
高度な 【蘇る水Ⓡ】の暮らし 幸福・健康・若返りの提供技術

３０年前 如何すれば『世に貢献できるか』スキルを磨き偶然に発見した植物の治癒バイオテクノロジー生物もほう活用する技

術は『水・食・人・健康・風邪・花粉・飲食・ペット・生活習慣病改善・環境』‥甦らせ 人々や国を豊かにする技術開発です。

平田耕一 著作権文章

ライセンス技術



蘇る水を作る「セラミックス」に「水道水」接触後～10時間後～
ミネラル「カリュム・マグネシュム」含有。微弱な、電子が放射
され⇒切れた電球の球が点灯した。生体水は「Ｃ／Ｍ」構成され
た《蘇る水》は「体液、涙」塩ミネラル成分と同調しています。

生態系の中にも「Ｃ／Ｍ」が有り、海のミネラルも同じ成分で構
成されています。一昔、雑木林に人の手が加わり、清掃が行われ
山の腐葉土「Ｃ／Ｍ」が、海に流れ、海が肥えて、栄養豊かな海
に成り「牡蠣・真珠」養殖も同じ原理で、構成されていました。

現代の山は、清掃が行われず、海に栄養が無く痩せているのです。
自治体は、自然界の摂理に気が付き、山林の清掃を初め山から腐
葉土ミネラルが流れ海が肥え。豊かな海の幸に恵まれた。海の幸
恩恵に欠かせ無い「Ｃ／Ｍ」《蘇る水》の調和テクノロジー

農業は、土壌から「Ｃ／Ｍ」空気の酸化で石灰撒いても雨が降れ
ば川に流れ消滅。成分を補う役割を担うのは（蘇る水）を作る農
業専用セラミックス「地下水・川の水・水道水」接触「Ｃ／Ｍ」
溶けだし《蘇る水》は、太陽光と同じ遠赤外線を持つ、セラミッ
クス酵素電子技術は、農業にも人にも切り離せないのです。

生態系は酸素で覆われ「酸素」×「水素」＝空気が作られ生命を
育むはずの酸素は、細胞が酸化で老化で固くイオン結合され40代
過ぎると加齢老化が促進します。《蘇る水》から蘇生電子が放射
され、体内に湧く『ストレガス分解。活性酸素ガス分解』‥酸化
イオン結合を、分解・浄化『若く美しく健康に導く』バイオ技術

人と地球は水で構成され、空気の酸化は破壊的・流動的に
壊れます。食の酸化は細胞が壊れ、生活習慣病を作ります。
蘇る水の調和技術は「電子」「ミネラル」難問題解決技術

人と地球が甦る「生態系」好循環技術
蘇る水～電子酵素「Ｃ.カリユム・Ｍ.マグネシユム」酸化した水を甦らせる 高度なバイオテクノロジー

電子 活性

蘇生 復元



万物の【酸化】甦る バイオテクノロジー
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蘇る水の恩恵は、食べ物の酸化を甦らせ「健康、老化の改善、幸福、家庭、経済」一年間100万円～数兆円の経済効果

各種費用対抗効果

■：植物の治癒力技術
■：人類を健康導く技術
■：人類の夢若返り技術
■：熱中症対策改善技術
■：風邪予防治癒力技術
■：クレームゼロ⇒技術
■：生活習慣病改善技術
■：女性の細胞守る技術
■：骨粗相症⇒改善技術
■：飲食倒産⇒救済技術
■：料理の旨さ特化技術

■：医学不要健康技術
■：アレルギー改善技術
■：食材鮮度延命技術
■：果実の鮮度UP技術
■：脱毛予防改善技術
■：歯周病の改善技術
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■：果実の鮮度UP技術
■：脱毛予防改善技術
■：歯周病の改善技術



60年頃～理容室経営の技術の限界を感じた。子供の事から霊感に優れた私は【己の未来30年後の未来を霊視】すると脳
裏に浮かぶ、己の未来の栄光が鮮やかに浮かんだ。何を如何すれば「（世に貢献できるか）」？当時の状況である３０年
後の未来を構想を想像した。平成3年岡山⇒松山に住移転した。知識も無い中。己の潜在能力探しの無謀な未来の挑戦の
旅が始まった。当時：己の心の心境は太平洋に小舟を浮かべ。灯台航路海図も皆無状況の中、未来の栄光だけを信じて人
生を進行した。想像通り飯が食えない時代が15年間続いた。激闘傷だらけの様々な難問題をクリアにして情報やメモも
一切取らず。独学で漢方。生薬。水のスキルを磨き。《蘇る水》のエビデンス解明構築するしか方法は有りませんでした。
資金調達は、家屋資材売却を投入。漢方・生薬・水のスキルを磨き研究開発に明け暮れ。2019年現在地に到達しました。

人と会社を癒す（自然界の摂理法則万物が甦る）開発に成功した。自然界に有る「生物模擬模範バイオミオテックス」テ
クノロジー植物の治癒力を必然的に発見しました。空気に触れた万物は、破壊的流動的に壊れ自然界に流れます。食の酸
化で血液が汚れ、生活習慣病が増加。痴呆・認知症。癌は2人に一人。乳癌は10人に一人。年間癌は、100万人死亡。
医学・学者・大学も解決できない難問題を解決する為に30年間。水のスキル100万回実験を行い解明する事が可能に成
りました。日本を豊かにする方法、安部総理。官房長官。厚生労働省に手紙を書き医療費42兆円削減。国益を1000兆
円に伸ばす方法が国に認可された。暮らしを豊かにする、健康。若返り。経済の蘇生活性技術のご提案申しあげます

