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近くの部落の公園は、秋本番の新潟です！

今回は、アトピーの赤ちゃんが生まれるのは何故？
参加者には

取扱商品
生まれてくる子のためにもサーバー水を飲む習慣を！！

西区琴似２条５−４−１７
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ミネラル入り酵素ジュ
2021年12月号

皆様こんにちは！
松本圭一WEX様
通称まっちゃん〜から頂いた資料です！！
なんと！
エコウォーターで毎日、お料理、酵素ジュース作りで楽しん
１０％OF
でいます。
先日は北海道のサロンさんで〈ミネラル入り酵素ジュース体

日時：１０月２０日（火）
ジュース材料費込み）赤ちゃんが生後すぐにアトピー性皮膚炎になって悩むお母さんが少なくありませ
十数名の皆様、初めての酵素ジュース作りにワイワイガヤガ
１２：００〜お食事会
ヤ♪…楽しんで頂きました！！
ん。そんな方の悩みを解消できるか分かりませんが、こう、考えることはできな
いでしょうか。
１３：３０〜酵素ジュース体
それは、池川明先生の「かみさまとのやくそく」の内容と私の妄想のお話ですけど。
赤ちゃんはお母さんを選んで生まれます。世の中の役に立つ為に生まれてきます。
会場：めぐみ美容室 札幌市西区琴似２条
先ずは、お母さんを幸せにするために来ます。自分が生まれて愛情が芽生える幸せを届けるため
アトピーの赤ちゃんが産まれる意味・・・
験会〉を開催いたしました！

酵素ジュースって、
何、やるっていう
のよ〜１

に。赤ちゃんがいる幸せを届けるために。

また、お産は最大のデトックスと言われています。
そうなると、赤ちゃんはどうするかな。

TEL

011-612-2128

材料費：1,000円

税込み （酵素ジュース材料
添加物食品やら、経皮毒やら、いろいろ毒を溜め込んでいて可哀想だ。だから、お母さんの身体にある毒素を

全部持っていってあげよう。だって、幸せにしたいから。

*作りたい果物を1kg持参*

このエコウォーターの必要性は、日増しにヒシヒシと感じているのは私
「おかあさん、全部持って行くよ！」
だけではないと思います。
そんな赤ちゃんが全身アトピー
かも。

赤ちゃんは想う。「おかあさん、どう？ 身体は楽になった？」

お陰様で、稲葉EX様から、多くの情報をいただきます。

「もう、身体に毒はない？」「役に立てたかな？」

この情報を、ラインや、メールを見れない方も居られますのでこの度、

今度はお母さんの番です。赤ちゃんから毒を抜きましょう。
此の様な通信形式に纏めてみました。

食生活の改善や、心の安定化により治る方向に進むことは経験的に分かっています。何らかの＋α
があれば
良かったら、傘下の方々にお配り頂きたく、ご案内申し上げます。
もっと早い。

又、パソコン、タブレットのメールアドレスを頂けましたら送信させて

頂きます。
自分の食べた物がそのままおっぱいになって飲ませているのは知っていますよね。おっぱいあげている間は薬

飲まないでしょ？ 自分が何を食べているかを考えていきましょうね。

食品添加物はいいの？そのまま添加物を飲ませているかも。可能な限り、避けてますでしょうか？
ファストフードはいいの？安かろう、品質悪かろうってことはないでしょか？

食べた物で身体ができるし。おっぱいもそれで作るし。子供が食べてもそうだよね。

！

！
トランス脂肪酸はどう？マーガリンとかショートニングとかが入っている菓子パンとか食べてないかな？
〜！！
子供にも平気で食べさせてないかな？

さそ
よ
に
体

うね

〒950-1455
新潟市南区新飯田2715-3
鳥辺雪枝
発行

アレルギーやアトピーの原因物質とアメリカでは断定されているけど。。。日本でだけ「安全」って消費者庁
が宣言しているだけなんだけど。。。

知ってる？お野菜さんもどうせなら農薬が少ない方がいいよね？選んでます？たくさんのサプリメントにお金
かけたりしてない？その分を無農薬野菜にかけない？どんな育ち方をした牛乳を選んでます？
日本の家畜の抗生剤使用量は凄いですけど。その乳を出した牛さん、飲まされてないかな？
幸せに子どもを産んだ母牛の乳なのかな？

あと、お子さんに離乳食を食べさせながら乳を飲ますのはどうかな？

牛乳からカルシウムは殆ど取れないことはもう知ってますよね？まあ、無くてもいいよね。
１

なんで給食で強制摂取みたいになっているんだろ。
利権かな？厚労省の思い込みかな？

どこの何だか分からないものでできた粉ミルクをあげたい？＊＊配合って、本当に安心？
母乳が出なければ仕方がないけれど、、、もらい乳ができたらその方がいいかも。
経皮毒って知ってる？

化粧品って 染み込む 染み込む って 染み込ませてるよね。化学合成の界面活性剤が顔や頭皮からジワジワ入
るみたい。

化学合成だと人体が分解できなかったりするの。せめて天然の界面活性剤にしない？

廃油石鹸とか、天然素材を選ばない？企業の製品は天然成分がちょっとでも入っていたら「天然」て書く

よ。あと、ケミカルナプキンとか紙おむつに頼ってない？経血やオシッコが染み込んで化学物質が揮発しな
いかな？

腕の皮膚の約50倍の経皮吸収率を誇る陰部。

大丈夫かな？布ナプキンにしただけで経血が減ったり、生理痛が軽くなったっていうお話しはたーーーーく
さん聞いているけど、どうかな？

赤ちゃんの紙おむつを布にするのは大変だけど、家に居るときは布にするとかはどうかな。
重金属の入っているワクチンを平気で接種してない？
皆が接種しているからって、本当にいいのかな？

障害が起こっても救済制度があるから平気って医者は言うけど本当かな？

（中略）

アトピーの皮膚は、皮膚常在菌が住めない砂漠。皮脂という餌が乏しい砂漠。バリヤーが少ない弱った皮膚

をこすっては駄目よ。界面活性剤で餌の皮脂を取っては駄目よ。常在菌をわざわざ殺す消毒は駄目よ。お湯
で撫でるだけで充分。

餌の皮脂は両親の素肌についてるから全裸で抱き合おう。

パパの顔の油も付けちゃおう。あとは保護の保湿剤も考えよう。天然物でね。

自殺まで考えるほど全身ボロボロ醜悪外観のアトピー性皮膚炎の成人女性と以前かかわって、生活の改善＋
α で２年かかりましたがほぼ完治。当初は生活改善ができず、一進一退でした。

実家へ帰り、母の愛情と心の安定により改善変化は加速。ステロイドの離脱時が大変でしたが、治った時に

挨拶されて誰だか分からなかったくらいの変貌ぶり。その時に実感。ああ、アトピー性皮膚炎も、やっぱり治
るんだなあ。

そんな人ともいろいろと出会います。益々、治る
んだなあと感じる。若ければ若いだけ治りも早
い。治るよ！

治らないときは治らない原因が残っているよ。
あ〜、なんだか、長くなっちゃいましたね。
最後までお読み頂きありがとうございます。
「田中佳先生のブログ」より

２
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ウルトラナノバブルシリーズ
1mmのおよそ10000分の1
！超微細な0.1μmの気泡を実感
ウルトラナ
ノバブルシリーズ
ウルトラナノバブルシリーズ

1mmのおよそ10000分の1！超微細な0.1μmの気泡を実感
1mmのおよそ10000分の1！超微細な0.1μmの気泡を実感
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洗浄力
洗浄力

洗浄力
毛穴の奥まで届く

極小の気泡
毛穴の奥まで届く
極小の気泡

エコシャワーⅢ 節水
NEW
ャワー
ワーⅢⅢ
NEWエコシ
エコシャ
Water
Life Series 11
NEW

保温

毛穴の奥まで届く
極小の気泡

シャワー直後の肌
表面温度差が
約6倍アップ!!
シャワー直後の肌
表面温度差が
シャワー直後の肌
約6倍アップ!!
2000L使用で
表面温度差が
約6倍アッ
プ!!
90％除去

保温

保温
塩素除去

塩素除去

塩素除去
節水
2000L使用で

R
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交換用浄水カートリッジ
（４本付）
交換用浄水カート
（４本付）
交換用浄水カートリッジ
リッジ
（４本付）

2000L使用で
90％除去
年間約20000円の
90％除去
節約が見込まれ
ます！
年間約20000円の

節水

年間約20000円の
節約が見込まれ
節約が見込まれ
ます！ ます！

保湿

保湿 保湿

肌水分量の差が
約8％アップ!!

肌水分量の差が

肌水分量の差が
約8％アップ!!
約8％アップ!!

