ない放射能の恐ろしさをひしひしと感じました。早速少しでも安らげたらと 

思い「くつろぎ」と「ヘルシーケット」を貸してあげました。田中さん親子は夏休み期間

中はこちらで過ごし福島に帰る時に是非「くつろぎ」と「ヘルシーケット」と使ってみた

いと言われ、お姉さまの分と２セット購入され福島に帰られました。 

 地元に帰られた田中さんは、使用して実感したＫＳＢの商品の素晴らしさを周りの方々

にお伝えされてわずか２週間で沢山の方にご利用頂くことができました。私が思うには、

田中さんは理系の大学出身で理系の会社に就職しており放射能の恐ろしさやマイナスイオ

ンの理解が人一倍あったので説得力があったのではないかと思います。将来田中さんの 

ような若くて行動力があり、聡明な方がＫＳＢを担ってくれることを期待しています。    

 

黒田 友子さん《 新潟県在住 》 

（※この体験談は医学的に実証されたものではなく、あくまで個人の感想です。 ）  
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「私に宝物が出来ました！」          KSB NEWS ２０１２年６月掲載 

 かつて、実家の母が晩年（７５歳頃）になった頃、背中が曲がって来ました。明治生ま

れでいつもキチッと着物を着て帯を締め”おしゃれな人”でしたが、長い帯を結ぶことが

出来なくなってしまい、長い帯を切って使っていました。 

 一方、父は７８歳で亡くなるまで、最後までまっすぐな姿勢でしたので、以来私は命あ

る限り父のようにまっすぐな姿勢でありたいと願うようになりました。 

 そんな事があって、私は５０歳を過ぎた頃からカルシウム剤を飲み、年に一度は骨密度

の検査も欠かさずに受けて来ており、実年齢の骨密度１００％を維持しておりました。 

 ところが昨年、骨密度が１００％を割ってしまったのです。数年前から”ヘルシーケッ

ト”で寝ていましたので、とてもショックでした。その時に先生が「予防の為に薬を飲ん

でみますか？」と勧めて下さったのですが、ふとケイエスビーの集いで聞いた”くつろぎ

で骨密度が上がる”との話を思い出したのです。そこで先生に「１年間様子を見させて 

下さい」とお話をし、田島さんにお願いをして”くつろぎ”のお世話になることにしまし

た。そして半年後、年に一度の検査の日がやって来ました。期待と不安でドキドキしなが

ら検査を受けたのですが、結果を聞きに診察室へ入るや否や先生に「骨密度が大幅に上が

っているよ」と言われ、文字通り目の前の霧が晴れるような、天にも昇るような気持ちに

なりました。何故なら”くつろぎ”を使い始めてからは長年飲み続けていたカルシウムは

一切口にしていなかったからです。 

 また、つい先日ギックリ腰になってしまい、物につかまらないと立つことも出来ない状

態になってしまいました。その時に田島さんと電話で「ギックリ腰になっちゃったぁ！」

と話しましたら、「温熱は使わず電位だけで寝て下さい」と言われましたのでそのようにし

て寝たところ、翌朝何の抵抗もなく、すぅっと立つことが出来、大変に驚くと同時に 

”くつろぎ”のすごさを身をもって実感致しました。２、３日多少腰の違和感はありまし

たが、お陰様で数日で完治し、”くつろぎ”の素晴らしさに改めて感動しているところです。 

 そして今”くつろぎ”は私の宝物になりました。命ある限り”ヘルシーケット”と 

”くつろぎと共に生きて行きたいと思っています。この素晴らしい宝物との出会いに 

大感謝！です。 

太田 みつこさん《 千葉県在住 》 

（※この体験談は医学的に実証されたものではなく、あくまで個人の感想です。 ） 
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「医師から治療法がないと言われた指の関節痛がなくなった！」 