皮膚の健康から加齢迄も若く健康に導く。植物治癒力バイオ予防医学プロジェクト

株式会社蘇る水
蘇る水開発者 代表取締役

日本が蘇る会 代表 平田耕一

神社汚水 3,333坪浄化前 神社汚水 3,333坪浄化後

植物の治癒技術蘇る水
若返りBIOテクノロジー
生活習慣病の改善技術

水質改善技術
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水・食・人が甦るバイオ技術

高度なバイオ技術を生活に 健康/若返りライセンス技術
植物治癒力開発セラミックス接触後～水と食の生活習慣病の改善
【加齢。糖尿。花粉症。風邪・熱中症】対策バイオテクノロジー

若返り植物治癒技術は、日本を健康に導き財を齎す



【蘇る水Ⓡ】習慣病改善 生命の技術
平成１２年２月２日～１m足らずの観葉植物に特殊酵素を希釈して毎朝与えた。すると、植物は酵素活性して、幹は太く。葉は
大きく。天井に設置したエアコンの中に入り３㍍成長した。夏１０℃冷風／冬５０℃温風に耐え。３年半年全く枯れなかった。
何故：枯れない。不思議に思い葉を破いた。観葉植物は細胞をエアコンの乾燥から身を守り「ネバネバの液を放出して己の細
胞」を乾燥から身を守っていた「生物模擬模範バイオミオテック」テクノロジーを活用した、人と地球の水を甦らせる技術です

蘇る水
＆幸福
一日２３６円

健康と食は、絶えず連動しています
癌は２人に一人。乳癌１０人に一人
生活習慣病・膠原病・睡眠障害・便
秘・高血圧・ひざ痛・糖尿・花粉症
心臓病・皮膚科‥総合病院は何処も
超満員。高度なバイオ技術を暮らし
に取り入れ健康、幸福、経済効果医
者。薬。医学不要の人生へ導きます
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植物の治癒力で、健康は第一の財宝の人生を手にする

身体の水を浄化！病に負けない身体作り



蘇る水は酸化に対して（破壊流動的に細胞が壊れる現象）⇒植物治癒力技術にて、「酸化⇒蘇生」11工程で貴方を「蘇生
安全地帯」導きます。「酸化→還元→分解→溶解→発酵→熟成→抗酸化→修復→復元→再生→蘇生」‥蘇生健康に導く、テクノロジー

蘇る水は「生物模擬模範バイオミオテックス」ＢＩＯテクノロジーから誕生したセラミックス技術です。セラミックスに
接触させた水道水「植物の治癒力波動転写→高機能を持つ（蘇る水）」になり、電子の働きにて食の酸化を防ぎ、酵素活
性にて“「食材の持つうま味を引き出す抽出」”技術です。水道水で食べ物を洗うと100％腐りますが、《蘇る水》は食
材の細胞を活性させ健康に導く製品に成ります。『食材鮮度改善。風味改善。灰汁改善、魚匂い改善、肉臭み削減うま味
ＵＰ、ご飯のうま味を引出します』会社の労働環境で過労死を作り出す事件も頻繁に起こりましたが。誰も改善できませ
んでした。皆様を空気の酸化から食を守り“『若く美しく.家族の健康を守る』”病に負けない根本治癒ＢＩＯ技術です

野菜に掛けている、農
薬・放射能‥洗浄する安
全な食品に導く蘇生技術

食品合成保存料や添加物分
解後、安全な食べ物に変え
アレルギー改善、蘇生技術

蘇る水で炊いたご飯は冷
めても美味しい。寿司飯
おにぎりに最高蘇生技術

蘇る水テクノロジーは、
酸化から蘇生に導く加齢
老化を甦らせる蘇生技術

①・農薬洗浄技術 ②・添加物分解技術 ③・飯が旨い技術 ④・老化治癒技術

ＹＯＭＩＧＡＥＲＵ－ＭＩＺＵ ＫＯＩＣＨＩ ＨＩＲＡＴＡ ＢＩＯ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ

世の『酸化⇔還元』2つ理論は、空気の酸化で巻き起こる食の酸化を改善出来ず。日本津々浦々生活習慣病8000万人作り
出し、人類の悩み加齢も改善出来ず。医療費42兆円の巨大産業を作り出しました。植物の治癒力から考案開発バイオテク
ノロジーから開発した《蘇る水》は、誰も解らなかった地球空間の空気の酸化を解明して11工程で『酸化から蘇生』へ経
済を導きます。高品質。付加価値。費用対効果を生み出し、健康の安定。幸福に導き、価値ある人生の提供を実現します
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日本の水道水が危険！腐敗する食材の恐怖！
水道水で食材洗浄後食材が100％腐敗する！病の原因の実態。水道管老朽化
錆止め塗料が剥がれ「発癌物質が溶けだす実態」飲食の倒産と関連している
昭和５０年頃、水道管埋設工事にて埋設時。水道管の内側にさび止め塗料が
塗られ、健康を阻害する発癌物質（メチレジアニン）水道水に溶け出してい
ると言う驚愕な事実は日本を驚かした。危険な水道水の実態は、食の酸化は
生活習慣病を作り、医療費の増大に繋がります。飲食店の倒産に繋がります。

浄水器を通過した水道水「バナナ・煙草吸殻」入れ１日で水が汚れ腐敗発生。
平成30年厚生労働省発表：糖尿病１０００万人超え。予備軍800万人。
癌・高血圧。花粉症・生活習慣病・膝痛4000万人。医療費が増加。食材の
【酸化】は、料理は不味く、食べ物の不味さで売れ残りに繋がり食材廃棄の
原因は、空気の酸化で巻き起こる「酸化」現象を甦らせ食材廃棄ゼロを実現

水が正常に蘇るセラミックスを水道水の中へ入れ瞬間～6時間後【蘇る水】
中では全ての物が【酸化】起こらず１２年間も腐らない【蘇る水】技術は、
圧巻です。バナナ。煙草の水は8年腐敗が無く食べ物の（酸化）が起こらず
【蘇る水】年数経過すると水が光を増します。日本人口減少する原因は、日
本国中に広がるパンの中に含まれる「（薬毒レスチンは、精子を弱らせ）」
妊娠が下がる原因です。更にグルテンは世界・日本中アレルギー8000
万人作る実態。添加物グルテン分解と安全な食に蘇らせます。平成29年死ん
だ日本人135万。子供の誕生人数98万人確実に日本人が減少しています