極小の気泡が身体にまとう新感覚！浴びる全身美顔器！
極小の気泡が身体にまと
う新感覚！浴びる全身美顔器！
極小の気泡が身体にま
と
う新感覚！浴びる全身美顔器！
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サービスも充実
サービスも充実

応募期間：2021年8月1日
（日）
〜9月30日
（木） 応募総数：458作品
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2022 年末年始の営業のご案内
サロン休業のお知らせ（期間中は終日休業致します。）
休業日

■大阪本部 ：12月28日(火)〜2022年1月5日
（水）
■大阪サロン：12月28日(火)〜2022年1月5日
（水）
■銀座サロン：12月28日(火)〜2022年1月8日
（土）
■博多サロン：12月28日(火)〜2022年1月6日
（木）

□大阪本部 ：1月6日(木) 10：00より
□大阪サロン：1月6日(木) 10：00より
オープン日
□銀座サロン：1月9日(日) 10：00より
□博多サロン：1月7日(金) 10：00より

出荷のお知らせ

【干し芋と、焼き芋の作り方】
ミネラルのある暮らしを楽しんでいただいていますか？
こんにちは(^^)サツマイモが美味しい季節になりましたね。

ミネラルお花屋さんからです。
私は、炊飯器でサツマイモを蒸して、干し芋を作っています。
追加商品
・販促品・ポタポタクラブサービス品の
ご飯を炊く時に、サツマイモをお米の上に乗せて、水を多めに入れて炊く
お花を長持ちさせる為にグロウeをほんの少し入れていらっしゃいます。
オンライン&FAXのご注文に関して
と、簡単に蒸し芋ができます。（早炊きは火が通らないから、普通炊きで）
（グロウeは1万倍希釈=水10ℓに1㎖使用）お花のもちが全然違うと感動されて

お役立ち情報！
体験談！
Q &Aコーナー
りに沢山付きますが

これが絶品な、ねっとりした甘い焼き芋味になります。

います。
（月）
そのまま食べても美味しい
ご飯が周
12月27日
18：00まで受付分
私たちの体もミネラルをとっていると、これだけ細胞
クッキングシートに包むといいかも？
（火）
出荷 ※年内最終出荷となります。
12月28日

5ミリくらいに切って、2〜3日干したら、絶品干し芋ができますよ
が元気なんでしょうね😽 😽 😽

（皮が固

12月27日（月）18：00以降〜2022年1月5日（水）18：00まで受付分
こちらのグループは沢山の方々にお入りいただいていまして、なるべくトーク

くなるので、干す前に取った方が美味しい）
もう一つ

焼き芋（蒸し芋）の作り方

数を減らしています。

2022年1月6日（木）より順次出荷

炊飯器に、サツマイモを入れて、100〜150㎖のサーバ水か、エクストラ水を

入れて、ひとつまみのお塩を入れてスイッチオン
スタンプや、感想などはナシでよろしくお願い致します😽
大きい芋は切って下さい。めっーちゃ美味しい、ねっとりした絶品焼き芋がで

新規登録のサーバー出荷

知らずに送られた方がいらっしゃったら、ご愛嬌によろしくお願い申し上げ
きます。
サツマイモをミネラルたっぷりにする為に、作る前に濃いミネラル水（サー
ます。

に関して
（ポタポタクラブプレミアム会員含む）

バー水1ℓ＋LE5㎖）に5〜10分ほど浸けて下さいね
体験談がありましたら、ぜひさトーク数少なめに、まとめてシェアをよろし

😽😽
くお願いします😽
（金）
12月24日
必着分及び店頭18：00まで受付分

他グループ様より

急に寒くなりましたね

これからインフルエンザが気

４
12月28日（火）出荷 ※年内最終出荷となります。

になる季節(風邪)
ECO WATERミネラルの『分析DATA集』に殺菌試験の

【体験談をいただきましたのでシェア】

こんばんは。初めまして。孫の体験談を娘からもらったの
でシェアさせていただきます！

ほっぺ両方に謎の赤いのが出たんやけど😱 原因不明😱 触
るとちょっとブツブツしとる。
とりあえず除菌水ふっといた👍
15分後．除菌水の効果すごいわ もうひいてきた😱

まだ

赤いけどちっちゃくなった！ すごい！
【15歳の犬の体験談】

私が、1年飼ってから、祖父母の家の子になったんですが、95歳の祖母が世話ができないからと、先日、15歳
のチワワが我が家に帰ってきました。

あまりに口が臭くて…。 歩き方もヨタヨタ…。 牙が抜けて舌が出てしまって
て。 まぶたが、垂れて。

泣き声も弱々しい。 すっかりおばあちゃんになったモモちゃん💓
早速、サーバー水を飲ませて、エサにはシュッシュして。

3日目から、足取りがしっかりして！口が臭いのがずいぶんマシになり！

目がぱっちりして、ワンワン吠えて、なんと！走り出した！（遅いけど）
改めて、ミネラルすごいな！と、感じました😂

なんせ、臭いが全然違うんで

す。
別の方からも先日、犬に布団におしっこをされてしまい…😭
除菌でシュッシュしたら、臭いがなくなった！！！！と、びっくりされていま
した！

やっぱりミネラルすごいですね✨ ✨ ✨
環境汚染とミネラル
近代化とともに私たち人間は、自らの手によって地球環境を悪化させ、地球生物の最高等生物である人間
が、自身ばかりでなく生物全てを、滅亡の危機へと導いているのです。
半世紀(期)程前まで、人々は川の水を天然のまま家庭用水に利用し、井戸水等もそのままおいしく飲め、料
理等も素材の味が生きた、本物の味でした。ところが、文明が進み高度成長時代に入ると、生活環境が変化
し、肉体的には楽になりましたが、病気が単純なものから複雑なものに変わり、現在では、生活習慣病(特に
血液の病気)や、ガン・難病等の訳の分からない病気が蔓延しています。
60歳以上の人は、なんらかの生活習慣病におかされており、体力等がある人はまだ症状が表に現れません
が、70歳を過ぎると、ほとんどの人々は病院通いが常々になります。また、子供の難聴も多く、子供をもつ
両親はいつも不安の毎日だと思います。
こうした状況は全て、環境汚染からくるものです。地球上の生命体は、全てミネラルが根源となっています
が、そのミネラルの摂取量が、環境汚染に伴い少なくなり、人々の身体を蝕むことになってきているのです。
ミネラルの働きにより、酸素の働きを強化、体内細胞水を活発化させ、また酵素と結合して、血液や細胞中
の老廃物・汚染物質を排出し、体に必要な菌をバランスよく増やし、悪い菌を死滅させ、体内機能を穏やか
に再生させるのが、ミネラルなのです。

５

【現代はミネラ不足？なぜ？】
５０年前とは違います！
米、野菜、それに食肉や魚といった食材に、昔ほどのミネラルは期待できません。
そればかりでなく、調理の段階でもミネラルを失っています。しかも、火を使わないで、簡単な電子
レンジでさらに食材の成分のタンパク質が変化して、人体に悪いものになっています。お腹が満たされ
るだけです。
もともと少量しか含まれていないミネラルを、加工の段階でさらに少なくしてしまっているのです。
調理の段階でミネラルを奪う元凶は水です。
食材を洗い、煮込み、茹でる際に使用する水道水にも大きな問題があるのです。
たとえば、米を例に取りましょう。ご飯を炊く前に、米を研がない家庭はないでしょう。少なくても
３回くらいは研ぐはずです。この３回研ぎで多くのミネラルが奪われてしまいます。
ある調査では、カリウム５０％、マグネシウム５３％、リン５０％、鉄５４％、マンガン３３％、カ
ルシウム２３％、亜鉛１０％がそれぞれ失われるとされています。
これだけのミネラルが失われる理由は、水に含まれる塩素です。塩素がミネラルを酸化してしまうの
です。
米だけではありません。魚や野菜を煮たり、茹でたりする際にも、塩素を含んだ水道水は使われま
す。ミネラルを酸化してしまう水で食材を洗い、さらに調理にも使います。
鍋のなかの魚や野菜は、すでにミネラルの少ない材料です。
その少ないミネラルしか持たない材料を酸化力の強い水道水で調理することで、私達はさらにミネラ
ルを減らしているのです。
もう十分にお分かりだと思いますが、私達の食事は材料からしてミネラル不足であるうえ、おいしく
食べるためにミネラルが減るような手を加えています。

