
コロナ無毒化一日終息技術 
ワクチン・食品添加物・農薬。薬。は石油精製剤ガソリンで構成され、タンザニア共和国はフ

ァイザーワクチンに水銀が使用さワクチン打ち３５００万人脳障害で死んでいます怒った大統

領は外務省輸入禁止。ワクチン前は誰も風邪引かず。接種後風邪ひきやすい体に成りマスク義

務化にした。ネットに記載。その後削除されていた。米国ワクチン開発者マーロン博士は、Ｒ

Ａメッセンジャーワクチンは治験も無く実験に採用して死亡者。寝たきり老人増加中。日本は

ワクチン接種で死亡者 17200 人～。一人も殺してはい行けない。国の制作は１億％間違いで２

波。３波。４波。５波止められず対策はコロナを一日で終息する技術を、日本に提案致します 

 

■・コロナ無毒化にする 6種類項目。科学的根拠エビデンスバイオセラミックス技術 

① 植物は、幹に損傷後樹液出し傷を治す。植物の模範力人の細胞損傷後 14 日細胞の抗体構築 

② 植物模範酵素を粘土練り込み、酸化した水が甦るバイオセラミックスの開発成功しました 

③ 水道水にセラ入れ６時間後電子が発生。切れた電球の球が点灯する電子水は酸化結合分解 

④ コロナは皮脂と蛋白質で構成。対策は〈蘇る水〉電子水はコロナイオンベンゼン核電子分

解する働きの発明は〈蘇る水〉を鼻に噴霧すると、水に流れ口に溜まるコロナうがい２㍑

飲用後には体内に蓄積したコロナを排便排尿で血液が浄化してコロナは一日で終息します 

⑤ 損傷細胞は、植物模範力天ぷら油２００℃大火傷は２週間で傷跡も無く抗体で蘇りました 

⑥ コロナ毒細胞損傷⇒血液浄化１０万人使用実績瞬間痛み改善。医療費３８０００億円削減 

 



蘇る水® 抗菌電子 BIO CERAMICS 

 

コロナ終息技術の発明は、生物や植物の優れた技術模範（もはん）研究開発を行い。人類を救済する発明 

蘇る水の基礎開発は、平成 12 年 2 月 2 日～１m 足らず観葉植物に特殊酵素を毎日朝与えた。植物は光合

成を活性して。幹は太く葉は大きく３㍍に伸びエアコンに突入【夏 冷風】【冬温風】３年半年も何故枯 

れない。植物はネバネバの液を放出してエアコンの風に耐え己の細胞を守る『抗体力・復元力・蘇生力』

技術を保有。植物から人類を救済する《術》スキルを磨きコロナ終息技術を開発した。【生物模擬模範バ

イオミオテックス】テクノロジー植物は、幹に傷が入ると樹液を出し細胞の基底層から傷ついた幹を抗体

液で傷を根治します。植物模範応用技術は、天ぷら油大火傷２００℃大火傷は『表皮。真皮。皮下組織。

バリヤゾーン。基底層』構成。傷ついた細胞は『（陰）×（陽）』酵素電子活性高速回転で回り細胞の基底

層蘇りアメーバー様に細胞は増殖して傷跡は皮膚と皮膚が結合して傷ついた損傷細胞が甦った。体内は６

０～８０％水と血液は８３％の水で構成。（例）汚水はセラミックスで水が蘇ります。汚水血液汚れに薬

投与後、体内の水が汚れ副作用で病は増加。コロナ後遺症は（悪寒。頭痛・喉の痛み。熱は下がらず。血

栓。抜け毛、怠さ。アレルギー）壊れた細胞の損傷難問題は、一日～２週間～抗体力で復元します薬。ワ

クチン。食品添加物。農薬‥石油精製剤ガソリンと同じ成分では健康にならず。薬は１００％副作用。健

康は一日２㍑飲用。酸化食材《 蘇る水 》洗い９時間後鮮度が上がった健康食し体内に蓄積した老廃物

は、排尿排便洗浄で血液の改善。鼻や喉のうがい。身体からコロナを洗い流す、家庭感染症防止技術です 



コロナ電子分解 蘇生医学 

 
薬で医療費増加。血液汚し副作用１００％西洋医学 VS 食と水の技は血栓溶解。医療費削減蘇生医学

現代医学は西洋医学と蘇生医学に湧かれます。蘇生医学に導くセラミックス作った〈蘇る水〉

を、花粉で詰まった３０年間鼻クソ瞬間通過。喘息の淡は瞬間分解。病の原因の脂を溶かす強

い〈蘇る水〉秋刀魚。鯖。鰯。‥浸食後を脂溶解。糖尿入院中〈蘇る水〉２㍑×１4 本毎日２

㍑飲用後は糖・脂を分解１４日間で糖尿が消え退院した。西洋医学の合成薬・農薬・食品添加

物・ワクチンは、石油精製剤ガソリンと同じ成分で構成。副作用で全国に薬害被害発生してい

ます。改善策は、食べ物の酸化を蘇らす発明は、食と水の改善は副作用が無く血液を綺麗にし

ます。植物は傷が幹に着くと樹液出し傷を治します。植物模範抗体技術を転写⇒（蘇る水〉壊

れた細胞が２００℃の大火傷でも傷跡が残らず根治しました。人生の終着地点。癌。認知症が

人生の週末地点命落とす〈例〉ステイブジョブスさんはすい臓がんで人生を終わり。（蘇る水）

飲んだ犬は、２週間ですい臓癌は消えた。血液の改善で殆どの病は完全に消え、副作用の無い

技術は植物の模範技術は壊れた細胞は〈蘇る水）点滴液を受け末期癌は一日で消え。体内毒素

分解おしっこは見た事も無い清流の排泄物に成ります。高度なバイオ暮らし〈蘇る水〉飲用一

日２㍑～４ℓ 体内毒と此れまで食した体内に蓄積した食カス「薬。ワクチン。農薬。食品添加

物。化学物質」洗浄後、毒汚水池を、排尿排便分解排泄。鮮度上がった、野菜果実。魚。食を

食し血液の浄化健康に導きます。コロナ終息技術の難問題解決技術を、政府にお届け致します 



酸化が甦る【蘇る水®】浄化力 

 

