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🍃地球♪ミネラル♫に感謝🍃 
　　　　　　　　エコ通信 《地球に自然を人々に愛と健康を》

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
だけではないと思います。

お陰様で、稲葉EX様から、多くの情報をいただきます。
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、
此の様な通信形式に纏めてみました。
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。
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。

☆地球♪“ミネラル”♪に感謝☆

　　　　　　　　　　　　通信

皆様こんにちは！
近くの部落の公園は、秋本番の新潟です！

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
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
験会〉を開催いたしました！
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
ヤ♪…楽しんで頂きました！！

ミネラル入り酵素ジュース
                         体験会

体によ
さそう

ね～！
！！！

酵素ジュースって、
何、やるっていう
のよ～１

酵素のまめ知識だよ～！
質問ですよ？
酵素ジュースを一番効果的に飲
むにはどの時間帯がいいかな？
①朝　　②昼　　③夜
④何時でも良い
答えは？　③でした！
なぜでしょうか？

*作りたい果物を1kg持参*

 なんと！
参加者には
 取扱商品
１０％OF

日時：１０月２０日（火）

　　　１２：００～お食事会

　　　１３：３０～酵素ジュース体験会

会場：めぐみ美容室　札幌市西区琴似２条５－４－１７

　　　　TEL 011-612-2128

材料費：1,000円税込み   （酵素ジュース材料費込み）

ミネラル入り酵素ジュース
                         体験会

体によ
さそう

ね～！
！！！

酵素ジュースって、
何、やるっていう
のよ～１

酵素のまめ知識だよ～！
質問ですよ？
酵素ジュースを一番効果的に飲
むにはどの時間帯がいいかな？
①朝　　②昼　　③夜
④何時でも良い
答えは？　③でした！
なぜでしょうか？

*作りたい果物を1kg持参*

 なんと！
参加者には
 取扱商品
１０％OF

日時：１０月２０日（火）

　　　１２：００～お食事会

　　　１３：３０～酵素ジュース体験会

会場：めぐみ美容室　札幌市西区琴似２条５－４－１７

　　　　TEL 011-612-2128

材料費：1,000円税込み   （酵素ジュース材料費込み）

〒950-1455
新潟市南区新飯田2715-3
鳥辺雪枝　　　発行

松本圭一WEX様　通称まっちゃん～から頂いた資料です！！
今回も、ミネラルの重要性です！
今、なぜ？エコウオーターが必要かを整理し、理解を深めましょう！！
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残暑お見舞い申し上げます。 
ECOウォーターを愛用する、もしくはまだ愛用されていない方々に！ 
もうすぐ本格的な秋ですね！ 
この機会に、なぜ我々はECOウォーターを伝え続けるのか？を整理してみました‼  

昨今のコロナ大爆発の中で非常に重要なことなので、ご一読いただけると嬉しいです😃  

ミネラル 
生命活動に必要不可欠な微量栄養素ミネラル。 

植物でさえも、自ら作り出すことはできない。 
したがって、土壌にミネラルが含まれていなければ、植物は枯れてしまう。人間も同様である。 
しかし、現代人はミネラル不足に陥っている。 
土壌に含まれるミネラルが少ないため、野菜や果物に含まれるミネラルは、一昔前と比べると半分以下のものも
あると言われている。 
世界的にも、土壌のミネラルは60年前よりも10%～40%も減少している。 
大気汚染を減らす努力は、されているが、失われた土壌のミネラルを取り戻すための努力はされていない。 
地球が再び氷河期を迎えるしか、土壌のミネラルを取り戻すことはできないとさえ言われているのに。 

そして、精製、加工された食品からもミネラルが失われてしまっている。 
また、添加物を知らず知らずのうちに摂取している私たちは、添加物を排泄するために、身体にあるミネラルが総
動員される。 
手軽な加工食品に頼りがちな人、清涼飲料水やコーヒー、お酒をよく飲む人、ダイエットで偏った食事をしている
人は、特にミネラル不足に注意が必要である。 
採れたてのオーガニック野菜やフルーツをたっぷり食べ、外食はまったくしないという人以外は、ミネラル不足に
なっている。 
カルシウム、マグネシウム、ナトリウム、カリウムが代表的だが、必須ミネラルと呼ばれるものは、16種類もあ
る。 

そして、ガン患者を調査すると、マグネシウムやカリウムが身体に少ないという統計も存在する。 
マグネシウム不足は、偏頭痛の原因であったり、筋肉の痙攣を起こす。 
カリウムの摂取は、取り過ぎたナトリウムを身体から排泄してくれる。 
高血圧の方は、塩分の摂取を控えようと叫ばれているが、じつはナトリウム不足も身体に、問題を起こす。 
減塩食品が、世の中に溢れているけれど、塩を減らすことで、食品の保存期間が短くなる。そのために使われる
添加物にも注意だ。 
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天然の塩には、マグネシウムやカリウム、カルシウムが豊富に含まれている。 
問題なのは、塩分の取りすぎではなく、カリウムとナトリウムのバランスなのだ。 
ナトリウム単体で摂ることが問題なのだ。 

もし、サプリメントで摂取しようとされる方には、気を付けていただきたいことがある。 
一つは、鉱物由来や疎水性のミネラルは吸収しにくいということ。実際の吸収率は、5%～8%くらいともいわれ
る。植物系ミネラルを選択してほしい。 

ビタミン同様、チームワークで働くという点にも注意が必要だ。 
カルシウムは、マグネシウムとともに摂取することで、効率良く働く。 

ビタミンDもカルシウムの吸収には必要なビタミンだ。 
また、カルシウムばかり単体で摂取すると、骨は折れやすくなってしまう。 
柔軟性を保つためには、たんぱく質すなわちプロテインが必要だ。 
自然界は、バランスの上に成り立っている。単体では存在しないのだ。 

口にいれるものは、自然に近いものを選択してほしい！ 
そこには、ビタミンやミネラルだけでなくファイトケミカルも豊富に含まれるのだから。 
そして、ファイトケミカルが含まれる栄養が濃縮されたサプリメントであれば、皮ごとまるごとのはずなので、
オーガニックにこだわるべきである。 

同じ病気に罹ったのに、何故、病気と一生付き合う方と、病気から解放されて健康を取り戻す方がいるのか？ 
それは情報を持っているか、いないかの差だと感じます 
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【体験談をいただきました】 
はじめまして～😃 昨年２月に娘から、使って飲んでみて!と 
ミネラル水一式を自宅に! 
今まで、水道水が美味しくないと買っていました。 
サプリメントもいろいろ飲んでいたので! 
娘ががサプリメントを止めこれを飲むといって!毎日麦茶に

し、スーパ-万能も作り毎日飲んでシミが薄くなりつつあります。 
娘もやっと置き場が出来、買って麦茶を毎日作り家族で飲んでいます。 
アトピーが酷くサメ肌だった次男の孫掻きむしりも酷くしかし、その麦茶を飲んで～いつからか、掻きむしりも
なくなってきてサメ肌も綺麗に😍 娘も手が一年中あかぎれだらけだった😥 なんと今綺麗なったんです!😁  

私はあまり変化ありませんが、効く人には早く聞くんですね🤭 本当に嬉しくなりました! 
これからも、飲み続けるつもりです!みなさんも、元気、綺麗に～

【干し芋と、焼き芋の作り方】 
こんにちは(^^)サツマイモが美味しい季節になりましたね。 
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。 
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
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）
これが絶品な、ねっとりした甘い焼き芋味になります。 
そのまま食べても美味しい ご飯が周

りに沢山付きますが クッキングシートに包むといいかも？ 

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 （皮が固
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 
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  
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
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
バー水1ℓ＋LE5㎖）に5～10分ほど浸けて下さいね
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お役立ち情報！

体験談！

Q &Aコーナー

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

になる季節(風邪) 
ECO WATERミネラルの『分析DATA集』に殺菌試験の
新しい項目が増えるそうです 

インフルエンザウィルス のDATAが取れたそうです

除菌スプレーシュッシュ を生活の中で活用して

みてください  

手にもシュッ  マスクにもシュッ  気になる所にシュッ  私は、喉が変だなーと思ったら、喉にシュッ してい

ます 　　　　【除菌スプレー】作り方     LE20cc サーバー水80cc 

エクストラ水うまくサロン活用できてますか？ 
・強い還元　・炎症を沈める。　パワーがすごいです。 
うちの次女は、アレルギー体質？ 
ぽくて寝てるときに身体はお布団で暖まるけど、布団からでている顔と手は、外気にあたり冷えるので朝起きる
と、顔と手が赤く蕁麻疹っぽくなります。 
特にこの季節　寒暖の差が激しいときは、少しでやすくてエクストラをしみこませたティッシュをラップでODT 
5分ほどでラップはずすと赤みやかゆみが落ち着きます。 
エステのサロンケアでも＊ニキビ肌には、機能水！ 

お肌の薄い人や赤みのあるかたには、エクストラ水！ 

ピーリングのあとにもエクストラ水すごくよいです  
花粉症のにもエクストラ水ほんとにほんとにおすすめです！ 
鼻が、つまってる時にシュッシュッしてみてください 鼻が通りますよーーー わたしの手と赤みの比較してみ
てくたさい↑ 

【体験談をいただきました】 

私も、体験談シェアさせてください😊  
先日、夫が、仕事中に怪我をして、［右示指未節骨開放骨折］で、30日間安静加療😱 と診断されました😭 😭
😭 が、 
おーい❗ シュツシュくれ❗ ❗ 血🩸 が、止まるし、傷口が塞がるなぁ❗ ❗ と、翌日から仕事に行っております
✌ 素敵❣  
夫❓ ミネラル💖  

Q  上記のことでご主人がシュッシュって言って使ったのはなんですか⁉ 教えて下さい🙏  
A  シュツシユは、万能機能水です😊   いつもは、シュツシユを余り信用していなかった夫なのですが、もう少し 
　　で、指先が、堕ちるほどの怪我だったので、必死だったんですね❗ ❗  
　　孫の、保育園からの水虫事件の際も、シュツシユで解決しました❣  
Q  ありがとうございます🙇 エコやっぱり凄いですね😊 これからも体験談楽しみにしています❤ ❤  
    万能機能水の作り方割合等々教えたら尚親切かと思います 
A  万能機能水=サーバー水470㎖＋LE30ml 消臭=サーバー水90㎖＋LE10㎖   
    除菌=サーバー水80㎖＋LE20㎖です(bow) 
　サーバーが届いた際に作り方のわかりやすいパウチが入っていますので、そちらもご確認いただければと思い 
　ます😉  
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【ミネラルのある暮らし🍀 】 

✨ ミネラルの還元力✨  
還元力…『酸化しにくい』ということです。 
人間も動物も歳をとることは、 
『酸化する、サビる』こと。 
その逆のチカラ=✨ 還元力✨ のあるミネラル
を、暮らしの中でたっぷり使うことは、オスス
メです❣ 👍  
ミネラルのある暮らしで、家族みんなの体の60
兆個の細胞の水を、ミネラル水にしてあげてく
ださい😊 もちろんペットちゃんたちも🐕 🐈

