
【ミネラル不足の現代】 
戦後、変わってしまった日本の農業👩🌾  

『肥溜め』だったのが、化学肥料に代わり、野菜のミネラル分が激減⤵  

塩も…塩田が廃止されて、単一ミネラルの塩が一般的になりました😔  
様々な種類の『微量元素ミネラル』を普通に摂れていた時代には、無かった病気も増えています
😢  
なるべくECO WATERで、微量元素ミネラルを摂れるように工夫してみてくださいね🍀  

◉野菜をミネラル水に漬けたり 
◉醗酵ドリンクを機能水で割って飲んだり 
◉LEをお酢の代わりに使うのもオススメです😊  
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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）
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松本圭一WEX様　通称まっちゃん～から頂いた資料です！！
今回は、ポピ族からのメッセージが今の地球の状態に警告を発しております！
なぜ？エコウオーターが今、必要かを地球規模で理解を深めましょう！！

2021年11月号

ホピ族の長老から日本人への伝言 
今、世界中の人々がバランスを失っている。昔の生き方に戻らなければならない、と長老たちは言っていた。
そうすることがとても難しいことは、わしは知っている。 
だが、バランスが大きく崩れると、地震、竜巻、病気の蔓延、飢餓、火山の爆発などさまざまな厄災がやって
くる。 
わしらは、自分たちの身も心も守らなければならない。新しく、近代的なテクノロジーは確かに強い。だが、
その力でいつもコントロールできるとは限らない。 
もしも事態が悪化すれば、なんの役にも立たなくなるだろう。飢餓が来れば、大地から食べ物を得るのは難し
くなるだろう。 
すべてが汚染されているからだ。そのために、わしらはたいへんな目にあう。だから、何よりもバランスを取
り戻さなければならん。わしらは今、まるで自分で自分を滅ぼそうとしているようなものだ。 
もしも、わしらがバランスを少しでも取り戻さなければ、すべてのことがますます悪化していくだろう。人も
動物も大地もすべてのものが滅んでいくだろう。そして、戦争がやって来る。・・・ 
 わしらホピは、浄化されなければならないことを知っている。わしらのことでいえば、誰かがホピの現在のシ
ステムの誤りを調査し、浄化するであろうことを知っている。 
しかし、今や、すべての人々のバランスが崩れているので、未来にはとても困難なことが待ち受けている。 
これはひとえに、バランスを失っているあなた自身にかかっているのだ。バランスを保つ生活に戻るのが困難
なことは知っている。 
何か、もっと醜い死者が出る何事かが近づいている。動物も人を襲うようになる。すべてはバランスが狂って
いるからだ。わしら自身を浄化し、バランスを取り戻さなければ、戦争や破壊を止めることはできない。 



自分たちの信じていることを、もっと積極的に進めなければならな
い。わしらの言うことを信じるのは難しいかもしれん。だが、重ねて
言おう。あなた自身にかかっているのだ。わしには、あなたたちの心
を変えたりする力はない。 
わし自身で、あなた自身で何かをするのだ。自分の信じている霊的な
道や気持ちに対して、あなた自身が変わらなければならない。 
すべてはあなたたち次第なのだ。自分自身と人々のために、大地や動
物たち、地球のために、何かをするのだ。わしらは皆、ひとつの地球

の上にいる。大地震は終わっていない。 
大地はまだ揺れている。だからこそ、わしらは、大地や人々や動物や木々や草花を救わなければならない。そ
れを救うのは、あなた次第なのだ。植物は、病気の治療のための薬として、わしらが使ってきた役立つもの
だ。 
この地上のすべてのものが救われ、生き残ることは、わしらの願うところだが、すべての人が生き残るという
わけにはいかないだろう。地震や、あるいは竜巻、洪水、地球上に蔓延する病が人口を減らしていくだろう。 
わしらは、今、紛れもなく危機に面している。自分のことと、人々のことを考えるのだ。そして、生き残るた
めには、ともかく将来に向かって進むしかない。 
あなたが信じようと信じまいと、わしらに伝えられた預言のすべてが現実のものとなっている。長老から、こ
れらの話を聞いたときには、わしは信じなかったが、今にして思えば、すべてが、わしらの長老が伝えてきた
とおりだ。 
どうか、自分自身と他の人々のために、よく考えてほしい。ありがとう。このことを話せて、嬉しく思う。 
「ホピ的感覚」預言された「浄化の日」のメッセージ

２
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先日、体験談をいただきました。 
10年皮膚病でやなんだワンちゃん。 
月に2～3万円の病院代。薬を付けても治らなくて。 
ある時、ECOと出会い、スーパー万能機能水を皮膚に塗り混んであ 
げたらすぐに治った！写真を撮っておけば良かった！！！ 
もっと早く出会いたかった！ 