KSB NEWS ２０１２年７月掲載 

 １３年前、健康に自信のあった主人を急に病気で亡くしてしまいました。それまで医者

知らずだった主人でしたが、気がつかない間に病気に冒されてしまったという現実を目の

当たりにして、自分はそうはなりたくないとの気持ちからサプリメントや健康器具といっ

たものに興味を持つと共に、それらのものを取り入れるようになり、かなりお金も使いま

した。 

 ところが、夜遅くまで針仕事をしたりしていたこともあってか、肩の痛みが出るように

なったり指の第一関節が腫れたりして、日々の布団の上げ下げも大変になってしまいまし

た。病院に行くと「リウマチではなく、”へバーデン結節”という原因不明で有効な治療法

もない中年の女性に多い指の病気」とのことで、痛みがひどい時でもテーピングをする程

度しか対処法がないと言われました。 

 そんな中、４年前の１月に友人から「ちょっと腕を出してみて」と言われて、ピンクの

布をあてられました。更に首の辺りにも当ててみると、とても表現しづらいのですが単に

あたたかいだけではなく、何とも不思議な感覚を覚えました。そして友人に、直ぐにこれ

を扱っている人からもっと詳しい話を聞きたいとお願いをし、田島さんとの出会いを頂き

ました。 

 初めてお会いした時に、「ピンクの切れ端は部分看護、全身看護は寝具」とのお話を伺い

ました。でも私にとって非常に高額だったので買えない、でも使ってみたいという気持ち

が強く、長い間頑張ってきた自分へのご褒美と考え、思い切って使うことにしました。 

 そうして使い始めて２週間ほど経った時、あれほど痛みのあった布団の上げ下ろしの際

の痛みもなくなり、腫れが和らいで来たのです。ただ寝ていただけで特別な事は何もして

いないのに、そんな結果が出て来たのです。 

 それ以来、これまでサプリメントや健康器具を使うこともなく、病院通いも一切なくな

ったことが一番の喜びです。 

 箱嶋 輝子さん《 千葉県在住 》 

（※この体験談は医学的に実証されたものではなく、あくまで個人の感想です。 ） 

 

  （矢印の女性が箱嶋輝子さんです。） 
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「子宮ガンを克服して」           KSB NEWS ２０１２年１０月掲載 

 ２０年前に子宮ガンを患い、死を覚悟したことがありました。発病したのが、子供が 

生後１０ヶ月の時でした。手術で子宮とリンパ腺を全摘したせいでホルモンバランスが 

崩れ、頭が重く、朝は起きられない状態。無理に起きようとすると心臓が苦しく動悸が 

激しくなり、肩こりがひどくて大変な日々が続きました。 

 子供が小さいのでこのまま死んでゆくのは「悔しくて、悔しくて」毎日泣いて暮らして

いました。 

 そんな日々が３年ほど続いたある日、ご近所の薬局の奥様から「魔法の糸で作られた 

ヘルシーケット」の話を聞きました。その繊維は「ＰＶＣ」と言って使用された方から 

沢山の体験が出ているとの事でした。私も、この病気が良くなるのだったら！と「ヘルシ

ーケット」を使おうと決めました。 

 使い始めると、日毎に身体や頭が軽くなり、気づいたら、動悸・肩こりもすっかり良く

なっていて、自分の身体の変化を楽しみながら生活を過ごせるようになりました。 

 大病を患う前からの冷え症（電気毛布が梅雨過ぎまで手放せない）・頑固は便秘も解消 

され、「ヘルシーケット」に出会って本当に良かったと感謝しています。 

 今では「くつろぎ」も使用して元気いっぱいの毎日を過ごしています。 

 大病をして、健康の有り難さがわかりましたし、一人でも多くの方にこの「魔法の糸」

で作られた宝物をお伝えしていきたいと思っています。 

 

 西田 昇希さん《 東京都在住 》 

（※この体験談は医学的に実証されたものではなく、あくまで個人の感想です。 ） 
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「１０歳位若くなったね！」         KSB NEWS ２０１２年１２月掲載 

 ７ヶ月の超未熟児で誕生。小さくよわよわしい子供で、母に心配をかけながら、大人に

成長した私は、健康に恵まれ、自信に充ちた仕事大好き人間で、今日まで日常生活を送っ

てきました。 

 ところが、ある日突然目が腫れあがり薬や通院での治療でも治りません。「これは肉体に

日常生活の危険信号？」こんな状態の時に友達の松本さんから「寝てる間に体質改善出来

るわよ」と「くつろぎ」を紹介されました。 

 「くつろぎ」の上に身体を載せると、そのまま目が自然と閉じ、深い眠りに入り今まで

経験することが無かった熟睡が出来ました。 

 ほんのりと優しく包み込むぬくもりの温熱効果と電位の効果で睡眠を促進させ、自然の

ストレッチ効果で心と肉体のバランスを見事に調節してくれました。 

 これは病院では治療不可能だと思います。日常生活をより良い環境に整え（眠りと温か

さ、心地よさ）自然治癒力を推進することに気付きました。 

 良い（善）習慣をつけることによってバランスのとれた健康生活が出来ることを確信し

ました。“１０歳位若くなったね”と嬉しい言葉を沢山頂いています。 

 ケイエスビーとの出会いに感謝の毎日です。この気持ちを皆様に伝えていきたいです。 

 

藤田 邦子さん《 埼玉県在住 》 

（※この体験談は医学的に実証されたものではなく、あくまで個人の感想です。 ） 

 

 