🦜 🐝 💗 お花も💐 🌼  
写真はいろいろなグループ様からいただいてい
ます。

フィルターは優しく洗っていらっしゃいますか？フィルターは真っ白には戻らないです。 
赤ちゃんの頭を、なでなでする強さ。又は、洗顔をするくらいの強さ。そんなイメージで優
しく洗って下さいね。 
1年以内に穴が空いてしまう方はこすり過ぎの可能性が大！です！ 
よく、フィルターは何日に一回洗いますか？と質問をいただきますが、水の汚れ方によって
フィルターを洗う頻度が違います。 
2～3日に1回という方が多いでしょうか？ 
毎日洗う方もいらっしゃるし、浄水器を使っている方なんかは一週間に1回という方も。 
こまめに優しく洗う方が、汚れがスルリと落ちてフィルターが長持ちするとも言われています。 
洗うスポンジ🧽 も、付属の物でなくても大丈夫です。洗いやすい物を買ってください。 
薄くなりすぎたフィルターでは、濾過能力が落ちてしまいます。 
セラミックフィルターは1430円で購入できますので1年以内に小さくなる。または、穴が開く方は予備をお持
ちください(ういんく) 
ほとんどの方は1年もちますが、臨機応変にご自身の洗う頻度や力強さに合わせてフィルターを交換して下さい
ね。 
私の知り合いは、4ヶ月に1回交換されています（理由は洗いたいから） 
¥知れば知るほどに、ミネラルが手放せない(えへへ)って皆さんから嬉しいお言葉をいただきます。ぜひ、これ
からもミネラルのある暮らしを楽しんで下さい😁 風等

他グループ様より😉  

【災害時にこそECO WATER】何が起こるか分からない時代😲  
災害では『飲料水』が最も重要になります備蓄も必須ですが、エコウォーターのサーバーとLE(ライフエッセン

ス)があれば❣  

✨ ✨ 川の水、雨水、お風呂の水を飲料水にできます✨ ✨  
家族のために、近所の人のためにLE(ライフエッセンス)の予備もしておくのもオススメです 
上フィルターも、濾過すると汚れるので予備が必要です　　濾過した飲料水を溜めるバケツ
かタンクも必要です 

今も大雨が続いていますので、注意してくださいね⚠ ☔



ミネラルが無いと、あらゆる栄養素が適正に働かない‼️
体内に蓄積された、ケミカル物質を廃毒出来ない‼ ️
水道水は、地産地消で体に最もフィットする、其れをミネラルの析出によって、より効果
的な水にする事でミネラルの効果が更に生きる‼ ️

「私たちの身体は、自分が食べたもの、飲んだもの以外からは、何ひと
つ作られません」
■病気の基本原因
「栄養過剰時代の栄養失調」
・高カロリー・高脂肪食品（肉、乳製品、卵など）の摂りすぎる。
・精製されない穀物、野菜、果物などに含まれるビタミン、ミネラル、
　食物繊維、酵素などの不足からくる。
■解決の方針
・病気を治す基本は薬ではなく、身体のもっている本来の修復能力である。
・それを高めるのに最も大切なものは、食べ物に含まれている栄養素である。
・人間の身体は、それを構成している一つひとつの細胞が正常なバランスをとっていれば病気に
　ならない。
・また、細胞を正常に働けるようにしてやれば病気は治る。
■健康の基本

自分の健康は自分で守る「セルフ
メディケーション」
・高カロリー・高脂肪食品を減
　らす
・ビタミン、ミネラル、食物繊
　維、酵素の摂取量を増やす。
　特にミネラルは栄養の世界の
　シンデレラ、主役です。優先
　順位の第一に摂ることををお
　すすめします。
『地球からの贈り物・奇跡の植
物ミネラル』　冊子（Ａ５サイ
ズ）
定価：５００円＋税　３５P
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今一度！ミネラルのこと　もっと知ろうよ！

ミネラルで予防！
口に入ったモノだけが私たちの身体を創っています。

①毒物に負けない身体を作る　 免疫力を上げる！
②毒物を確実に排出する 新陳代謝を正常に！

・世界一食品添加物を毎日食べて飲んでいる日本人！
・世界一農薬まみれの米と野菜を食べている日本人！
・世界一抗生物質やその他の薬を飲んでいる日本人！（世界の２ の人口の日本人が世界の４０
の薬を飲んでいて薬害が酷い
・世界一最悪な化学薬品を使って作られている生理用品が経皮吸収されて子宮の病気を増やしてい
る日本人女性！
・世界一大量の化学物質を生活の中で呼吸から、体内に蓄積されている日本人！
・世界一大量の白砂糖を食べて、全身の筋肉の動きを止めてリンパの流れを止めている日本人！

上記の有害物質が体内の脂肪や肝臓・腎臓に蓄積されて、更に日本人の全員が厚生労働省やお医者
さんの指導による【減塩運動】の徹底から、体内に蓄積された有害物質・老廃物を【解毒・排泄・
排毒・デトックス】するためのリンパの流れを【減塩するから止めている】日本人！

リンパの流れを良くして、有害物質・老廃物をデトックスする方法は、
①一番は体温アップして汗で出すこと！（特に重金属を出すこと
②野菜・海藻・豆類などの食べ物で食物繊維を大量に摂取すること！（１日４回摂取すること
③有害物質は脂肪に蓄積されているので、脂肪を溶かす水や脂肪を溶かす酵素が大量に必要です！
（酵素はミネラルがなければ動かない 　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｂｙ：山本敏幸

生体ミネラルの水を、化学調味料などを溶かした水に入れると、あっという間にキレート反応
金属系の悪い物質を挟み込んで取り込み、分離することをいいます。 をおこして、透明に見えて
いた水がどす黒い物質を含んだ水と透明な水に分離します。

そのように、生体ミネラルは摂取をすることで私たちの身体に入った毒物をキレート
化して排出してくれる作用もあるのです。

　「私たちの体には、７２種類以上のミネラルが必要である。
　　　どんな病気も、すべて例外なくミネラル不足に帰する」　
　　　　　ライナス・ポーリング博士（ ）

４
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QRコードより簡単アクセス！

インターネットより発注の場合

代金引換手数料が無料！
※パスワードがご不明な方はログインボタンの下にある「パスワードを忘れた方はこちら」から再発行が可能です。
　うまく操作できない場合はinfo@bcew.jpまでご連絡ください。※24時間受付可能

からのお知らせからのお知らせからのお知らせ

商品・販促品・ポタポタクラブサービス品などのご注文は i info@bcew.jp

パソコン

第11回ラリー開催

   
2021.9.14（火）

開場 11：30　開演 12：30　終了予定 18：00

2021年9月

0570-041032
よ い お み ず

ミネラルの
サイズ変更が
いちいち
  手間だね…

パソコンパソコン FAXFAX スマホスマホ LELE

コース変更ナビダイヤル稼働中！コース変更ナビダイヤル稼働中！
面倒な作業が
手軽に変更できる
専用ナビダイヤルが
出来たんじゃ！
詳細は別紙参照

9月キャンペーン開催
10万円旅行
チケット獲得
キャンペーン

新規代理店登録の方に
サンプルセット（デイリー）
1セットプレゼント

得々
パック
プラスワン

③②①
※詳しくは別紙参照

※別紙参照

Club Eco WaterClub Eco WaterClub Eco Water

業務連絡

計量カップ
350円（税込）

・ビジネスインフォ
 メーションキットの
内容が一新
されました！販促品価格改定あり

・ポタポタクラブイン
 フォメーションキット新発売
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からのお知らせからのお知らせからのお知らせ

商品・販促品・ポタポタクラブサービス品などのご注文は i info@bcew.jp
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面倒な作業が
手軽に変更できる
専用ナビダイヤルが
出来たんじゃ！
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計量カップ
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・ビジネスインフォ
 メーションキットの
内容が一新
されました！販促品価格改定あり

・ポタポタクラブイン
 フォメーションキット新発売

初

◆第11回ラリー「SMILE　ON　SMILE　～いつでも笑
みを～」にご来場いただく皆様へ◆
来る9月14日（火）に開催されるラリーにご来場の皆様
へCEWからお願いがあります。
開催にあたり万全の感染予防を実施致しますが、皆様に
おいても次の注意事項を遵守して頂き安全で安心なラ
リーを開催できるようご協力宜しくお願い致します。
尚、大阪府の危機管理室に事前申請しており許可を戴い
ております。
※開催時の注意事項※
◆入場時の検温と除菌◆速やかな入退場
◆受付時から会場内、ロビー内においてマスクの着用◆
大声での会話◆会場内の食事
◆ソーシャルディスタンスの確保
CLUBECO　WATER株式会社　代表取締役　島田　聡
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①酵素レシピ見て使った、野菜の酵素は、何日ぐらい待てばいいのですか？
野菜オススメは 玉ねぎ！ゴボウ！生姜！フルーツと同じように作ってください！泡はあまり出てこないです。

～ 週間くらいでトロッとしてきます♪その頃が飲み頃です。飲み というか、お料理に展開できます。
玉ねぎの実は サラダにのせたり、ポテトサラダに混ぜ込んだり、魚の南蛮漬けにのせたり 人参千切りと一緒に
生姜は お湯で割ると 手作りジンジャーエール♪ 酵素はいなくなるけど 生姜の実は お稲荷さんの中の酢飯
に細かく刻んで混ぜたりお肉の生姜焼きのとき、混ぜたり いろんな料理に応用可能です。お試しくださいま
せ～野菜の酵素ジュース♪経験からですが、フルーツと同じ感覚で作れます。発酵中の発酵感、泡立ちなどは弱

いです。冬場は約１ヶ月、フリフリ！２ヶ月くらいフリフリ でも ジュース シロップ は、ドレッシングな

どに使用している方が多いですね 酵素ジュースを作った後の「実」は、様々なお料理に使えます。実を、そのま

まフードプロセッサーで砕くとジャムになります 非加熱 荒く砕いて、ドレッシングや、タルタルソースなど
に混ぜる。生姜は、酵素ジュースを作る時に、薄くスライスして仕込むと、ジュースを抜いた後、米酢に漬け込

むとガリ 生姜の甘酢漬け が出来ます。トマト の実は、煮込み料理に、セロリの実は、そのままオツマミに、
大根は 沢庵の臭いが、豆類は、一晩サーバー水に漬けてから、水分を含ませて仕込むと、出来ますが美味し
い？と、なってしまいますお野菜、フルーツとも、多種類より、一種類がオススメです。混ぜるとしても、メイ
ンの材料が８～９割で、作ってみてください

数種類を混ぜると、発酵速度の違いや、味がボヤけるなど、あまりメリットを感じま
せん。なお、トリラボ 森田顧問の会社 で購入できる。【マンジェリコン】を、１割

混ぜると、糖を分解しやすい酵素ジュースが出来上がります。 マンジェリコンは、

糖の分解が速いので、酵素ジュース作りの甜菜糖の溶け方も速いですよ。

Kアドバイス…私ならスーパー機能水にボディローションを塗りま
す。
Kアドバイス…スーパー機能水に10ccのミネラルを追加して濃いめの

機能水もありますね。
S…私は疑い自分の足の湿疹を、病院で貰ったクスリは止めて、約１ヶ月万能水スプレーをかけてみた
ら、今掻く事もないぐらい、良くなれましたよ（baffled）
ミネラル直接塗ると、チョッとしみるので、万能機能水が良いと思いますが…
万能水と、保湿クリームセットが、良いかと思いますが…
孫っちもよくなりましたよ！写メ送りましょうか？

体験談
質問コーナー

S質問です。
我が家のチビちゃんの背中の湿疹がなおりません。
ライフエッセンスをそのままつけるのがいいですか？
スーパー機能水ですか？
病院に連れて行く前に治ったらなぁと思います。

６

３

そーいえば、昨日の夜に魚の目とれましたー えへへ

小さいけど長年あったやつがポロって取れてきてびっくり
月に子供と一緒に塗ってて、めんどくて数回しか塗ってなかった
のですが、とれましたー

子供の足も見てみたらきれいさっぱりなくなってました 笑
いつのまにー にやり

東京月商ミーティングに参加して、稲葉さんからマルチ・プラスを15cc飲ませて頂きました。朝から
首や肩が痛かったのですが、気がついたら全然痛みがありませんでした。凄いです.

