
BIO セラミックスは：セラに白い玉に黒い斑点が有りますが、天然鉱石色彩です。バイオセラから電子が

放射され空気の酸化結合分解して蘇生環境へ導きます。使用前に一度：セラを水道水で濯ぎご使用下さい。 
 

Q：安全性について 
A：BIO セラに（旧グラードセラミックス／昴綸エンタープライズ検査）通過した水道水は｢岡山県健康づ

くり財団｣検査結果「PH7.2」の水質適合水として認知。BIO セラは 1200℃の高温で焼いています。安

全性は：日本食品分析センターの検査結果、有害な物質は混入無し。安全性は検査合格しています。 

 

Q：病は血液の汚れ生活習慣病改善。水と食の予防医学です 
A：加齢を若く美しく健康に【36 兆個細胞に植物（もはん）若返り治癒働き掛ける】BIO テクノロジー  

生物模範力を発見したのは、偶然からでした。観葉植物 1 ㍍特殊な「酵素を薄め」毎朝植物にかけた。植

物は、酵素活性され 1 年半年経過～3 ㍍成長業務エアコンの中に突入「夏 10℃冷風」「冬 50℃熱風」

耐えた。太陽光線も無く蛍光灯の明かりで「幹は太く葉は厚く濃く大きく」良く育った。何故枯れない（？）

不思議に思い葉を破いた。植物は「ネバネバ粘液物放出して己の細胞をエアコンの乾燥から身を守る」（術）

偶然発見した！植物模範力を活用したセラテクノロジー「水質改善。悪臭分解。疲労改善。細胞の若返り。

各位様の健康は、食の改善から血液を汚さない「生活習慣病⇒体質改善」好適環境を実現する技術です 

 

岡山市吉備津彦神社 400 坪の汚水を 5 時間で甦らせた、セラミックスを水道水に入れ、6 時間後～電子

を含んだ、浸透圧を調整する高機能な（蘇る水）が作れます。一日 1500cc～飲む事で、体内に溜まった

毒素「添加物、農薬、放射能、化学物質、洗剤、糖、マーガリン、バター、薬」‥排尿排便がスムーズに

流れ、体内の「活性酸素瞬間分解」睡眠は熟睡に「疲労の改善」企業で働く企業労働の環境を改善します。

生活習慣病は食の酸化です。予防対策は（蘇る水）中に「野菜・果実・魚貝類」浸けた後、冷蔵庫へ保管。 

翌日、鮮度がり腐敗が止まります。健康な食べ物を食する事で、生活習慣病・成人病対策を実現します。 
 

Q：健康・料理に美味しい《幸福の蘇る水》の作り方 
☑：バイオセラミックスを水道水で軽く洗浄下さい。セラミックスの袋は破らず、容器に入れ使用下さい。 

2 ㍑容器（蘇る水）作る場合は、水道にセラ 30 個入れ 6 時間～蘇る水が作れます。繰り返す事で、 

一日８ℓ（蘇る水）製造可能です。一年間約１０７０本《幸福の蘇る水》飲料水・調理水が作れます。 

 

☑：５ℓ容器（蘇る水）作る方法は：水道水中にセラ 50 個容れ６時間後～各種ミネラルが溶け出し高機

能な５ℓ×4 回＝一日２０L（蘇る水作れます。別容器に１０㍑タンクに貯める方法で大量《蘇る水》

製造可能。食材鮮度リフレッシュ。食材廃棄ゼロ。体質改善。若返り効果。家族の健康環境を実現。 

 

☑：10ℓ容器（蘇る水）作る方法は：水道水にセラ 100 個容れ６時間後～食材鮮度を上げる各種ミネラ

ル溶け出し高機能な（蘇る水）製造。10ℓ×4 回＝一日 4０L の《蘇る水》製造可能。別容器に貯め

る事で大量（蘇る水）調理水。食中毒の改善。口コミで広がる飲食店繁盛に導く好適環境に導きます 

 