10年後～小学校が10の一に成ると言う実態は、食の改善重要必要です
家庭飲食業は【蘇る水】洗浄後～食は美味しく腐敗無く、食材廃棄ゼロ実現。
人の身体の水は60％～80％血液の83％で構成され。酸化したどす黒い血液
は真っ赤に成り。病に負けない健康な家庭は、生活習慣病の改善。寝たきり
老人防止。食が極うまの店は、口コミで広がり飲食業の繁栄に繋がります。
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生活習慣病【水と食の改善】＝根本治癒



驚異の【蘇る水Ⓡ】 熱中症救済 技術
蘇る水⇒熱中症予防技術
■：一日2,000cc～飲用下さい
■：4000cc飲用でも細胞吸収
■：食の酸化改善⇒根本治癒技
■：蘇る水～細胞の浸透率効果
■：身体⇒水分が抜けない効果
■：蘇る水の汗はナノミクロ㍍
■：ミネラル効果で疲労の改善
■：目に振り掛けると視力回復
■：睡眠障害の改善で疲労改善
■：スポーツ・筋肉疲労の改善
■：全ての食の旨さで疲労改善

日本４０℃～熱中症一週間で搬送22000人～死者増加 オリンピック２０２０年 熱中対策が急がれる

熱い日本熱中症危険⇒「めまい。嘔吐。吐き気。脱水症状。貧血。立ちくらみ。頭痛。痙攣。意識障害」‥改善技術
植物の治癒力水質改善バイオセラミックス「水道水に接食後6時間～ミネラル電子を含有）高機能《蘇る水》作れます。粒子は
髪の毛の太さサイズに対して「（１０億分の一のナノ㍍サイズ）」です。例えば：《蘇る水》がどれ程小さいか（例）生卵の呼
吸するクチクラ穴8,000個を電子含有で瞬間通。人の体液は、60％～80％の水と、血液の83％は水で構成されています。
水質改善セラミックス接触後の《蘇る水》2000cc～4000cc飲用後～最近の研究は、細胞は36兆個の細胞に瞬間浸透します

汗の粒子は通常は玉粒で、体内の血液は汚れ汗はドロドロです。《蘇る水》の食生活は、食べ物の酸化が止まり健康な人の血液
が汚れず、飲用後の肉体は細胞が絞まりナノ粒子です。細胞から汗が出にくく、体内の水は血液は赤で、体内の水は汚れず汗は
サラサラです。夏の畑仕事⇒体験報告は一日2000cc飲用～熱中症もならず60歳⇒40代に細胞が若返り、絶好調の報告です。
《蘇る水》霧吹きに容れ「顔、首回り、後ろ頭」振り掛ける事で血流を促し細胞活性します。水道水で洗った食は100％腐りま
す。細胞を守る改善方法は、店から購入した食材を洗い。冷蔵庫へ保存すると9時間後、鮮度な若返り食材をとる事が重要です。
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ぱん・アレルギー改善【蘇る水Ⓡ】技術

健康パン【付加価値事業】展開
小麦粉の中には、レスチン・グルテンが入り。脳が過敏反応後～アレルギーを作
り出し世界中の方々がアレルギー人口8000万人。小麦粉原料ピザ・パンを食べ
れない人が続出日本中にパン屋が増加。日本人が減少している原因は、生薬レス
チンが入り。パンや発芽米を食するとアレルギーの元となり、そして精子を弱ら
せ妊娠率が低下。不妊の原因は男性が99％と言われ、老若男女体質改善必要です

パン加工食品《蘇る水》噴霧後⇒（『添加物・生薬レスチン。グルテン』）‥蜂
や蚊の毒を分解します。何故：《蘇る水》は電子とミネラルが含有。更に、粒子
構造は、「髪の毛の太さに対して10億分の一のナノ㍍」サイズは、生卵の呼吸す
るクチクラ穴8000個の穴を瞬間通過します。皮膚のかゆみから解放する技術は
《蘇る水》電子バイオ技術で甘い糖質・添加物・パン‥グルテンのイオン構造を
バラバラに毒素分解離脱させアレルギー解放。身体安全美味しいパンに導きます

美味しい健康パンは、お客様は店を探し
行列に成り膨大な売り上げに繋がります

卵アレルギー原因⇒「鶏は狭い場所に入れ２４時間照明を付け卵を産み続け」酸
化した水を飲み餌を食べ、ストレス抱え定期的に薬を投与され。体内は癌に犯さ
れ親鳥の産んだ卵が店で販売の実態。健康から外れた卵を食べ、アレルギーアト
ピーの実態原因。また、養殖魚は、稚魚から出荷迄10回ワクチンが投与後⇒骨が
曲がり切り身を販売する危険な実態《蘇る水》は、添加物。レスチン。グルテン
分解。酸化した全ての食を甦らせ血液を汚さない。高度なバイオ技術を暮らしに

蘇る水で炊いた「ご飯や食べ物の旨さ」圧巻です《蘇る水》の食の旨さ鮮度リフ
レッシュ特化技術は多くの方が絶賛されます。牛乳《蘇る水》振り掛けると発酵
が始まりヨーグルトの香りがします。食べ物が美味しくなるテクノロジーは、牛
乳70％（蘇る水）を30％。２日後ヨーグルトに成ります。７日目には美味しい
チーズに。新鮮な野菜を食し血液を汚さない暮らしを日本全家庭にお届けします

