検査のお申し込みについて

12 月 12 日以降の検査のお申し込みは「Great Plains Laboratory（GPL）」へ直接お申
込みいただくか、2018 年の１月からは GPL の代理店である「カリフォルニアニュート
リエンツ社」様へお申込みいただく事が可能でございます。
GPL に直接お申し込みをされた場合の検査結果は、郵送ではなくメール添付のみとなり
ますので、検査申込用紙にメールアドレスを明記してください。
また、結果に対するアドバイスは電話やスカイプによる 30 分間の英語のコンサルテー
ションのみ可能でございます。
GPL の方に通訳として間に入っていただく事はスケジュール上非常に難しく、メールを
送っていただいたとしても丁寧にお答えすることが叶わないケースが多いと思われま
す。
あくまで検査の提供をしてくださる研究所であることをご理解いただければ幸いでご
ざいます。
今迄のように、GPL からの個人的なアドバイスができなくなってしまうため、ご不便を
おかけしてしまうことになりますが何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。
年明けに次の検査（２回目以降）を控えておられるカスタマーの皆様には、GPL に申し
込まれた検査につきましてはフォローさせていただきますので、結果についてご質問な
どありましたらこちらにご相談くださいませ。
Mail:

tomorrow_kids@cyber.ocn.ne.jp

浜田まで

＊恐れ入りますが、結果につきましてはメール添付となります。
来年以降少しの期間はメールがつながるようにしてあります。
敏速な対応は出来なくなりますがご理解くださいませ。

GPL 検査の申し込み方法
https://www.greatplainslaboratory.com/→The Great Plains Laboratory, Inc.

HP の右上の 医療従事者の方 患者の方 検査項目、 会社情報 その他 お問い合わせ の
患者の方にカーソルを合わせてください
・検査項目 ・検査キットのご注文 ・症状別推奨検査 ・COLLECTION INSTRUCTIONS ・検査
結果 ・各種フォーム から ・検査キットのご注文 をクリックしてください
↓こちらの画面になります
KIT ORDER TO BE SHIPPED TO A UNITED STATES ADDRESS
個別住所へ検査キットを発注

KIT ORDER TO BE SHIPPED OUTSIDE THE UNITED STATES→こちらをクリックしてください
個別住所へ検査キットを発注

次の画面では

All Other Countries please click here to order your kits online→クリックしてください
次の画面では左側のカテゴリーからご希望の検査をご選択ください。
カートに入れてお手続きをしてください。

カテゴリー
All Test Kits (50)
Blood Tests (18)

IgG 食物アレルギー検査 ビタミン D 検査等

Combo Tests (4) OAT 有機酸+腸内フローラ-コンボ検査等
Hair Tests (1) メタル毛髪検査
Saliva (2) ホルモン検査
Stool Tests (3) 広範囲大便分析検査等
Supplies & Resources (1)
Urine Tests (13) OAT 有機酸検査 ペプチド検査 TOX 検査 フォスファリパーゼ（PLA）検査等
Test Panels (US)
Test Panels (International) (8)
クイック検索

お申込みついてのご不明な点はカスタマーサービスに連絡をしてください。

customerservice@gpl4u.com

（英語がわからない場合は日本語で送ってください）

カリフォルニアニュートリエンツ社様へのお申し込み
日本でのお問い合わせ先にご連絡ください。
（日本の医師の紹介をご希望の方）

カリフォルニアニュートリエンツ社様は、検査結果のフォローアップは実施されていま
せんので、治療につきましては最寄りの医療施設のご紹介となります。
最初から医療施設を希望される方には、紹介もしてくださるそうです。
サプリメントの推薦などはいただけるそうですが、ニュービギニングス（NBN）の商品
は取り扱っていないので、ニュービギニングス（NBN）のサプリメント購入を希望され
る場合は、ニュービギニングス（NBN）のウェブサイトから直接お申込みくださいませ。
https://www.nbnus.net/shopdisplaycategories.asp
2008 年 1 月 14 日（日）には GPL とカリフォルニアニュートリエンツ様と共同開催で、
バイオメディカル医療を用いた自閉症治療のパイオニアである ロシニョール先生をお迎えし、
東京で特別講演が開催されます。
ロシニョール先生は世界中から自閉症に関する講演依頼や診療依頼を受けておられ、
日本からも診察のために渡米される方も多数いらっしゃいます。
ご興味のある方は以下のウェブサイトよりお申込みいただけます。
日程：2018 年 1 月 14 日（日）
http://www.ca-nutrients.com/seminar2018.html
セミナーに関するご質問は上記リンクよりカリフォルニアニュートリエンツ様までお願いいたし
ます。

