












■ファーメントゴールドを食べた結果 ■薬との併用（ 有 ・ 無 ）

現在は、食が悪かったり

ストレスが有る時は、

多めに食べています。

との事です。

また現在は、痒みも無く

ほぼ、100％の改善率です。

病名 （複数可）： アトピー性皮膚炎、PMS、片頭痛

食べた期間 現在は、食が悪い又は、ストレスが有る時は、多めに食べます。食べない日も有ります。

1日の本数 現在は、ランダム 1日のいつ食べたか？ （ 主に、朝と、寝る前 ）

令和 3年 10月 26日

氏名 管理栄養士 丸山 さん 担当先生：本人

スタートから約３年後（追跡調査）

モニター・追跡結果

※個人の感想

担当：本人管理栄養士

管理栄養士：丸山さん

栄養素による「原因療
法」で、アトピー、片頭痛、
PMS、倦怠感を克服し
た管理栄養士さん

令和3年10月26日

令和3年10月26日

令和3年10月26日

ほぼ100％の改善率です。

詳しくは、下記をクリック」して
動画をご覧ください。

https://youtu.be/E3NDSp89oC0

https://youtu.be/E3NDSp89oC0
























































































大塚 様の感想（長野県上田市）

長野県上田市在住、現在63歳になります大塚と申します。

私は、3年前「悪性リンパ腫」ステージ3と診断され抗がん剤治療を6回受

けました。

そして、青パパイヤ酵素「ファーメントゴールド」を家内に強く勧められ毎

日飲むようになりました。抗がん剤は口腔内の荒れなど大変苦しく副作用で

髪は全部抜け落ちて見る影もなくやせ細ってしまった時期がありました。

しかし、その後、驚いたことにメキメキと顔色も良くなり髪の毛もフサフサ

に生えてきて聞いていた回復が思ったよりとても早かったように感じ、これ

は「ファーメントゴールド」のお陰かなと内心思っています。

検査数値も良くなり毎月だった（定期健診）経過観察が、日に日に延びて、

最近では医師から4ヶ月に一度で良いと言われて精神的にも楽になりストレ

ス軽減の相乗効果もあるように思います。そして、今では「ファーメント

ゴールド」の存在が頼もしく感じて本当に感謝しています。

但し、たまたま私の身体に合っただけかもしれませんので、ご覧になった方

は参考までとして下さい。

※個人の感想です。





活性酸素を無毒化する体内のＳＯＤ酵素が

不足するとまさか… が起きやすい！

本商品の活性酸素の除去能力が高い

試験結果が、一般社団法人日本食品分析

センターにて確認されました。また、

青パパイヤ及びレスベラトロールは、

その力を高く保有しています。

（後ページ試験結果参照）

こうそさんそ

複製禁止

参考資料







複製禁止

参考



以前にＮＨＫにて、何週にも渡り放映された
レスベラトロール

サーチュイン遺伝子以外の活性については、
世界の機関より多くの研究結果が発表されています。

中でも
マサチューセッツ工科大学レオナルド・ギャランテ博士の論文は、

物議を含め世界的に大きな影響を与えています。

レスベラトロールのＳＯＤ触媒活性は、

活性酸素の除去能力に、欠かせない成分です。

コピー禁止

レスベラトロール 参考資料

引用－ＮＰＯ法人ＪＡＳＭＥＬＩＮＪＯ季刊merino



レスベラトロールは、多方面より認知症の研究結果が
報告されています。また、青パパイヤは、赤ワインの
約7.5倍のポリフェノールが含まれます。
（パパイヤ研究レポートより）

複製禁止

参考



酵母中のベータ1,3Dグルカン 出典：Wikipedia

酵母中の細胞壁にあるβ-グルカンには1,3-グルカンに加え、1,6-グルカンも含まれる。

1990年代からの人体への臨床試験によってPGG-グルカン（英語版）がリスクの高い

外科手術に起因する病気に感染した患者に与える影響が評価されている。これらの研究

においては、PGG-グルカンが合併症を大きく減少させたことが明らかになっている。

酵母βグルカンはIL-4やIL-5などのサイトカインを減少させアレルギー性鼻炎の症状の

発現の原因となるが、IL-12を増加させることが口頭で発表された。

酵母β1,3Dグルカンは現在（2008年6月）世界で約9,000例の動物実験やヒトによ

る治験報告例が記録されている（その時点での米国医学図書館文献検索サイト

[MedLine]による）。

β1,3Dグルカンが生体内に入ると免疫細胞に働きかけて悪性新生物（ガン細胞）を攻

撃させたり、抗酸化酵素（スーパーオキシドディスムターゼ、SODに代表される）に

働きかけてラジカル消去効果を高めたりするという前医療統計学的実験論文も公表され

ている。一方、2007年に発表された酵母細胞壁画分の実験では、抗酸化作用はβ-グ

ルカンそのものよりも酵母細胞壁タンパク質によるものが大きいと結論づけている。酵

母ベータ1,3Dグルカンの持つ抗酸化作用・機序については前述の通り2008年6月末現

在では未解明な部分が多い。

青パパイヤやレスベラトロールのみを食べても

アトピーなど、劇的な変化は見られません。

これは、酵母中β1.3D-グルカンがかなりの好影響を与えていると推測しています。

β1.3D-グルカンは、フコイダンやマエタケ等の茸類の菌糸体にも含まれ、

海外では、癌の自然免疫療法で使用されている成分です。

ファーメントゴールドは、酵母発酵の健康食品です。

また、酵母は、糖質を分解したり代謝活性のサポートも促します。

ラジカルとは、活性酸素の事です。

複製禁止

参考

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%B5%E6%AF%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E5%A3%81
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=PGG-%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%B3&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/PGG-glucan
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%82%AD%E3%83%B3-4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%82%AD%E3%83%B3-5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E6%80%A7%E9%BC%BB%E7%82%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%82%AD%E3%83%B3-12
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%82%AB%E3%83%AB_(%E5%8C%96%E5%AD%A6)