蘇る水は、暮らしを豊かに甦らせる日本古来の《発酵・熟成・芳醇》バイオテクノロジー 平田耕一 【蘇る水】著作権文章



蘇る水Ⓡ 売上伸ばす【飲食・宿】繁盛技術

難問題解決技術

■・食の鮮度改善
■・食中毒の防止
■・飯の旨さ.改善
■・食の灰汁改善
■・肉の煮物改善
■・食の風味改善
■・果実鮮度改善
■・野菜鮮度改善
■・食旨み味改善
■・熟成肉の改善
■・店舗悪臭改善
■・焼酎.旨さ改善
■・酸化油の改善
■・魚の臭み改善
■・魚の鮮度改善
■・油足場の改善

難問題解決技術

■・食の鮮度改善
■・食中毒の防止
■・飯の旨さ.改善
■・食の灰汁改善
■・肉の煮物改善
■・食の風味改善
■・果実鮮度改善
■・野菜鮮度改善
■・食旨み味改善
■・熟成肉の改善
■・店舗悪臭改善
■・焼酎.旨さ改善
■・酸化油の改善
■・魚の臭み改善
■・魚の鮮度改善
■・油足場の改善

飲食は：開店から５年で倒産率80％です。沢山の業種の中で、倒産ＮＯ.1と言われる所以「食」の酸化です。不景気の元は、飲
食店は沢山の業種が入り（魚。肉。野菜。果物）‥水産。畜産。農業。果樹園。調味会社が絡んでいます。厚生労働省に手紙を
書き国益を伸ばす発明が厚労省に認可されました。飲食店を流行らす事で国の産業が伸びます。他店差別化対策飲食店作ります。

地下水∩水道水を《蘇る水》グレードUPする事で料理は圧倒的な旨さを
奏でます。路地裏。屋上場所問わず技術『発酵。熟成。芳醇』。鮮度力
が違う。味旨さが違う。口コミで広がり旨いと言わす繁盛店を作ります。



整体電流【蘇る水Ⓡ】電子の発見

各位様の体調不良の原因は、水道水はミネラルや電子が入っておらず、身体から電子が減少しています。危険な発癌物質も混入
平成14年10月交通事故で腕が上がらず、岡山大学検査すると大動脈の中に電子が切断され肩が上がらず原因を知った。植物治
癒力から生まれた《蘇る水》中に電子が含有している事に気が付いたのは、平成19年10月事でした。セラミックスを10ℓタン
クの中に水道水を入れ2週間放置した。ある日バケツの中にセラミックス水を1m移動。5メートル離れた切れた電球の球が点灯
した。更に、布団乾燥器の中にセラミックスを入れ布団を乾燥させた。2時間後さらに同じ現象が起こり切れた電球が点灯した。

地下に置いていた観葉植物に《蘇る水》振り掛けると、光合成を活性植物は成長した。《蘇る水》は、太陽光線と同じ遠赤外線
が含有している事を発見。喫茶店の中に切れた電球の球が切れていた。ストーブに上にやかんを置き沸かしていた。きり吹きに
《蘇る水》容れ。やかんに振り掛けると、切れた電球の球が瞬間点灯して喫茶店は明るく成った。一日《蘇る水》2000cc飲用
“「体内の電子と融合して重い身体が通電が良く成る」“現象が判明した。更に、通常皮膚に傷が付くとかさぶたが出来た後傷
が残ります。《蘇る水》暮らしは「例えば」大火傷しても皮膚と皮膚が結合して、皮膚に傷が残らない。根本治癒現象発見した

暮らしが豊かに成る理由は、池の汚水400坪5時間で水が蘇る水質改善技術《蘇る水》洗った「酸化」食材にも電子が入り食材
細胞が活性。食材から酵素を摂取して体質改善に導かれサプリメント不要。薬、医者、医学不要。根本治癒が全家庭に必要です

平田耕一 【蘇る水】著作権文章

切れた電気が点灯した



細胞の若返り【根本治癒】技術
各位様の体調不良は過去に食した食べ物の影響です。食の酸化は血液が汚れ生活習慣病に進行します。過労死の原因は、体内に湧く活性酸素。
寝たきり老人増加。痴呆増加。癌は2人に一人乳癌10人一人。平成30年医療費42兆円⇒20年後80兆円日本沈没が進行しています。若返り
科学的根拠は細胞の中には5種の金属が組み込まれ《蘇る水》電子が組み込まれ一日2,000cc蘇る水》飲用後～60兆個の細胞（陰）（陽）
活性現象⇒しわが伸びる若返り効果。睡眠障害改善。疲労改善。生活習慣病改善。便秘の改善。平成30年度医療費42兆円削減に繋がります

医療費が掛かる原因は『水道水の酸化』と『食べ物の酸化』現象は⇒『老化・加齢・シワ。体調不良。疲労。睡眠障害。便秘。花粉症。口臭
体臭・加齢臭・高血圧・糖尿。食中毒。飲食業の倒産』これ等悩みの難問題は『加工食品』『添加物』『野菜果実。肉。魚貝類』食の酸化で
す。《蘇る水》暮らしは、細胞の中には５種の金属が組み込まれ「（鉄・銅・亜鉛・セレン・マンガン）」蘇る水から電子が放射され、細胞
内に有る５種の鉄が酵素活性を起し、細胞の若返り効果が見れます。この様に（酸化）甦らせれば、難問題解決後⇒価値ある人生へ導きます

植物治癒力バイオ技術は、酸化した水が蘇り加齢改善。生活習慣病改善。価値ある人生の提供 平田耕一【蘇る水】著作権文章
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野菜と蘇る水Ⓡ【認知症】根本医学

病は、店から購入した食べ物は全て酸化発生。体内の水は60％～80％と血液の83％構成。酸化した食べ物の影響で脳・細胞血
液を汚し生活習慣病は8000万人。厚生労働省発表糖尿は1000万人超え。昨年お家に帰れなかった痴呆老人は15000人。予
備軍は800万人。痴呆老人を作り出す原因は水道水で食べ物を洗うと100％腐ります。街で売られている水は「蘇生電子」が無
く身体や脳の中では電子減少。脳から伝える事が欠落手足が動かなくなる「痴呆老人」増加。日本の悩みを根幹から改善します。