その結果、私達の体は慢性的なミネラル不足に陥っているのです。

ミネラル不足の様々な現代病

４
6

楽しい結心クッキング
巨大

巨大ハンバーグ

©¤１）長ネギはひたすら斜めに薄くスライスし、水で
*nsBハンバーグ
質問コーナー
・合挽肉：１kg
・タマネギ(みじん切り)：１コ分(200g)
・ショウガのおろし汁少々
WWW`^©¤<|
{nS)Qo1iY
電子ジャーで作る
・粉チーズ：20g
・醗酵ジュース：小１
秋だ！さんまを食べよう！！
＊新ジャガと豚肉のクリームチーズ和え＊
： ＊ソース
ｇ〜
ｇ
材料
PVH]b^WZW?}u]3tva^WWZ©¤`CWWZ¦]ku!tv`^
・青しそ（５枚千切り）
・白ごま（適量）
・鮎だしめんつゆ
WWWa^kHh
6 b )]" R^l?}u FRoY
PVH]b^WZW?}u]3tva^WWZ©¤`CWWZ¦]ku!tv`^
・にんじん（すりおろし）：120g
・にんにく(すりおろし)：4かけ分
〜野外でワイワイ自分の分は
©¤ ・パセリみじん切り：大１
*nsB
さらしザルにあげる。
・合挽肉：１kg
・タマネギ(みじん切り)：１コ分(200g)
自分でこねるのも楽しいよ〜
秋だ！さんまを食べよう！！
WWWc^?}uX¦
kuXª\¢§>X#©¤ 機能水もありますね。
WWW««««««««ZW&,T]h0/^WWZ¥¦]c0/^WWWZ.]dL0/^WW
り方・和風だし：適宜
・赤ワイン：カップ１
・ケチャップ：大９
・トンカツソース：大４
WWW««««««««ZW&,T]h0/^WWZ¥¦]c0/^WWWZ.]dL0/^WW
材料・パン粉：カップ１
サンマ炊き込みご飯
ミネラル醗酵ドリンク
PVH]b^WZW?}u]3tva^WWZ©¤`CWWZ¦]ku!tv`^
楽しい結心クッキング
・卵：2コ
・牛乳：大８
しょうゆ：大２
・にんじん（すりおろし）：120g
・にんにく(すりおろし)：4かけ分
㈱からサプ
材料
作り方作り方
２）●タレのを好みの分量で配合する。
WWWWWW x*oY*ngm~|©¤ 4@nX'uX&,S…私は疑い自分の足の湿疹
WWW««««««««Z?¤]8R^WZª\¢§+7
WWW««««««««ZW&,T]h0/^WWZ¥¦]c0/^WWWZ.]dL0/^WW
WWW««««««««Z?¤]8R^WZª\¢§+7
サンマ炊き込みご飯
・卵：2コ
・パン粉：カップ１
・牛乳：大８
しょうゆ：大２
タレ
）ゆで卵をつくる。鍋に卵とかぶるくらいの水を入れて強火にかけ、沸騰したら火を弱めて8分間ゆで、水に
・醤油：小２
・酵素ジュース(ニンニク)：大３
©¤
*nsB
作り方
・合挽肉：１kg
・タマネギ(みじん切り)：１コ分(200g)
ラス
が発売開始になりました！
・黒こしょう(粗挽き)：小２
・塩、ナツメッグ：各小１
WWW««««««««Z?¤]8R^WZª\¢§+7
ら、今掻く事もないぐらい、
秋だ！さんまを食べよう！！
««««««TX¥¦jQolnyY]/ium^
材料 ・米３合
・サンマ大１匹
・ショウガ酵素の実（細い千切り）
ミヨウガ４個
J
・黒こしょう(粗挽き)：小２
・塩、ナツメッグ：各小１
・アスパラガス：中５本
１）豚肉は3cm程にカットして塩麹で揉
３）鍋にお湯を沸かし和風だしを入れて①のネギを
J
１）材料は全てサーバー水に漬けて置く。（サンマは臭みが
１）新玉ねぎは大きめのみじん切にして片栗粉を
材料 ・米３合
・サンマ大１匹
・ショウガ酵素の実（細い千切り）
ミヨウガ４個
J
ミネラル直接塗ると、チョッ
梶本代表が、いつかは究極のサ
PVH]b^WZW?}u]3tva^WWZ©¤`CWWZ¦]ku!tv`^
とって余熱をとる。冷めたら殻をむく。
・にんじん（すりおろし）：120g
・にんにく(すりおろし)：4かけ分
潤朱：適宜
WWWd^
-?¤lpX4$.
xY
©¤
*nsB
©¤
*nsB
・とろけるチース：30g
・サラダ菜ミックス＋ミニトマト：適量
・とろけるチース：30g
・サラダ菜ミックス＋ミニトマト：適量
WWW`^©¤<|
{nS)Qo1iY
作り方 ・ショウガのおろし汁少々
WWW`^©¤<|
{nS)Qo1iY
・ショウガのおろし汁少々
まぶしておきます。
WWW`^©¤<| {nS)Qo1iY
万能水と、保湿クリームセッ
とれます。）
・しめじ：１房
み込み、10分休ませる。
食べる分だけ入れ豚肉をしゃぶしゃぶして
たいとおっしゃってました。
WWW««««««««ZW&,T]h0/^WWZ¥¦]c0/^WWWZ.]dL0/^WW
PVH]b^WZW?}u]3tva^WWZ©¤`CWWZ¦]ku!tv`^
・青しそ（５枚千切り）
・白ごま（適量）
・鮎だしめんつゆ
材料 （2人分）＊ソースPVH]b^WZW?}u]3tva^WWZ©¤`CWWZ¦]ku!tv`^
WWWa^kHh
6 b )]"
R^l?}u
FRoY
・卵：2コ サンマ炊き込みご飯
・パン粉：カップ１
しょうゆ：大２
WWWa^kHh
6・牛乳：大８
b
)]"
R^l?}u
FRoY
）アスパラは塩を加えて、程よい堅さにゆで、氷を入れた冷水にとり、半分に切る。
＊ソース
２）白ワイン以外の材料①と全てボールに入れ
醤油：適宜
孫っちもよくなりましたよ！
・青しそ（５枚千切り）
・白ごま（適量）
・鮎だしめんつゆ
WWWa^kHh
6
b
)]"
R^l?}u
FRoY
２）サンマはハラワタをのぞき、サーバー水で良く洗う。
１）合挽肉以外を全部混ぜておく。そこに合挽肉を入れ、手早くこねる。
付け合せ野菜
WWWc^?}uX¦
kuXª\¢§>X#©¤
WWW««««««««ZW&,T]h0/^WWZ¥¦]c0/^WWWZ.]dL0/^WW
製造から販売まで 年間の時を
・赤ワイン：カップ１
・ケチャップ：大９
・トンカツソース：大４
WWW««««««««Z?¤]8R^WZª\¢§+7
・新ジャガイモ：中３個
２）ジャガイモは皮をむき４頭分にし、
秋だ！さんまを食べよう！！
・牛豚合いびき肉：210ｇ
ネギを包んでタレをつけて食べる。
WWWc^?}uX¦
kuXª\¢§>X#©¤
WWWWWWて、
x*oY*ngm~|©¤
4@nX'uX&, kuXª\¢§>X#©¤
・黒こしょう(粗挽き)：小２
・塩、ナツメッグ：各小１
WWW««««««««Z?¤]8R^WZª\¢§+7
WWWc^?}uX¦
WWW««««««««ZW&,T]h0/^WWZ¥¦]c0/^WWWZ.]dL0/^WW
作り方
）たまねぎは皮をむき、繊維に沿って2mm厚さに切る。ハムはせん切りにする。
・新玉ねぎ・パプリカ
・赤ワイン：カップ１
・ケチャップ：大９
・トンカツソース：大４
３）お米は洗い、規定の３合のサーバー水（少なめ）を入
・醤油：小２
・酵素ジュース(ニンニク)：大３
材料 ・米３合
・サンマ大１匹
・ショウガ酵素の実（細い千切り）
ミヨウガ４個リリースです！！
ニンニクすりおろし：適宜
・新玉ねぎみじん切り：中1個
２）電子ジャーに①の材料を全部いれ、上からたたき、空気を抜く。中心にへこみを入れて、「はや焚」
««««««TX¥¦jQolnyY]/ium^
J 4@nX'uX&,
WWWWWW
x*oY*ngm~|©¤
J
色が白っぽくなるまでよくこねます。
・人参：2cm
人参は乱切りにして、塩少々の湯で
１）材料は全てサーバー水に漬けて置く。（サンマは臭みが
WWWWWW x*oY*ngm~|©¤
4@nX'uX&,
WWW««««««««Z?¤]8R^WZª\¢§+7
４）最後は鮎だし麺つゆを入れてお鍋のうどんを
©¤
*nsB
・ミニトマト・ピーマン
・とろけるチース：30g
・サラダ菜ミックス＋ミニトマト：適量
©¤OqU
glp
WWWd^
-?¤lpX4$.
xY
れ、めんつゆの分量を引く。
鳥取大学の 人の先生方の研究
作り方
・片栗粉：大１
WWW`^©¤<|
{nS)Qo1iY
作り方
・ショウガのおろし汁少々
・醤油：小２
・酵素ジュース(ニンニク)：大３
）大きめの器に３と4、チーズを入れ、ゆで卵を縦に４つ割りにする。
WWW`^©¤<| {nS)Qo1iY
記
とれます。）
３）②のタネを薄い小判型に形成し、油を少し多
««««««TX¥¦jQolnyY]/ium^
でスイッチを入れる。
（潤朱１：醤
１）
««««««TX¥¦jQolnyY]/ium^
・しいたけ・ブロッコリー
WWWa^kHh 6茹でる。
bJ
)]" R^l?}u
FRoY
P©¤aCWZWUcWZWfWKWWZW¥¡¤cWZWwaWZW.WaLWZWI
G8R
取得し、臨床に臨床を重ねた究
・卵：1個 ・豚肉ロース：130g
４）めんつゆショウガのおろし汁を入れ、サンマを入れ焚く。