New Beginnings サプリメントの注文方法
New Beginnings のサプリメントは、直接 New Beginnings のウェブサイトからご購入い
ただくご案内となります。
https://www.nbnus.net/shopdisplaycategories.asp

スマートフォンなどからお申し込みの場合は、画面の下にある Change Language

言語

選択で Japnese をご選択ください。
（パソコンの場合は左側下にあります）

Change Language
Japanese

また、医師・代理店用の商品をお申し込みの場合は、その上にある Physician Referred
に

パスワード

nbnrx を打ち込んでください。（パソコンの場合は左側の中間にあ

ります）
ラクトプライム、ターバイオテックコンプリート、ヒドロキシ VB１２、 ソニックコレステロール、ト
ランスファクター免疫サポート、 インターフェイズプラス等に必要です。

Physician Referred
Please Enter Password
←nbnrx

Please note password is
case sensitive

右上の商品カテゴリーをクリックしていただきますと Products に商品のグループ名が
出てきますので、
（パソコンの場合は左側の上部と画面全体に出てきます）お探しの商
品があるカテゴリーをクリックしてください。
Products
＊アミノ酸 ＊抗酸化物質 ＊植物エキス ＊カタログ ＊Clearance ＊解毒サポート
＊酵素 ＊必須脂肪酸 ＊フード/クッキング商品 ＊Gift Certificates ＊免疫サポート ＊
Mental Health Support ＊ミネラル ＊Multi-Vitamins ＊サプリメントスタートセット ＊パーソ
ナルケア ＊プロバイオティックス ＊特別商品 ＊ビタミン
商品を選び、個数を入力して「注文する」をクリックしてください。
１個の注文を入力すると、言語が英語に戻ることがありますので、再度日本語を選択す
ると固定されます。

かごに入りましたら、Estimate Shipping の横に郵便番号を入力して、国‑Japan を選
択し、Get Rates のクリックで＄送料の見積もりを見ることができます。

＊関税を避けるためには＄200（送料を含む）までの御注文がベストでしょう＊
（送料分の数ドル超過であればかからない可能性もありますが確証できません）
「お会計へ進む」から「ゲストチェックアウト」の「お会計」をクリックしてください。
Guest Checkout
Proceed to checkout and at the end you will have a chance to create an account if you would like to
speed upthe checkout process next time you shop.
お会計

次に出てくる画面は、お客様情報です。英字でご入力ください。
お客 様 情 報
* お名前（名）
* お名前（姓）
* ご住所（番地）
* 市町村名
* 都道府県名
都道府県名

←NONE を選択

＊↑都道府県名は米国用なので「NONE」を選択してください

* 郵便番号
←ハイフォンなし
* お電話
←ハイフォンなし
* E メール
←必ず記入してください
*

国名
Japan

会社名
←無記入

Name of Practitioner
←無記入

＊会社名と＊Name of Practitioner（開業医）の入力は必要ありません
*How did you hear about us（私たちをどこで知りましたか）に
：The referring person 紹介者
：Practioner

開業医

：email group

メールグループ

：serch engine 検索エンジン
：Or any other その他
と５つ出てきますので、The referring person と入力してください（2018 年１月か
ら弊社からの紹介で 20％オフが適用されます）
□copy billing details to shipping

請求明細を入れての出荷をリクエストする場合

は□にチェックを入れてください。
配達情報は先に入力していただいたお名前、御住所等が記載されています。
次に契約の同意書

New Beginnings Shipping Policy

になります。

□内を一読していただき一番下にチェックを入れてください

New Beginnings Shipping Policy

IMPORTANT: AFTER YOUR ORDER IS PLACED, PLEASE VIEW THE EMAIL SENT
TO YOU WITH YOUR PACKAGE'S TRACKING NUMBER. IF YOU ORDER DOES
NOT ARRIVE WITHIN 3-5 DAYS OF EXPECTED DELIVERY DATE, CONTACT US
IMMEDIATELY SO WE CAN TRACE THE PACKAGE AND FILE A CLAIM.
重要：あなたのオーダーが出されたあと、あなたのパッケージの追跡数であなたに送られる電子メールを
見てください。
ご注文が発送予定日の 3〜5 日以内に到着しない場合は、我々がパッケージを捜し出し、要求を起こす
ことができるように、すぐにお問い合わせください。

New Beginnings Nutritionals offers both Domestic and International shipping.
We offer 2 shipping services, Federal Express (FedEx) and United States Postal Service
(USPS).
Same Day Ordering/Shipping - Most orders received by 1:00 pm (Central Time) Monday through
Friday (excluding holidays) will be shipped the same day. Orders received after 1:00 pm Central
will be shipped on the next business day.