㈱からサプリメント マルチプ
ラス が発売開始になりました！！
梶本代表が、いつかは究極のサプリメントも出し
たいとおっしゃってました。
製造から販売まで 年間の時を経て、満を持しての
リリースです！！
鳥取大学の 人の先生方の研究の末、 つの特許を
取得し、臨床に臨床を重ねた究極のサプリメン
ト！！
製法特許の中に、主成分である
にんにくや、ニラ等の臭いのきついものを完全に
無味無臭にする技術があります。
何種類もの栄養価の高い原材料を熟成、発酵させた後に無味無臭にするので、まったく癖がなく、誰でも必ず飲めるサプ
リメントです。
マルチ 多種多様 に栄養補給がテーマで、当然ながらネラル水がベースにビタミン 抗酸化栄養素 ・高濃度イオン化カルシ
ウム・熟成発酵エキスといったものが同時に補うことができます！
僕も早速飲んでみたんですが、本当に無味無臭！！
これがサプリメント？！っていうくらいに飲みやすい。というよりただの水。くらいです 笑
今まで、万能機能水やエクストラ水を身内や友達にプレゼントしたり飲んでもらおうと思っても、しっかりと説明を聞い
てもらえる素直な人でないと、ちゃんと飲んでもらえない。怪しいと言われる。ミネラルがすっぱくて続かない。
などあったんですが、これなら！！先入観無しにしっかり試してもらえる商品と思いました。
金額的にも 円でお手ごろで高級感があって、本当に身体のためにまず飲んでもらう、試してもらう入り口としては最
高じゃないでしょうか。
体感が出ればそこから必ず、何なの？！これ。となるはずです。
薬機法 旧薬事法 の関係で、何に良い。とかは全く謳えないですが、基礎体温が上がりやすくなります。
基礎体温が 度上がれば？？どうなるかは皆さん大体ご存知ですよね？
様々な文献が出ています。とにかく！！まずはご自身で飲んでみましょう！！

作り方
１） アスパラは下の部分を1cm程切り落とし、３等分し、縦に
　　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
　　千切りにする。
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
　　火で煮る。そこにアスパラを入れて２分程煮る。
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。
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
　　り上げたら、上から胡麻をちらす。

昆布・鰹うま味醤油の作り方

アスパラご飯

材料
・合挽肉：１kg　　・タマネギ(みじん切り)：１コ分(200g)
・にんじん（すりおろし）：120g　　・にんにく(すりおろし)：4かけ分
・卵：2コ　　・パン粉：カップ１　　・牛乳：大８　　しょうゆ：大２
・黒こしょう(粗挽き)：小２　　・塩、ナツメッグ：各小１
・とろけるチース：30g　　・サラダ菜ミックス＋ミニトマト：適量　
＊ソース
・赤ワイン：カップ１　　・ケチャップ：大９　　・トンカツソース：大４
・醤油：小２　　・酵素ジュース(ニンニク)：大３　　

　

作り方
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。
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」
　　でスイッチを入れる。
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
　　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。
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。
５）切り分けて各自の皿に移したら、上から④をかける。

材料
・グリーンアスパラ：3~4本　　
・油揚：１枚　　・しらす：40g
・米：２合　　・白ごま：小２　　
・鮎だし：80cc(100ccの水で解く)　　
・酵素ジュース（あるもの）：大１

材料
・天然醗酵の醤油：300ml
・ライフエッセンス：30ml
・あつ削鰹節：20g
・ダシ昆布：20g
　

作り方
１）材料を全部容器に入れて２週間冷蔵庫で熟成さ
　　せる。
２）２週間後別の容器に移し、再び醤油、ライフエ
　　ッセンスを入れて、２週間冷蔵庫で熟成させ
　　る。（２度まで同じ昆布、鰹節は使える）

昆布・鰹うま味醤油の使い方
・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
　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！
・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。

ムーミン村の

酵素♪“ミネラル”♪お料理教室☆

　　　　　　　　　　　　

楽しい結心クッキング
秋だ！さんまを食べよう！！

～サンマが体に良いわけ～秋の味覚サンマで健康に！～
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
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。
～サンマが美容に良いわけ～
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
潤いを与え、目の疲れにも良いですって！
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

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
運びますので 是非、一緒に摂取してくださいね！！

７

楽しい結心クッキング
秋だ！さんまを食べよう！！

～サンマが体に良いわけ～秋の味覚サンマで健康に！～
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
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。
～サンマが美容に良いわけ～
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
潤いを与え、目の疲れにも良いですって！
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

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
運びますので 是非、一緒に摂取してくださいね！！

７

　　サンマ炊き込みご飯
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
　　　・ショウガのおろし汁少々
　　　・青しそ（５枚千切り）　　・白ごま（適量）　　・鮎だしめんつゆ

作り方
１）材料は全てサーバー水に漬けて置く。（サンマは臭みが
　　とれます。）
２）サンマはハラワタをのぞき、サーバー水で良く洗う。
３）お米は洗い、規定の３合のサーバー水（少なめ）を入
　　れ、めんつゆの分量を引く。
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。
５）炊きあがったら、サンマの中骨をぬき、身をほぐし、
　　ショウガ酵素の実の千切り、ミヨウガを加えてさっくり
　　混ぜる。
６）器に盛り、白ごまをかけ、中心に青しそをのせる。

　　なす素揚げの甘酢ダレ
材料　・なす　　・ショウガ酵素の実酢漬け（千切り）
　　　・ショウガ酵素ジュース　　・米酢　　・揚げ油
　　　・鮎だしめんつゆ

作り方
１） 材料は全てサーバー水に漬けて置く。
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。
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。
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。

電子ジャーで作る巨大ハンバーグ
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＊新ジャガと豚肉のクリームチーズ和え＊

＊Hさんの身体が喜ぶ、美腸になれる生味噌豆腐チョコ＊ 
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材料 
絹ごし豆腐：75g 
調味料 
ミネラル醗酵ドリンク：大1と1/2 
（今回はキウイを使用） 
味噌「昔」：大さじ1/2 
ココナッツオイル：75cc 
ココアパウダー：25g 
塩：少々

材料 
・アスパラガス：中５本 
・しめじ：１房 
・新ジャガイモ：中３個 
・人参：2cm 
・豚肉ロース：130g 
・塩麹：大 1/2 
・塩：小2/3 
・胡椒：少々 
・醗酵ジュース：大１ 
＊クリームチーズ：60g　 
＊豆乳：100cc 

作り方 
１）豚肉は3cm程にカットして塩麹で揉 
　　み込み、10分休ませる。 
２）ジャガイモは皮をむき４頭分にし、 
　　人参は乱切りにして、塩少々の湯で 
　　茹でる。 
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 
　　ス、しめじ、①の豚肉を塩、胡椒で炒める。 
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 
　　ずつ加えながらのばす。 
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、 
　　器に盛る。 

＊Oさん家のみそDEお漬物＊
材料 
ヨーグルト（無糖） 
：150g 
万能機能水：50ml 
お好みの野菜：適量 
調味料 
味噌「昔」：150g 
甘糀：100g

作り方 
1)ジップロックやボウルに味噌「昔」150g、ヨーグルト 
  （無糖）150g、甘糀100g、万能機能水50mlを入れ、よくまぜる。 
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。  
 （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。 
   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。） 
3) 冷蔵庫で5～6時間冷やすと浅漬が完成です！ 

作り方 
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 
　　プレセッサーに入れる。 
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 
　　に入れる。 
３）味噌「昔」大さじ1/2、ココアパウダー25g、ミネラル醗酵ド 
　　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、 
　　ウェーブが出るまで混ぜる。 
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 
　　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、 
　　分量外のココアパウダーをかけて完成です。 

①酵素レシピ見て使った、野菜の酵素は、何日ぐらい待てばいいのですか？
野菜オススメは 玉ねぎ！ゴボウ！生姜！フルーツと同じように作ってください！泡はあまり出てこないです。

～ 週間くらいでトロッとしてきます♪その頃が飲み頃です。飲み というか、お料理に展開できます。
玉ねぎの実は サラダにのせたり、ポテトサラダに混ぜ込んだり、魚の南蛮漬けにのせたり 人参千切りと一緒に
生姜は お湯で割ると 手作りジンジャーエール♪ 酵素はいなくなるけど 生姜の実は お稲荷さんの中の酢飯
に細かく刻んで混ぜたりお肉の生姜焼きのとき、混ぜたり いろんな料理に応用可能です。お試しくださいま
せ～野菜の酵素ジュース♪経験からですが、フルーツと同じ感覚で作れます。発酵中の発酵感、泡立ちなどは弱

いです。冬場は約１ヶ月、フリフリ！２ヶ月くらいフリフリ でも ジュース シロップ は、ドレッシングな

どに使用している方が多いですね 酵素ジュースを作った後の「実」は、様々なお料理に使えます。実を、そのま

まフードプロセッサーで砕くとジャムになります 非加熱 荒く砕いて、ドレッシングや、タルタルソースなど
に混ぜる。生姜は、酵素ジュースを作る時に、薄くスライスして仕込むと、ジュースを抜いた後、米酢に漬け込

むとガリ 生姜の甘酢漬け が出来ます。トマト の実は、煮込み料理に、セロリの実は、そのままオツマミに、
大根は 沢庵の臭いが、豆類は、一晩サーバー水に漬けてから、水分を含ませて仕込むと、出来ますが美味し
い？と、なってしまいますお野菜、フルーツとも、多種類より、一種類がオススメです。混ぜるとしても、メイ
ンの材料が８～９割で、作ってみてください