PVH]b^WZW?}u]3tva^WWZ©¤`CWWZ¦]ku!tv`^
２）サンマはハラワタをのぞき、サーバー水で良く洗う。
１）合挽肉以外を全部混ぜておく。そこに合挽肉を入れ、手早くこねる。
＊ソース
煮込みうどんにすると美味しい。
・青しそ（５枚千切り）
・白ごま（適量）
・鮎だしめんつゆ
１）材料は全てサーバー水に漬けて置く。（サンマは臭みが
WWWa^kHh
6 b )]" R^l?}u
FRoY
載
めにひいたホットプレートをよく熱して、タ
WWWd^
-?¤lpX4$.
xY
WWWc^?}uX¦
kuXª\¢§>X#©¤
）【ドレッシング】の材料を混ぜ合わせる。
WWWd^ -?¤lpX4$.
xY
・アスパラ等
３）お米は洗い、規定の３合のサーバー水（少なめ）を入
３）スイッチが切れたら、サラダ菜ミックスを敷いた大皿に盛り、上にとろけるチーズをタップリ乗せ
WWW`^©¤<|
{nS)Qo1iY
・鮎だし麺つゆ
・パン粉：1/2cup
２）電子ジャーに①の材料を全部いれ、上からたたき、空気を抜く。中心にへこみを入れて、「はや焚」
Z¨I
G3tv`®¬¯«ZW?}u3tvWbWZW)°²²«ZW:3tvaWZW"[WZW¦]ku!tv`^
＊さつまいもの石垣ケーキ＊
作り方
ト！！
５）炊きあがったら、サンマの中骨をぬき、身をほぐし、
WWWWWW x*oY*ngm~|©¤
4@nX'uX&,
WWWc^?}uX¦
kuXª\¢§>X#©¤
WWW««««««««ZW&,T]h0/^WWZ¥¦]c0/^WWWZ.]dL0/^WW
３）フライパンにサラダ世を敷き、下の硬い部分を切り落としたアスパラガ
・塩麹：大
1/2
とれます。）
ネを焦げ目が両面につく程度焼きます。
し
・赤ワイン：カップ１
・ケチャップ：大９
・トンカツソース：大４
©¤OqU
glp
れ、めんつゆの分量を引く。
シメ用
・何野菜でもOK
««««««TX¥¦jQolnyY]/ium^
でスイッチを入れる。
・牛乳：大さじ2 て、ラップをそっと乗せ、チーズがとろけるのを待つ。周りにミニトマトを飾る。
WWWa^kHh
6G8R
b
R^l?}u FRoY
WWWWWWWWWW«Z(!tv`WZWª\¢§+7
製法特許の中に、主成分である
）食卓で４に、パセリのみじん切りと【レッシング】をかけて全体を混ぜ合わせ、取り分ける。
WWWWWW )]"
x*oY*ngm~|©¤
4@nX'uX&,
WWW««««««««Z?¤]8R^WZª\¢§+7
ショウガ酵素の実の千切り、ミヨウガを加えてさっくり
P©¤aCWZWUcWZWfWKWWZW¥¡¤cWZWwaWZW.WaLWZWI
４）めんつゆショウガのおろし汁を入れ、サンマを入れ焚く。
４）ホットプレートの反面に付け合せ野菜をの
ま
２）サンマはハラワタをのぞき、サーバー水で良く洗う。
・お鍋のうどん
１）合挽肉以外を全部混ぜておく。そこに合挽肉を入れ、手早くこねる。
-?¤lpX4$.
xY 作り方
ス、しめじ、①の豚肉を塩、胡椒で炒める。
・塩：小2/3
①酵素レシピ見て使った、野菜
・醤油：小２
・酵素ジュース(ニンニク)：大３
３）スイッチが切れたら、サラダ菜ミックスを敷いた大皿に盛り、上にとろけるチーズをタップリ乗せ
・武石麹の塩麹：大さじ1
Z¨I
G3tv`®¬¯«ZW?}u3tvWbWZW)°²²«ZW:3tvaWZW"[WZW¦]ku!tv`^
材料
作り方 WWWd^５）炊きあがったら、サンマの中骨をぬき、身をほぐし、
WWWc^?}uX¦
kuXª\¢§>X#©¤
にんにくや、ニラ等の臭いのき
ソース例
««««««TX¥¦jQolnyY]/ium^
せ、ハンバーグに焦げ目がついたら白ワイン
混ぜる。
せ
J
J
３）お米は洗い、規定の３合のサーバー水（少なめ）を入
４）電子ジャーに残った肉汁を、フライパンに移し、ソースの材料を入れて煮詰める。
野菜オススメは 玉ねぎ！ゴボ
WWWWWWWWWW«Z(!tv`WZWª\¢§+7
＊簡単！うま！白菜サラダ＊
て、ラップをそっと乗せ、チーズがとろけるのを待つ。周りにミニトマトを飾る。
１）材料は全てサーバー水に漬けて置く。（サンマは臭みが
ショウガ酵素の実の千切り、ミヨウガを加えてさっくり
２）電子ジャーに①の材料を全部いれ、上からたたき、空気を抜く。中心にへこみを入れて、「はや焚」
・マヨネーズ：大さじ1
４）別の鍋でクリームチースを弱火にかけ醗酵ジュースを入れ、豆乳を少し
・胡椒：少々
WWWWWW x*oY*ngm~|©¤
4@nX'uX&, xY
☆赤ワイン：大３
無味無臭にする技術があります
WWWd^ -?¤lpX4$.
を回しいれて蓋をし、蒸し焼きにします。
©¤OqU
glp 混ぜる。
・さつまいも：中１本
＊新タマネギ丸ごと炊き込みご飯＊
ん
６）器に盛り、白ごまをかけ、中心に青しそをのせる。
１）中くらいのフライパンにクッキングペーパーを敷
WWW`^©¤<|
{nS)Qo1iY
WWW`^©¤<|
{nS)Qo1hXc9F/Y
作り方
©¤OqU
glp
J
れ、めんつゆの分量を引く。
４）電子ジャーに残った肉汁を、フライパンに移し、ソースの材料を入れて煮詰める。
〜 週間くらいでトロッとして
とれます。）
５）切り分けて各自の皿に移したら、上から④をかける。
・ナツメッグ：適量
««««««TX¥¦jQolnyY]/ium^
☆ケチャップ：大１と
©¤OqU
glp
でスイッチを入れる。
何種類もの栄養価の高い原材料
（付け合せ野菜は途中で取り出す）
６）器に盛り、白ごまをかけ、中心に青しそをのせる。
WWW`^©¤<|
{nS)Qo1hXc9F/Y
ずつ加えながらのばす。
・醗酵ジュース：大１
P©¤aCWZWUcWZWfWKWWZW¥¡¤cWZWwaWZW.WaLWZWI
が
WWWa^kHh 6 b G8R
)]" R^l?}u
５）切り分けて各自の皿に移したら、上から④をかける。
WWWWWWWWo%~®FkoY
材料
（
人分）
作り方
材料 ・バター：30g
P©¤aCWZWUcWZWfWKWWZW¥¡¤cWZWwaWZW.WaLWZWI
G8R FRoY
玉ねぎの実は サラダにのせた
４）めんつゆショウガのおろし汁を入れ、サンマを入れ焚く。
・塩コショウ：適量
２）サンマはハラワタをのぞき、サーバー水で良く洗う。
P©¤aCWZWUcWZWfWKWWZW¥¡¤cWZWwaWZW.WaLWZWI
G8R
きでバター、角切りにしたサツマイモを入れ火を通す。
１）合挽肉以外を全部混ぜておく。そこに合挽肉を入れ、手早くこねる。
WWWWWWWWo%~®FkoY
☆中濃ソース：大１と
WWWd^ -?¤lpX4$.
xY
５）ハンバーグが焼けたら取り出し、盛りつけま
リメントです。
︑
Z¨I
G3tv`®¬¯«ZW?}u3tvWbWZW)°²²«ZW:3tvaWZW"[WZW¦]ku!tv`^
WWWc^?}uX¦
kuXª\¢§>X#©¤
３）スイッチが切れたら、サラダ菜ミックスを敷いた大皿に盛り、上にとろけるチーズをタップリ乗せ
WWWa^U)°FuX)QoI
GouXW
Z¨I
G3tv`®¬¯«ZW?}u3tvWbWZW)°²²«ZW:3tvaWZW"[WZW¦]ku!tv`^
生姜は お湯で割ると 手作り
作り方
WWWa^U)°FuX)QoI
GouXW
Z¨I G3tv`®¬¯«ZW?}u3tvWbWZW)°²²«ZW:3tvaWZW"[WZW¦]ku!tv`^
５）炊きあがったら、サンマの中骨をぬき、身をほぐし、
５）③のフライパンの中に②と④を入れ塩、胡椒で味を整えて、
＊クリームチーズ：60g
・醗酵ジュース：５0ｃｃ
３）お米は洗い、規定の３合のサーバー水（少なめ）を入
１）白菜は、はがしてよく洗って千切りにする。
・新タマネギ：１個
す。（ソースはお好みでかけてください）
・白菜：３枚ぐらい
記
２）電子ジャーに①の材料を全部いれ、上からたたき、空気を抜く。中心にへこみを入れて、「はや焚」
マルチ
多種多様 に栄養補給
が
WWWWWWWWWW«Z(!tv`WZWª\¢§+7
WWWWWWW®±_
NrmOqY
２）フードプロセッサーに卵、甜菜糖を入れて１０分間回
・卵３：個 WWWWWWWWWW«Z(!tv`WZWª\¢§+7
全
WWWWWW x*oY*ngm~|©¤ 4@nX'uX&,
に細かく刻んで混ぜたりお肉の
WWWWWWW®±_
NrmOqY
WWWWWWWWWW«Z(!tv`WZWª\¢§+7
て、ラップをそっと乗せ、チーズがとろけるのを待つ。周りにミニトマトを飾る。
ショウガ酵素の実の千切り、ミヨウガを加えてさっくり
glp
れ、めんつゆの分量を引く。
WWWb^w
AF/X ©¤OqU
MbK>XI
G
１）新玉ねぎは皮を剥いて上下をきりおとす。