財宝《幸福の蘇る水》生活は無駄な物が消え 富・財を齎す 
■：年間費用対効果《蘇る水》68200 円投資《蘇る水》一年間で約 200 万円～経済効果を生み出す技 

■：パンは危険グルテン・バター入り乳癌発症率 70％《蘇る水》パンに振り掛け身体保護。費用対効果 

■：食の酸化は 5 人家族で月額 5000 円の廃棄《蘇る水》食材廃棄ゼロ実現。年間 7 万円。費用対効果 

■：健康な食《蘇る水》切り替える事で医学・病院代・薬不要。病に負けない若々しい健康。費用対効果 

■：風邪・花粉症に成らない科学的根拠は、《蘇る水》近隣は菌類が寄らない為マスク不要。費用対効果 

■：ご飯を《蘇る水》炊くと《蘇る水》活用した料理は、外食が出来ない程の旨さ経済効果。費用対効果 

■：外食費月額 2 万円 年間 24 万円不要。大家族の場合は月 5 万。年間外食 60 万円貯金。費用対効果 

■：健康作り《蘇る水》生活は、健康な食に切り替える事で、肩こり‥マッサージ代削減技。費用対効果 

■：若返りは《蘇る水》お顔・鼻・目・額‥掛けると垂れた頬。顔の粒子が蘇りエステ不要。費用対効果 

■：化粧水に一滴垂らすと、生薬薬毒が分解。皮膚トラブル解放。血液が正に整い若々しい。費用対効果 

■：靴磨き《蘇る水》と靴クリームで傷まない靴に成ります。5 足あれば一生履ける革製品。費用対効果 

■：サプリメント摂取は事実死亡率高まると危険報道《蘇る水》サプリ年間 12 万円～不要。費用対効果 

■：アレルギー・蚊・蜂・虫刺され《蘇る水》患部に掛け 2 分後、虫毒が分解。かゆみ削減。費用対効果 

■：スーツ・ネクタイ・カシミヤ《蘇る水》噴霧。ガサガサの衣類の繊維が衣類長持ちする。費用対効果 

好適環境を実現「蘇る水」難問題解決技術 
風邪。花粉。加齢。生活習慣病。アレルギー。肥満。悪臭。疲労。熱中症‥費用対効果セラ使用方法 

 



☑：病の原因の対策方 
■・水道水で洗った食べ物は全て 100％腐敗します。昭和５０年代鉄管路が引かれ、水道管には鉄さび

塗料が塗られ、箇年経過劣化にてペンキが剥がれ、発癌物質メチレジアミン水道水に溶け込み危険な水道

水の恐怖出版本迄も出版されています。平成 29 年～医療費４１兆円。日本に住む人々は薬を飲み１０年

後は医療費５０～６０兆円増加想定します。ワクチンは、免疫力低下を招く為、不要と報道されています。 

 

■・癌増加は、肉・脂物‥過剰摂取と健康な鮮度野菜果物の不足。乳癌の原因は朝のパン食 70％と報道

され夏の牛乳常温実験は、牛乳に《蘇る水》30％入れ 3 日目ヨーグルト。１週間後チーズ。発酵食品の

腐らない蘇生発酵技術です。女性は、乳腺を持ち一日《蘇る水》一日 2000cc 飲用後～乳腺が傷まない

健康体質に導かれます。体内に蓄積（放射能・農薬・添加物・糖）排尿・排便デドックス排泄しましょう 

薬飲用する人は、薬被害の副作用で身体や脳の血液が汚れ寝たきり老人を作ります。薬は殆ど石油から作

られ薬は副作用の薬害を捻出。身体は今まで食した食べ物で身体は出来ているのだから、鮮度の上がった

健康に成った果物や野菜を摂取が重要。酸化は破壊的・流動的に自然界に流れ壊れ、病が増加しています 

 

■・痛みの改善方法《蘇る水》ミニ霧吹きに容れ先ず「後ろ頭首の後ろ」噴霧して下さい。脳から心臓へ

の流れが詰まり多くの方々が体調不良に繋がっている。更にトラブル改善箇所は、痛み・かゆみ・ヒリヒ

リ感の個所へ噴霧。外食時は、酸化した「食べ物。菓子。食べ物。空気に触れた「食に噴霧」して下さい 

 