植物は幹に傷が付くと樹液放出して傷を修復する抗体力（蘇る水）転写。空間に浮揚のコロナは、

喉と口に蓄積。家庭に持ち込み家庭感染増加。コロナはイオンベンゼン核構造構成コロナの構造

は（①「淡白質」×②「皮脂」）＝コロナの酸化結合を〈蘇る水〉電子で分解無毒化に成ります。

家庭感染を防ぐ方法は、汚水３３３３３坪を浄化したバイオセラミックスを２㍑容器に水道水

入れ６時間～蘇る水を作り鼻洗浄。喉うがい。一日２㍑飲用～排尿・排便する事で体内洗浄体内

は綺麗な血液１０万人様風邪をひかず。家族感染防ぎ街に広がるコロナ株の感染拡大防ぎます 

■・コロナ『淡白質×皮脂』酸化結合分解。無毒化 ■・喘息元の今まで取れない。痰分解。蘇生技術 

■・蘇る水を鼻に掛けると分解。喉のうがい基本 ■・蘇る水一日２㍑飲用洗浄身体からコロナ排泄 

■・蚊蜂刺され皮膚に毒混入。電子で毒を瞬間分解 ■・水道水の酸化。生活習慣病の改善蘇生技術開発 

■・汚水分解技術。蘇る水は、血栓溶解分解。実例 ■・コロナ後遺症悩みを２週間改善修復する技術 

■・植物は傷損後抗体力で傷を治す〈蘇る水〉転写 ■・認知症は３０年前～始まり食と水の蘇生技術 

■・脳の血液の汚れ、認知症改善。蘇生技術開発。 ■・食品添加物猛毒アレルギー分解。蘇生技術開発 

■・牛乳腐敗防止。乳癌・癌予防の血液浄化技術 ■・蘇る水電子技術は、野菜・料理腐らずロスゼロ 

■・医者付けた難病は血液汚れ浄化。根本治癒技術 ■・加齢肌損傷・壊れた細胞が蘇る。蘇生技術開発 

■・体質改善は、体内の老廃物蓄積デドックス技術 ■・副作用強い薬不要。食と水の改善病院開設予定 



蘇る水® コロナ無毒化 終息技術 
コロナ構造は「《皮質》×《淡白質》」＝形成。コロナは人の細胞のケラチン淡白質スパイクで

３０分絡み体内に侵入。体内はコロナの毒に侵され血液が汚れ細胞が壊れ世界で 327727 人他界。

コロナ対策は簡単。水道水２㍑容器にセラを入れ６時間後〜電子を含有《蘇る水》代わります。

コロナは呼吸にて喉や口に蓄積。植物模範力抗菌電子セラ製造《蘇る水電子技術》霧吹に入れ喉。

口。鼻に噴霧。コロナ『イオンベンゼン核構造を電子で瞬間分解』。全身・喉。頭の痛みはコロ

ナ毒の痛みは瞬間分解消えます。コロナで細胞が傷ついて壊れても植物模範技術で再生します 

 

医療費上昇の最大の理由。医者は、何一つ病は治せず。治す医学では無く、儲けの薬漬けの医学の実態 

年々上がる医療費、何処の街でも病院は巨大化に成り一人患者利益１０００万円～ 

薬。農薬。添加物。ワクチンは、石油精製ガソリンと同じ成分 

薬の副作用１００％医療費は 一年 1～2 兆円増加 

 

 

 

蘇る水は、傷付いた細胞を甦らせ１００％。飲める安全安心なワクチンは世界初技術 

コロナ陽性者ゼロ技術／医費大幅削減／副作用ゼロ技術 

高機能な快適な〈蘇る水〉暮らしはお客様１０万名様。東京の癌難病専門医は水質浄化機能。壊

れた細胞が《蘇る水》塩１４％入れ癌難病専門医は点滴液を作り末期癌に投与その日３８．５℃

の高温熱を出し翌日自然解熱で朝から食欲が沸きすこぶる快調に成った人が続出〈蘇る水〉治療

で難病が消え１0 万名様が風邪を引かない報告。基礎開発は３0 年行い食と水の改善生活習慣病

改善資料送付。令和１年に厚生労働省健康課「萩原様」食と水の技術で生活習慣病の改善は理想

です国は感謝していますと告げられた。                 

コロナ終息は家庭からコロナ終息へ。食と水の〈蘇る水〉新医学は誰も知らない新技術構築１０

０万回の実験から始め数千万理論を構築。医者が付けた難病は血液の汚水血液の汚れを改善で

一日～２週間で殆どの病は根本治癒します。コロナは空間に浮遊して風邪に乗り越境を超え、全

世界に広がり呼吸時に喉と口に溜まります。〈蘇る水〉電子でコロナのイオン構造を分解無毒化

終息。国は江戸時代の疫病対策をやり同じ失敗の繰り返しで国の技術は専門家も素人で対策は

無く「（安全・安全。国民を守る責務）」同じで１００回以上聞きました。空間に広がるコロナ

に対し対策は何も無く、身体の問題が大きく関わっています。口・鼻に溜まるコロナを分解洗浄。

血液の汚れ改善技術を発明。コロナ一日で終息方法を３０年の基礎開発を纏めご案内致します 

２０年前医療費２０兆円。 令和 3 年医療費 50 兆円 ２0 年後医療費 100 兆円 

医療費５兆円削減 



抗菌抗体電子バイオセラミックス 
抗菌セラミックス発見は、真冬にＨＰ制作に夢中になり暖房をガンガン炊き朝は洗面器２杯分

結露が生まれ２週間後部屋に大量カビが沸いた。浴槽の付近に置いた《蘇る水》作るセラを見

ると１０㎝周りの近隣にカビか沸か無い電子抗菌力を発見。風邪を引かない科学的根拠を発見

した。街を止めるよりも喉・口に溜まるコロナを洗い流し家庭の感染を防ぎます植物模範セラ

にはカビ菌が寄り付かないコロナ抗菌力《蘇る水》蘇生電子水は《蘇る水》作る方法は水道水

にセラ入れ６時間後《蘇る水》製造。酸化した体 PH6.8。⇒PH7.8 導き疲れないアルカリ体質へ 

 

 

 

V:S 

 

 
  

通常放置 苺２週間 蘇る水洗浄 苺２週間 抗菌技術 



蘇る水® 飲用点滴液 副作用ゼロ 

 

 



利点 有益性 １０００兆円の経済効果 
植物の模範抗体技術 

 

コロナ毒副作用ゼロ 

医療費大幅削減技術 

コロナ陽性ゼロ技術 

平成１２年２月２日～特殊な酵素を毎朝１ｍ高さ植物に与えた。植物は活

性して葉は大きく濃く枝を伸ばし一年半年で高さ３ｍ５０天井エアコンの

中に突入。夏１０℃冷風。冬５０℃の極悪環境の中で３年半年も枯れない

不思議に思い葉を触るとエアコンの乾燥に耐えるためべとべとの粘液物を

出し乾燥から身を守るため細胞を守っていた。植物は、治癒力、復元力、

再生力、蘇生力、生命力‥様々な特殊技術を保有していた。平成１５年空

気の酸化から守る疫病や難病人類を救済する《礎》偶然に発見した。自然

界に存在する「生物模擬模範バイオミオテックス」テクノロジー活用応用 

壊れた細胞が甦る技 

 