＊中にチーズを入れてもおいしいです＊
載
器に盛る。
＊豆乳：100cc
J
ウム・熟成発酵エキスといった
＊ウドときゅうり、わかめの酢味噌がけ＊
««««««TX¥¦jQolnyY]/ium^
せ〜野菜の酵素ジュース♪経験
て
でスイッチを入れる。
２）くるみは荒く砕いておく。りんごはいちょうに
・じゃこ：20g
昆布・鰹うま味醤油の作り方
・くるみ：大さじ３位
WWWb^w
AF/X
MbK>XI
G
WWWWWWWuOqYX¤=vY
し、そこに薄力粉を入れ、10回パルスで混ぜる。
・薄力粉：90g
J
WWW`^©¤<|
{nS)Qo1hXc9F/Y
混ぜる。
P©¤aCWZWUcWZWfWKWWZW¥¡¤cWZWwaWZW.WaLWZWI
G8R
４）めんつゆショウガのおろし汁を入れ、サンマを入れ焚く。
J
し
４）電子ジャーに残った肉汁を、フライパンに移し、ソースの材料を入れて煮詰める。
材料
僕も早速飲んでみたんですが、
WWWc^©¤)1huXE.uzAF/X
XI G
WWWd^ -?¤lpX4$. xY
の
材料
作り方
２）お米をといで炊飯器に入れ、鮎だし麺つゆ、塩
いです。冬場は約１ヶ月、フリ
WWWWWWWWo%~®FkoY
WWWWWWWuOqYX¤=vY
作り方
３）スイッチが切れたら、サラダ菜ミックスを敷いた大皿に盛り、上にとろけるチーズをタップリ乗せ
WWW`^©¤<|
{nS)Qo1hXc9F/Y
切っておく。
・パセリみじん切り：少々
©¤OqU
glp
Z¨I
G3tv`®¬¯«ZW?}u3tvWbWZW)°²²«ZW:3tvaWZW"[WZW¦]ku!tv`^
・りんご：１個
６）器に盛り、白ごまをかけ、中心に青しそをのせる。
５）炊きあがったら、サンマの中骨をぬき、身をほぐし、
WWWWWWu«®±_
NrmOqY
ま
WWW`^©¤<|
{nS)Qo1hXc9F/Y
・天然醗酵の醤油：300ml
３）②を①に流し入れて、中火、又は弱火でで８〜１０
WWWa^U)°FuX)QoI
GouXW
これがサプリメント？！ってい
・甜菜糖：45g
食
材料
なす素揚げの甘酢ダレ
・ウド：正味120g
１）★を混ぜ合わせ酢味噌を作る。
５）切り分けて各自の皿に移したら、上から④をかける。
WWWc^©¤)1huXE.uzAF/X
XI G
１）材料を全部容器に入れて２週間冷蔵庫で熟成さ
どに使用している方が多いです
WWWd^¨
P
2D £>]¦
ku>
WWWWWWWWo%~®FkoY
WWWWWWWWWW«Z(!tv`WZWª\¢§+7
少々を入れて、２合のメモリまでサーバー水を
WWWWWWW®±_
NrmOqY
P©¤aCWZWUcWZWfWKWWZW¥¡¤cWZWwaWZW.WaLWZWI
G8R
て、ラップをそっと乗せ、チーズがとろけるのを待つ。周りにミニトマトを飾る。
作り方
せ
ショウガ酵素の実の千切り、ミヨウガを加えてさっくり
・ライフエッセンス：30ml
WWWWWWWWo%~®FkoY
今まで、万能機能水やエクスト
・米：２合
・きゅうり：１本
２）わかめは水に浸して戻す。きゅうりは輪切に
・潤朱大さじ２
WWWWWW^;n5lnyYWWW
材
せる。３）食べる寸前に、ボールに①と②のクルミの半量を
WWWb^w
AF/X
MbK>XI
G
WWWWWWu«®±_
NrmOqY
分焼く。（膨らみを見ながら）
材料 ・なす
・ショウガ酵素の実酢漬け（千切り）
まフードプロセッサーで砕くと
・天然醗酵の醤油：300ml
WWWa^U)°FuX)QoI
GouXW
・あつ削鰹節：20g
・発酵ジュース：50g
Z¨I
G3tv`®¬¯«ZW?}u3tvWbWZW)°²²«ZW:3tvaWZW"[WZW¦]ku!tv`^
ん
WWWe^-#l¨lpY
混ぜる。
WWWa^U)°FuX)QoI
GouXW
なす素揚げの甘酢ダレ
J・揚げ油
WWWWWWWuOqYX¤=vY
４）電子ジャーに残った肉汁を、フライパンに移し、ソースの材料を入れて煮詰める。
入れる。
・カットワカメ：4g
し、塩少々（分量外）をふり、しんなりした
てもらえる素直な人でないと、
２）２週間後別の容器に移し、再び醤油、ライフエ
は
１）材料を全部容器に入れて２週間冷蔵庫で熟成さ
・ショウガ酵素ジュース
WWWd^¨
P・米酢
2D
£>]¦
ku>
に混ぜる。生姜は、酵素ジュー
入れ、潤朱、オイル、塩こしょうをいれて手で混
・鮎だし麺つゆ：大２
・オリーブオイル：大２
・ダシ昆布：20g
WWWWWWW®±_
NrmOqY
WWWc^©¤)1huXE.uzAF/X
XI glp
G
が
WWWWWWWWWW«Z(!tv`WZWª\¢§+7
©¤OqU
４）焼き上がったらお皿に取り出し、発酵ジュースと生クリームを混ぜ
６）器に盛り、白ごまをかけ、中心に青しそをのせる。
WWWWWWW®±_
NrmOqY
・ライフエッセンス：30ml
WWW`^©¤<|
{nS)Qo1hXc9F/Y
・鮎だしめんつゆ
ッセンスを入れて、２週間冷蔵庫で熟成させ
★味噌：大２
ら、さっと洗い水気を絞る。
などあったんですが、これなら
︑
・生クリーム：50g
５）切り分けて各自の皿に移したら、上から④をかける。
WWWWWWu«®±_ NrmOqY
WWWWWW^;n5lnyYWWW
３）真ん中に新玉ねぎを入れて、炊飯する。
せる。
むと ガリ 生姜の甘酢漬け
WWWb^w
AF/X
MbK>XI
G
︑ が出
P©¤aCWZWUcWZWfWKWWZW¥¡¤cWZWwaWZW.WaLWZWI
G8R
材料
・なす
・ショウガ酵素の実酢漬け（千切り）
る。（２度まで同じ昆布、鰹節は使える）
WWWb^w
AF/X
MbK>XI
G
ぜてできあがりです。
・バター：３かけ
〜サンマが体に良いわけ〜秋の味覚サンマで健康に！〜
WWWWWWWWo%~®FkoY
★潤未赤酢：大２
３）ウドは皮をむき、短冊に切り、酢水にさら
・塩こしょう：適量
WWWd^¨
P
2D
£>]¦
ku>
金額的にも
円でお手ごろで
J
サ
・あつ削鰹節：20g
て、熱いうちにかける。その上にハチミツを垂らし、出来上がりです。
WWWe^-#l¨lpY
さんまはDHAとEPAが豊富１DHAは脳や神経に良く、EPAは血液に良く、血液をサラ
大根は
沢庵の臭いが、豆類は
全
WWWWWWWuOqYX¤=vY
WWWWWW^;n5lnyYWWW
Z¨I
G3tv`®¬¯«ZW?}u3tvWbWZW)°²²«ZW:3tvaWZW"[WZW¦]ku!tv`^
２）２週間後別の容器に移し、再び醤油、ライフエ
・ハチミツ：大１
４）炊き上がったらバター、パセリのみじん切りを乗せて、コショウ
WWWWWWWuOqYX¤=vY
WWWa^U)°FuX)QoI
GouXW
★醗酵ジュース：大２
し、アク抜きする。
サラにすることはよく知られています。あとは、血圧や中性脂肪を下げたり皮膚の炎
・ショウガ酵素ジュース
・米酢
・揚げ油
高じゃないでしょうか。
ー
WWW`^©¤<|
{nS)Qo1hXc9F/Y
４）器に盛って、のこりのクルミを散らします。
・塩、胡椒：少々
＊Oさん家のみそDEお漬物＊
作り方
い？と、なってしまいますお野
WWWe^-#l¨lpY
昆布・鰹うま味醤油
の使い方
症を和らげたりするとのことです。XI
・ダシ昆布：20g
て
WWWc^©¤)1huXE.uzAF/X
G XI G
材料
WWWWWWWWWW«Z(!tv`WZWª\¢§+7
４）ウド、きゅうり、わかめを皿に盛り、酢味噌
WWWWWWW®±_
NrmOqY
WWWc^©¤)1huXE.uzAF/X
〜サンマが美容に良いわけ〜
・鮎だしめんつゆ
ッセンスを入れて、２週間冷蔵庫で熟成させ
１） 材料は全てサーバー水に漬けて置く。
体感が出ればそこから必ず、何
バ
WWWWWWWWo%~®FkoY
材料
ンの材料が８〜９割で、作って
を振り全体を混ぜたら完成です。
作り方
・お椀にうま味醤油を小２を入れ、酵素ジュース（ある物で良い）小１、ワカメ、さいの目に切った豆腐、ネギ
サンマの血合い部分に含まれるビタミンB２は、皮膚や髪に
の
作り方
WWWWWWu«®±_
NrmOqY
をかけて皿に盛り付け出来上がり。
WWWb^w
AF/X
G
２）なすは乱切りにして、サーバー水でアクをぬき、水気を拭き取り、油で素揚げする。
WWWWWWu«®±_
NrmOqY
潤いを与え、目の疲れにも良いですって！
ー 旧 薬事法 の関係で、何
J
・天然醗酵の醤油：300ml
薬機法
WWWa^U)°FuX)QoI
GouXWMbK>XI
のみじん切りを入れて、上から熱湯をかけると、美味しい即席汁の出来上がり！
る。（２度まで同じ昆布、鰹節は使える）
なす素揚げの甘酢ダレ