■・寝たきり・痴呆老人を作る理由は、空気に触れた食材は萎れ水道水で洗った「腐敗酸化」料理で血液

を汚し体調不良が増加。豆腐は大量のにがりを入れ。豆腐を固めて老化を作り出している。加齢と共に脳

の委縮が始まりしわが増加。薬を飲み病に勝てない身体に成ります。人生の週末の死は癌・寝たきり老人

に進行します。私達は加齢予防する《幸福の蘇る水》食材洗浄「野菜。魚。果実」‥食べ物を洗い。豆腐・

揚げ 12 時間浸けにがり分解。《蘇る水》洗浄した食材冷蔵庫へ保存 9 時間後～細胞を活性する食材に生

まれ変わります。疲れない若々しい身体。医学不要。サプリ不要。健康・若返り‥財宝の好適環境を実現！ 

 

Q：調味料の添加物改善 
A：液体調味料の中に、様々な添加物が入りアレルギーを作り出し不味く成っています。調味料の蓋を開 

け（蘇る水）を【酒類。ポン酢。ソース。マヨネーズ。ケチャップ。牛乳。】‥対して、霧吹きでワンプ 

ッシュして下さい。添加物が分解され、今まで出なかった香りが生まれ）。美味しい調味料に変わります。 

 

☑：米のとぎ方と炊飯方法 

米を初回《蘇る水》研ぎ、添加物・農薬・放射能‥水道水で汚れ洗浄透明に成るまで濯ぎ。炊飯時には再

び《蘇る水》容れ、各地の米の違いで水量調整３０分～40 分寝かせ炊飯スイッチＯＮ。村氏 10 分。芯

迄空気が入りふわふわ艶の有る美味しいご飯が炊きあがります。翌日も白いままのご飯が召し上がります 

 

☑：魚の臭み除去処理方法 

水道水で魚貝類「サンマ・サバ・カツオ・牡蠣」を良く洗い水分を取り去り《蘇る水》容器に入れ６時間

後《蘇る水》入れ替えて下さい。３回繰り返すと魚の臭みメチルアミンが消え美味しい魚料理が作れます。

牡蠣には食中毒の元「腸炎ビブリオ菌・O21 号・サルモネ菌」‥含有。牡蠣を大根すりで牡蠣を混ぜる

と真っ黒い汁に変わり２回程繰り返し。もう一度牡蠣を《蘇る水》軽く濯ぎ上にキッチンペーパーで保存 

 

☑：セラ《蘇る水》保管方 

セラミックスを入れている水に溶けない袋は、セラに水の汚れを防止策。セラの紛失防止効果に成ってい

る為です。レンタル終了一年後：セラ紛失後、時価相場のペナリティをお支払して頂きます。セラの袋は

３か月に一回ぬめりを水道水で洗ってください。その後《蘇る水》容器に入れて下さい。《蘇る水》日の

当たらない場所で保管。太陽光線でセラ乾燥行為は、効果が落ちますので禁止です。《蘇る水》で洗浄し

た食材を：ナイロン袋に入れ冷蔵庫に保存してください。食材鮮度がリフレッシュに蘇ります。 

旨味成分「イノシン酸。グルタミン酸。アミノ酸」‥食材から引きだされ、食材【野菜・肉・魚・果物】

酸化を防ぎます。野菜の細胞はアミノ酸で構成。人の細胞アミノ酸で構成されています。健康に成るには

【元気に成った野菜パワーの力】借りる事で 36 兆個の細胞が生き生きと活性され、若返りに導かれます 

 