認知症の改善方法⇒食の酸化で血液が汚れ、『認知症・痴呆』は脳から細胞を活性する電子が消え、脳の記憶障害が起こります。
対策方は⇒霧吹き《蘇る水電子含有》頭。後ろ頭。顔・鼻の穴。噴霧する事で身体から消えた電子が３６兆個の活性を促します。
店から購入食材「《蘇る水》」洗浄。9時間後～電子含有。食材に生まれ変わり、電子を含んだ健康な食は血液が真っ赤に成り
更に一日2000cc～《蘇る水》飲用～、細胞内に組み込まれた5種類の鉄に反応。体温UPされ細胞の蘇生活性効果が生まれます

平田耕一 【蘇る水】著作権文章
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老化・糖尿・認知症‥若返り医学
病の原因は、空気に触れた食の酸化です。どんな優れた有名な料理人や奥様でも、（食の酸化した食材）の鮮度を上げる事は不可能で
す。水道水で洗った冷蔵庫の中の食材は腐り、お家の方々は「成人病・生活習慣病」を生み出しています。更に、薬やサプリメントを
飲み副作用のある薬を飲み日本の家庭に常備薬が普及。日本中が病んでいる実態が有ります。寝たきり老人を作るシステムが有ります。

健康を甦らせる水を甦らせた実績をご紹介します。吉備津彦神社の汚水池３，３３３坪をセラミックスを撒くと。５時間で汚水池の水
が変わり半年後池の水ががらりと蘇りました。汚水で悪臭漂うヘドロ臭は消え、池は穏やかに成り神社から池功労感謝状を頂きました。
蘇る水で洗ったミネラル野菜は野菜の中の水も蘇り細胞が活性され。腐敗は止まり抗酸化野菜に成り。私達の細胞も健康に導かれます

店から購入後ほうれん草 ほうれん草 １週間後ほうれん草 ２日目 ほうれん草 2週間後

水質浄化セラミックス 汚水池にセラミックスを散布 汚水池が蘇る 汚水池功労感謝状



植物の細胞活性【脅威のしわ伸ばし】

しわ伸ばし発見は《野菜・植物模倣》学び《蘇る水》
飲用後～細胞活性『垂れた頬、人中。口角、しわ」改
善‥《蘇る水》体内の水の浄化。細胞を根幹から若返
らせ、健康悩みが消え。老化改善。医療費削減の実現

植物に《蘇る水》与
えた。葉が２週間で
上を向いた。人類の
夢。老化の改善。し
わを伸ばしの発見

観葉植物購入
後～植物の葉
が下を向いて
いる酸化状態
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水道水で生活すると、食べ物の酸化が起こり全ての食
べ物が全て腐ります。酸化した料理で血液を汚し生活
習慣病は８０００万人。一年間お家に帰れない痴呆老
人15,000人。老化が起こり医療費42兆円の人生です



蘇る水の暮らし 健康環境の実現技術
蘇る水の細胞の若返り
■：一日2000㍑飲体質改善
■：病の原因⇒水質改善効果
■：酸化改善後⇒蘇る水効果
■：食と病の⇒体質改善効果
■：豊麗線・口角・人中改善
■：垂れた頬の老化肌の改善
■：植物模範力⇒しわの改善
■：皮膚かゆみトラブル改善
■：赤ら顔・リンゴ症の改善
■：労働疲労・熱中症の改善
■：浅い眠り睡眠障害の改善
■：病の原因添加物分解効果
■：デリケートゾン痒み改善
■：男性の陰部のかゆみ改善
■：足の引きつり痙攣の改善
■：骨粗鬆症骨の若返り改善
■：口臭・体臭・加齢臭改善
■：くさい足・空間悪臭改善
■：大火傷損傷細胞治癒技術
■：いぼ痔・きれ痔治癒技術
■：老化細胞若返り治癒技術

平田耕一 【蘇る水】著作権文章



若返り【蘇生ダイエット】リバウンド無し

植物の治癒力バイオテクノロジー暮らし「会社・家庭」へ投入して、病んだ日本を甦らせる《蘇る水》恩恵技術店から購入した
野菜。果実。魚）‥《蘇る水》で食材を2分浸ける事で冷蔵庫へ保存、細胞に組み込まれた5種類の鉄に反応して細胞が構成活
性して圧倒的な鮮度が上がります。肉の臭みは《蘇る水》ワンプッシュする事で【発酵。熟成・芳醇】一晩で熟成肉が作れます

糖質分解、《蘇る水》粒子構造は「髪の毛の太さサイズ10億分の一ナノ㍍サイズ」《蘇る水》飲用～体内の脂を溶解する技術。
体質改善、一日2000cc飲用後～体内に溜まった毒素「放射能・農薬・添加物・化学薬品・糖・洗剤」‥排尿排便デドックス
便秘改善、《蘇る水》ダイエットは一日4000cc飲用する事で脂肪を分解後～リバンド無し若返りダイエットが可能に成ります。

蘇る水⇒リバンド無し健康ダイエット

■：細胞の活性血流、睡眠障害の改善効果
■：一日2000ｃｃ飲用後～便秘の改善効果
■：一日4000ｃｃ×りんご1個～スリムダイエット
■：野菜と《蘇る水》食の暮らしに健康に導く
■：一年間の健康の安定が顕著に表れます