秋のサンマは安くておいしい！！ヴィーダフルと共に元気モリモリ
〜サンマが体に良いわけ〜秋の味覚サンマで健康に！〜
〜サンマが体に良いわけ〜秋の味覚サンマで健康に！〜
食 数種
ヨーグルト（無糖）
３）酵素ジュース４：米酢１：めんつゆ２を合わせ、揚げたてのなすを浸す。
WWWd^¨ P
2D £>]¦
ku>ku>
１）材料を全部容器に入れて２週間冷蔵庫で熟成さ
WWWWWWWuOqYX¤=vY
1)ジップロックやボウルに味噌「昔」150g、ヨーグルト
WWWd^¨
P
2D £>]¦
さんまはDHAとEPAが豊富１DHAは脳や神経に良く、EPAは血液に良く、血液をサラ
水
WWW`^©¤<|
{nS)Qo1hXc9F/Y
基礎体温が
度上がれば？？ど
WWWWWWW®±_
NrmOqY
・うま味醤油と酵素ジュースを半々に入れて、ソーメン・うどんのだし汁に。
さんまはDHAとEPAが豊富１DHAは脳や神経に良く、EPAは血液に良く、血液をサラ
４）器に盛り、ショウガ酵素の実の千切りを載せ、残りの甘酢をかける。
橋本さん家のミネラル醗酵ドリンクのかき氷
・ライフエッセンス：30ml
材 せん
サラにすることはよく知られています。あとは、血圧や中性脂肪を下げたり皮膚の炎
材料
WWWWWW^;n5lnyYWWW
WWWc^©¤)1huXE.uzAF/X
XI
G
ヴィーダフルはミネラルの運び屋！です。サンマの栄養素DHA・EPAを必要な所に
：150g
WWWWWW^;n5lnyYWWW
＊桜井さん家の菜の花と塩辛のぺぺそうめん＊
サラにすることはよく知られています。あとは、血圧や中性脂肪を下げたり皮膚の炎
症を和らげたりするとのことです。
＊長谷川さん家のサバ缶とネギの簡単丼＊
に
WWWWWWWWo%~®FkoY
せる。
様々な文献が出ています。とに
WWWb^w
AF/X
MbK>XI
G
作り方
（無糖）150g、甘糀100g、万能機能水50mlを入れ、よくまぜる。
材料
・なす是非、一緒に摂取してくださいね！！
・ショウガ酵素の実酢漬け（千切り）
は 混ぜ
〜サンマが美容に良いわけ〜
作り方 NrmOqY
作り方
WWWe^-#l¨lpY
昆布・鰹うま味醤油
の使い方
運びますので
・あつ削鰹節：20g
症を和らげたりするとのことです。
WWWWWWu«®±_
WWWe^-#l¨lpY
・天然醗酵の醤油：300ml
サンマの血合い部分に含まれるビタミンB２は、皮膚や髪に
WWWa^U)°FuX)QoI
GouXW
WWWWWWWuOqYX¤=vY
万能機能水：50ml
なす素揚げの甘酢ダレ
２）２週間後別の容器に移し、再び醤油、ライフエ
︑ 糖の
１）サーバー水200mlに対し、甜菜糖大さじ3を
〜サンマが美容に良いわけ〜
潤いを与え、目の疲れにも良いですって！
材料 １） 材料は全てサーバー水に漬けて置く。
１）材料を全部容器に入れて２週間冷蔵庫で熟成
・ショウガ酵素ジュース
・米酢 £>]¦
・揚げ油
2)お漬物用のお好みの野菜をよく水気をふいて、調味液に入れ、よくまぜる。
アスパラご飯
WWWd^¨
P
ku>
７ 2D XI
WWWWWWW®±_
NrmOqY
・ダシ昆布：20g
東京月商ミーティングに参
材料 秋のサンマは安くておいしい！！ヴィーダフルと共に元気モリモリ
・お椀にうま味醤油を小２を入れ、酵素ジュース（ある物で良い）小１、ワカメ、さいの目に切った豆腐、ネギ
WWWc^©¤)1huXE.uzAF/X
G
・ライフエッセンス：30ml
サンマの血合い部分に含まれるビタミンB２は、皮膚や髪に
サ
を
入れた水で氷を作る。
・グリーンアスパラ：3~4本
作り方
お好みの野菜：適量
・鮎だしめんつゆ
ッセンスを入れて、２週間冷蔵庫で熟成させ
WWWWWW^;n5lnyYWWW
せる。
２）なすは乱切りにして、サーバー水でアクをぬき、水気を拭き取り、油で素揚げする。
WWWb^w
AF/X
MbK>XI G
（今回はにんじんと長芋とナスときゅうりとパプリカと大根を使用しました。
サーバー水：200ml
潤いを与え、目の疲れにも良いですって！
＊山下さん家のトマト雑炊＊
材料
・なす
・ショウガ酵素の実酢漬け（千切り）
首や肩が痛かったのですが
WWWWWWu«®±_
NrmOqY
ー
少
・油揚：１枚
・しらす：40g
ヴィーダフルはミネラルの運び屋！です。サンマの栄養素DHA・EPAを必要な所に
２）製氷機で氷を削ります。
・あつ削鰹節：20g
のみじん切りを入れて、上から熱湯をかけると、美味しい即席汁の出来上がり！
材料
WWWe^-#l¨lpY
秋のサンマは安くておいしい！！ヴィーダフルと共に元気モリモリ
〜サンマが体に良いわけ〜秋の味覚サンマで健康に！〜
材料
甜菜糖：大さじ3
１）菜の花25g、にんにく1かけをサーバー水
WWWWWWWuOqYX¤=vY
３）酵素ジュース４：米酢１：めんつゆ２を合わせ、揚げたてのなすを浸す。
る。（２度まで同じ昆布、鰹節は使える）
調味料
〜サンマが体に良いわけ〜秋の味覚サンマで健康に！〜
２）２週間後別の容器に移し、再び醤油、ライフ
WWWd^¨
P
2D
£>]¦
ku>
・米：２合
・白ごま：小２
バ
運びますので
是非、一緒に摂取してくださいね！！
・ショウガ酵素ジュース
・米酢
・揚げ油
し
３）削った氷を1/3ほどコップに入れ、ミネラル
チーズやゆで卵もおすすめとのことなので、チーズ2個も入れます。）
さんまはDHAとEPAが豊富１DHAは脳や神経に良く、EPAは血液に良く、血液をサラ
作り方
ミネラル醗酵ドリンク：30ml
・ダシ昆布：20g
さんまはDHAとEPAが豊富１DHAは脳や神経に良く、EPAは血液に良く、血液をサラ
・うま味醤油と酵素ジュースを半々に入れて、ソーメン・うどんのだし汁に。
WWWc^©¤)1huXE.uzAF/X
XI G
作り方
４）器に盛り、ショウガ酵素の実の千切りを載せ、残りの甘酢をかける。
ー
・鮎だし：80cc(100ccの水で解く)
WWWWWW^;n5lnyYWWW
・ご飯：1膳（150g前後）
醗酵ドリンクを10mlかける。
さらに削った
サラにすることはよく知られています。あとは、血圧や中性脂肪を下げたり皮膚の炎
に15分つけ、しっかり水気をきる。
・鮎だしめんつゆ
加
味噌「昔」：150g
ッセンスを入れて、２週間冷蔵庫で熟成させ
サラにすることはよく知られています。あとは、血圧や中性脂肪を下げたり皮膚の炎
７１） アスパラは下の部分を1cm程切り落とし、３等分し、縦に
（今回はキウイを使用）
3) 冷蔵庫で5〜6時間冷やすと浅漬が完成です！
ヴィーダフルはミネラルの運び屋！です。サンマの栄養素DHA・EPAを必要な所に
WWWWWWu«®±_
NrmOqY
吉野葛入一筋縄素麺：1束
・酵素ジュース（あるもの）：大１
症を和らげたりするとのことです。
水
作り方
氷を1/3ほどコップにいれ、■ミネラル醗酵
WWWe^-#l¨lpY
昆布・鰹うま味醤油
の使い方
症を和らげたりするとのことです。
１）
ボウルに汁気を切ったサバ水
え
材料 ・サバ水煮缶：半缶（100g）
ミネラル醗酵ドリンクの実：適量
４つ割りにする。油揚は煮湯をくぐし、油抜きをして3cm程の
る。（２度まで同じ昆布、鰹節は使える）
〜サンマが体に良いわけ〜秋の味覚サンマで健康に！〜
甘糀：100g
２）サーバー水で一筋縄そうめん1束をゆで、茹で汁をきったら、
〜サンマが美容に良いわけ〜
WWWd^¨
P
2D
£>]¦
ku>
に
〜サンマが美容に良いわけ〜
運びますので
是非、一緒に摂取してくださいね！！
ドリンクを10mlかける。
残った氷を入れ、
て
菜の花：25g
１）
材料は全てサーバー水に漬けて置く。
さんまはDHAとEPAが豊富１DHAは脳や神経に良く、EPAは血液に良く、血液をサラ
（今回はキウイを使用）
千切りにする。
サンマの血合い部分に含まれるビタミンB２は、皮膚や髪に
作り方
煮缶半缶、鮎だしめんつゆ大
・お椀にうま味醤油を小２を入れ、酵素ジュース（ある物で良い）小１、ワカメ、さいの目に切った豆腐、ネ
・ご飯：200g（多めの1膳）
サンマの血合い部分に含まれるビタミンB２は、皮膚や髪に
WWWWWW^;n5lnyYWWW
・万能ネギ：大さじ5
■ミネラル醗酵ドリンクを10mlかける。
サラにすることはよく知られています。あとは、血圧や中性脂肪を下げたり皮膚の炎
オリーブオイル大さじ1とよくからめる。
２）鮎だし、酵素ジュースを、一煮いたちさせ、油揚を３〜４分程中
数
潤いを与え、目の疲れにも良いですって！
材料
２）なすは乱切りにして、サーバー水でアクをぬき、水気を拭き取り、油で素揚げする。
潤いを与え、目の疲れにも良いですって！
作り方
いかの塩辛：大1と1/2
WWWe^-#l¨lpY
昆布・鰹うま味醤油