☑：食材保存方法使用方法 

肉の保蔵方法は、肉の裏表に（蘇る水）振り掛け、容器に入れ保存すると翌日肉質変わり鮮度ＵＰします。

牛・豚・鳥肉には、餌に添加物やワクチンが大量に混入されています。鶏肉は《蘇る水》の中へ浸け 

簡単に鳥皮が剥がれます。水分を良く取り、キッチンペーパー包み一晩で鶏肉の臭みが消え、旨み UP。 



☑：食材鮮度ＵＰ方法『野菜・果物・魚・肉の固まり』其々（蘇る水３分～浸け灰汁が消え）味のＵＰ。 

☑：食べ物は私達の細胞を形成しています。《蘇る水》処理後～食材鮮度 UP 体内に入れる事で、健康な 

肉体に導かれ、血液が綺麗に成った効果。傷の治りが早い。睡眠が深く疲れない身体に導かれます。 

☑：歯ブラシ《蘇る水》少量の歯磨き粉を浸け歯の根元を磨き。歯石が付きにくくなりその後《蘇る水》 

歯ブラシを浸けると、歯ブラシ汚れが分解浮いてきます。一日おきに《蘇る水》交換して下さい。 

☑：ポットに《蘇る水》2,000cc 入れて下さい。(お茶・珈琲・ココア）‥健康な飲み物に変わります。 

☑：風邪・花粉・冷え《蘇る水》洗った 2 日目②③食材を鍋に《①蘇る水》②生姜。③柑橘類。④黒糖》 

入れ煮込み柑橘類が柔らかく成れば OK。①②③④生姜湯熱め飲用。糖質はナノミクロに分解します。 

柑橘類の皮は、血管内の脂を分解広げます。生姜は：ウイルスを殺す抗菌殺菌力で、菌が近寄らない 

効果有り《蘇る水》2000cc～飲用後に体内に溜まった（排尿・排便）毒素をデドクスしましょう 

☑：お風呂に《蘇る水》4000cc＋柑橘類の皮を入れ皮膚がつるつるになり。又、浴槽の掃除が簡単です。 

☑：玉葱免疫力効果。《蘇る水》玉葱洗浄冷蔵庫一晩。玉葱を千切《蘇る水》浸け６時間美味しい玉葱へ 

☑：コンビ弁当・おにぎり‥パン・添加物含有。餌を畜産に与えると奇形児が生まれた。外食時は絶えず

ミニ霧吹き入れた《蘇る水》持参。振り掛けると添加物を分解。美味しい安全な食べ物に変わります。 

☑：柔軟剤香料がアレルギーを作り出している。脱水前《蘇る水》２０００cc 入れ衣類が柔軟に成ります。 

☑：加齢若返り科学的根拠。《蘇る水》を野菜や植物に掛けると、垂れた葉が上を向く現象が起こります。 

☑：卵料理・卵には餌にワクチン薬が混入されています。《蘇る水》を貯め、卵を 6 時間程浸けると卵の 

中に《蘇る水》が卵の中に入り、添加物分解臭みが消え。安全な臭みの無い艶々の卵に成ります。 

☑：湯で卵作り方《蘇る水》鍋に１㎝容れ、沸騰後～生卵を５分入れ湯がしてから。火を止め７分蒸ら 

して下さい。皮むきが簡単に成ります。臭みの無い美味しいプロも出来ない。ゆで卵が作れます。 

☑：歯痛・頭痛・痛みの個所の改善方法は：アトマイザー《蘇る水》を入れ、患部に振り掛けて下さい。 

☑：アトマイザーに《蘇る水》容れ、「目。鼻。おでこ、額』化粧水代わりに使用する事で、肌の改善。 

☑：焼酎・蘇る湯のお湯割り・蘇る氷の水割り《蘇る水》活用すると大変な美味しい。お酒に成ります。 

☑：生鰻を購入して《蘇る水》中へ 9 時間浸け２回水を交換。蒸焼き。たれを浸けて焼くと最上級の味。 

☑：一日《蘇る水》飲用後～翌日トイレの便の匂いが消えます。真夏でも熱中症から解放され疲労の改善。 

☑：柔軟剤でアレルギーが全国に発生。衣類脱水前に 2000cc 入れ脱水後乾燥柔らかい手触りの衣類に。 

☑：近眼・老眼・乱視・PC 目《蘇る水》噴霧する事で乾燥後。視野が広がり快適な目の好適環境を実現 

☑：水の構造は、６０個の分子集団。《蘇る水》粒子構造は、髪の毛の太サイズに対して（１０億分の一

のナノ㍍サイズ）です。《蘇る水》生卵を浸けると、卵の呼吸する穴に瞬間通過《蘇る水》の細胞は

「圧縮」され、金属も粘りを持つ構造に変わります。歯が一本折れた体験は、インフラント検査は、

６6 歳の骨は不可能ですが、《蘇る水》飲用～骨密度が正常に成り，歯の細胞の健康環境を実現した。 

☑：細胞の若返りの《蘇る水》飲用前に、自分の顔写真を撮って下さい。加齢の若返り証拠に成ります。 

 