平田耕一 【蘇る水】著作権文章



老化を 30～年前の若返り細胞へ



自宅で【育毛】クリニック 脱毛予防
脱毛の原因は食の酸化です。店から購入した「野菜・果物・肉・魚)‥全て酸化しています。私達の身体は、過去食べた物で構成
され美味しい物は（糖／脂）構成されこれ等食する事で、体内は「脂」「糖」溜まって脂が毛根に上がり、酸化皮脂が毛根にへ
ばり付いています。《蘇る水》一日2000cc飲用後～身体の脂を分解後～排尿排便。体内の脂‥老廃物‥血管掃除をしましょう。
更に《蘇る水》は、電子含有。毛根に振り掛けると毛根活性。お家で育毛クリニックにて、清潔な、頭皮の好適環境に導きます。

お家で育毛クリニック

■：一日2000cc《蘇る水》を飲用へ
■：蘇る水は毛根・毛髪促進活性効果
■：蘇る水で頭皮洗浄～清潔な頭皮へ
■：週一回食用重層と蘇る水で洗浄へ
■：《蘇る水》頭皮振り掛けましょう
■：皮膚・毛髪トラブル改善蘇生効果
■：口臭・体臭・加齢臭改善蘇生効果
■：臭いおならの改善トイレ無臭効果
■：頭皮《蘇る水》活用毛根活性効果
■：一日02.5㎜⇒0.3㎜発毛活性効果
■：爪や髪が早く伸びる細胞活性効果
■：頭皮・毛髪の悪臭の削減環境浄化
■：痛んだ毛髪の損傷毛改善活性効果
■：傷ついた細胞の細胞再生活性効果
■：ガサガサの髪の毛がしなやか効果
■：料理《蘇る水》噴霧後味まろやか
■：珈琲《蘇る水》胸焼け、停止効果
■：揚げ物《蘇る水》噴霧後酸化防止
■：蚊は臭い足が原因《蘇る水》噴霧
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若返り【蘇生ダイエット】リバンド無し

植物の治癒力バイオテクノロジー暮らし「会社・家庭」へ投入して、病んだ日本を甦らせる《蘇る水》恩恵技術店から購入した
野菜。果実。魚）‥《蘇る水》で食材を2分浸ける事で冷蔵庫へ保存、細胞に組み込まれた5種類の鉄に反応して細胞が構成活
性して圧倒的な鮮度が上がります。肉の臭みは《蘇る水》ワンプッシュする事で【発酵。熟成・芳醇】一晩で熟成肉が作れます

糖質分解技術《蘇る水》粒子構造「髪の毛の太さサイズ10億分の一のナノ㍍サイズ」生卵の穴8000個の穴を瞬間通過します。
体質改善は、一日2000cc飲用後～体内に溜まった毒素「放射能・農薬・添加物・化学薬品・糖・洗剤」‥排尿排便デドックス
便秘改善《蘇る水》のダイエットは一日4000cc飲用する事で脂肪を分解後～リバンド無し若返りダイエットが可能に成ります

蘇る水⇒リバンド無し健康ダイエット

■：細胞の活性血流、睡眠障害の改善効果
■：一日2000ｃｃ飲用後～便秘の改善効果
■：一日4000ｃｃ×りんご1個～スリムダイエット
■：野菜と《蘇る水》食の暮らしに健康に導く
■：一年間の健康の安定が顕著に表れます
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植物治癒力 【乳癌】 予防医学
生活習慣病を防ぎ大切な家族を守る方法をご案内致します。植物(もうほう）実験は、観葉植物1㍍毎日特殊な酵素を希釈して耐
えた。植物は酵素活性1年半年で3メートル成長「（夏冷風10℃）（冬温風50℃）」風に耐え葉から粘液物を放出して全く枯れ
なかった。人類を救済する方法は、植物（もうほう）粘土練り込み1200℃温度燃焼技術バイオセラミックス開発成功。セラ
ミックス接触させた水道水は高機能な電子含有（蘇る水）変わります。幸福に導く《蘇る水》暮らしを各位様にご提供致します。

店から購入した総ての食べ物《野菜。果物。魚。肉。加工食品類。調味料》‥食の酸化が発生しています。水道水で食べ物を洗
うと100％腐敗。冷蔵庫の中は、生活習慣病を作り出す悪魔の箱です。日々冷蔵庫から取り出す食材は「酸化で廃棄寸前な状態
な物を料理に使い特に天ぷら油が危険」です。酸化した料理で血液を汚し、生活習慣病を作り、医学発展の温床に成っています

蘇る水は、日本古来の「味噌・醤油・酒」抗酸化・新蘇生発酵技術
乳腺を酸化から守る「発酵力」×「生物バイオ」＝牛乳《蘇る水》30％入れ、2日目常温ヨーグルト7日目チーズになります。
植物治癒力《蘇る水》洗浄⇒野菜・果物・魚‥9時間後～食材鮮度上昇。細胞は「アミノ酸ケラチン」構成。野菜細胞「アミノ
酸」構成。健康な野菜が細胞を形成します《蘇る水》霧吹きに容れ、痛み・かゆみ有る個所へ毎日掛けましょう。《蘇る水》一
日2000cc飲用～体内に溜まった【放射能・農薬・添加物。化学物質・洗剤・糖】‥毒素排尿排便としてデドックスしましょう

牛乳に蘇る水30％投入植物の治癒力から生まれた《蘇る水》 2週間⇒空気に触れた。腐敗無い美味しいチーズ
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2～3日でヨーグルトに

女性は乳腺が有り（蘇る水）
飲用～体内は腐敗の無い
細胞に傷が着かない身体へ



蘇る水Ⓡ恩恵 根本治癒 健康技術

毎日の暮らしや、社員の健康は、食が最も大切です。生活習慣病は8000万人『社員食堂の食の鮮度改善・糖尿・高
血圧・生活習慣病の改善・花粉症改善・睡眠障害改善』‥問題は 「酸化」です。空気の「酸化」の難問題改善します