 

 

 

 

植物の模範抗体技術 

火傷再生。復元力。 

治癒力。蘇生力です 

植物は幹に傷が付くと、樹液を出し幹の傷を根治します。植物の働き活用

実験は腹と腕に高温２0０℃の煮えた油が掛かり大火傷した。激痛が発生

した。腕／腹は真っ赤になり、天ぷら２００℃大火傷も残らず、２週間～

３０日傷後も残らず、皮膚は甦り根治。通常は、天ぷら油大火傷はケロイ

ドになり通常傷跡が残ります。植物模範技術、治癒力、復元力、再生力、

蘇生力、生命力。細胞が甦る技術大火傷復元は、細胞の中に５種類の金属

（鉄。銅。マンガン。亜鉛。セレン）組み込まれ、３６兆個細胞（陰）×

（陽）それぞれに２つの（核）存在しています。発明は、植物酵素から電

子が放射され２つの核に電子が当たると細胞が高速回転で回ります。皮膚

組織は【表皮、真皮、皮下組織、バリヤゾーン。基底層】細胞がアメーバ

ー様に増殖。傷ついて壊れた細胞を修復する技術はコロナの毒から細胞を

守る応用技術は、壊れ傷ついた細胞が甦る。植物応用蘇生技術です。２０

０℃の大火傷さえも３６兆個の根幹から若返る植物模範バイオテクノジー 

 



蘇る水蘇生電子 

 

水の中に電子を発見 

切れた電気の球点灯

蚊／蜂の毒分解技術

コロナ毒を電子分解 

 

細胞は、過去食した

様々な、花粉。コロ

ナ。薬。放射能。農薬。

食品添加物は癌が誘

発する危険物質です 

化学物質。化学洗剤。

防腐剤。合成洗剤‥

体内に混入して血液

の汚れが発生します 

 

コロナの負ける血液

の汚れで「免疫力・治

癒力」落ちています。 

 

《 蘇る水 》一日

２㍑飲用後～体内に

蓄積食べ物のカスを

洗い流しましょう。 

 

コロナは、鼻。喉に溜

まります。池の汚水

の様に《 蘇る水 》

体内洗浄が感染を防

ぎゼロコロナを実現 

 

 

 

 

 

蘇生電子発見は水道水５㍑タンクに水道水入れ１４間放置。セラ水をバケツに入

れ 1 ㍍移動した。５ｍ離れた切れた電球の球が点灯。水の中に電子が含有〈蘇る

水〉誕生した。布団乾燥機にセラを入れ布団を乾燥させると切れた電球の球が点

灯。街の実験では切れた電球に掛け、電球の横のグローはピコピコ動き球が点

灯。９回も切れた電球の球は点灯した。その点灯時間は 58 時間も持続した。電子

は、壊れた老化細胞を活性。空気の酸化を蘇らせる発明は、酸化結合を分解する

発明はコロナのイオンベンゼン核を電子で分解する発明に繋がります。（例）蚊・

蜂に刺されてもかゆみ痛みが有りますが〈蘇る水〉から電子が放射され皮膚の中

まで毒の構造を分解かゆみは数分消滅。電子はコロナイオン構造ベンゼン核を分

解バラバラに無毒化技術。壊れて老いた３６兆個細胞を結合基底 

 

切れた電気の球          水を移動５ｍ先の電球が点灯 

 

 

 

 

 

 

細胞には過去食した【農薬。放射能。食品添加物。酸化油。化学物質。癌。白血

病の元。糖尿。花粉。コロナ。アレルギー物質】‥食べ物のカスが入り込み血液

がドロドロです。《蘇る水》汚水電子分解は『酸化⇒分解⇒圧縮⇒凝固⇒沈殿』５

つの工程で、酸化結合を分解して汚水を蘇らせました。コロナも５つの工程で、

コロナ毒を電子で分解する謎を解明した 

若返りの発見は、野菜活性〈蘇る水〉野菜を洗浄。冷蔵庫へ保管９時間後～２週

 

 



老化細胞が甦る技術 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水道菅の中はさびで

赤黒いです。酸化し

た食と水の改善。健

康技術は、壊れた老

化細胞の若返り技術 

寝たきり老人を防ぐ 

温度管理 不要技術 

 

 

傷ついて壊れた老化

細胞を、若く美しく

健康に導く細胞の若

返りのテクノロジー 

 

 

 

 

 

 

 

 

間で４５℃の角度でしわしわの野菜が葉を伸ばしていた。人の細胞や万物には、

５種類の金属《鉄．銅。マンガン。セレン．亜鉛》組み込まれ電子含有〈蘇る

水〉飲用後３６兆個細胞の中には細胞核（陰）×（陽）５つの金属に触れると、

細胞を電子酵素活性すると高齢８８歳の老婆骨密度６０歳の細胞に若返ってい

た。介護②はゼロに代わり驚いてもう痛い箇所は消え細胞の若返りは５８歳⇒３

０歳。驚異の若返り理論を構築した 

 

パーキンソン病４ℓ（蘇る水）飲用して頂いた実験２週間始め排便はシャワー様に

出た痺れ痛みが消え、身体は１４日間９８％回復根本治癒技術 

驚きはタニタの体脂肪は５８歳⇒３０歳に若返りは驚愕の驚き体験。私の母親は

高血圧で毎日１５錠薬を飲み血管はボロボロ脳梗塞他界《蘇る水》飲用後、指の

間を押すだけで血圧は簡単に下がります。ファイザーの高血圧薬は発癌物質が混

入の実態が有り。怖い実態薬１００副作用が有りワクチンは化学物質石油精製剤

ガソリンと同じ成分打ち死亡例１７２００人～ 

 

 

 

 

 

 

  

 

アレルギーの原因は食品添加物。甘い物類。パンの原料の小麦粉にはレスチング

  

処理前 蘇る水洗浄 ２週間 



損傷細胞の蘇生技術 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アレルギー改善技術 

乳癌予防改善の発明 

生活習慣病改善発明 

難病根本治癒の発明 

 

 

 

 

 

アレルギーは食品添

加物。甘い物。パン類

に《 蘇る水 》噴霧 

細胞を守りましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルテンが入りアレルギー増加。日本国中に続出していますアレルギーは日本全体