Shipping cost and delivery times - Depend on the shipping method that you choose.

New Beginnings Nutritionals は、国内および国際出荷の両方を提供しています。
FedEx と USPS の 2 つの配送サービスを提供しています。
同じ日の発注/出荷 - 月曜日から金曜日（祝日を除く）の午後 1 時（中央時間）までに受注され
た注文の多くは、同日出荷されます。 午後 1 時以降に受注した注文は、翌営業日に出荷され
ます。送料と配送時間 - 選択した配送方法によって異なります。
FedEx
Domestic (within the 50 United States)
FedEx Ground = 1-3 business days (not guaranteed)
FedEx 2-Day Air = 2 business days (guaranteed)*
FedEx Overnight Standard = Next business day by 5:00 pm (guaranteed)*
FedEx Overnight Priority = Next business day by 10:00 am (guaranteed)*
* Except for weather delays

フェデックス
国内（米国内 50 カ国）
FedEx Ground = 1-3 営業日（保証対象外）
フェデックス 2 日間の航空券= 2 営業日（保証）*
フェデックス翌日標準=翌営業日の午後 5 時（保証）*
フェデックス・オーバーナイト・プライオリティ=翌営業日の午前 10 時まで（保証付き）*
*気象の遅延を除く
Overnight orders received on Friday will received on Monday. Saturday delivery is not
available in all areas, and has an additional charge. Requests for Saturday delivery
requests must be called into the office at 877-575-2467.
金曜日の夜間に受けた注文は月曜日に受け取られます。 土曜日の配達はすべての地域で利
用可能ではなく、追加料金がかかります。 土曜日の配達要求の申請は、877-575-2467 で事
務所に呼び出さなければなりません。
International
FedEx International Economy = 5-7 business days (not guaranteed)**
FedEx International Priority = 3-4 business days (not guaranteed)**
国際
フェデックス・インターナショナル・エコノミー= 5-7 営業日（保証対象外）**
FedEx International Priority = 3-4 営業日（保証対象外）**
USPS
Domestic
USPS PriorityMail (<20 lbs) = 2 business days (not guaranteed)
USPS
国内の
USPS 優先メール（20 ポンド未満）= 2 営業日（保証対象外）
International

USPS Priority Mail International (<18 lbs) = 6-10 business days**
国際
USPS 優先メール国際（18 ポンド未満）= 6-10 営業日**
Shipments to Mexico can only be sent by USPS.
Countries where USPS Priority International is highly recommended: Brazil, China, Korea,
Australia and Eastern European countries.
メキシコへの出荷は、USPS によってのみ送信されます。
USPS Priority International が推奨される国：ブラジル、中国、韓国、オーストラリア、東ヨーロッパ諸国。

** IMPORTANT INTERNATIONAL SHIPPING INFORMATION:

**重要な国際配送情報：

International shipping TO YOUR DOOR is NOT guaranteed. The estimated delivery times
reflect only when the package will be delivered to your country’s border. Customs may choose to
hold your package and it may take as much as 2 weeks for your package to arrive. New Beginnings
Nutritionals is not responsible for the amount of time it may take for you to receive your package.
Shipping prices estimated online for International orders can sometimes vary from the
ACTUAL shipping price. The exact ship price will be determined when the order is packed.
Any difference in cost will be deducted from or added (and charged) to your order. When $10.00
US or more needs to be added to your shipping cost, a hold will be placed on your order and an
email will be sent requesting your authorization.
あなたのドアへの国際配送は保証されていません。 見積配送時間は、パッケージがあなたの国境に配
達される場合にのみ反映されます。 税関はあなたの荷物を保管することを選択することができ、荷物が
到着するまでには 2 週間ほどかかることがあります。 New Beginnings Nutritionals は、パッケージを受
け取るのにかかる時間については責任を負いません。国際注文についてオンラインで見積もった送料
は、実際の送料の値段と異なる場合があります。 正確な出荷価格は、注文が梱包された時点で決定さ
れます。 差額は、お客様のご注文から差し引かれます（または請求されます）。 送料 10.00 米ドル以上
を追加する必要がある場合は、注文が保留され、お客様の承認を求めるメールが送信されます。
Hot Weather Instructions for Heat Sensitive Products
In very warm weather (temperature is above 75° Fahrenheit or 24° Celsius), to ensure the highest
potency of heat sensitive products, all orders containing probiotics and/or liquid glutathione will be
sent on ice. Because ice packs only last one day, orders containing these products should be sent
the fastest way possible. During excessive heat, probiotics will inevitably arrive warm. Although
exposure to high temperatures for one or more days may slightly reduce the potency of some
probiotics, they are still safe to take. Most probiotics contain at least double the amount of live
cultures over what is indicated on the label to allow for transit times, etc. If this is a concern to
you, we suggest choosing FedEx Overnight Priority or FedEx International Priority.