妊 活

≪子供のでき難い夫婦≫

神奈川県茅ケ崎市 ご夫婦

奥様は、現在37歳（妊娠時）

体外受精の自然周期法など
色々と試しましたが何年も子宝に恵まれない。

期待せずに試す事にしました。

転載・流用禁止





一 年 後

一年後、
（令和4年2月24日）

赤ちゃんの写真を送ってく

れました。

高齢出産、初産、帝王切開

の為、産後の肥立ちの回復

サポートにて続けて食べて

います。

母子ともに元気です。



新型コロナ感染
後遺症

≪強い倦怠感などが改善した≫

兵庫県芦屋市

40歳代女性

≪医療法人社団/経営者≫

外科・内科医院(消化器内科）

転載・流用禁止



≪編集部より≫

最近は、病院も薬だけでなくサプ

リや健康食品も良い物ならば扱う

医院が少しずつ増えて来ました。

ファーメントゴールドは、産後の

倦怠感（ＰＭＳや生理痛等）術後

の倦怠感、更年期障害、病後の倦

怠感、抗癌剤副作用の軽減などの

方々に摂取して頂いています。

当然、個人が元々持っている免疫

力の違いから個人差は有りますが

殆どの方から高評価を頂いていま

す。是非、色々な事で試してみて

下さい。自然成分のみの健康食品

です。副作用は有りません。

※効果効能を保証するものでは有りません。

≪コロナ感染・後遺症≫
今回、新型コロナに感染した「外科・内科病院」の経営者から
コロナの後遺症の倦怠感が良くなったとの事で、自身の医院で、
ファーメントゴールドを扱いたいと連絡がありました。



生理痛

東京都板橋区

30歳代女性

元、大学病院・都内
≪事務職勤務≫

転載・流用禁止



≪編集部より≫

この方は、元大学病院にお勤

めの30代女性の方です。

生理痛が酷く、鎮痛剤で対症

していましたが、母親の勧め

で試した結果、ピッタリと

合った。との事です。

副作用を考えて、現在は、鎮

痛剤を止めてファーメント

ゴールドを使用している。

（右LINE）

≪豆知識≫

ファーメントゴールドは、思いが

けない良い結果が多々起きます。

是非、色々な事で試してみて下さ

い。

※効果効能を保証するものでは有りません。

≪生理痛≫
ファーメントゴールドの広告の意見を購入者に聞いていた所
思いがけない（例：生理痛）改善例を伝えてくれました。



心臓が悪い
（ご主人）

検査結果で心臓肥大が少し解消され、ストレスホルモンが
700➔50に下がっていた。

≪奥様は皮膚病≫

北海道亀田郡

ご夫婦 60歳代

副作用が少ない事と
自身の免疫力強化を期待して食べています。

全体的に良い方向にあると感じます。

転載・流用禁止









ファーメントゴールドの
太り難い体質作り
置き換えダイエット！

無糖のヨーグルトに2本
混ぜる事がお勧めです。

本品ファーメントゴールドは、甘いですが、カロリーが低く抑えられていま

すので気にせずにお召し上がり頂けます。

≪注釈≫ 本品は、一包3ｇで約11キロカロリー

（箱裏面表記）しかないので、お茶碗一杯分の白米が

約200カロリーと言われているので、白米一口分以下

のカロリーしかありません。また、糖質も単糖類と言

う性質上、体内に入ると水とエネルギーに素早く分解

されます。つまり糖としてほぼ残らない性質となりま

すので安心してお召し上がり頂けます。

一包3ｇ



最後に
ファーメントゴールドは、他にも、鉄欠乏症の女医さん、歯科医師、

総合病院の院長、鍼灸師や整体師さん、薬剤師さん、カイロプラクテ

イック院長や整骨院長、看護大学の助教授、介護士・ヘルパー、ヨガ教

師、予防医学指導士、近畿中央疾患センター、生理機能検査学の講師の

方からもご本人及び家族がアトピー等で注文が入っています。

珍しい所では、二日酔いやダイエットで医師の方が摂取していました。

結果は、約5が月で20㎏減、（自己努力含む）

また、ファーメントゴールドは、糖尿病、膠原病、リュウマチ、帯状疱

疹、癌の予防、ムクミ、片頭痛、花粉・鼻炎、アルコール性肝炎、その

他のＢ肝炎、Ｃ肝炎・腎炎、乳腺予防、産後浮腫、産後のひだち、産後

鬱、ＰＭＳや生理痛、片頭痛、妊活、認知症予防など、色々な症状の方

が食べていますが、今回は、その一部の方を掲載しています。

癌やアトピーを始め多くの病気が活性酸素が原因と言われています。

活性酸素を無毒化するＳＯＤ様活性力（スーパーオキシド・ディスム

ターゼ）は自身のＮＫ活性、インターフェロンの生成にも好影響を与え

ます。ぜひ、色々な症状に試してみて下さい。

※自然成分のみの醗酵食品です。副作用は有りません。

株式会社橘フォーサイトグループ『健食研究室』

※以上の体験談は、個人の体験であり、効果・効能を保障するものではありません。

医師、整体師、鍼灸師の感想は、こちらを
クリックしてご覧ください。

https://tf-shinrai.com/voice/

https://tf-shinrai.com/voice/
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