8000 万人。日本中にパン屋が増加中で日本人口減少の理由が存在しています。そ

の元となる「生薬レスチン」入りパン・発芽米を食するとアレルギーの元となり

精子を弱らせ、妊娠率低下する科学的根拠存在。日本人が減少する原因の裏事情

が有。不妊治療３０万円〈蘇る水〉一日２００円です。血液が綺麗に成る事で健

康な赤ちゃんが誕生。肥満・糖尿の原因は、体内に蓄積バター脂類。肉類。野菜

は嫌い。魚の脂溶解技術〈蘇る水〉一日２㍑飲用～体内の脂が溶け出し、糖尿は

２週間で改善。癌は年間１００万人死亡血液中「発癌物質」排泄身体の掃除が必

要重要です 

 

乳癌発見は、平成１９年１０月の事。冷蔵庫３℃へ入れた牛乳が腐敗する謎の発

見から始まりました。乳癌対策は牛乳〈蘇る水〉30％入れ。瞬間発酵ヨーグルト

に成り７日目には美味しい腐らない牛乳に変化した。乳癌は３８万人死亡。女性

は乳腺を持ち〈蘇る水〉生活で体内（酸化）予防改善する事で、乳癌は予防改善

事例。乳癌ステージ４の方とお話する機会が有り〈蘇る水〉毎日胸に振りかける

と胸のかゆみガゼット病２週間消滅。臭い膿は透明な水に代わり酸化や腐敗を止

める〈蘇る水〉健康な人生作り提案しました。〈蘇る水〉米粉パンを練り寝かせ

ると発酵が非常に早く芳醇熟成したパンが焼けます。アレルギーは食品含有１７

２品目添加物影響です。食べる前に食品に振りかけると添加物のイオン構造ベン

ゼン核機能構造が変わり毒は無毒化に成り食は美味しくアレルギー反応２週間で

消滅 

 

 



コロナ終息抗体開発 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナイオン構造毒

分解テクノロジーコ

ロナの終息発見基礎 

 

蜂・蚊に刺されても

皮膚の毒を分解技術 

 

コロナ終息技術。喉

鼻の洗浄。血液の汚

れ改善。生活習慣病

改善メカニズム技術 

 

 

 

コロナ無毒終息技術 

癌難病専門医施術法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食と水の改善基礎開発は３０年に及び。私は子供のころから病は無く７０歳にな

り歯医者費用程度で医療費ゼロ人間です。健康に導く発明は多くの人々に幸福を

齎せています。食品添加物・コロナのイオンベンゼン核無毒化技術は奇跡ですコ

ロナ終息技術の発明は、『セラ抗菌』✖『植物模範』✖『蘇生電子』＝３種技術

天然 100%飲用飲めるワクチンは副作用ゼロ〈蘇る水〉霧吹きに入れ鼻喉に蓄積す

るコロナに対し噴霧。詰まった鼻‥瞬間分解通過。『池の汚水分解映像参照』。汚

水浄化技術〈蘇る水〉飲用は一日～約２週間で、コロナ排尿排便で血液は真っ赤

です。ＰＣＲ検査時も陽性に成る事も無く街を止めるよりもコロナも、生活習慣

病も全て血液の汚れ改善コロナは完全に終息します。酸素と水素結合〈蘇る水〉

蘇生電子でイオン結合分解。離脱サビ酸化が停止します。植物模範力と水を蘇ら

せるバイオセラミックス〈蘇る水〉は、植物の模範技術採用。植物は幹に傷が付

くと樹液を放出して傷を治す抗体力。細胞の再生。壊れた細胞が甦る復元力技

術。蜂に刺され『かゆみ・痛み』毒を瞬間分解消滅〈蘇る水〉～蘇生電子が放射

『様々な』毒のイオンベンゼン核を無毒化分解』する技術 

 

コロナはスパイクで淡白細胞に絡みその３０分後、細胞を掴み侵入しますワクチ

ンを２度打っても感染は止まらず。令和３年死者 17,000 人～相変わらず医療増加

は止まる処が無く副作用で医療費は増加。令和元年３月安倍総理、官房長官小池

都知事、厚生労働省健康課に其々１４１資料を送り医療費上がる原因の生活習慣

病対策を纏め、食と水の提案。元安倍総理や閣僚様は病の元となる根幹は、血液

の汚れの改善は受け入れず血液あ検査基本的実験もせず。コロナは、必然的に未

曽有の危機は、」日本国が作った 1０００兆円損出した人災です。薬を使用しない

食と水の新医学設立 

 



酸化した万物が蘇る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酸化結合分解技術 

 

➊：酸化血液改善 

➋：細胞の若返り 

➌：さび分解技術 

➍：脳の血液改善 

➎：毒を分解技術 

➏：汚水分解技術 

➐：添加物分解技 

➑：切れた玉点灯 

➒：抗菌予防技術 

➓：コロナ洗浄技 

⓫：コロナ毒分解 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶：酸化した食と水の改善の発明は、電子で血液が浄化「薬事法。医師法」に掛