数種類を混ぜると、発酵速度の違いや、味がボヤけるなど、あまりメリットを感じま
せん。なお、トリラボ 森田顧問の会社 で購入できる。【マンジェリコン】を、１割

混ぜると、糖を分解しやすい酵素ジュースが出来上がります。 マンジェリコンは、

糖の分解が速いので、酵素ジュース作りの甜菜糖の溶け方も速いですよ。

Kアドバイス…私ならスーパー機能水にボディローションを塗りま
す。
Kアドバイス…スーパー機能水に10ccのミネラルを追加して濃いめの

機能水もありますね。
S…私は疑い自分の足の湿疹を、病院で貰ったクスリは止めて、約１ヶ月万能水スプレーをかけてみた
ら、今掻く事もないぐらい、良くなれましたよ（baffled）
ミネラル直接塗ると、チョッとしみるので、万能機能水が良いと思いますが…
万能水と、保湿クリームセットが、良いかと思いますが…
孫っちもよくなりましたよ！写メ送りましょうか？

体験談
質問コーナー

S質問です。
我が家のチビちゃんの背中の湿疹がなおりません。
ライフエッセンスをそのままつけるのがいいですか？
スーパー機能水ですか？
病院に連れて行く前に治ったらなぁと思います。

６

３

そーいえば、昨日の夜に魚の目とれましたー えへへ

小さいけど長年あったやつがポロって取れてきてびっくり
月に子供と一緒に塗ってて、めんどくて数回しか塗ってなかった
のですが、とれましたー

子供の足も見てみたらきれいさっぱりなくなってました 笑
いつのまにー にやり

東京月商ミーティングに参加して、稲葉さんからマルチ・プラスを15cc飲ませて頂きました。朝から
首や肩が痛かったのですが、気がついたら全然痛みがありませんでした。凄いです.

㈱からサプリメント マルチプ
ラス が発売開始になりました！！
梶本代表が、いつかは究極のサプリメントも出し
たいとおっしゃってました。
製造から販売まで 年間の時を経て、満を持しての
リリースです！！
鳥取大学の 人の先生方の研究の末、 つの特許を
取得し、臨床に臨床を重ねた究極のサプリメン
ト！！
製法特許の中に、主成分である
にんにくや、ニラ等の臭いのきついものを完全に
無味無臭にする技術があります。
何種類もの栄養価の高い原材料を熟成、発酵させた後に無味無臭にするので、まったく癖がなく、誰でも必ず飲めるサプ
リメントです。
マルチ 多種多様 に栄養補給がテーマで、当然ながらネラル水がベースにビタミン 抗酸化栄養素 ・高濃度イオン化カルシ
ウム・熟成発酵エキスといったものが同時に補うことができます！
僕も早速飲んでみたんですが、本当に無味無臭！！
これがサプリメント？！っていうくらいに飲みやすい。というよりただの水。くらいです 笑
今まで、万能機能水やエクストラ水を身内や友達にプレゼントしたり飲んでもらおうと思っても、しっかりと説明を聞い
てもらえる素直な人でないと、ちゃんと飲んでもらえない。怪しいと言われる。ミネラルがすっぱくて続かない。
などあったんですが、これなら！！先入観無しにしっかり試してもらえる商品と思いました。
金額的にも 円でお手ごろで高級感があって、本当に身体のためにまず飲んでもらう、試してもらう入り口としては最
高じゃないでしょうか。
体感が出ればそこから必ず、何なの？！これ。となるはずです。
薬機法 旧薬事法 の関係で、何に良い。とかは全く謳えないですが、基礎体温が上がりやすくなります。
基礎体温が 度上がれば？？どうなるかは皆さん大体ご存知ですよね？
様々な文献が出ています。とにかく！！まずはご自身で飲んでみましょう！！

作り方
１） アスパラは下の部分を1cm程切り落とし、３等分し、縦に
　　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
　　千切りにする。
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
　　火で煮る。そこにアスパラを入れて２分程煮る。
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。
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
　　り上げたら、上から胡麻をちらす。

昆布・鰹うま味醤油の作り方

アスパラご飯

材料
・合挽肉：１kg　　・タマネギ(みじん切り)：１コ分(200g)
・にんじん（すりおろし）：120g　　・にんにく(すりおろし)：4かけ分
・卵：2コ　　・パン粉：カップ１　　・牛乳：大８　　しょうゆ：大２
・黒こしょう(粗挽き)：小２　　・塩、ナツメッグ：各小１
・とろけるチース：30g　　・サラダ菜ミックス＋ミニトマト：適量　
＊ソース
・赤ワイン：カップ１　　・ケチャップ：大９　　・トンカツソース：大４
・醤油：小２　　・酵素ジュース(ニンニク)：大３　　

　

作り方
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。
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」
　　でスイッチを入れる。
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
　　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。
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。
５）切り分けて各自の皿に移したら、上から④をかける。

材料
・グリーンアスパラ：3~4本　　
・油揚：１枚　　・しらす：40g
・米：２合　　・白ごま：小２　　
・鮎だし：80cc(100ccの水で解く)　　
・酵素ジュース（あるもの）：大１

材料
・天然醗酵の醤油：300ml
・ライフエッセンス：30ml
・あつ削鰹節：20g
・ダシ昆布：20g
　

作り方
１）材料を全部容器に入れて２週間冷蔵庫で熟成さ
　　せる。
２）２週間後別の容器に移し、再び醤油、ライフエ
　　ッセンスを入れて、２週間冷蔵庫で熟成させ
　　る。（２度まで同じ昆布、鰹節は使える）

昆布・鰹うま味醤油の使い方
・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
　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！
・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。

ムーミン村の

酵素♪“ミネラル”♪お料理教室☆

　　　　　　　　　　　　

楽しい結心クッキング
秋だ！さんまを食べよう！！

～サンマが体に良いわけ～秋の味覚サンマで健康に！～
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
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。
～サンマが美容に良いわけ～
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
潤いを与え、目の疲れにも良いですって！
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

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
運びますので 是非、一緒に摂取してくださいね！！

７

楽しい結心クッキング
秋だ！さんまを食べよう！！

～サンマが体に良いわけ～秋の味覚サンマで健康に！～
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
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。
～サンマが美容に良いわけ～
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
潤いを与え、目の疲れにも良いですって！
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

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
運びますので 是非、一緒に摂取してくださいね！！

７

　　サンマ炊き込みご飯
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
　　　・ショウガのおろし汁少々
　　　・青しそ（５枚千切り）　　・白ごま（適量）　　・鮎だしめんつゆ

作り方
１）材料は全てサーバー水に漬けて置く。（サンマは臭みが
　　とれます。）
２）サンマはハラワタをのぞき、サーバー水で良く洗う。
３）お米は洗い、規定の３合のサーバー水（少なめ）を入
　　れ、めんつゆの分量を引く。
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。
５）炊きあがったら、サンマの中骨をぬき、身をほぐし、
　　ショウガ酵素の実の千切り、ミヨウガを加えてさっくり
　　混ぜる。
６）器に盛り、白ごまをかけ、中心に青しそをのせる。

　　なす素揚げの甘酢ダレ
材料　・なす　　・ショウガ酵素の実酢漬け（千切り）
　　　・ショウガ酵素ジュース　　・米酢　　・揚げ油
　　　・鮎だしめんつゆ

作り方
１） 材料は全てサーバー水に漬けて置く。
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。
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。
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。

電子ジャーで作る巨大ハンバーグ
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＊アスパラガスのサラダ＊

＊桜井さん家の菜の花と塩辛のぺぺそうめん＊ 
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・吉野葛入一筋縄素麺：1束 
・菜の花：25g 
・いかの塩辛：大1と1/2 
・ニンニク：１かけ 
調味料 
・オリーブオイル：大1と1/2 
・牛乳：大1/2 
・白ワイン：大さじ1と1/2 
・柚子胡椒：パチンコ玉1個分 
・オリーブオイル：大1 
・ブラックペーパー：適量 

作り方 
１）菜の花25g、にんにく1かけをサーバー水 
　　に15分つけ、しっかり水気をきる。 
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、 
　　オリーブオイル大さじ1とよくからめる。 
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 
　　1分加熱。 
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 
　　ル大さじ1と1/2を入れ、弱火で香りがたつまで炒める。 
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 
　　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 
　　まぜたら、そうめんを入れて、しっかりまぜる。 
６）器にもってブラックペッパーをかけたら完成です。 

①酵素レシピ見て使った、野菜の酵素は、何日ぐらい待てばいいのですか？
野菜オススメは 玉ねぎ！ゴボウ！生姜！フルーツと同じように作ってください！泡はあまり出てこないです。

～ 週間くらいでトロッとしてきます♪その頃が飲み頃です。飲み というか、お料理に展開できます。
玉ねぎの実は サラダにのせたり、ポテトサラダに混ぜ込んだり、魚の南蛮漬けにのせたり 人参千切りと一緒に
生姜は お湯で割ると 手作りジンジャーエール♪ 酵素はいなくなるけど 生姜の実は お稲荷さんの中の酢飯
に細かく刻んで混ぜたりお肉の生姜焼きのとき、混ぜたり いろんな料理に応用可能です。お試しくださいま
せ～野菜の酵素ジュース♪経験からですが、フルーツと同じ感覚で作れます。発酵中の発酵感、泡立ちなどは弱

いです。冬場は約１ヶ月、フリフリ！２ヶ月くらいフリフリ でも ジュース シロップ は、ドレッシングな

どに使用している方が多いですね 酵素ジュースを作った後の「実」は、様々なお料理に使えます。実を、そのま

まフードプロセッサーで砕くとジャムになります 非加熱 荒く砕いて、ドレッシングや、タルタルソースなど
に混ぜる。生姜は、酵素ジュースを作る時に、薄くスライスして仕込むと、ジュースを抜いた後、米酢に漬け込

むとガリ 生姜の甘酢漬け が出来ます。トマト の実は、煮込み料理に、セロリの実は、そのままオツマミに、
大根は 沢庵の臭いが、豆類は、一晩サーバー水に漬けてから、水分を含ませて仕込むと、出来ますが美味し
い？と、なってしまいますお野菜、フルーツとも、多種類より、一種類がオススメです。混ぜるとしても、メイ
ンの材料が８～９割で、作ってみてください

数種類を混ぜると、発酵速度の違いや、味がボヤけるなど、あまりメリットを感じま
せん。なお、トリラボ 森田顧問の会社 で購入できる。【マンジェリコン】を、１割

混ぜると、糖を分解しやすい酵素ジュースが出来上がります。 マンジェリコンは、

糖の分解が速いので、酵素ジュース作りの甜菜糖の溶け方も速いですよ。

Kアドバイス…私ならスーパー機能水にボディローションを塗りま
す。
Kアドバイス…スーパー機能水に10ccのミネラルを追加して濃いめの

機能水もありますね。
S…私は疑い自分の足の湿疹を、病院で貰ったクスリは止めて、約１ヶ月万能水スプレーをかけてみた
ら、今掻く事もないぐらい、良くなれましたよ（baffled）
ミネラル直接塗ると、チョッとしみるので、万能機能水が良いと思いますが…
万能水と、保湿クリームセットが、良いかと思いますが…
孫っちもよくなりましたよ！写メ送りましょうか？

体験談
質問コーナー

S質問です。
我が家のチビちゃんの背中の湿疹がなおりません。
ライフエッセンスをそのままつけるのがいいですか？
スーパー機能水ですか？
病院に連れて行く前に治ったらなぁと思います。

６

３

そーいえば、昨日の夜に魚の目とれましたー えへへ

小さいけど長年あったやつがポロって取れてきてびっくり
月に子供と一緒に塗ってて、めんどくて数回しか塗ってなかった
のですが、とれましたー

子供の足も見てみたらきれいさっぱりなくなってました 笑
いつのまにー にやり

東京月商ミーティングに参加して、稲葉さんからマルチ・プラスを15cc飲ませて頂きました。朝から
首や肩が痛かったのですが、気がついたら全然痛みがありませんでした。凄いです.