美容....●しわくすみ….色黒肌改善。●乾燥肌改善。●トラブル肌改善。●肌荒れ改善。●手荒れ改善。●冷え症改善。

家庭....●冷蔵庫内の悪臭分解。●ペット悪臭分解。●食材（魚貝類・野菜・果実）鮮度ＵＰ。●風呂上り湯冷め改善。

飲食....●味覚改善。●魚貝鮮度改善。●肉魚臭み改善。●野菜鮮度改善。●旨み改善。●ご飯旨み改善。●灰汁改善。

健康....●体調不良改善。●体臭加齢臭改善。●食欲不振改善。●肥満改善。●便秘改善。●睡眠改善。●生理痛改善。

宿泊....●食材鮮度の改善。●飲料水の改善。●脱衣所付近の汗カビ悪臭改善。●トイレの悪臭改善。●空間悪臭改善。

環境....●悪臭分解。●空間浄化。●石炭有毒浄化。●水質ＢＯＤ改善。●鉄さび分解。●土壌改善。●赤潮水質改善。

200℃天ぷら油
火傷再生

火傷 皮膚の破壊
2週間～治癒技術

200℃天ぷら油
大火傷

費用体効果・健康効果
■：一年間健康の安定の効果
■：飯は日本一旨い旨み効果
■：一年間の便秘の安定効果
■：傷の治りが早い再生効果
■：一日2,000cc肥満改善効果
■：食の改善熱中症改善効果
■：蘇る水～料理が旨い効果
■：安い焼酎⇒大吟醸味効果
■：魚...鮮度リフレッシュ効果
■；安い野菜果実⇒高級効果
■：睡眠が深く脳の安定効果
■：老化細胞若返り治癒効果
■：介護床ずれ改善蘇生効果
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体内の水60～80％【血液83％】浄化
血液の成分と白血球
病が増加する現象は空気に万物が触れると全ての食べ物が「酸化」が起こります。水道水で食べ物を洗うと100％腐ります。
身体は60～80％。血液の83％は水で構成され。その水が「酸化」体内はドロドロです。血液を汚さない食の改善が重要です
血液は生命の維持に欠かせない栄養素や酸素を運ぶ一方、ホルモンや老廃物の運搬、生体防御免疫作用や体温調節など人体に
とって重要な役割を果たしています。血液の細胞成分を血球といい、これらをとり囲む液体成分を血漿といいます。血球は赤
血球・白血球・血小板から成り立ち人の全血液の量は体重の13分の１（6～8％、約5リットル）程度であるといわれています

①：赤血球の役割 酸素を人体の各組織へ運び、二酸化炭素を運び去る役割・壊れた細胞を正常に整えるバイオテクノロジー
②：白血球の役割 人体に侵入した異物を、マクロファージが攻撃する役割・人体の36兆個の細胞を老いから守り若返る技術
③：血小板の役割 血管が傷ついたとき素早く傷口をふさぐ糊のような役割・肌に傷が着くとカサブタから守り傷を癒す技術

現代人の血液は、毎日酸化した食べ物を食指、酸化する（水道水や細胞が壊れる水を飲み）池の水と同じドロドロです。生活
習慣病は８０００万人医療費は４２兆円まだまだ伸びる医療界は、寝たきり老人が増加。家庭で《蘇る水》の暮らしで健康に

お家で【セラミックス⇒《蘇る水》作り】‥若返りの夢を叶える 一日２３６円程度～悩み解放
植物の治癒力開発セラミックスを、水道水２０００㏄接触６時間～（電子＆ミネラル）含有の高機能な《蘇る水》生まれ変わります。
更に《蘇る水》粒子構造は【髪の毛の太さサイズ１０億分一のナノ㍍サイズ】変わり。生卵の殻８０００個を瞬間通過します。一日
2000cc飲用後～体内蓄積【（放射能・農薬・洗剤・化学物質・糖・脂・添加物）】排尿排便としてデドックス下記の悩みから解放

■：生活習慣病解放したい方へ ■：薬から解放されたい方へ ■：デリケトゾーンかゆみ解放へ■：老化の悩み若返り解決へ
■：アレルギー解放したい方へ ■：髪が綺麗に成りたい方へ ■：毎日深い睡眠をとりたい方へ■：体質の改善をしたい方へ
■：美味しいご飯食べたい方へ ■：皮膚トラブル解放～方へ ■：疲れない身体に成りたい方へ■：疲労悩み解決したい方へ
■：体臭・加齢臭の悩み改善へ ■：腰痛肩こり改善望む方へ ■：歯周炎・口内改善したい方へ■：脱毛頭皮改善したい方へ
■：不妊症の悩みは体質改善へ ■：食鮮度ＵＰ食材廃棄０へ ■：魚鮮度ＵＰ酒を飲みたい方へ■：健康野菜を取りたい方へ
■：加齢・シワ・悩み‥改善へ ■：大顔⇒小顔成りたい方へ ■：肥満・リバウンド悩み解放へ■：抜け毛・脱毛悩み改善へ
■：ダイエトリバンド無改善へ ■：熱中症・疲労改善実現へ ■：赤ら顔リンゴ症‥悩み解放へ■：ひどい便秘の悩み解決へ
■：花粉症・鼻炎の悩み解放へ ■：体毒素デドックス排出へ ■：魚肉の臭み改善健康料理技へ■：お家の料理は世界一味へ
■：飲食店を口コミ拡大技術を ■：酸化食材を蘇らせる技術 ■：全ての食を旨いと言わせる技■：健康・若返りバイオ技術

健康な血液は赤です
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酸化血液⇒【蘇る水の改善】⇒蘇生血液

健康な血液【健康改善】繋がります 3日後～劣化しない蘇生血液

料理中にたまたま指を切り、血液が真っ赤に成り驚きました。《蘇る水》開発者私の血液は赤です。水道水は食べ物が腐敗を起し
毎日の酸化した食事で「（貴方の身体は、どす黒い血液）」をしていませんか＜？＞健康な人の血液は真っ赤です。体調不良の原
因は、過去摂取した飲料水と食べ物で構成され。不健康な食生活は、癌は2人に一人の時代です。生活習慣病が増加アレルギー人口
8000万人。花粉症4000万人。医者が直せない病の延長線水道水で洗った食べ物は100％腐り、食事で医学は発展続けています。
1年間健康を安定させる方法は《蘇る水》１日2,000cc飲用《蘇る水】洗浄「野菜・果物・魚肉」‥元気な食材が身体を作ります。
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花粉・風邪対応 抗菌バイオ技術