からず医者が付けた難病は根本治癒した。❷：細胞は５種類の金属が組み込まれ

ています。〈蘇る水〉電子放射され細胞内に組み込まれた（陰）×（陽）＝５種鉄

に反応した３６兆細胞活性細胞の２８歳若返り理論を構築した。❸：水道水に釘

を入れ、3 年経過後～瓶の底は赤い２．５㎝サビ蓄積した。瓶の横〇〇を置いて 6

か月～サビイオン構造ベンゼン核『酸化。分解。圧縮。凝固。沈殿』瓶底サビ

は 3 ㎝⇒01ｍ圧縮して（水が蘇る蘇生理論）を構築した。❹：瓶の中のさびを分

解する技術は、頭蓋骨通過脳の汚れた血液の汚れ認知症改善に繋がり〈蘇る水〉

頭に振噴霧後～頭蓋骨を通過⇒認知症は 1 年で脳の血液汚れの改善に成功。❺：

植物模範力持つバイオセラ抗菌技術〈蘇る水〉蘇生電子技術は、『蜂・蚊の毒。水

虫菌。白癬菌。食中毒菌。コロナのイオインベンゼン核構造を分離無毒化』にす

る‥発明です。❻：水が蘇る技術は汚水 3333 坪を 5 時間分解は電子を活用技術。

❼：アレルギーは、食品に練りこまれた１７２品目添加〈蘇る水〉振りかける

と、イオン構造を分解してアレルギー反応が消え２週間で消滅。❽：〈蘇る水〉作

り移動した後、部屋 5ｍ離れた電球の切れた電球の玉が点灯。水の中に電子が沸く

〈蘇る水〉蘇生現象発見しました❾：冬住居は、暖房をガンガン炊いた。朝は洗

面器 2 杯の結露の影響で部屋にカビが沸いた。湿気の多い浴槽付近に置いたバイ

オセラは 10 ㎝近隣カビが寄り付かない抗菌電子発見。➓：ＰCＲ検査時に喉鼻

に。溜まるコロナ〈蘇る水〉噴霧。鼻の汚水を分解洗浄が最も効果的でありコロ

ナ電子瞬間分解。陽性者ゼロ。コロナ〈蘇る水〉うがい。鼻洗浄。体内に蓄積し

たコロナ毒素を電子分解技術はワクチン不要。血液浄化で生活習慣病改善‥風邪

を引かない。東京の癌難病専門医は、点滴液施術使用一日で末期癌体質を健康に

導きました。医療費３８００億円削減。コロナ毒素分解、数万名様が健康に成っ

た実例。病に掛からない根本治癒免疫抗体蘇生実績が完成しました。 

 



血液の汚れ浄化技術 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病は全て血液の汚れ

です。国民も医者も

知らず病を治しても

らえると時間を作り

病院通いの繰り返し 

 

血液が綺麗になる事

で医療費は大幅削減 

 

 

私たちは、何故病気になるのでしょう。水道水で洗った全ての食べ物は、腐敗酸

化１００％発性します。冷蔵庫は食の酸化が起こり廃棄も相当有ります。酸化し

た料理で生活習慣病が生まれます。肉やハム等強な添加物が入り相当危険です。

癌は１００万人・一日２７００死亡。医者が付けた難病は、全て血液の汚れ汚水

です。お医者様は、何故：病を治せないのでしょうか。そもそも大学へ行けば薬

の基礎を学びます。血液を綺麗にする技術を学んでおらず、治す医学が無いのが

実情です。病院経営ビジネスは、一人患者は１０００万円の利益に成ります。お

医者様の年収は１５００万円～５０００万円。何処も巨大に成り。病院は何処も

満杯です。医者は過酷な労働で自殺する時代です。病気は血液の改善 99％削減２

０年前医療費は２０兆円。令和３年４５兆円に膨らみこの流れは永遠に続きます 

 

医者が付けた難病一覧表 血液が綺麗にならない為。医療費を稼ぐ病院経営実態 

花粉症。風邪。りんご症。赤ら顔。頭痛。悪寒。身体のだるさ。輸血の身体。腰

痛。頭皮白線菌。水虫。爪虫。乳癌。痔。口内炎。白内障。皮膚炎。水炎。パー

キンソン病。アレルギー。心不全。不妊。痴呆・認知症。肥満。糖尿。咳。皮膚

炎。喘息。花粉症。白内障。欠核。レントゲンの傷跡。大火傷。施術の傷跡。熱

中症。低高血圧。生理不順。血管若返り 88 歳老婆の血栓を溶解。癌。老化の若返

り。寝たきり老人削減予防改善。骨粗鬆症は 60 歳骨密度に蘇り。介護 2⇒ゼロ実

現。実績が既に存在しています。コロナの毒は《 蘇る水 》電子で構造を分解

無毒化終息します。口のうがいや鼻洗浄を言わないのは、コロナ終息を望んでい

ない医学の実態。人の３６兆個細胞の水は、６０％～８０％血液の８３％は水で

構成されています。血液の中は過去食したカス≪ コロナ。花粉。放射能。農

薬。糖尿。白血病。癌。奇形児。食品添加物。脂・酸化油。化学物質。歯磨き食

器。合成洗剤。SHAMPOO。汚れた水 ≫入り込んでいます。《 蘇る水 》は、こ

れ等の老廃物を一日２㍑飲用する事で『酸化。分解。圧縮。凝固。沈殿』体内の

汚れを排泄する技術です。人と地球は水で構成され水が変われば全ての病は消滅 

 

健康な血液は赤です。          三日経過しても赤です。 

生活習慣病の方の血液はどす黒い。     健康な血液を手に入れましょう 

  



海馬脳水の癒し技術 

 

 

 

 

 

認知症センター全国

7700 か所有も存在３

０歳から血液が汚れ

６０歳から発症始ま

り４人に一人です 

 

脳海馬の癒し SPA を

発明。脳の血液の改

善をする技術発明 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症・生活習慣病

脳海馬の癒しサロン 

全国３０００店舗～

展開予定しています 

植物治癒力から開発誕生したバイオテクノロジーの発見は、植物はエアコンの中

に入り春夏秋冬全く枯れない。不思議に思い葉を触るとベトベトのばし粘液物を

出し植物は”生命力。蘇生力。復元力”己の細胞を守っていた。200℃の大火傷

は、２週間で壊れた細胞を蘇らせた。育毛活性技術。老いて壊れた加齢細胞の若

返り。深い眠りに導く手もみ脳細胞の癒し。DORAISPA ¥5000〜10000 税 

 

認知症は、３０年から始まり６０歳過ぎると４人に一人。脳の血液が汚れると全身

動かなくなります。理容師時代の最も得意な技術は、首の後ろ押し血液の循環を促

すドライ SPA 手もみ技術は、痛い。気持ち良い。寸止めで脳細胞の血流を促す癒し

技術は、30 年前の施術にヘッド SPA に新たに追加。植物実験では、特殊な酵素を植

物に与え１ｍ⇒一年半年で３ｍ成長エアコンに突入。冬温風・夏冷風に耐え３年半

年も枯れず。ベトベトの樹液を出しエアコンの乾燥に耐える植物は、幹に傷が付く

と、樹液を出し自分で傷を治す働きは、【蘇生力。免疫力。抗体力。治癒力。復元

力。再生力】‥植物の模範力治癒技術。「蘇生技術」を、保有身に着けていた。 

 

海馬脳の下の首の後ろ頭部を押せば、老化細胞の活性は５種類の金属が組み込まれ

電子で細胞活性。毛髪スピードは１日 0・25ｍ《 蘇る水 》電子放射され髪の伸

びるスピードは 0・５ミリ伸びる事で、３０日⇒４０日分伸びた。汚水実験 3333 坪

を５時間水が蘇る技術を SPA に採用。海馬の癒しは記憶力に関係する脳の部位情報

を短期記憶。保存長期記憶にしたい情報を大脳に送り込む役割は、食の酸化で血液

が汚れ、海馬機能が低下後認知症発生。切れた球の記憶障害は《 蘇る水 》海馬

を刺激で切れた電気の球が点灯した。電子を活性化させる蘇生技術は 36 兆個細胞

の記憶障害の改善。脳海馬脳の癒し手もみドライ SPA 深い睡眠に導きます 

 



