
体験談
続々お寄せいただいています！

大のお気に入り
です！

選んで
よかった  ！

詳しくはケイエスビーホームページまで
http://www.ksb-k.co.jp/ＵＲＬ ：

ケイエスビー 検索

ホームページに　　　  体験談を掲載中

２０１５年３月１１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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くつろぎＰＲＥＭＩＵＭの体験談

※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。

　平成８年から「ケット」を使っていた私が、平成１９年に「くつろぎ」
を購入！  この年、市の健康診断で中性脂肪が９０、総コレステロールが
２３０の結果が・・・。
　医師からは「数値が高く、心筋梗塞になる可能性もあるので薬を飲む
事になります」と告げられました。   そんな状態で「くつろぎ」生活を
始めたのです（薬は飲みたくなかった）。   覚えているのは、使い始めた
次の日の朝、尿の色がいつもより濃かった・・・。
（悪い物が出たのかな？）
　毎日使い続け、平成２０年の健康診断の結果は総コレステロールが
１４２に下がっていたのです。
　「くつろぎ」に毎日かかさず横になっていただけで、他は特別な運動を
する訳でもなく、普通に生活をしていただけなのです。
　以降の総コレステロール値は、平成２１年は１４０、平成２２年は
１２８と下がり、平成２５年には１２０になりました。
　今も風邪知らず、病院知らずの状態で過ごせているのは、毎晩「くつ
ろぎ」で「クロス」を巻いて眠りについているからです。
　「くつろぎ」のない生活は考えられない、旅行もあまり行きたくはない
のです。「くつろぎ」で眠れないから・・・。「くつろぎ」で休めることが
なにより素晴らしいと思っているのです。
　以前から「くつろぎ」を使ってはいたのですが、娘はＫＳＢのキャラク
ターを命名（ペン太君）したことで頂いた新しい「くつろぎ」を今は愛用
しております。

神奈川県在住

熊取谷 早苗さん

< ＫＳＢホームページ ２０１４年８月１８日（月）掲載 >
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　リウマチになった時の話ですが、父が病気の為に１ヶ月病院で「ケット」
なしで泊まり込みの看病、そのまま父が亡くなってしまい気落ちする母の為
に実家の民宿を手伝うことになったのです。
　看病による寝不足、体力が低下してたところに、１ヶ月間民宿の板場で
クーラーの強い風が直接あたる場所での立ち仕事・・・。  ひどいリウマチを
発症し、それからは杖をついての生活になってしまいました。
　２年間、西洋薬（痛み止めなど）を飲みながら頑張っていたのですが、
つらい症状が変化する事もなく・・・。
　そんな時に、人の薦めもあり県内の東洋薬（漢方薬）のお店で私に合った
薬を調合してもらい、「くつろぎ」と漢方薬でリウマチに立ち向かい、２年間
かかりましたが、見事リウマチに打ち勝つことが出来たのです。
（普通は治らないそうです。）
　今でも２ヶ月に１回の血液検査を受けていますが結果は「異常なし」です。
（先生もビックリされています）
　あと友人のエピソードなのですが、平成１３年頃にご夫婦で「上下ケット」
を購入され大切に使われていたのですが、ある時部屋で使っていた、こたつ
が故障の為か出火してしまったのです。
　炎が柱に燃え移る寸前、奥さんは寝室にダッシュしてご主人の「掛ケット」
（自分のではなく・・・）を掴み、燃えるこたつを持ち上げ庭に投げ捨てたの
です。
　「ケット」の難燃性で延焼を防ぐ事が出来たのです。（通常、毛布では燃え
移る可能性が高いです）
　その後、犠牲となったご主人の「掛ケット」は新しいものを購入しなおし
たそうです。

長野県在住

増澤 ハルエさん

< ＫＳＢホームページ ２０１４年８月１８日（月）掲載 >
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　突然の痛みに襲われた私の朝は大変つらいもので、４０分くらいは痛みでうめいて
いたのです。
　この症状の正体は、膝半月板が削れた事による関節痛と、腰の軟骨が削られる事に
よるもので、手術を受けなければならないほどの痛みでした。（手術治療に１ヶ月）
　手術後も病院に通っていたのですが、ＫＳＢの「サポーター」を使うようになって
からは楽になりました。また、就寝の際に「くつろぎ」を使うようになってから、朝は
スッキリ起きれて、身体が軽くなったように感じています。今では以前のように病院へ
通わなくてもよくなりました。
　若い頃から体温が低かったのですが（３５度後半）、  ＫＳＢを使ってきたからこその
現状基礎体温３６．７度だと思っています。