㈱からサプリメント マルチプ
ラス が発売開始になりました！！
梶本代表が、いつかは究極のサプリメントも出し
たいとおっしゃってました。
製造から販売まで 年間の時を経て、満を持しての
リリースです！！
鳥取大学の 人の先生方の研究の末、 つの特許を
取得し、臨床に臨床を重ねた究極のサプリメン
ト！！
製法特許の中に、主成分である
にんにくや、ニラ等の臭いのきついものを完全に
無味無臭にする技術があります。
何種類もの栄養価の高い原材料を熟成、発酵させた後に無味無臭にするので、まったく癖がなく、誰でも必ず飲めるサプ
リメントです。
マルチ 多種多様 に栄養補給がテーマで、当然ながらネラル水がベースにビタミン 抗酸化栄養素 ・高濃度イオン化カルシ
ウム・熟成発酵エキスといったものが同時に補うことができます！
僕も早速飲んでみたんですが、本当に無味無臭！！
これがサプリメント？！っていうくらいに飲みやすい。というよりただの水。くらいです 笑
今まで、万能機能水やエクストラ水を身内や友達にプレゼントしたり飲んでもらおうと思っても、しっかりと説明を聞い
てもらえる素直な人でないと、ちゃんと飲んでもらえない。怪しいと言われる。ミネラルがすっぱくて続かない。
などあったんですが、これなら！！先入観無しにしっかり試してもらえる商品と思いました。
金額的にも 円でお手ごろで高級感があって、本当に身体のためにまず飲んでもらう、試してもらう入り口としては最
高じゃないでしょうか。
体感が出ればそこから必ず、何なの？！これ。となるはずです。
薬機法 旧薬事法 の関係で、何に良い。とかは全く謳えないですが、基礎体温が上がりやすくなります。
基礎体温が 度上がれば？？どうなるかは皆さん大体ご存知ですよね？
様々な文献が出ています。とにかく！！まずはご自身で飲んでみましょう！！

作り方
１） アスパラは下の部分を1cm程切り落とし、３等分し、縦に
　　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
　　千切りにする。
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
　　火で煮る。そこにアスパラを入れて２分程煮る。
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。
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
　　り上げたら、上から胡麻をちらす。

昆布・鰹うま味醤油の作り方

アスパラご飯

材料
・合挽肉：１kg　　・タマネギ(みじん切り)：１コ分(200g)
・にんじん（すりおろし）：120g　　・にんにく(すりおろし)：4かけ分
・卵：2コ　　・パン粉：カップ１　　・牛乳：大８　　しょうゆ：大２
・黒こしょう(粗挽き)：小２　　・塩、ナツメッグ：各小１
・とろけるチース：30g　　・サラダ菜ミックス＋ミニトマト：適量　
＊ソース
・赤ワイン：カップ１　　・ケチャップ：大９　　・トンカツソース：大４
・醤油：小２　　・酵素ジュース(ニンニク)：大３　　

　

作り方
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。
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」
　　でスイッチを入れる。
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
　　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。
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。
５）切り分けて各自の皿に移したら、上から④をかける。

材料
・グリーンアスパラ：3~4本　　
・油揚：１枚　　・しらす：40g
・米：２合　　・白ごま：小２　　
・鮎だし：80cc(100ccの水で解く)　　
・酵素ジュース（あるもの）：大１

材料
・天然醗酵の醤油：300ml
・ライフエッセンス：30ml
・あつ削鰹節：20g
・ダシ昆布：20g
　

作り方
１）材料を全部容器に入れて２週間冷蔵庫で熟成さ
　　せる。
２）２週間後別の容器に移し、再び醤油、ライフエ
　　ッセンスを入れて、２週間冷蔵庫で熟成させ
　　る。（２度まで同じ昆布、鰹節は使える）

昆布・鰹うま味醤油の使い方
・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
　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！
・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。

ムーミン村の

酵素♪“ミネラル”♪お料理教室☆

　　　　　　　　　　　　

楽しい結心クッキング
秋だ！さんまを食べよう！！

～サンマが体に良いわけ～秋の味覚サンマで健康に！～
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
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。
～サンマが美容に良いわけ～
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
潤いを与え、目の疲れにも良いですって！
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

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
運びますので 是非、一緒に摂取してくださいね！！

７

楽しい結心クッキング
秋だ！さんまを食べよう！！

～サンマが体に良いわけ～秋の味覚サンマで健康に！～
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
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。
～サンマが美容に良いわけ～
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
潤いを与え、目の疲れにも良いですって！
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

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
運びますので 是非、一緒に摂取してくださいね！！

７

　　サンマ炊き込みご飯
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
　　　・ショウガのおろし汁少々
　　　・青しそ（５枚千切り）　　・白ごま（適量）　　・鮎だしめんつゆ

作り方
１）材料は全てサーバー水に漬けて置く。（サンマは臭みが
　　とれます。）
２）サンマはハラワタをのぞき、サーバー水で良く洗う。
３）お米は洗い、規定の３合のサーバー水（少なめ）を入
　　れ、めんつゆの分量を引く。
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。
５）炊きあがったら、サンマの中骨をぬき、身をほぐし、
　　ショウガ酵素の実の千切り、ミヨウガを加えてさっくり
　　混ぜる。
６）器に盛り、白ごまをかけ、中心に青しそをのせる。

　　なす素揚げの甘酢ダレ
材料　・なす　　・ショウガ酵素の実酢漬け（千切り）
　　　・ショウガ酵素ジュース　　・米酢　　・揚げ油
　　　・鮎だしめんつゆ

作り方
１） 材料は全てサーバー水に漬けて置く。
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。
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。
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。
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野菜オススメは 玉ねぎ！ゴボウ！生姜！フルーツと同じように作ってください！泡はあまり出てこないです。

～ 週間くらいでトロッとしてきます♪その頃が飲み頃です。飲み というか、お料理に展開できます。
玉ねぎの実は サラダにのせたり、ポテトサラダに混ぜ込んだり、魚の南蛮漬けにのせたり 人参千切りと一緒に
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いです。冬場は約１ヶ月、フリフリ！２ヶ月くらいフリフリ でも ジュース シロップ は、ドレッシングな
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に混ぜる。生姜は、酵素ジュースを作る時に、薄くスライスして仕込むと、ジュースを抜いた後、米酢に漬け込

むとガリ 生姜の甘酢漬け が出来ます。トマト の実は、煮込み料理に、セロリの実は、そのままオツマミに、
大根は 沢庵の臭いが、豆類は、一晩サーバー水に漬けてから、水分を含ませて仕込むと、出来ますが美味し
い？と、なってしまいますお野菜、フルーツとも、多種類より、一種類がオススメです。混ぜるとしても、メイ
ンの材料が８～９割で、作ってみてください

数種類を混ぜると、発酵速度の違いや、味がボヤけるなど、あまりメリットを感じま
せん。なお、トリラボ 森田顧問の会社 で購入できる。【マンジェリコン】を、１割

混ぜると、糖を分解しやすい酵素ジュースが出来上がります。 マンジェリコンは、

糖の分解が速いので、酵素ジュース作りの甜菜糖の溶け方も速いですよ。

Kアドバイス…私ならスーパー機能水にボディローションを塗りま
す。
Kアドバイス…スーパー機能水に10ccのミネラルを追加して濃いめの

機能水もありますね。
S…私は疑い自分の足の湿疹を、病院で貰ったクスリは止めて、約１ヶ月万能水スプレーをかけてみた
ら、今掻く事もないぐらい、良くなれましたよ（baffled）
ミネラル直接塗ると、チョッとしみるので、万能機能水が良いと思いますが…
万能水と、保湿クリームセットが、良いかと思いますが…
孫っちもよくなりましたよ！写メ送りましょうか？

体験談
質問コーナー

S質問です。
我が家のチビちゃんの背中の湿疹がなおりません。
ライフエッセンスをそのままつけるのがいいですか？
スーパー機能水ですか？
病院に連れて行く前に治ったらなぁと思います。

６
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そーいえば、昨日の夜に魚の目とれましたー えへへ

小さいけど長年あったやつがポロって取れてきてびっくり
月に子供と一緒に塗ってて、めんどくて数回しか塗ってなかった
のですが、とれましたー

子供の足も見てみたらきれいさっぱりなくなってました 笑
いつのまにー にやり

東京月商ミーティングに参加して、稲葉さんからマルチ・プラスを15cc飲ませて頂きました。朝から
首や肩が痛かったのですが、気がついたら全然痛みがありませんでした。凄いです.