国益１０００兆円増 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飲食店を止める事は

皆無です。不景気の

底冷えが始まります 

 

日本が蘇るには飲食

店が満員御礼に成る

事で繁栄を齎します 

 

飲食店に関わる業

種、農業・果実・畜産。

水産。酒業種等に関

わる数千の業種が利

益を齎せる国益１０

００兆円伸ばす発明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不景気の原因は「①・農業、②・果実、③・畜産、④・水産、⑤・調味料、⑥・酒」

‥6 つ産業は売り上げが低迷して日本の消費税が 10％。20 年後消費税は 25％に成

ります。その基と成る原因は、飲食店は開店から半年で倒産率 50％。5 年で倒産率

80％です。国内で倒産は飲食業がＮＯ.1 です。この業界を伸ばす方法こそ、不景気

が消え皆様の年収を増やす仕組みが有ります。飲食業は、魚介類、肉、野菜、果物、

調味料、酒」①～⑥様々な業種は伸ばす発明。飲食店が倒産する原因は、食の酸化。

食中毒の改善は飲食業の課題。食の鮮度はリフレッシュに甦る事で、食の旨さはお

客様に感動伝えます。日本全国 28 万店舗があると言われる飲食店が流行る事で、

食の酸化を蘇らせ食中毒が発生しない食の鮮度改善が重要です。空気に触れた食材

（酸化）は、優れた料理人鉄人さえも鮮度の改善は不可能です。空気の酸化に負け

ない。飲食業に欠かせない食の鮮度回復技術は〈蘇る水〉必要です。 

 

空気の酸化に負け無い「酸化」⇒「蘇生」に導く儲けを生み出す《 蘇る水 》は、

酒業。農業。畜産。養豚。水産。運送。建築‥全ての産業が活気を取り戻し４７都

道府県国の繁栄に繋がります。食品業界が生み出す廃棄ゴミ。節分の不味い巻きず

し。不味くて 2 度と買わない。巻き寿司は、年間廃棄 2600 万トン毎年お金を捨て

ています。《 蘇る水 》炊いたご飯は、翌日黄色くならない。冷めても美味しい

御飯は、日本国津々浦々で既にご飯が旨いと言われるご飯を、寿司飯。全国では１

００万個売れる巻き寿司の蘇り。旨いと言わせる味の飲食革命技術が全国 28 万店

舗に入る事で食材の廃棄が限りないゼロ実現。消費税 10％は関係なく物が売れる好

循環サイクルが生まれます。商業施設では、近隣沈没商店街活性。百貨店建築業に

関わる産業の活性が始まり。コロナ終息景気回復後日本は好循環に甦ります。食が

流行る事で物が売れ出し国益１０００兆円伸びる発明の根本力が生まれます 

 



日本沈没救済する技 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本沈没のシナリオ 

 

日本は３０年後一気

に４０００万人死亡 

人口８０００万人に

成り日本は崩壊する

と東洋経済新聞に書

かれていた。原因は 

生活習慣病。自殺。ワ

クチン水銀防腐剤 

国民は身を守る術を

知らず沈没防止技術 

 

日本が蘇る発明技術 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界の投資家「Ｊジム・Ｌロジャーズ」さんは、日本は３０年後一気に 4000 万人

死亡。日本は人口８０００万人に成り大変な事に成ると、東洋経済新聞に報道掲

載。ワクチンの中身の成分は、石油精製剤ガソリンと同じ成分で作られていま

す。【防腐剤水銀使用。ホルムアルデヒデ。脂。蛋白質。ウイルスの死骸】。こ

んな物を打って健康になりますか。日本には世界の難問題を救済する技術植物模

範治癒力から開発した人類を救済する【蘇る水】有ります。開発は３０年前～世

に役に体立ちたいと願いスキルを磨く為始め岡山⇒松山移転。世界を救済する人

は日本に既に生まれていると友人から聞かされた。有る日ＮＨＫに汚水が劇的に

蘇った。汚水池３３３３坪（使用前・使用後）映像見せた。大変驚いたのか、Ｎ

ＨＫ職員から貴方はこの世の救世主ですかと尋ねられ、ハイそうですと回答した

コロナで世界では死亡者が増加している日本に《重症化。死亡率》少ない原因は

誰も知らないです。謎と報道されたコロナ終息技術本当の理由の根拠が有ります 

  

Ｊ・M さんと、海外、国や自治体‥日本の殆どの人は【蘇る水】発明者を全く知ら

ない。未曾有の危機を乗り越える底力が有る事を全く誰も知らない。食と水の改善

を行う、バイオセラミックス浄化技術は、血液を綺麗する壊れた細胞が蘇る世界の

難病・疫病・難病の改善。コロナは生活習慣病から作られます。空気の酸化に触れ

た生命有る物は全て、破壊的・理由動的に壊れ流れて行きます。血液の汚れでコロ

ナが沸きます。血液が綺麗な人は、コロナに掛らない終息技術を発明した。不景気

は何処から来ているか （？） 理由は誰も知らない。飲食業界は開店から半年で

50％。５年倒産率 80％。原因は、食の酸化で食中毒不味い味で客足が遠のきます。

お客様を旨いと言わせ、口コミで広がる味の革命技術が必要です。不景気 ⇒ 好

景気へ蘇らせ１０００兆円に国益を伸ばす。発明の基礎の根幹が有ります 

 



コロナ毒終息無毒化 

 

食と水の改善１００

万回の実験構築技術 

 

植物から数百万回の

蘇生理論を構築技術 

 

植物模範技術とバイ

オセラミックス技術 

 

 

 

 

 

 

 

コロナ終息技術発明 

植物模範技術の発明 

副作用の無い飲める 

飲料ワクチンは血液

が綺麗になる安全な

無毒化ワクチン技術 

 

日本は、後３０年後

一気に４０００万人

減少を血液を正常に

整え日本を蘇らせる

技術開発に成功した

バイオテクノロジー 

 