Q：肥満対策若返り 
A：（蘇る水）粒子は水の粒子構造のクラスターが小さく）卵の殻でも（蘇る水）が通過粒子を持ち､油を

分解能力が高く。ダイエットは一日 3000cc～飲用昼にリンゴ一個（蘇る水）満腹感が生まれ有効的です。 

（蘇る水）体調に合わせ（お茶。珈琲。お湯）‥2000cc～以上を飲む事が基本と成ります。 
 

Q：皮膚改善方法 
A:（蘇る水）アトマイザーに容れ、シミ・しわ・部分に皮膚に掛けると肌は引き締まります。毛髪施術は

ガサガサ保湿ＵＰ。後頭下部「首の後ろ」首全体に掛けてください。化粧水には薬毒が有り（蘇る水）一

滴容れる事で化粧水毒が消え（ヒアルロン酸）保湿効果ＵＰ。洗顔ソープに掛けるとツッパリが消えます。 
 

Q：ペット・動物癒し 
A:ペットのアレルギーは餌の添加物が原因。飲料水にも最適。動物ペットの毛に掛けると「シルクの艶」

が生まれ抜け毛が少なくなります。蘇る水を霧吹きに入れ、ペットのトイレにもかけると悪臭が消えます。 
 

Q：自宅で湯治場方 
A：癌は熱に弱いと言われ）自宅で湯治場を作る方法：６時間以上の（蘇る水）4000cc お風呂に容れ追

い炊き熱めのお湯 45℃～４６℃熱めのお湯で体を温め良く温まります。蜜柑の皮を入浴時入れると、皮

膚がすべすべになり。蜜柑の皮には油を溶かす力が有り、頭皮に掛けると育毛剤代わりに成ります。血圧

の高い人は《蘇る水》沸騰させ柑橘類を入れ、柑橘煮汁を飲むと、体内の老廃物を良く溶かします。 



Q：薬を飲んでいる方へ 
A：薬を飲んでいる方は、水道水で《蘇る水》希釈霧吹きで薄め飲んでください。薬と併用する事は絶対

止めて下さい。薬を８分の一に落としても良く効きます。体調不良の原因は、毎日食べる食の酸化です。

病を作り出した原因は、店から食材購入時には、既に食べ物が劣化食品。水道水で食洗浄全て腐ります。 

家庭・飲食業界の冷蔵庫の中は、悪臭がして脱臭剤を入れ、食の廃棄が有ります。酸化した料理で血液を

汚して）。成人病・生活習慣病を作り、調理人や家族に病が訪れています。サプリメントさえも空気に触

れ、酸化が起こります。酸化した肉体は、何の効果も無く死亡率を高めています。薬は石油から作られ副

作用が起こるのも当然です。今、癌は２人に一人の時代に突入しています。食の鮮度の改善が必要です。 

 

Q：疲れない健康体を作る 
A：健康に導く方法は：食材を水道水で一度洗い。水を良く切り６時間経過した《蘇る水》２分程度浸け

山芋は：キッチンペーパーで包み保管。魚貝類は《蘇る水》３０分浸け。３回水を交換後～魚の臭み灰汁

メチルアミンが消え、美味しい蘇生魚料理に成ります。《蘇る水》果実・野菜。洗浄後～容器に入れ９時

間冷蔵庫へ保管。野菜・果実・魚酵素活性され鮮度が上がり、食材から酵素抽出。鮮度上がった食を食す

ると、腸から血液が作れます。人の細胞は、アミノ酸ケラチン蛋白質細胞で構成され。根菜・葉物野菜類

野菜細胞は、アミノ酸で構成されています。したがって《蘇る水》2000cc 飲用×健康に蘇った蘇生野菜

を食し下さい１２時間以上～体内に蓄積された。毒素便「うんこ」デドックス排泄後血液は浄化されます 

 

Q：スポーツ重労働‥改善 
A：活動前後に 500cc（蘇る水）お飲み下さい。一日飲料は 2000cc です。痛い個所改善方法：ミニ霧

吹きに《蘇る水》入れ「首・顔・額・鼻」掛ける週間（蘇る水）微弱電子で身体の血流を促し緩和します 

 