㈱からサプリメント マルチプ
ラス が発売開始になりました！！
梶本代表が、いつかは究極のサプリメントも出し
たいとおっしゃってました。
製造から販売まで 年間の時を経て、満を持しての
リリースです！！
鳥取大学の 人の先生方の研究の末、 つの特許を
取得し、臨床に臨床を重ねた究極のサプリメン
ト！！
製法特許の中に、主成分である
にんにくや、ニラ等の臭いのきついものを完全に
無味無臭にする技術があります。
何種類もの栄養価の高い原材料を熟成、発酵させた後に無味無臭にするので、まったく癖がなく、誰でも必ず飲めるサプ
リメントです。
マルチ 多種多様 に栄養補給がテーマで、当然ながらネラル水がベースにビタミン 抗酸化栄養素 ・高濃度イオン化カルシ
ウム・熟成発酵エキスといったものが同時に補うことができます！
僕も早速飲んでみたんですが、本当に無味無臭！！
これがサプリメント？！っていうくらいに飲みやすい。というよりただの水。くらいです 笑
今まで、万能機能水やエクストラ水を身内や友達にプレゼントしたり飲んでもらおうと思っても、しっかりと説明を聞い
てもらえる素直な人でないと、ちゃんと飲んでもらえない。怪しいと言われる。ミネラルがすっぱくて続かない。
などあったんですが、これなら！！先入観無しにしっかり試してもらえる商品と思いました。
金額的にも 円でお手ごろで高級感があって、本当に身体のためにまず飲んでもらう、試してもらう入り口としては最
高じゃないでしょうか。
体感が出ればそこから必ず、何なの？！これ。となるはずです。
薬機法 旧薬事法 の関係で、何に良い。とかは全く謳えないですが、基礎体温が上がりやすくなります。
基礎体温が 度上がれば？？どうなるかは皆さん大体ご存知ですよね？
様々な文献が出ています。とにかく！！まずはご自身で飲んでみましょう！！

作り方
１） アスパラは下の部分を1cm程切り落とし、３等分し、縦に
　　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
　　千切りにする。
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
　　火で煮る。そこにアスパラを入れて２分程煮る。
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。
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
　　り上げたら、上から胡麻をちらす。

昆布・鰹うま味醤油の作り方

アスパラご飯

材料
・合挽肉：１kg　　・タマネギ(みじん切り)：１コ分(200g)
・にんじん（すりおろし）：120g　　・にんにく(すりおろし)：4かけ分
・卵：2コ　　・パン粉：カップ１　　・牛乳：大８　　しょうゆ：大２
・黒こしょう(粗挽き)：小２　　・塩、ナツメッグ：各小１
・とろけるチース：30g　　・サラダ菜ミックス＋ミニトマト：適量　
＊ソース
・赤ワイン：カップ１　　・ケチャップ：大９　　・トンカツソース：大４
・醤油：小２　　・酵素ジュース(ニンニク)：大３　　

　

作り方
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。
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」
　　でスイッチを入れる。
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
　　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。
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。
５）切り分けて各自の皿に移したら、上から④をかける。

材料
・グリーンアスパラ：3~4本　　
・油揚：１枚　　・しらす：40g
・米：２合　　・白ごま：小２　　
・鮎だし：80cc(100ccの水で解く)　　
・酵素ジュース（あるもの）：大１

材料
・天然醗酵の醤油：300ml
・ライフエッセンス：30ml
・あつ削鰹節：20g
・ダシ昆布：20g
　

作り方
１）材料を全部容器に入れて２週間冷蔵庫で熟成さ
　　せる。
２）２週間後別の容器に移し、再び醤油、ライフエ
　　ッセンスを入れて、２週間冷蔵庫で熟成させ
　　る。（２度まで同じ昆布、鰹節は使える）

昆布・鰹うま味醤油の使い方
・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
　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！
・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。

ムーミン村の

酵素♪“ミネラル”♪お料理教室☆

　　　　　　　　　　　　

楽しい結心クッキング
秋だ！さんまを食べよう！！

～サンマが体に良いわけ～秋の味覚サンマで健康に！～
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
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。
～サンマが美容に良いわけ～
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
潤いを与え、目の疲れにも良いですって！
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

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
運びますので 是非、一緒に摂取してくださいね！！

７

楽しい結心クッキング
秋だ！さんまを食べよう！！

～サンマが体に良いわけ～秋の味覚サンマで健康に！～
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
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。
～サンマが美容に良いわけ～
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
潤いを与え、目の疲れにも良いですって！
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

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
運びますので 是非、一緒に摂取してくださいね！！

７

　　サンマ炊き込みご飯
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
　　　・ショウガのおろし汁少々
　　　・青しそ（５枚千切り）　　・白ごま（適量）　　・鮎だしめんつゆ

作り方
１）材料は全てサーバー水に漬けて置く。（サンマは臭みが
　　とれます。）
２）サンマはハラワタをのぞき、サーバー水で良く洗う。
３）お米は洗い、規定の３合のサーバー水（少なめ）を入
　　れ、めんつゆの分量を引く。
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。
５）炊きあがったら、サンマの中骨をぬき、身をほぐし、
　　ショウガ酵素の実の千切り、ミヨウガを加えてさっくり
　　混ぜる。
６）器に盛り、白ごまをかけ、中心に青しそをのせる。

　　なす素揚げの甘酢ダレ
材料　・なす　　・ショウガ酵素の実酢漬け（千切り）
　　　・ショウガ酵素ジュース　　・米酢　　・揚げ油
　　　・鮎だしめんつゆ

作り方
１） 材料は全てサーバー水に漬けて置く。
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。
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。
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。

電子ジャーで作る巨大ハンバーグ
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６

７ 

＊ウドときゅうり、わかめの酢味噌がけ＊

材料 （2人分） 
・牛豚合いびき肉：210ｇ 
・新玉ねぎみじん切り：中1個 
・片栗粉：大１ 
・卵：1個 
・パン粉：1/2cup 
・牛乳：大さじ2 
・武石麹の塩麹：大さじ1 
・マヨネーズ：大さじ1 
・ナツメッグ：適量 
・塩コショウ：適量 
・醗酵ジュース：５0ｃｃ 

付け合せ野菜 
・新玉ねぎ・パプリカ 
・ミニトマト・ピーマン 
・しいたけ・ブロッコリー 
・アスパラ等 
・何野菜でもOK 

作り方 
１）新玉ねぎは大きめのみじん切にして片栗粉を 
　　まぶしておきます。 
２）白ワイン以外の材料①と全てボールに入れ
て、 
　　色が白っぽくなるまでよくこねます。 
３）②のタネを薄い小判型に形成し、油を少し多 
　　めにひいたホットプレートをよく熱して、タ 
　　ネを焦げ目が両面につく程度焼きます。 
４）ホットプレートの反面に付け合せ野菜をの 
　　せ、ハンバーグに焦げ目がついたら白ワイン 
　　を回しいれて蓋をし、蒸し焼きにします。 
　　（付け合せ野菜は途中で取り出す） 
５）ハンバーグが焼けたら取り出し、盛りつけま 
　　す。（ソースはお好みでかけてください） 
　　＊中にチーズを入れてもおいしいです＊

ソース例
☆赤ワイン：大３
☆ケチャップ：大１と
☆中濃ソース：大１と

＊ホットプレートでワイワイ作るハンバーグ＊（新玉ねぎや春野菜をたっぷり食べよう～） 

～野外でワイワイ自分の分は 
自分でこねるのも楽しいよ～

材料 
・ウド：正味120g 
・きゅうり：１本 
・カットワカメ：4g 
★味噌：大２ 
★潤未赤酢：大２ 
★醗酵ジュース：大２

作り方 
１）★を混ぜ合わせ酢味噌を作る。 
２）わかめは水に浸して戻す。きゅうりは輪切に 
　　し、塩少々（分量外）をふり、しんなりした 
　　ら、さっと洗い水気を絞る。 
３）ウドは皮をむき、短冊に切り、酢水にさら 
　　し、アク抜きする。 
４）ウド、きゅうり、わかめを皿に盛り、酢味噌 
　　をかけて皿に盛り付け出来上がり。

橋本さん家のミネラル醗酵ドリンクのかき氷 

材料 
サーバー水：200ml 
甜菜糖：大さじ3 
ミネラル醗酵ドリンク：30ml 
（今回はキウイを使用） 
ミネラル醗酵ドリンクの実：適量 
（今回はキウイを使用）

作り方 
１）サーバー水200mlに対し、甜菜糖大さじ3を 
　　入れた水で氷を作る。 
２）製氷機で氷を削ります。 
３）削った氷を1/3ほどコップに入れ、ミネラル 
　　醗酵ドリンクを10mlかける。 さらに削った 
　　氷を1/3ほどコップにいれ、■ミネラル醗酵 
　　ドリンクを10mlかける。 残った氷を入れ、
■ミネラル醗酵ドリンクを10mlかける。 
４）酵素ドリンクの実をサイドに盛り付けたら完 
      成です。 

＊山下さん家のトマト雑炊＊

材料 
・ご飯：200g（多めの1膳） 
・ホイルトマト缶：200g(1/2缶) 
・卵：2個 
・ほうれん草：２株 
・粉チーズ：大さじ2 
・サーバー水：200ml 
調味料 
・ミネラル醗酵ドリンク：大1/2 
（今回はトマトを使用） 
・チキンコンソメ：２個 
・塩：ひとつまみ 
・ブラックペー：適量 

＊シンプルだけど極旨！ネギたっぷり豚しゃぶしゃぶ♪＊

＊簡単！うま！白菜サラダ＊

材料（３～ 人分）
・長ネギ：４～５本
・豚肉しゃぶしゃぶ用
　　　： ｇ～ ｇ
・和風だし：適宜
タレ
潤朱：適宜
醤油：適宜
ニンニクすりおろし：適宜
（潤朱１：醤 １）
・鮎だし麺つゆ　　　　
・お鍋のうどん　　

材料（ 人分）
・白菜：３枚ぐらい
・くるみ：大さじ３位
・りんご：１個
・潤朱大さじ２
・オリーブオイル：大２
・塩こしょう：適量

作り方
１）白菜は、はがしてよく洗って千切りにする。
２）くるみは荒く砕いておく。りんごはいちょうに
　　切っておく。
３）食べる寸前に、ボールに①と②のクルミの半量を
　　入れ、潤朱、オイル、塩こしょうをいれて手で混
　　ぜてできあがりです。
４）器に盛って、のこりのクルミを散らします。

作り方 
１）長ネギはひたすら斜めに薄くスライスし、水で 
　　さらしザルにあげる。 
２）●タレのを好みの分量で配合する。 
３）鍋にお湯を沸かし和風だしを入れて①のネギを 
　　食べる分だけ入れ豚肉をしゃぶしゃぶして 
　　ネギを包んでタレをつけて食べる。 
４）最後は鮎だし麺つゆを入れてお鍋のうどんを 
　　煮込みうどんにすると美味しい。

｛ 

シメ用

作り方
１）ご飯 をざるに入れて、サーバー水
　　で洗う。
２）ほうれん草 株をサーバー水に 分つけ、水気をよく切り、 程
　　度に切る。卵はサーバー吸いに１５分つける。
３）鍋に、軽くつぶしたホールトマト缶 、サーバー水 、ミネ
　　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
　　入れて、火をかけて沸騰させる。
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
　　えて火を消す。
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
　　じ とブラックペッパーをふったら完成です。

材料

材料 
・アスパラガス：中４本 
・茹で卵：１コ 
・新タマネギ：60g 
・ハム：30g 
・粉チーズ：20g 
・パセリみじん切り：大１ 作り方 

１）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 
　　とって余熱をとる。冷めたら殻をむく。 
２）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。 
３）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。 
４）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。 
５）【ドレッシング】の材料を混ぜ合わせる。 
６）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。 

【ドレッシング】 
・オリーブ油：大４ 
・粒マスタード：大１ 
・鮎だし麺つゆ：大１ 
・潤朱：大１ 
・醗酵ジュース：小１

＊新タマネギ丸ごと炊き込みご飯＊
材料 
・新タマネギ：１個 
・じゃこ：20g 
・パセリみじん切り：少々 
・米：２合 
・鮎だし麺つゆ：大２ 
・バター：３かけ 
・塩、胡椒：少々 