コロナの現状警告 ノーベル賞受賞者本庶博士が警鐘ならすワクチン無用の理由 

欧米や中国などでは今、「ワクチン開発競争」が激化している。英オックスフォ

ード大学が開発するワクチンは、早くも臨床試験の最終ステージに突入し、米製

薬大手のファイザーも独ベンチャーと共同開発するワクチンの初期臨床試験が好

結果だったと公表したばかりだ。日本も例外ではない大阪大学発の創薬ベンチャ

ー・アンジェスがすでに治験を開始し、年内の実用化を目指しているほか、塩野

義製薬も国立感染症研究所と共同で年内にも治験を開始する方向だという。ワク

チン開発への期待は高まる一方だが、ノーベル賞博士本庶氏はこう警鐘を鳴らす

「そもそも新型コロナウイルスはインフルエンザウイルスや HIV ウイルスと同じ

ように『DNA』ではなく『RNA』を遺伝子に持つウイルスです。この RNA ウイルス

の場合効果的なワクチンを作るのは難しいことが知られています」端的に言え

ば、二重らせんという安定的な構造を持つ DNA に対し、一重らせん RNA はその構

造が不安定で、遺伝子が変異しやすい。「インフルエンザのワクチンを打っても

効かないことが多いのは、流行している間に、ウイルスの遺伝子が変異していく

からです。遺伝子が変異してしまうと、ワクチンが効きにくくなったり全く効か

なくなったりすると言う」さらに、本庶氏が「首を傾げざるを得ない」と指摘す

るのが、日本での臨床試験だ。例えば前出のアンジェスは、大阪市立大学医学部

附属病院で臨床試験を開始している日本で開発し治験までやると言っているグル

ープがありますが、あまりに現実離れした話でしょう！ YAHOO 

 

植物模範技術から構成した。蘇る水は壊れた細胞を甦らせ体内の水の酸化を蘇ら 

せ、血液が汚れない。高度なバイオ技術の暮らしが今、日本国中に必要です。 

 

 



蘇る水の点滴液効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どんな難病治す医師 

癌難病専門医点滴液 

末期癌は一晩癌消滅 

壊れた細胞一晩回復 

世界初の副作用ゼロ

飲めるワクチン技術 

 

東京の癌難病専門医は、国立癌センター３０００人死亡カルテを書いていた。癌

難病専門医は、嫌気がさし独立後どんな難病も治すと豪語して本迄出版していた

癌難病治療は、植物は幹に傷が付くと樹液を出し、傷を治す働きを施術に８年前

から採用。「例」天ぷら油２００℃の大火傷さえも植物の模範応用技術「皮膚と

皮膚が結合して傷後も残らない」蘇生技術。バイオセラミックスで作った生命の

水は〈蘇る水〉副作用の無い技術は、癌難病専門医は蘇生点滴液として使用して

います。植物の持つ細胞再生力を持つ〈蘇る水〉難病奇病は血液の汚れ改善をす

る点滴液は、血液を浄化します。医者が付けた難病〈蘇る水〉点滴液は、数万人

の根本治癒技術実績を兼ね備えています。以前勤務の国立がんセンターでは癌は

効果が無い発表され効果の無い癌治療は１０００万円。癌にならない方法は、水

道水で食べ物を洗うと１００％腐ります。酸化した料理で血液を汚し腸が腐り人

口肛門が増加昔は無い。異常な奇病難病の増加に驚いていた。日本国中病気です 

 

楽天三木谷様経営楽天クリニックはレーザー治療と薬で癌治療に効果が出ている

とＴＶで見ました。が、しかし癌はどんどん細胞基底層から沸いてきます。世に

ある予防医学は副作用で医療費が上昇。病は元々水道水の生活で食べ物の酸化で

癌は作られ、生活習慣病は血液の汚れです。高度な〈蘇る水〉暮らしは〈蘇る

水〉野菜。果実。魚類洗い冷蔵庫へ保存後。酸化腐敗が止まります。鮮度が上が

った食を食し健康な血液は腸で製造。人口肛門が増加する原因血液が汚れなけれ

ば癌は生まれません。〈蘇る水〉癌難病専門医治療は、点滴液１４％塩入れ末期

癌患者に投与。その日癌患者は 38.5 高温の熱を出し身体は怠く翌日は自然解熱朝

から食欲が沸き、すこぶる快調と報告〈蘇る水〉開発者も東京に行き〈蘇る水〉

血管の注射の点滴液を打つとおしっこは見た事も無い透明鮮明でした食と水の改

善は血液を浄化する〈蘇る水〉活用。エイズ。マラリヤ。エボラ高熱出血の改善

する植物模範力。薬不要論。〈蘇る水〉植物の抗体力クリニック病院の設立 

    

鉄が錆びない水 



血液浄化バイオ技術 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康蘇生長寿の貢献 

健康若返り血液改善 

病防ぐ植物模範技術 

薬・ワクチン石油製

品は血液を汚し体を

壊す薬毒医学の実態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病の原因は、水道水で洗った食べ物は 100％腐ります。酸化した食べ物は不味く野

菜は食べず血液がどろどろです。様々な生活習慣病から糖尿に成り癌は 100 万人

年間他界。世の人々は、医者は病を治してくれると錯覚を起こし医者にかかりま

す。病院も生きるためのビジネスの恐怖は、医者は病を治す術は有りません一人

患者を囲い込むと、1000 万円最悪の経済効果は薬漬けにします。病院に行くと初

回に薬を飲み始め３錠 10 年後には 10 種類以上の薬を飲み薬は石油から作られて

いる体の中に石油が入ると副作用が１００％発性。医者に相談するとそれでは今

度の新薬で試しましょう。医者に言われ血液を汚し永遠と医者の魔術に掛り死を

待つ現象。６０歳過ぎると痴呆認知症になります。毎日食べる食材は、空気に触

れ劣化して血液が汚れ酸化した食べ物が病気を作り出していますアレルギーに成

るとステロイドで１年後、象さんの皮膚に成り。無駄な医学は 80％は有名です 

 

 製薬会社は、高血圧・胃薬・ワクチンの中に、癌誘発剤。白血病誘発剤を入れイ

ンターネットで発表されていた。恐ろしい時代に成りました。病院に行くと殺さ

れる時代です。私の母は、高血圧 200 が 20 年間続きました。母親の病を治す為、

平成 5 年開発を始めた頃に（食と水の改善）提案した。〇〇〇は、脂を溶かす働

きで 200 有った血圧は、2 週間で 120 に下がり、掛りつけの医者から質問が有りど

んな手段で治したのか問われました。血圧は血液の汚れです。ある部分を押すと

血流が改善され簡単に血圧が下がる方法をＮＨＫのガッテンで報道されていた。

薬を飲むと血管がボロボロに成ります。母親は、脳梗塞で 10 年患い他界した。蘇

生長寿の貢献は、植物の（もほう蘇る水）抗体技術を活用。食と水の改善で血液

が汚れず健康の安定の実現を可能にします。神社の汚水 3333 坪を 5 時間で浄化し

ました「例」人の血液の汚れと汚水の汚れは同調。病院に医術行く時間の節約改

善。水が変われば国民は`健康は簡単に手に入れ国を豊かにする価値ある技術です 

 