「ケイエスビーは私の生き甲斐！」       KSB NEWS ２０１０年４月掲載 

 アトピーという病気をもった私と娘。色々な治療やテレビで紹介された名医の所にも 

通いましたが、効果なし。娘が中学３年生になった頃には体調不良を訴え学校も休みがち

になり、合格した県立高校もまともに通えず退学に。そんな娘が誘われてアルバイトに 

行く事になり、そこで大石さんに出会いました。大石さんからＫＳＢの話を聞き、試して

みる為に２組を購入。言われた通りに３日目には洗濯して裸で寝ました。すると、使い 

始めて１週間も経たないうちに肌も体調もドンドンと良くなり、以前の暗い顔とは別人の

笑顔の似合う明るい娘に。成人式にも着物を着て笑顔で参加、私の目には誰よりもキレイ

に見えました。今では毎朝元気に仕事に行っています。自分の持っている免疫力、 

自然治癒力、身体の内面の根本から正しく治してくれる。良い睡眠を取る事の大切さを 

改めて痛感しました。毎晩寝るだけで健康になっていく。 

 ２０年間バタバタしていた私は一体何だったのか？ と思う今日この頃です。ＫＳＢとの

出会い、多くの人と出会えた事に感謝しています。 

 

宮本 陽子さん《 富山県在住 》 

（※この体験談は医学的に実証されたものではなく、あくまで個人の感想です。 ） 
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「元気ハツラツ！」              KSB NEWS ２０１３年３月掲載 

 私は若い頃から「ムチウチ」で調子が悪く、色々な病院、鍼灸、整体にと通いましたが、

治らず、お医者様からは「あなたの身体は治りません」と言われました。それに加えて 

２０年ほど前に目がスッキリしなくなり、「何かおかしい」と思い病院で診てもらった所 

「糖尿だね」と言われました。血糖値３２０位、血圧も高く入院を薦められましたが、 

仕事が忙しかったのでお断りし、薬と食事で治療、血糖値も下がりこの様子ならと安心 

していましたが、１０年前に脳出血を患い入院。糖尿からの病気でした。退院してからも

手足のしびれの後遺症が残り身体も疲れやすくなりました。やはり身体が疲れると夜の 

眠りも浅くなり、トイレも夜中に５～６回行ってました。 

 そんな時、同級生の作田さんに誘われ、金谷でのＫＳＢの大会に行かせて頂き、初めて

「ＰＶＣのケット」と「くつろぎ」に寝かせて頂きましたが、何とも言えない「暖かさ」

と「感触」で１時間以上眠ってしましました。聞かせて頂いた説明と体験談を通して「こ

れは自分の身体にあっている」と思い、直ぐに２組購入、夫婦で使っています。現在は子

供達や孫も使わせて頂いています。今までは夜中のトイレも大変だったのですが、今では

ほとんど行かなくなり、血糖値も下がり、毎日良く眠れ、体調も良くなり絶好調 

です！「ケット」「くつろぎ」に寝て３年目ですが、自分の場合１ヶ月で体調がよくなりま

した。今では血圧の薬は飲んでいませんが、何と言っても糖尿！ 食事、食べ物には気を 

つけています。今まで長い間の体調不良がこれほどすっきりと良くなったのは、ＫＳＢ、

ＰＶＣ、又私に一生懸命話をして頂いた、海発さん、作田さんのお陰です。これからも 

自分の体験を元にＰＶＣを拡げて、最後は「元気ハツラツ・ピンコロ」で逝きたいもので

す。 

 

  北川 智久さん《 静岡県在住 》 

（※この体験談は医学的に実証されたものではなく、あくまで個人の感想です。 ） 

 

 
       （矢印の男性が北川智久さんです。） 



- 15 - 
 

「夫婦仲良くＰＶＣ！！」           KSB NEWS ２０１４年５月掲載 

 日々平穏に過ごしていた私の生活が一変したのは、平成２０年です。病院で下肢静脈瘤

と診断され手術の説明を受けました。 

 説明の中で手術の後には、きつい靴下を履かないといけない事や様々な事を聞かされ、

私は術後の不安の方が大きくなって結局は手術を受けない事にしました。 

 周りの方々から教えて頂いた「身体に良いと言われる物」を購入しては使ったり、 

食べたりしてきましたが、静脈瘤が消える事は残念ながらありませんでした。 

 そんな毎日の中でＫＳＢと出会いました。主にグッズ類を使用しておりましたが、 

平成２５年２月に「くつろぎ」の話を聞きました。「くつろぎ」の効果、効能を聞き、 

半信半疑ではありましたが、主人の反対を押し切って購入。２週間ほど「電位」と 

「温熱治療」だけを行っておりました。 

 ある日、ふと気付いたら今まであった、ふくらはぎの、あの“ぼこぼこ”していた静脈

瘤が奇麗になっていたのです。 

 そばで見ていた主人もこの結果に驚き、本当に良い物と理解、今では主人と私、 

それぞれが１台づつ使用しています。 

 こうして現在元気で過ごしていけるのもＫＳＢの様々な製品や「くつろぎ」のお陰だと

思っています。 

 

中村 みね子さん《 神奈川県 横浜市在住 》 

（※この体験談は医学的に実証されたものではなく、あくまで個人の感想です。 ） 
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