作り方 
１）新玉ねぎは皮を剥いて上下をきりおとす。 
２）お米をといで炊飯器に入れ、鮎だし麺つゆ、塩 
　　少々を入れて、２合のメモリまでサーバー水を 
　　入れる。 
３）真ん中に新玉ねぎを入れて、炊飯する。 
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 
　　を振り全体を混ぜたら完成です。

ミネラル醗酵ドリンク 

　”ミネラル活用”　　お料理教室

＊小杉さん家のウインナー目玉焼きトースト＊ 

作り方
１）ウインナー4本を縦に半分にカットする。
２）調味液を作ります。ボウルにケチャップ
　　大さじ2、鮎だしめんつゆ大さじ1/2を入
　　れ、よく混ぜる。
３）アルミホイルの上においた食パン1枚に、調味液を均一に
　　塗ったら、真ん中にとろけるチーズを乗せ、手で押さえて、
　　卵ポケットを作る。
４）ウインナーを食パンの耳に沿って置き、卵ポケットに卵
　　を入れたら、トースターで卵黄が半熟になるまで焼く。

材料 
・玉ねぎ：1個 
調味料 
・エコポン酢：大さじ2 
・ごま油：大さじ1 
・かつお節：2袋

＊水キムチ＊ 

材料 

・白菜：700g


・塩：小さじ1


・米粉：小１


・サーバー水：1リットル


・りんご（小）：1/2弱


・にんにく：２粒


・しょうが：2片


・キュウリ：１本


・人参(千切り)：1/4本


・甜菜糖：大さじ1と1/2


・発酵ジュース：大１


・塩：大2/3


・唐辛子：大１


・潤朱赤酢：大１と1/2


作り方 

１）白菜とキュウリは食べやすい大き


　　さに切って、塩小さじ1をふって軽


　　く混ぜます。10分ほど置いて、白


　　菜から水が出てきたらOKです。


２）サーバー水1リットルに米粉を入れて火にかけて、甜菜糖、


      塩大さじ2/3を加えて沸騰させます。


３）りんご（または梨）は８等分して薄切りにし、にんにくは


　　皮をむき、しょうがは千切りにする。


４）②に①の白菜にを混ぜます。白菜から出てきた水ごと混ぜる


５）④に発酵ジュース、唐辛子（好みによって量をプラスする）


　　潤朱赤酢、を加えて混ぜます


５）お汁ごと保存容器に入れます。


半日～3日、酸味が出るまで置き、出来上がりです。

材料 
・食パン：1枚（お好みの厚さで） 
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📣 Growからのお知らせ📣

このエコ通信は、グループの方へ
の通信です。無断転載は堅くお断
りいたします。
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新潟市南区新飯田2715-3
鳥辺雪枝　　      　発行

皆の広場

＊稲葉EX様からラインで頂いた心に響く名言＊

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
口はだめだ。別の所に行こう」と登山口を変えていた
ら、いつまで経っても、頂上には近付けない。
事の成否を決めるのは、方法論ではない。信じて継続で
きるかどうかである。継続するうちに、徐々に道が見え
てくる。「あきらめてはいけない」、「止めてはいけな
い」※私が登録しているメルマガからの転載です。

質問おねがいします。
１日 リットル飲む はサーバー水で作ったお茶（むぎ茶含む）とかみそ汁の合計でも良いのですか？
初歩的な質問ですみません
お水を２リットルですね 味のついた物は、除いての量とお考え下さい。

　エコウォーター最大のイベン
限定２４００席！ラリーが開催されます！

日時　１１月１６（月）
　　　１３：００～１７：３０
　　　（開場１２：００）
場所　オリックス劇場
アフターパーティ
　　　１８：００～２０：００予定
　　　　　（会費４，０００円）
チケットが、完売すると、入れないので、まだ手元にチケットが無い方、お申し込みされていない
方は、すぐ、ご連絡ください
月からの、常温サーバー無料配布の詳細が明らかになり、今後のエコウォーターの展開につい

て。そして、各業界でエコウォーターを絶賛してお使いのトップが講演！
参加者だけのお楽しみ
さらに、アフターパーティー と、この日に立ち会えたことが、これからの人生で素晴らしいポイ
ントとなること間違いなし ⤴
今月の新規メンバーさんも含めて、リーダーさんは、もう一度、メンバーさんに確認をお願いいた
します 。

＊稲葉WEX様からラインで頂いた心に響く名言＊
　難しいことや新しいことをする前に、当たり前のことを、 そこまでやるか
と言うところまでやり遂げた時、相手に感動を与えられる。
難しいことや特別なことばかりを追い求めるから、物事が難しくなる。
真理は平凡の中にある。平凡を励めば、真理に至る。
それは、理屈の問題ではなく、信念の問題である。

若者らしい、生き生きとした溌剌さは、どこから生まれてくるのかと、私は、ずっと考え続けてきた。
「目の前の課題がいかなるものであっても、全身全霊で取り組んでこそ、満足感、達成感が得られること。
そして、 やるだけのことはやった と言える達成感こそ、満足感をもたらしてくれること。
そして、その満足感が、生きる勇気を与えてくれること」である。
稲葉が個人的に登録しているメルマガからの転載です。

春先からの実験で、酵素ジュースを作る時「マンジェリコン」を入
れたのと、入れないのを比較しています。
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
感が無い。 マンジェリコンの入れた量は、葉っぱ 枚ほど。 味
の差は、甘味が無い程度で、マンジェリコンの苦味や香りなどは、
感じられません。会社でも、ショ糖の残留に対してデータを取って
います。
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
みてください。

＊稲葉WEX様からラインで頂いた心に響く名言＊
『困難に耐えるもの』
　人は、逆境を避けて通ることはできない。まして、挑戦的に生き れば
生きるほど、失敗や挫折は、つきものである。何もしなければ失敗 はし
ない。それでは、この世に生を受けた意味がない。
　高い目標に挑めば挑むほど、逆境は待 ち受けている。

登山の時、「是が非でもこの頂上に立つのだ」との強 い思いがあ れ
ば、途中で遭遇するあらゆる困難に耐えうる。頂上 を、
人生の『志』と考えたらいい。
途中で遭遇するあらゆる困難を、逆境と捉
えるとしたら、まさに『志』は、逆境に
耐え、逆境に育てられるための必須条件と
も言えよう。 稲葉が個人的に登録してい
るメルマガからの転載です。

8 8

〒950-1455
新潟市南区新飯田2715-3
鳥辺雪枝　　      　発行

皆の広場

＊稲葉EX様からラインで頂いた心に響く名言＊

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
口はだめだ。別の所に行こう」と登山口を変えていた
ら、いつまで経っても、頂上には近付けない。
事の成否を決めるのは、方法論ではない。信じて継続で
きるかどうかである。継続するうちに、徐々に道が見え
てくる。「あきらめてはいけない」、「止めてはいけな
い」※私が登録しているメルマガからの転載です。

質問おねがいします。
１日 リットル飲む はサーバー水で作ったお茶（むぎ茶含む）とかみそ汁の合計でも良いのですか？
初歩的な質問ですみません
お水を２リットルですね 味のついた物は、除いての量とお考え下さい。

　エコウォーター最大のイベン
限定２４００席！ラリーが開催されます！

日時　１１月１６（月）
　　　１３：００～１７：３０
　　　（開場１２：００）
場所　オリックス劇場
アフターパーティ
　　　１８：００～２０：００予定
　　　　　（会費４，０００円）
チケットが、完売すると、入れないので、まだ手元にチケットが無い方、お申し込みされていない
方は、すぐ、ご連絡ください
月からの、常温サーバー無料配布の詳細が明らかになり、今後のエコウォーターの展開につい

て。そして、各業界でエコウォーターを絶賛してお使いのトップが講演！
参加者だけのお楽しみ
さらに、アフターパーティー と、この日に立ち会えたことが、これからの人生で素晴らしいポイ
ントとなること間違いなし ⤴
今月の新規メンバーさんも含めて、リーダーさんは、もう一度、メンバーさんに確認をお願いいた
します 。

＊稲葉WEX様からラインで頂いた心に響く名言＊
　難しいことや新しいことをする前に、当たり前のことを、 そこまでやるか
と言うところまでやり遂げた時、相手に感動を与えられる。
難しいことや特別なことばかりを追い求めるから、物事が難しくなる。
真理は平凡の中にある。平凡を励めば、真理に至る。
それは、理屈の問題ではなく、信念の問題である。

若者らしい、生き生きとした溌剌さは、どこから生まれてくるのかと、私は、ずっと考え続けてきた。
「目の前の課題がいかなるものであっても、全身全霊で取り組んでこそ、満足感、達成感が得られること。
そして、 やるだけのことはやった と言える達成感こそ、満足感をもたらしてくれること。
そして、その満足感が、生きる勇気を与えてくれること」である。
稲葉が個人的に登録しているメルマガからの転載です。

春先からの実験で、酵素ジュースを作る時「マンジェリコン」を入
れたのと、入れないのを比較しています。
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
感が無い。 マンジェリコンの入れた量は、葉っぱ 枚ほど。 味
の差は、甘味が無い程度で、マンジェリコンの苦味や香りなどは、
感じられません。会社でも、ショ糖の残留に対してデータを取って
います。
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
みてください。

皆の広場

＊稲葉EX様からラインで頂いた心に響く名言＊

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
口はだめだ。別の所に行こう」と登山口を変えていた
ら、いつまで経っても、頂上には近付けない。
事の成否を決めるのは、方法論ではない。信じて継続で
きるかどうかである。継続するうちに、徐々に道が見え
てくる。「あきらめてはいけない」、「止めてはいけな
い」※私が登録しているメルマガからの転載です。

質問おねがいします。
１日 リットル飲む はサーバー水で作ったお茶（むぎ茶含む）とかみそ汁の合計でも良いのですか？
初歩的な質問ですみません
お水を２リットルですね 味のついた物は、除いての量とお考え下さい。

　エコウォーター最大のイベン
限定２４００席！ラリーが開催されます！

日時　１１月１６（月）
　　　１３：００～１７：３０
　　　（開場１２：００）
場所　オリックス劇場
アフターパーティ
　　　１８：００～２０：００予定
　　　　　（会費４，０００円）
チケットが、完売すると、入れないので、まだ手元にチケットが無い方、お申し込みされていない
方は、すぐ、ご連絡ください
月からの、常温サーバー無料配布の詳細が明らかになり、今後のエコウォーターの展開につい

て。そして、各業界でエコウォーターを絶賛してお使いのトップが講演！
参加者だけのお楽しみ
さらに、アフターパーティー と、この日に立ち会えたことが、これからの人生で素晴らしいポイ
ントとなること間違いなし ⤴
今月の新規メンバーさんも含めて、リーダーさんは、もう一度、メンバーさんに確認をお願いいた
します 。