蘇る水の開発挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人と社会を幸せにす

る技術は、国の財宝 

 

基礎開発３０年構築 

生薬漢方水のスキル 

植物模範技術の構築 

汚水３３３３坪浄化 

 

コロナ電子分解技術 

壊れた細胞が甦る技 

飲食店繁盛特化技術 

国益１０００兆円増 

 

 

如何すれば【世にお役に立つのか】未来の挑戦戦略プロジェクト X 

私の本業は昭和～平成時代は理容経営理容師でした。予約制の店は口コミで流行り

毎日忙しい心に空の日々が続いた。金を手にしても何を買っても一瞬だけで感動が

一切無い「（心の空白）」埋める甦生感動する物が有ると未来に波動を感じた。先

ず、指針を決める為、寺で４年間護摩木を炊いた。有る雑誌を見ると神様はこの世

にいる『世に役に立ちたいと思うだけで運命は好転する』掛かれていたその言葉に

1000 万ボルト電流が流れ全身が痺れた。３０年先未来の現在地は自治体や会社‥難

問題解決こそ最大の喜びと変わり『（心の空）』埋まる己探しの旅の未来の挑戦が

始まった。未来の挑戦は人脈も変え自らどん底に突き落として『肉を切らせ骨で絶

つ』究極方法で技術を磨いた。脳裏に浮かんだ未来の映像を頼りに実験を構築。私

は 10 歳～脳の中で画像映し出された現象は全て現実に成った。開発は、皮膚・毛

髪科学が基礎と成り植物の模範技術を、コツコツとアリさん歩行で技を磨いた。人

の本は見ず講演も行かず。小さな実験を未来へ進む階段を一歩ずつ歩きスキルは独

学でメモもせず脳に吸収され独学で開発。脳で描いた映像は『現在』→『未来』繋

ぐ映像こそ（脳裏に描いた現実になる）霊感の指針は、心の支えでした。 

 

観葉植物に特殊な酵素を希釈して与えた。植物は太陽光線も無い（サロン）暗闇で

も光合成を活性して 1 年半年で 3 ㍍５０㎝に伸び天井エアコンの中に突入した夏

10℃の冷風。冬 50℃温風等激風に 3 年半耐えた。何故枯れない不思議に思い葉を破

いた。葉っぱからベトベトの粘液物を出してエアコンの乾燥から身を保護してい

た。植物の抗体治癒力は人類の（酸化）が蘇る救済する技術の発見でしたバイオ技

術の発見は、未来と現在を繋ぐワープ現象に成り、未来を切り開く力を頂いた『植

物模倣（もはん）バイオミオテックス』テクノロジー100 万回の実験はメモもせず

自然と脳裏に刻みこまれた。1 の理論はやがて 100 万回の実験～無限の蘇生理論発

明が生まれ、植物治癒力バイオ技術は、誰も知らない沢山の蘇生技術を構築した。

植物治癒力（もほう）技術を粘土に練り込み１２００℃高温で燃焼させた、陶器状

１㎝球の水や空気の酸化を蘇らせるセラミックスが誕生した。水の粒子は小さく

《 蘇る水 》電子が含有して酸化した水や、喉や鼻に溜まるコロナを瞬間分解し

て多くの方々が風邪を引かない科学的根本治癒技術を発見した。野菜食材の鮮度を

上げ「生活習慣病の改善」細胞が若返るバイオ技術が完成した偶然に必然的に NHK

に３３３３坪の汚水が甦った映像を公開。貴方はこの世の救世主ですかと質問さ

れ、ハイそうですと回答した。血液の汚れ改善。菌が寄り付かない。毒を分解する

蘇生電子抗菌力『生活習慣病改善。老化の若返り』飲食店は開店から 5 年で倒産率

80%を繁盛店作る技術。脳裏に描いたＴＶ画像の映像は『（無）⇒（有）』生み、人

と社会を幸せにする人類の難問題改善。コロナ毒素分解無毒化技術が完成してとて

も幸せです。全世界。日本国。友人。各位様‥お役に立てれば幸いです。合掌 



日本が甦る 根本治癒技術 

 

ワクチンは治験は日本に無く。タンザニア共和国ではファイザーにだまれ防腐剤に水銀含有３５００万人

脳障害で他界。ハワイでは５４０００人が他界。日本はワクチン接種後 918 名が死亡。ワクチンは化学物

質ガソリンと同じ成分のワクチンを打ち、体内に淡白質が生まれ集団免疫抗体細胞でワクチンの抵抗力が

増す嘘と出たら目で大嘘で固めた科学的根拠はねつ造です。壊れた細胞が甦る技術は、危篤状態で死んで

行く犬の水炎が消えた。癌難病専門医は、蘇る水で末期癌に投与傷ついた細胞が甦り末期癌は血液汚れ改

善で殆どの病は１日から 2 週間で根治。乳癌ステージ４の方がいました胸にかゆみ有り、蘇る水を胸に噴

霧後２週間でかゆみが（ガゼット病）が完全に消え。胸の臭い膿迄透明に成りステージ４が消滅。岡山県

庁薬事課は、食と水の改善重要です。医師法薬事法には触れません回答。蘇る水一日２㍑飲用～身体の老

廃物『農薬・放射能。食品添加物。薬。化学薬品。洗剤類。化学物質』体内の蓄積物が排尿排便で身体の

血液が真っ赤です。政府の街を止める無駄な行為は、江戸時代の手法同じです。食と水の改善基礎開発３

０年～令和に登場。新医学は、植物は幹に傷が付くと樹液を出し傷ついた細胞が甦る模範技術は、コロナ

は毒で細胞破壊。血液の汚れで身体に異常が発増します。植物の模範技術が壊れた細胞を１日～１４日改

善実績。電子含有〈蘇る水〉は血が固まる血栓迄分解技術。汚水分解技術は３３３３坪を電子技術で５つ

の構造『酸化⇒分解⇒圧縮⇒凝固⇒沈殿』水の領域が広がり 5 時間で浄化。コロナも汚水も血栓も分解溶

解します。体内水の汚れた血液浄化。此れまで１０万名様が風邪ひかず。街を止めず家庭感染防止。癌難

病専門医グループ全体全国で医療費３８００億円削減国に貢献しています。 

蘇る水の発明者 平田耕一 