Q：アレルギー皮膚炎対策 

A：アレルギーの元は、加工食品の中に練り込まれた（菓子類・ハム・卵・小麦後・パン・鮭瓶・卵）添

加物が原因です。 

アトマイザーに入れた（蘇る水）活用方法は、食べ物に振り掛けると、瞬間発酵され。安全な食べ物に変

わります。更に、虫刺され。口内炎。ひざ痛。歯の痛み。皮膚頭皮のかゆみ。首回り。後ろ頭‥食べ物‥

振り掛ける事で【添加物・蚊の毒・・発酵食品】に変わります。（蘇る水）一日１５００cc～お茶・珈琲・

蘇る湯を飲む事で、此れまで体内に溜まったカスを排尿排便にしてデドックスしましょう。快便・快尿。 

 

Q：皮製品・靴長持ち方法 
A：汚れを落とした後：蘇る水と、靴クリームと化粧水を一滴垂らし磨いて下さい。へこたれた靴や新品

の靴に艶が生まれ、５足あれば人生を終えるまで履けます。財布・バッグには（蘇る水）と化粧水１滴た

らすと皮に艶が生まれ革製品が長持ちします。バッグ、皮製品は、《蘇る水》と、オイルで磨いて下さい 

 

Q：スーツネクタイ長持ち 
A：ハンガーに【ネクタイ、スーツ、皮ジャン】に対して《蘇る水》を霧吹きで振り掛けると、繊維の奥

まで（蘇る水）が入り、へこたりが回復して、翌朝にはネクタイやスーツのしわが伸び体に優しい衣類へ 
 

Q：筍処理・灰汁簡単処理 
A：筍に（蘇る水）振り掛けると、筍の繊維がバラバラに成り。包丁を筍の裏と表に入れて下さい。これ

まで困難だった皮向きがわずか数分で可能に成りました。 

その後：好きな大きさに切り水道水で汚れを落として下さい。水道水の水滴を良く切り：（蘇る水）の中

に浸けて 12 時間程度で灰汁が抜けます。圧力窯使用後：最短 25 分で筍料理が可能に成ります。 

 