福岡県在住

信田 瑠美子さん

< ＫＳＢホームページ ２０１４年８月２５日（月）掲載 >

　１７年前にＫＳＢとの出会いがありました。当時、私は小さい町工場で肉体的な労働を
していました。最初、私は病気もなく、健康だったので興味が持てず、必要なものとは
感じませんでした。
　７月の暑い日、私の自宅に説明をしに来てくれた方が「今の健康がずっと続くのよ」と
言ったのです。この先、病院に行く事を思ったらと考え、かなり無理をしてですが、「上下
ケット」の入ったセットを購入したのです。
　工場では立ち仕事が多く、休日である日曜は昼まで寝るのが日課でしたが、「ケット」を
使い始めて半年経った頃、近所の人に「日曜、朝早くから起きてるね」と言われ、休日に
早起きしている事にハッと気付いて「あの糸変わってるわー」が私から出てきた言葉です。
　その後、「くつろぎ」を使うようになりましたが、翌日に疲れが全然残りません。  逆に、
外出した時にＫＳＢ寝具で眠らないと翌朝腰が少し辛いぐらいです。（やっぱり体感！）
　私の知り合いで、ＫＳＢ商品を使ってくれている人は喜んでくれています。
ＰＶＣは、自分と死ぬまで切り離せない大切なものです。

福岡県在住

今村 節子さん

< ＫＳＢホームページ ２０１４年９月２２日（月）掲載 >
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　私がＫＳＢと出会ったキッカケは、平成２１年頃に右手が腱鞘炎に
なってしまった時のこと。
　右手が痛かったので病院に行くと、１週間に１回しか打てない注射
をしてもらいましたが、良くならず・・・（とても痛い注射）。１週間
後には、もう一度病院へ行かなければならず、とても憂鬱でした。
　そんなある日、知人のお宅に伺った時に、私の右手は湿布を貼って
包帯を巻いていたのですが、知人がそれを外して肌に直接「切見本」
を当て、その上に湿布をつけて包帯を巻いてくれたのです。
　知人から「今日はそのまま過ごしてね」と言われ、何だろう？と
思いながらその日を過ごし、就寝・・・。次の日、右手の痛みが無く
なり、動かなかった親指と人差し指が動いていたのです。 その日から
「切見本」、湿布、包帯の順で巻いて過ごしていたら、３日目には痛み
が無くなり、違和感も無くなっていました。
　最初に注射を打った時に病院へ行ってから、右手の為に病院には
行っていません。この不思議な出来事があってから、もっとＫＳＢの
事が知りたいと「工場見学」に参加させてもらった時のこと。
　１０年もの長い間、持病で朝起きることが出来ず、昼頃まで動けな
い状態だった私が「工場見学」で宿泊した部屋にあった「くつろぎ」
で就寝したのです。  
　そうすると、たった一晩の「くつろぎ」で、いつも朝起きれない
私がＡＭ６：００に起床、朝食を食べて温泉にも入れたのです。
　それから自宅で「くつろぎ」を使うようになってからは、毎日朝起
きてみんなと同じように生活ができるようになった事がとても嬉しか
ったです。
　ＫＳＢとの出会いで私の人生は明るくなりました。

東京都在住

岩本 美代子さん

< ＫＳＢホームページ ２０１４年９月１日（月）掲載 >
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　１５年前、私は知り合いから病気の問屋と云われていました。肩こり、偏頭痛、
目の痛み・・・健康食品、ハリ、マッサージと色々を試してみたのですが一向に
良くならなかった時に知人からＫＳＢの商品を勧められました。
　さっそく「ケット」を試してみたら薄皮をはぐように色々な痛みが軽くなり、
２ヶ月後には週１回のマッサージも必要なくなりました。
　こんなに素晴らしい商品と出会い幸せいっぱいです。また、冬場は電気毛布
を使っていたのですが、ケットのお陰でいらなくなりました。

茨城県在住

深谷 陽子さん

< ＫＳＢホームページ ２０１４年７月７日（月）掲載 >

　　 私がお伝えした人から、
　① 知人が「上下ケット」を使って初めて眠っていたところ、朝起きてビックリ！
        悪いものが出たかのように、すごい汗で畳までグッショリ。
　②ＫＳＢのケットは自宅で洗えて感動、いつもきれいな状態で使い続けること
　　ができる。
　③一年中風邪気味だった人が、ＫＳＢに出会ってから病気知らずの健康体に
　　なりました。
　④お嫁さんが極度の冷え症で不妊の状態でしたが、使い始めて半年で懐妊。
　　一粒種に恵まれてとても幸せとのこと。 ＰＶＣへの感謝とともにお言葉を
　　頂きました。

長野県在住

丸山 君江さん

< ＫＳＢホームページ ２０１４年９月１日（月）掲載 >

寝具商品の体験談

※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。
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　小学生の時から冷え症でアンカ、湯たんぽ、電気毛布などを使って
寝てきました。ひどい時には身体を温める為に何度もお風呂に入って
は就寝するという事もありました。電気毛布を使うと温かいのですが、
喉が渇いて起きてしまったり、肩こりがだんだんひどくなっていったの
です。
　とても困っていた平成１２年頃からＫＳＢの「掛けケット」を使い始め
たところ、驚く程よく眠れるようになり、ひどくなっていた肩こりも
改善されました。  「くつろぎ」も愛用させてもらい、今でも肩こりなし
で過ごせています。