平田耕一 【蘇る水】著作権文章

平成12年2月2日～特殊酵素を希釈1㍍足らずの植物に与えた。すると植物は太陽光線も無い。サロンの中で酵素活性して植物
がエアコンの中で【冬50℃温風・夏10℃冷風】３年半年も何故枯れない。不思議に思い葉を触るとベトベト粘液物を放出して
自分の細胞をエアコンの乾燥から守る技術を偶然に発見した「生物模擬模範バイオミオテックス」バイオテクノロジー構築した

生物もほう力を持つ酵素を粘土に焼き込み、1㎝球陶器状の水や空気を甦らせるセラミックス開発に成功した。水質改善は池の
汚水を400坪5時間で浄化。酸化した水を浄化するバイオセラミックス抗菌力を発見したのは偶然だった。冬はマンションの結
露で部屋中に大量カビが湧いた。浴槽付近に偶然置いたボールの中に入れたセラミックスの20㎝周りには全くカビが湧かなかっ
た。平成30年厚生省発表。増加するウイルス風邪に掛かった23.00万人。春に成ると花粉症に掛かる人は4000万人異常事態

花粉症・風邪対策
抗菌力セラミックスを、水道の中に容れ6時間【バナジュム。カリユム。マグネシュウム。ケイ素】水に転写され、電子を含む
高機能な【蘇る水】作れます。1日2,000cc～飲用する事で（電子）菌が寄り付かない現象。多くの方々が風邪を引ない現象こ
そ身体に病に負けない根本治癒が生まれます。更にミニ霧吹きに鼻の周り振り掛けると菌が身体に寄りつかない現象効果がでた。



ペットの生活習慣病 【蘇る水Ⓡ】 改善
☑：尿便‥悪臭で、お困りでは有りませんか
☑：動物体調不良お困りでは、有りませんか
☑：抜け毛で、大変お困りでは有りませんか
☑：おしっこが出ずお困りでは有りませんか
☑：アレルギーで、お困りでは有りませんか
☑：動物食欲が無くお困りでは有りませんか
☑：トラブル皮膚でお困りでは有りませんか
☑：餌を食べず大変お困りではありませんか
☑：部屋衣類‥悪臭お困りではありませんか

ペット悪臭は、餌の中には１７２品目の添加物（香り・防腐剤）様々な物が入っています。犬猫の
餌の酸化で血液が汚れ「尿。便」は異常に臭く。部屋は匂いでよどんでいます。蘇る水の暮らしは
食と水の改善。ペットの生活習慣病から根幹改善致します。毛並みは、シルクの肌触りに成ります。

蘇る水の暮らしは生活習慣病から改善。一年間健康の安定。ペットの延命長寿の貢献を実現します

悪臭分解
病の身体

体質改善
若い細胞

水質改善
餌の改善



神社汚水池処理

6か月後..水質改善

私達は何故病に掛かるのか（？）原因は食べ物の酸化。細胞は、60～80％の水と血液の83％水で構成。水道
水で洗った食は100％腐ります。酸化した食材の料理は生活習慣病進行。食の酸化を甦らせる方法はセラミッ
クス2ℓ～10ℓ容器に水道水入れ６間後～【蘇る水】の中へ酸化した食材【果実・野菜・魚介類】 2分程度浸
け冷蔵庫保存9時間～鮮度が上がり食材廃棄ゼロ実現。人の細胞はアミノ酸で構成され。野菜果実はアミノ酸で
構成されています。健康な肉体作りは野菜の鮮度を食する事で体内の水が変わり池の汚水と類似（どろどろ）血
液が真っ赤に体験者の声。体内血管掃除は一日2000cc～肥満改善は4000cc飲用が必要。体内毒素【放射
能・農薬・薬・糖・添加物】排尿排便の排泄効果は、生活習慣病の改善に繋がり健康と幸福環境を実現します

神社汚水池処

400坪処理前
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店から購入時の

酸化ほうれん草

店から購入時蘇る水

処理２週間復元野菜

酸化した水が【蘇る水】技
術は、食の（酸化）甦らせ
体質改善。若返り。健康も
水が変われば、貴方が蘇る

蘇る水で健康な野菜

を食し.真っ赤な血液

5㍑容器

高機能な若返りの
蘇る水の製造方法

5ℓ容器に水道水とセ
ラ50個入れ6時間～
高機能《蘇る水》が
家庭会社で作れます

水が無く成れば6時間
置きに4回繰り返す事
で一日20㍑製造可能

蘇る水⇒費用対効果
■；酸化食材洗浄⇒蘇る食材に
■：加齢の改善⇒細胞の若返り
■：口臭・体臭・加齢臭の改善
■：酸化体質⇒血液の浄化改善
■：便秘改善⇒排尿排便が快適
■：疲労の改善⇒活性酸素除去
■：ご飯は白く⇒甘く感動の味
■：野菜は甘く⇒シャキシャキ
■：睡眠障害改善⇒快適な睡眠
■：全ての食が甦り⇒感動の味

10㍑容器

食の「酸化」破壊的《腐敗劣化》自然界へ流れ消滅し
ます。癌は2人に一人。乳癌10人に一人。帰宅不能な
痴呆老人15000人。生活習慣病対策⇒《蘇る水》中
へ酸化食材を2分浸け。冷蔵庫へ保存後～食材が甦り
ます。健康な食は、血液を汚さない生活に導きます。

酸化した水を甦らせる『バイオセラミックス』技術

10㍑容器
に移し替
え下さい。