の使い方
症を和らげたりするとのことです。
７
のみじん切りを入れて、上から熱湯をかけると、美味しい即席汁の出来上がり！
秋のサンマは安くておいしい！！ヴィーダフルと共に元気モリモリ
４）酵素ドリンクの実をサイドに盛り付けたら完
１）ご飯
をざるに入れて、サーバー水
さじ1と1/2、ごま油大さじ1、
・ホイルトマト缶：200g(1/2缶)
火で煮る。そこにアスパラを入れて２分程煮る。
を
分
秋のサンマは安くておいしい！！ヴィーダフルと共に元気モリモリ
〜サンマが体に良いわけ〜秋の味覚サンマで健康に！〜
３）酵素ジュース４：米酢１：めんつゆ２を合わせ、揚げたてのなすを浸す。
３）菜の花を4cm前後にカットし、ラップをして、500wのレンジで
・卵黄：1個
〜サンマが美容に良いわけ〜
・グリーンアスパラ：3~4本
１） 材料は全てサーバー水に漬けて置く。
成です。
３）②を別の皿に移し、煮汁としらすを釜に入れて、ご飯を炊く。
さんまはDHAとEPAが豊富１DHAは脳や神経に良く、EPAは血液に良く、血液をサラ
ニンニク：１かけ
少
・お椀にうま味醤油を小２を入れ、酵素ジュース（ある物で良い）小１、ワカメ、さいの目に切った豆
つ
サンマの血合い部分に含まれるビタミンB２は、皮膚や髪に
＊Hさんの身体が喜ぶ、美腸になれる生味噌豆腐チョコ＊
・うま味醤油と酵素ジュースを半々に入れて、ソーメン・うどんのだし汁に。
７
４）器に盛り、ショウガ酵素の実の千切りを載せ、残りの甘酢をかける。
かつおぶし1袋、マヨネーズ大
・卵：2個
で洗う。
サラにすることはよく知られています。あとは、血圧や中性脂肪を下げたり皮膚の炎
２）なすは乱切りにして、サーバー水でアクをぬき、水気を拭き取り、油で素揚げする。
４）炊きあがったご飯に②の材料を入れて素早くかく混ぜ、茶碗に盛
1分加熱。
調味料 ・油揚：１枚
潤いを与え、目の疲れにも良いですって！
・しらす：40g
ヴィーダフルはミネラルの運び屋！です。サンマの栄養素DHA・EPAを必要な所に
し
け
ヴィーダフルはミネラルの運び屋！です。サンマの栄養素DHA・EPAを必要な所に
のみじん切りを入れて、上から熱湯をかけると、美味しい即席汁の出来上がり！
味料
症を和らげたりするとのことです。
秋のサンマは安くておいしい！！ヴィーダフルと共に元気モリモリ
〜サンマが体に良いわけ〜秋の味覚サンマで健康に！〜
り上げたら、上から胡麻をちらす。
作り方
３）酵素ジュース４：米酢１：めんつゆ２を合わせ、揚げたてのなすを浸す。
・ほうれん草：２株
２）ほうれん草
株をサーバー水に 分つけ、水気をよく切り、 て程
さじ1を入れて、よく混ぜる。
加
〜サンマが美容に良いわけ〜
・米：２合
・白ごま：小２
４）にんにくをみじん切りにし、冷たいフライパンに、オリーブオイ
運びますので
是非、一緒に摂取してくださいね！！
・鮎だしめんつゆ：大さじ1と1/2
さんまはDHAとEPAが豊富１DHAは脳や神経に良く、EPAは血液に良く、血液をサラ
運びますので
是非、一緒に摂取してくださいね！！
６ 作り方
・うま味醤油と酵素ジュースを半々に入れて、ソーメン・うどんのだし汁に。
４）器に盛り、ショウガ酵素の実の千切りを載せ、残りの甘酢をかける。
オリーブオイル：大1と1/2
サンマの血合い部分に含まれるビタミンB２は、皮膚や髪に
え
１）お湯で温めた絹ごし豆腐75gを、軽く水気を切ったら、フード
サラにすることはよく知られています。あとは、血圧や中性脂肪を下げたり皮膚の炎
使
・粉チーズ：大さじ2
２）器にご飯1膳を盛り、サバ缶をかけたら、卵ポケッ
度に切る。卵はサーバー吸いに１５分つける。
・鮎だし：80cc(100ccの水で解く)
ヴィーダフルはミネラルの運び屋！です。サンマの栄養素DHA・EPAを必要な所に
ル大さじ1と1/2を入れ、弱火で香りがたつまで炒める。
・ごま油：大さじ1
潤いを与え、目の疲れにも良いですって！
材料
症を和らげたりするとのことです。
て
う
７１） アスパラは下の部分を1cm程切り落とし、３等分し、縦に
牛乳：大1/2
７
プレセッサーに入れる。
秋のサンマは安くておいしい！！ヴィーダフルと共に元気モリモリ
〜サンマが美容に良いわけ〜
7 是非、一緒に摂取してくださいね！！
・サーバー水：200ml
３）鍋に、軽くつぶしたホールトマト缶
、サーバー水
、ミネ
トを作り、卵黄をのせ、ネギをちらしたら完成です。
・酵素ジュース（あるもの）：大１
運びますので
数
材料
５）白ワイン大さじ1.と1/2と菜の花を入れ、かるく炒めたら、牛乳大
・グリーンアスパラ：3~4本
の
・かつおぶし：1袋（2.5g）
サンマの血合い部分に含まれるビタミンB２は、皮膚や髪に
４つ割りにする。油揚は煮湯をくぐし、油抜きをして3cm程の
白ワイン：大さじ1と1/2
２）湯煎して温めたココナッツオイル
75ccをフードプロセッサー
分
潤いを与え、目の疲れにも良いですって！
材料
調味料
が
ラル醗酵ドリンク大さじ 、チキンコンソメ
個、塩ひとつまみを
絹ごし豆腐：75g
・油揚：１枚
・しらす：40g
さじ1と1/2、柚子胡椒、いかの塩辛大さじ1と1/2を入れて、よく
ヴィーダフルはミネラルの運び屋！です。サンマの栄養素DHA・EPAを必要な所に
・マヨネーズ：大さじ1
７
秋のサンマは安くておいしい！！ヴィーダフルと共に元気モリモリ
つ
千切りにする。
柚子胡椒：パチンコ玉1個分
基
に入れる。
・グリーンアスパラ：3~4本
・ミネラル醗酵ドリンク：大1/2
調味料 ・米：２合
入れて、火をかけて沸騰させる。
・白ごま：小２
け
運びますので
是非、一緒に摂取してくださいね！！
まぜたら、そうめんを入れて、しっかりまぜる。
本
２）鮎だし、酵素ジュースを、一煮いたちさせ、油揚を３〜４分程中
作り方
オリーブオイル：大1
３）味噌「昔」大さじ1/2、ココアパウダー25g、ミネラル醗酵ド
・油揚：１枚
・しらす：40g
ヴィーダフルはミネラルの運び屋！です。サンマの栄養素DHA・EPAを必要な所に
て
（今回はトマトを使用）
ミネラル醗酵ドリンク：大1と1/2
・鮎だし：80cc(100ccの水で解く)
で
４）沸騰したら、ご飯とほうれん草をいれ、火が通ったら、溶き卵を加
６）器にもってブラックペッパーをかけたら完成です。
火で煮る。そこにアスパラを入れて２分程煮る。
使
７
リンク大さじ1と1/2を入れ、フードプロセッサーをまわし、
１） アスパラは下の部分を1cm程切り落とし、３等分し、縦に
ブラックペーパー：適量
・米：２合
・白ごま：小２
運びますので
是非、一緒に摂取してくださいね！！
す
・チキンコンソメ：２個
・酵素ジュース（あるもの）：大１
（今回はキウイを使用）
えて火を消す。 ３）②を別の皿に移し、煮汁としらすを釜に入れて、ご飯を炊く。
作り方
う
︒
４つ割りにする。油揚は煮湯をくぐし、油抜きをして3cm程
・鮎だし：80cc(100ccの水で解く)
ウェーブが出るまで混ぜる。
７
の
・塩：ひとつまみ
味噌「昔」：大さじ1/2
７
＊佐々木さん家のチーズヨーグルトースト＊
１） アスパラは下の部分を1cm程切り落とし、３等分し
５） 分程度放置して卵が軽く固まったら、器にもって、粉チーズ大さ
４）炊きあがったご飯に②の材料を入れて素早くかく混ぜ、茶碗に盛
・酵素ジュース（あるもの）：大１
千切りにする。
が
４）タッパーやシリコンなどの容器に入れ、冷蔵庫で冷やし固め
・ブラックペー：適量
ココナッツオイル：75cc
４つ割りにする。油揚は煮湯をくぐし、油抜きをして
じ とブラックペッパーをふったら完成です。
り上げたら、上から胡麻をちらす。
基
２）鮎だし、酵素ジュースを、一煮いたちさせ、油揚を３〜４分
る。
千切りにする。
本
ココアパウダー：25g
６
作り方
火で煮る。そこにアスパラを入れて２分程煮る。
５）固まったら、型から取り出し、食べやすい大きさに切ったら、
で
２）鮎だし、酵素ジュースを、一煮いたちさせ、油揚を３
塩：少々
材料
す
１）
食パン1枚にミネラル醗酵ドリンク大
３）②を別の皿に移し、煮汁としらすを釜に入れて、ご飯を炊く
分量外のココアパウダーをかけて完成です。
火で煮る。そこにアスパラを入れて２分程煮る。
７
︒
・食パン：1枚（4〜6枚切り） ４）炊きあがったご飯に②の材料を入れて素早くかく混ぜ、茶碗
さじ1と1/2を塗る。
7
３）②を別の皿に移し、煮汁としらすを釜に入れて、ご飯
７
・プレーンヨーグルト：180g
り上げたら、上から胡麻をちらす。
プレーンヨーグルト180gの汁気を軽く切っ
４）炊きあがったご飯に②の材料を入れて素早くかく混ぜ
・とろけるチーズ：1枚
６
て、食パンの上にまんべんなく乗せ、とろ
り上げたら、上から胡麻をちらす。