茨城県在住

市原 幸子さん

< ＫＳＢホームページ ２０１４年７月１４日（月）掲載 >

　出会いは約１５年前、「ケット」を使い始めたら不眠症が解消され、
かかとの水虫も治りました。
　１０年位前、主人は出張先の宿で足のすねをテレビの角にぶつけて
しまい、スパッとかまいたちにあったようなキズになったのですが、
傷口を「クロス」でしばった状態で一泊、次の日、用事を済ませて
から帰宅してきました（出血はしていなかった）。   帰宅後にキズを
診てもらう為に病院に行くと５針位縫う手術を受けました。
　あと福島県の知人の事なのですが、お祖母ちゃんが使っていた
「ケット」にお孫さんと一緒に寝ていたところ、お孫さんのアトピー
性皮膚炎と夜尿症が治まったそうです。

長野県在住

石森 のぶ さん

< ＫＳＢホームページ ２０１４年８月１１日（月）掲載 >
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　ＫＳＢに出会ってから１５年になります。振り返ってみれば
随分長生きしたものだなぁ～と思っています。
　現在、私は９４才で、 マットとケットを併用して使っています。
　身体にはペースメーカーが入っており、既に２回電池の入替も
経験しているのですが、杖を使わず普通に歩け、ごく普通に話す
ことができるので、人の輪に入るのが大好き、話しを聞くのも
好きです。
　ＫＳＢの事を伝えられた私は「百聞は一見にしかず」で工場
見学に参加。
　マイナスイオンのみなぎった工場内に一歩踏み入れた瞬間に
「これだ！」と思い、   それからは上から下までＰＶＣに身体を
包まれております。
　ケイエスビーに出会ってから健康を頂き、家族と一緒に穏やか
で幸せな日々に感謝しています。目標１００才！

岡山県在住

福原 美雪 さん

< ＫＳＢホームページ ２０１４年１０月２７日（月）掲載 >
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　この春、歯医者さんに歯周病と診断され何回か治療通院して
いたのですが良くならず、先生から「いよいよ抜くしかないね」
と云われてしまいました。
　私自身諦めて心を決めかけたとき、次の治療まで試せる事は
試してみようと「切見本」での歯茎マッサージを開始。
　２週間後、なんと歯茎はピンク色に変わりグラグラしていた
歯がしっかりと支えられてきたのです。
　歯医者に行くと「何かしたの」と驚かれる状態、歯は抜かず
に様子を見ることになりました。
　今では時折マッサージするくらいで、他の歯よりもしっかり
としています。（フ・シ・ギ）頭で理解するのでは無く、素直に
使ってみる事が一番です。

神奈川県在住

遠藤 裕子さん

< ＫＳＢホームページ ２０１４年６月３０日（月）掲載 >

＜私の歯茎マッサージ：毎日１回（時に２回）５分程度 歯磨後に
　乾いた切見本を人差し指に巻き裏表を撫でるようマッサージ＞

グッズ商品の体験談

※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。
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　長年（３０年位）水虫に悩まされていました。
　知人から「５本指くつ下」（グッズ）が良いよと勧められ、水虫薬を塗って
「５本指くつ下」を着けておりましたが一向に良くならなかったある日、水虫
薬が切れてしまったのです。薬局に行く暇もなく、２．３日薬を塗らず「５本
指くつ下」だけを着けて過ごす事に・・・。最初の日は、耐え難いほどの痒み
に襲われたのですが、２日目からその痒みがピタッとなくなったのです。
　それから半年、水虫薬を使うことなく再発もしておりません。

静岡県在住

鈴木 ユキさん

< ＫＳＢホームページ ２０１４年７月７日（月）掲載 >

　私は、ＫＳＢ商品を愛用して、５年経った頃に妊娠しました。 ＰＶＣのおかげ
か、妊娠期間中とても元気に過ごす事ができ、つわり等の不快感は全くありま
せんでした。
　出産時は初産とは思えぬほどのスピード安産！ 産後の体調も変わらず良か
ったです。  生まれた赤ちゃんは２３２４ｇと少し小さく産まれたものの、保育
器のケースを中から足で蹴って動くくらい元気でした。
　病院の方からは「保育器に入ってこんな元気な赤ちゃんはあまりいないで
すよ」と言われました。
　育児ライフの中でも子供は寝つきが良く穏やかで、母も元気ですからあり
がたい事だといつも感謝しながら過ごしています。
　勉強会などで健康の知識をたくさん得られた事も感謝しております。

岡山県在住

沖田 碧 さん

< ＫＳＢホームページ ２０１４年１０月２７日（月）掲載 >
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