皆の広場

＊稲葉EX様からラインで頂いた心に響く名言＊

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
口はだめだ。別の所に行こう」と登山口を変えていた
ら、いつまで経っても、頂上には近付けない。
事の成否を決めるのは、方法論ではない。信じて継続で
きるかどうかである。継続するうちに、徐々に道が見え
てくる。「あきらめてはいけない」、「止めてはいけな
い」※私が登録しているメルマガからの転載です。

質問おねがいします。
１日 リットル飲む はサーバー水で作ったお茶（むぎ茶含む）とかみそ汁の合計でも良いのですか？
初歩的な質問ですみません
お水を２リットルですね 味のついた物は、除いての量とお考え下さい。

　エコウォーター最大のイベン
限定２４００席！ラリーが開催されます！

日時　１１月１６（月）
　　　１３：００～１７：３０
　　　（開場１２：００）
場所　オリックス劇場
アフターパーティ
　　　１８：００～２０：００予定
　　　　　（会費４，０００円）
チケットが、完売すると、入れないので、まだ手元にチケットが無い方、お申し込みされていない
方は、すぐ、ご連絡ください
月からの、常温サーバー無料配布の詳細が明らかになり、今後のエコウォーターの展開につい

て。そして、各業界でエコウォーターを絶賛してお使いのトップが講演！
参加者だけのお楽しみ
さらに、アフターパーティー と、この日に立ち会えたことが、これからの人生で素晴らしいポイ
ントとなること間違いなし ⤴
今月の新規メンバーさんも含めて、リーダーさんは、もう一度、メンバーさんに確認をお願いいた
します 。

12月22日は、冬至です(^^) 
3500年も前の支那で記録が残っている「易」 
今では、「易経」として、また、「易占」として現代でも使われている支那の古典です(^^) 
この時期になると、冬至の日が待ち遠しく、新たな１年を観る楽しみがあります(^^)/ 

陰陽の易では、冬至の日を陰が極まった日として、ここから、太陽(陽)が伸びる日であることから、
新たな１年のスタートと観ています♪ 
このことだけでも、陰が極まって、陽に転ずることが分かります。つまり、いつまでも「陰」であることもなく、
「陽」であり続けることもない。「陰陽」そして「中庸」の流れの中で、この世は動いていると考えられます。 
もし、中庸に心があれば、現象は陰にも陽にも動くけど、自分はブレずに居られるのではないでしょうか(^^) 
ただ、じっとしている事が良いということではありません。向かうべく方向にブレなく進む志を持つことが大事で
すね。 
「ミネラル バランス ウォーター」と、梶本代表がおっしゃるこのミネラル水♪心身のバランスを整え、自然を整
えることが出来る「ミネラル」が、全世帯に、世界中に広がる氣がします(^^)みなさんは、どんな１年だったでしょ
うか♪

Grow 主催 ミネラル醗酵味噌教室 手作りの
味噌教室になります。 
大豆は2種をブレンド 全てこだわりの材料をご用意し

ております ミネラル入りお味噌を手作りで作りませ

んか？  

定員10名 (先着順になります)誰で
もご参加可能なので、お友達やグルー
プの方と一緒にお越しください  
＊日程 :  12月18日(水) 　＊時間：
13:30～　＊参加費：3,500円　 
＊持ち物：全てこちらでご用意！　　
手ぶらでご参加下さい  
(エプロンやお持ち帰り袋などもこちらでご用意させて
頂きます。) 

初めての方と一緒にご参加いただくと、メンバー様
のみ500円OFFとさせていただき 
ます ご予約は下記予約フォームより⬇ 　　 
https://select-type.com/e/?id=DG1-_-ZVZG0

８

＊稲葉WEX様から皆様へのメッセージ＊

８

このエコ通信は、グループの方へ
の通信です。無断転載は堅くお断
りいたします。
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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
口はだめだ。別の所に行こう」と登山口を変えていた
ら、いつまで経っても、頂上には近付けない。
事の成否を決めるのは、方法論ではない。信じて継続で
きるかどうかである。継続するうちに、徐々に道が見え
てくる。「あきらめてはいけない」、「止めてはいけな
い」※私が登録しているメルマガからの転載です。

質問おねがいします。
１日 リットル飲む はサーバー水で作ったお茶（むぎ茶含む）とかみそ汁の合計でも良いのですか？
初歩的な質問ですみません
お水を２リットルですね 味のついた物は、除いての量とお考え下さい。

　エコウォーター最大のイベン
限定２４００席！ラリーが開催されます！

日時　１１月１６（月）
　　　１３：００～１７：３０
　　　（開場１２：００）
場所　オリックス劇場
アフターパーティ
　　　１８：００～２０：００予定
　　　　　（会費４，０００円）
チケットが、完売すると、入れないので、まだ手元にチケットが無い方、お申し込みされていない
方は、すぐ、ご連絡ください
月からの、常温サーバー無料配布の詳細が明らかになり、今後のエコウォーターの展開につい

て。そして、各業界でエコウォーターを絶賛してお使いのトップが講演！
参加者だけのお楽しみ
さらに、アフターパーティー と、この日に立ち会えたことが、これからの人生で素晴らしいポイ
ントとなること間違いなし ⤴
今月の新規メンバーさんも含めて、リーダーさんは、もう一度、メンバーさんに確認をお願いいた
します 。

＊稲葉WEX様からラインで頂いた心に響く名言＊
　難しいことや新しいことをする前に、当たり前のことを、 そこまでやるか
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真理は平凡の中にある。平凡を励めば、真理に至る。
それは、理屈の問題ではなく、信念の問題である。

若者らしい、生き生きとした溌剌さは、どこから生まれてくるのかと、私は、ずっと考え続けてきた。
「目の前の課題がいかなるものであっても、全身全霊で取り組んでこそ、満足感、達成感が得られること。
そして、 やるだけのことはやった と言える達成感こそ、満足感をもたらしてくれること。
そして、その満足感が、生きる勇気を与えてくれること」である。
稲葉が個人的に登録しているメルマガからの転載です。

春先からの実験で、酵素ジュースを作る時「マンジェリコン」を入
れたのと、入れないのを比較しています。
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
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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
みてください。
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12月22日は、冬至です(^^) 
3500年も前の支那で記録が残っている「易」 
今では、「易経」として、また、「易占」として現代でも使われている支那の古典です(^^) 
この時期になると、冬至の日が待ち遠しく、新たな１年を観る楽しみがあります(^^)/ 

陰陽の易では、冬至の日を陰が極まった日として、ここから、太陽(陽)が伸びる日であることから、
新たな１年のスタートと観ています♪ 
このことだけでも、陰が極まって、陽に転ずることが分かります。つまり、いつまでも「陰」であることもなく、
「陽」であり続けることもない。「陰陽」そして「中庸」の流れの中で、この世は動いていると考えられます。 
もし、中庸に心があれば、現象は陰にも陽にも動くけど、自分はブレずに居られるのではないでしょうか(^^) 
ただ、じっとしている事が良いということではありません。向かうべく方向にブレなく進む志を持つことが大事で
すね。 
「ミネラル バランス ウォーター」と、梶本代表がおっしゃるこのミネラル水♪心身のバランスを整え、自然を整
えることが出来る「ミネラル」が、全世帯に、世界中に広がる氣がします(^^)みなさんは、どんな１年だったでしょ
うか♪

Grow 主催 ミネラル醗酵味噌教室 手作りの
味噌教室になります。 
大豆は2種をブレンド 全てこだわりの材料をご用意し

ております ミネラル入りお味噌を手作りで作りませ

んか？  

定員10名 (先着順になります)誰で
もご参加可能なので、お友達やグルー
プの方と一緒にお越しください  
＊日程 :  12月18日(水) 　＊時間：
13:30～　＊参加費：3,500円　 
＊持ち物：全てこちらでご用意！　　
手ぶらでご参加下さい  
(エプロンやお持ち帰り袋などもこちらでご用意させて
頂きます。) 

初めての方と一緒にご参加いただくと、メンバー様
のみ500円OFFとさせていただき 
ます ご予約は下記予約フォームより⬇ 　　 
https://select-type.com/e/?id=DG1-_-ZVZG0

８

皆さまいつもありがとうございます(^^)

2021年9月14日㈫　大阪　オリックス劇場　にて、第11回　ラリー「SMILE ON 

SMILE」が開催されます♪チケットは、申し込まれましたか？
11回目♪年に１度の全国大会(^^)みたいなイベントです♪
さて、先日、ある地域のメンバーさんから依頼があり、セミナーをさせて頂きました(^^)

久しぶりの都会(^_^;)　駅前のお店も、ビジネスホテルも、対応が様変わり。
当たり前に過ごしてきた状況が、ここまで変わるものかと変な実感をしてきました(^_^;)

そこでのセミナー後の少人数での話題になったのが、「グループが伸び悩んでいる」と言うことで、話を聞いてい
ましたら、何も間違っていないのです。
と言うより、ビジネスには、やり方の正解は、無いのでは？と思えたのです。
結果に繋がったやり方を正解と呼び、結果が出なかったやり方を不正解と呼んでいるだけ。しかし、別の人や、別
の地域では、その不正解なやり方でも結果が出ていたりします。
そう考えると、正解も不正解も無い。　結果に繋がることを、その人が、その時に、その地域で、やっただけ。
他にも要因は、あるでしょうが、突き詰めると、このように考えられる部分が大きいと思います♪
ここで重要なのは、結果に繋がらなかったからと、すぐに「諦めてしまう」ことでは、無いでしょうか。
エコウォーターを伝える時に、最初の2ヶ月で、５人、８人の代理店登録でのボーナスがあります♪
知り合い５人に伝えてみたけど、誰も登録してくれなかったから、「難しい」「自分には向いてない」と、諦めて
いませんか？
「本当に良い物が伝わるのは５％」と聞いたことがあります。９５％には、すぐには伝わらず、いわゆる予備軍で
す(^^)　まず、すぐに理解できて手にして下さる５％の方々を探す活動をしていきましょう(^^)

お住まいの地域の５％の人口は、何人いらっしゃいますか？まだまだ、伝わってない方々が多いかと思います。
これをチャンスと捉えることが出来る人が、たくさんの方々に伝わる中心的なメンバーになるのでは、ないでしょ
うか(^^)皆さんそれぞれの考え方１つで、結果に繋がる中心的なメンバーとなれるのです(^^)

✨ 9月限定公開✨
来月(9月)の限定動画は・・・

〈三阪W-CR〉💎 スペシャル実験セミナー💎
Club Eco Waterプレゼンに必須の
『実験🧪 』をまとめて紹介🎁

今回は静岡で収録したスペシャルバージョンをお届けします😊

三阪W-CRが10年以上に渡る
経験・テクニックを集約させた
『100% 実験を成功させるための
コツ』が満載です✨ 🙌

1ヶ月間のみの限定公開なのでお早めに🏃 ‼

ネット環境さえあればスマホでもPCでもどこでも視聴が可能です🌟

https://grow-online-2020.com/