楽しい結心クッキング
電子ジャーで作る

秋だ！さんまを食べよう！！

楽しい結心クッキング
ミネラル活用
お料理教室
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昆布・鰹うま味醤油の作り方

昆布・鰹うま味醤油の作り方

昆布・鰹うま味醤油の作り方
LE

LE

アスパラご飯

アスパラご飯
アスパラご飯

調味料

ミネラル醗酵ドリンク：大さじ1と1/2
（今回はオレンジを使用）

６
けるチーズ1枚を乗せたら、トースターで

7
チーズにしっかり焦げ目がつくまで焼く。
7

焼き上がったら完成です。

７

＊稲葉EX様からラインで頂いた心に響く名言＊
＊稲葉EX様からラインで頂いた心に響く名言＊

＊稲葉WEX様からラインで頂いた心に響く名言＊

＊稲葉WEX様からラインで頂いた心に響く名言＊
＊稲葉WEX様から皆様へのメッセージ＊
皆さま

どこの山も、頂上は一つしかない。しかし、登山口はい
くつもある。困難に遭遇するたびに、「やはりこの登山
どこの山も、頂上は一つしかない。しかし、登山口はい
口はだめだ。別の所に行こう」と登山口を変えていた
くつもある。困難に遭遇するたびに、「やはりこの登山
ら、いつまで経っても、頂上には近付けない。
口はだめだ。別の所に行こう」と登山口を変えていた
事の成否を決めるのは、方法論ではない。信じて継続で
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マンジェリコンを入れた酵素ジュースは、３ヶ月経って、アルコール
お子さんや、血糖値が気になる方は「マンジェリコン」を活用して
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ミネラルが様々なとこで活躍してますね✨
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