熱に弱い製品のための高温天気の指示
非常に暖かい天候（温度が華氏 75°F または 24°C 以上）では、熱感受性製品の最高の効力
を保証するために、プロバイオティックおよび/または液体グルタチオンを含むすべての注文が
氷上に送られます。 アイスパックは 1 日しか使用できないため、これらの製品を含む注文は可
能な限り最速の方法で送信する必要があります。 過度の熱の間に、必然的にプロバイオティッ
クは温かく到着する。 1 日以上高温に曝されてもプロバイオティクスの効力は若干低下する可

能性がありますが、まだ安全です。 ほとんどのプロバイオティクスには、通過時間などを考慮し
て、ラベルに記載されている量以上の生存培養量が少なくとも 2 倍含まれています。
これが懸念される場合は、FedEx Overnight Priority または FedEx International Priority を選択
することをおすすめします。
Probiotics being sent within the United States
Orders that have a ground delivery time of more than 1 day need to be sent at least by 2-Day
Air.
米国内に発送のプロバイオティクス

•

Orders with probiotics going 2-Day Air will only ship on Monday through Wednesday.

•

Orders with probiotics going Overnight will only ship on Monday through Thursday

•

New Beginnings Nutritionals will not ship out these heat sensitive products over the
weekend and will hold them to ship out on Monday.

•

1 日以上の納品時間を要する注文は、少なくとも 2 日間の日程で発送する必要があります。

•

•夜間のプロバイオティクスの注文は、月曜日から木曜日にのみ出荷されます

•

•New Beginnings Nutritionals は、週末にこれらの熱に弱い製品を出荷せず、月曜日に出荷
する予定です。

NOTE*** If the temperature is above 90 degrees Please choose FedEx Overnight Priority
shipping
注記***温度が 90 ﾟ F（32.2℃）を超える場合は、FedEx Overnight プライオリティ発送を選
択してください

Probiotics being sent Internationally
containing these products should be sent via FedEx International Priority. Orders containing
heat sensitive products placed on Thursday or Friday will be held and shipped out on Mondays.

国際的な発送のプロバイオティクス
暖かい天候の場合、これらの製品を含む注文はフェデラル・エクスプレス・インターナショナル
プライオリティ経由で発送しなければなりません。
木曜日または金曜日に受ける感熱製品（プロバイオティクス）を含む注文は、月曜日に発送さ
れます。

Additional Probiotic Tips:

•

To avoid excessive shipping costs, consider ordering 3-4 months of probiotics to make it
through the summer months.

•

Have your probiotic order shipped to a business address so your probiotics are not sitting
outside if you are not at home

•

VSL-3 is the most sensitive to heat and should be sent overnight priority whenever

possible.

追加のプロバイオティクスのヒント：
•過度の輸送費を避けるため、3〜4 カ月のプロバイオティクスを夏の間に注文することを検討し
てください。
•プロバイオティクス注文を事業所住所に発送して、自宅にいない場合はプロバイオティクスが
外に放置されないようにしてください
•VSL-3 は熱に最も敏感であり、可能な限り夜間優先で送付する必要があります。

この契約の内容に同意いたします。 ☑をしてください

次に New Beginnings との契約の同意書 New Beginnings International Shipping Agreement
になります。
□内を一読していただき一番下にチェックを入れてください

New Beginnings International Shipping Agreement
ニュービギニングスとの契約書
You must agree to the following agreement for international orders:
国際の注文に関しては以下に同意する必要があります。

•

You may have to pay import taxes, custom duties, fees, etc. These charges are separate
from your shipping charge, and you will be billed directly for them

from your shipping

charge, and you will be billed directly for them. from your shipping charge, and you will be
billed directly for them.