Q：惣菜・鰻・天ぷら処理 
A：外から購入食べ物は「酸化」体内に免疫力が低下。病の原因の活性酸素が湧きます。身を守る方法は 

全ての食べ物に（蘇る水）振り掛けて下さい。「パン・干物類・揚げ物類・焼き物・菓子類・珈琲・紅茶」

酸化を甦らせ食べ物を美味しく体内に湧く「活性酸素を防ぐ」食の改善技術をご紹介致します。 

飲食業界は、開店から 3 年で倒産率 70％です。原因は：酸化した食べ物で客足が遠のき倒産の悲劇を日

本中に作り出しています。酸化した食べ物は私達の細胞を壊します。購入した「鰻・惣菜・天ぷら類・干

物類」《蘇る水》振り掛けて１０分～一晩放置後、魚類焼くとカラットした美味しい食べ物に変わります。 



Q：セラ抗菌力・風邪 
A：マンションに結露でカビが沢山湧いた。セラミックスをボールに置き。浴槽近くに置いていましたが 

セラにはカビが湧かず。風邪を引きにくい。花粉症・耐えた科学的根拠を発見した。花粉症の方は、鼻の 

穴へ振り掛けると「詰まった」鼻の穴が瞬間通過。呼吸が楽に成ります。鼻水が止まった人も沢山います。 

さらに《蘇る水》毎日 2000cc 飲用～「お茶・珈琲飲用」後に効果がすぐ出ます。屁匂い削減。口臭、 

体臭、加齢臭）等、不愉快なから解放。口臭、体臭、加齢臭、足臭。靴などに掛けると悪臭分解します。 
 

Q：肥満・ダイエット 
A：肥満対策《蘇る水》3000ｃｃ～一日食事は 2 回。昼林檎 1 個。野菜果実中心に食の改善。歩行が伴 

えば 2 週間後～細胞が絞まり始めます。毎日の積み重ね如実に効果が表れ」無駄なダイエット費用は不要。 

高額ジム費用年間 50 万円～100 万円浮く人もいます。蘇る水の粒子構造は「髪の毛の細さに対して１ 

０億分の一ナノ粒子」飲用後～胃に負担ゼロ。4000cc 飲用全身に吸収され排尿排便がスムーズ成ります 
 

Q：熱中症・疲労対策 
A：疲労改善《蘇る水》一日 2000ｃｃ飲用後、2 日目便の匂いが消え。トイレの匂いが消え 

た。睡眠障害消えた体。果樹園畑仕事は夏と言うのに 64 才は加齢が蘇り身体が閉まり絶好調 
 

Q：日本人が減少理由 
A：平成 29 年厚生労働省が発表。糖尿は 1000 万人超えました。赤ちゃん誕生 98 万人。死んだ人 145

万人。癌は２人に一人。乳癌は３８万人。その他の癌は年間 100 万人死亡者増加日本人減少しています。

加工商品に含まれる１７２品目添加物でアレルギー増加。生活習慣病が加速癌は２人に一人。乳癌は３８

万人死亡・医療費４２兆円⇒２０年後８０兆円に加速。日本人が減少する最大の理由は、食の酸化と、小

麦粉に含まれている《グルテン》は、アレルギー増加。生殖器精子を弱らせる《レスチン》不妊の原因は

殆ど男性に問題が有ると言われ無精子は７人に一人。浄水器は水の汚れをろ過する水道水で洗った食材

「酸化」医学を発展させる根拠成ります。国や自治体は、生活習慣病改善や癌を予防する国策が必要です。 

 

■・コンビニのおにぎり弁当に使われている添加物には驚かされます。廃棄したコンビニの食材を、豚に

与えると奇形児が生まれる実話。私達は年間 50 キロの添加物を食指。脳の血液が汚れ、犯罪が増加 

■・養殖業の魚は餌にワクチンを混ぜた魚は、出荷前には骨が曲がり切り身にされて販売実話の事実確認 

■・卵アレルギーは、親鳥が生んだ卵を子供が食べアレルギーは、親鳥は腹を裂くと、癌だらけ危険な卵 

■・バナナの危険実験。バナナ購入後洗わず食べた。口の周りにぶつぶつが出た。危険なバナナは、防腐 

剤亜硝酸が大量に掛かっています。完熟前の青いバナナ《蘇る水》洗って食べましょう。旨み UP 

■・水が汚れた現在：食の酸化を甦らせる《蘇る水》は健康の源を作る、レンタル方式を採用しています 

■・植物には、《蘇る水》を水道水で 2500 倍率希釈して下さい。活性力が強く、やり過ぎると枯れます 

■・脱毛対策は：柑橘の皮に油を溶解「（リモネン）＋《蘇る水》」２４時間浸け頭皮に振り掛け育毛効果 

■・携帯ノズル電波を防ぐ方法：《蘇る水》携帯裏面に振り掛け通話音クリア。脳への委縮を緩和します 

■・各位様の健康に導かれるのは、【蘇る水】全ての食材を洗った蘇った食材で 健康を手に入れましょう 

 

人類の悩み老化を若返り・生活習慣病‥様々な難問題健康は第一の財宝をわずか一日 186 円実現。各位

に一年間財宝の提供「付加価値・費用対効果」齎せ。企業様は《蘇る水》活用する事で睡眠障害改善。疲

労改善。健康に導く技術で、数兆円経済効果日本を若く美しく健康に導き！日本を元気にしましょう 

 

■・《蘇る水》飲用。体質改善方法は 4 種類方法をご案内。①熱い身体。②冷えの身体。③排尿。④便秘。 

①・熱い体人⇒《蘇る水》一日 2ℓ～飲用。《蘇る水》冷蔵庫で冷やした冷たいタオル首に当てて下さい。 

②・冷え症人⇒《蘇る水》ポット沸かし【白湯＆お茶】一日 500cc～2ℓ飲用。寝る前飲用は控え下さい 

③・ダイエット方法は、一日４ℓ飲用。昼りんご１個を目安で２週間お飲みください。その後一日２ℓ～ 

④・自分合う（蘇る水）は、排尿・排便がスムーズに流れる、自分の好適適量（蘇る水）探して下さい。 

⑤・セラには沢山の穴が開いて水の汚れがセラに入り込み一年３か月で落ちてきます。交換が必要です 

⑥・体調不良・生活習慣病改善。医者いらず。年間２００万円の経済効果。１０年２０００万円貯金効果 

 

 
お問い合わせ 
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