輸入税、関税、手数料などを支払わなければならない場合があります。これらの費用
は送料とは別のもので、直接請求されます。
•

You are responsible for all potential risks associated with customs. We suggest that
you contact your customs office and ask about import restrictions and regulations before
placing your order. New Beginnings will not be liable for orders delayed, confiscated or
destroyed by customs.
税関に関連するすべての潜在的なリスクについては、責任を負います。注文を行う前に、税関
に連絡して輸入制限と規制について質問することをお勧めします。New Beginnings
Nutritionals は、遅れ、没収、または慣習によって崩壊した注文には責任を負いません。

•

If your order is returned to New Beginnings Nutritionals as a result of customs denial,
refusal to pay customs fees, incorrect address, or because no one was there to accept the
package, the following will apply to a potential refund:
通関手続きの結果、通関手数料の納付拒否、住所の間違い、または荷物を受け入れることがで
きなかったために注文が New Beginnings Nutritionals に返却された場合、潜在的な払い戻し
には以下が適用されます

•

No refund will be given for probiotics. We will give a refund for non-probiotic items minus
the original shipping fee, the return shipping fee, and a 10% restocking fee.

プロバイオティクスについての払い戻しはありません。私たちは、プロバイオティックで
ない商品については元の送料、返品送料、10％の再梱包手数料を払い戻します。
•

If the cost of the product to be returned to New Beginnings Nutritionals is larger than the
cost of the refund due, we will inform the carrier to abandon the package and no credit will
be available for the order.

New Beginnings Nutritionals に返却される製品の費用より払い戻しの費用（元の送
料、返品送料、10％の再梱包手数料）の方が大きい場合、当社は運送業者に荷物を
放棄する旨を通知し、その場合には払い戻しはありません。

By proceeding with this order, you are agreeing to all terms and conditions of our International
Shipping Agreement.
この注文を進めることにより、私たちの国際配送契約のすべての条件に同意したことになります。

□ I have read and agree to the international shipping agreement

□私は国際輸送契約を読み同意しています。

ここに☑をしてください

☆ギフト券は無記入です。

☆割引を受けるためにクーポン名を入力してください。
こちらには、クーポン割引の欄に

TK と入力していただければ 20％オフになります。

＊（フード、BrainChild 液体ビタミン・ミネラル、VSL#3 は割引の対象になりません）
ホームページをご覧いただきお申し込みをされるすべてのお客様に適用されます。
2018 年１月からになります。

☆SELECT SHIPPING
* 配達方法 は▼をタップすると FedEx と USPS の送料が出てきますので、送料を選んで「続ける」
をクリックしてください
動きがない場合は選択ができないご地域か、選択ができない状態なのでそのまま「続ける」をク
リックしてください

次の画面は注文の詳細です。
確認をしていただき、訂正がある場合は「編集」で、OK の場合は右下の

Preceed to payment (前

払い)をクリックしてください。
次に お支払い情報となります。
「PayPal」と「クレジットカード決済」とその他の支払いで「銀行送金」が利用できますが、
「PayPal」

または「クレジットカード決済」

をご選択ください。

「銀行送金」は、15 ドルの送金手数料を支払わなければならず、また日本側の銀行の手数料もカ

バーしなければなりません。 これは通常、非常に大量の高価な受注にのみ意味があり、税関を
通るためには、日本への注文は小さくする必要があるためお勧めできません。

Press to pay by PayPal (What is PayPal?)
Pay using PayPal

←PayPal の場合はクリックしていただき次にメールアドレスを記入して手続き

が始まります。

クレジットカード決済

Pay with Credit Card

←クレジットカード決済は、カードを選択して

Card Number:カードナンバー（スペースやハイフォンなしです）
Expiration Date 有効期限（MMYY 月/年 二桁ずつです）
Card Code クレジットカードの３～４ケタのセキュリティコードを入力してください。

Please enter the security code above.アルファベットのセキュリティコードが出ていますので、下の欄に同じよう
に入力してください。

I cannot read the code, please provide a new one.コードを読むことができない場合は、新しいものを
提供してもらうためにここをクリックしてください。

その他のお支払方法 ←お勧めではありません。
お支払方法
Wire Transfer Payments

追加情報:

Pay using Other Payment Type