【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

 ２

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↑ 

他グループ様 
👍 絹こし豆腐でミネラルマヨネーズ前にもどなたか載せていたかもです☺  
さこちゃん宅でもご馳走になり、九州八寿子さんにも先日教えて頂きました手作りマヨ
ネーズ❣ 　お塩と酢は好みで調整してみてくださいね☝  

💮 お豆腐で出来るミネラルマヨネーズ 

☝ 材料をミキサーにかけるだけ 
・絹豆腐一丁　・酢大さじ2　・塩小さじ2　・お好きな発酵ドリンク大1 
・ミネラル10cc　・油は100から150cc 
（今回はエサンテの油を使用しました。油は一旦混ぜて後から混ぜると良い） 
💮 八寿子さんレシピは 
・豆乳100cc　・最後にオリーブオイル 
１５０～２００ccを少しづつミキサーにかけながら入れていくそうです👍  

ケチャップもマヨネーズも手作り最幸💞 *\(^o^)/*💕
体験談をいただきましたのでシェアさせていただきます。 

メダカの水替えに使用。大きくなるし、卵しっかり産んで今やどんどん増えています。水もきれいです。 
さらに。夏の大掃除中に、右の親指の甲の方の皮が、ペロリとめくれる怪我を、しました。 
すぐに除菌水をスプレーして、バンドエイドで固定。作業続行。その後も水仕事して、バンドエイドが濡れると
取り替え、その都度除菌水をスプレーしました。 
50代以降、傷が治り難くなったなぁと残念だってのですが、3日ほどで、治りました。 
次に、花を切っていて、花を支えていた左手の、小指を花きりハサミで、プチっと切ってしまいました。これも
高齢化のため悲しかったです。かなり血が出てパニックになりかけました。が、すぐに、除菌水スプレー、バン
ドエイド。　これも1週間待たずに治り跡形も全くありません。 
これは、除菌がしっかりできて化膿しなかった、だけでなく、ミネラルの働きで、細胞に働きかけて治りが早かっ

たのかしら？などとひとりで考えているのですが、できたら適切な説明をいただけたら
ありがたいです。 
ーーーーーーー 
皆さまも、もし体験談メッセージしていいよーって言う方がいらっしゃいましたら、
よろしくお願いします！ 
私もメダカの水に使用しています(smile)(smile)私は子供3人。まだ小さくて怪我が多
くて。ミネラルが欠かせません。 

先日、主人がムカデに噛まれました。痛くてもう、大騒ぎ😂 すぐにミネラルの原液を塗って。それでも痛みは
増してきて。コットンに浸して貼ってみたら、１時間でひいていきました。 
主人が、初めて体感したわ…と、ミネラルに納得していました。 
これからは、ケムシの時期でもあるし、何かあったら、シュッシュしてみるのもいいですね！ 
ただ、状況によっては病院🏥 に行ってくださいね。

４



グローeを使っていらっしゃる農家の橋本さんより、ミネラル育ちの栄養たっぷりのお野菜をどんな思いで
作っていらっしゃるのか。 
動画を作っていただきました。動画はとても可愛く農業の現状がまとめられています。 
ぜひ見て下さい。 
安心、安全で手間をしっかりとかけたお野菜を定期購入もできます。 

農家さんの想いを知ってみて下さい(bow) 
はしもと農園では、 
「身体（身）と環境（土）がバラバラではいけない」という考えをもとに、三重県松阪市で地下足袋を履き「森
田ミネラル」を使って、お野菜を年間80品目以上育てています。 
4年前に出会った森田ミネラルは、野菜の根張りが良くなり、病害虫に強くなりました、 
特によく分かるのはカボチャで、虫がつきにくくなりました。 
玉ねぎは周りの農家では病気になるなか、病気にかからず辛味の少ない玉ねぎが育ちました。 
糖度18度のスナップエンドウ、糖度21度の白いトウモロコシのピュアホワイト。 
生で食べた感じはフルーツのように感じます！ 
お客様から「はしもと農園のお野菜」は、食味も良く、葉物はシッカリしていて、日持ちが良いと好評です。
野菜だけではなく、土、畑から流れ出る水、全ての環境にミネラルが広がり地球の浄化に努める「持続可能な
農業」を前へ前へと全力で頑張っております。 
野菜が土からミネラルを吸収し、ヒトはその野菜を食べて身体にミネラルを取り入れています。 
しかし、近年の野菜は短期間で大量の収穫をする栽培方法で栄養価が低くなっています。 
安心・安全のその先へ。 
栄養価の高い、日持ちがする健康な野菜を届け、家族全員が笑顔になる。「大切なヒトを守る」お手伝いをし
たいと強く強く願っております。 
そんな、「はしもと農園」の動画をつくりました。 
皆様にとっても今の農業がどんな状況にあるのかをわかりやすく、可愛くまとめてあります。 
ぜひご覧になっていただき、シェアしていただき、はしもと農園のお野菜を沢山の方にお届けさせて下さい。 
https://youtu.be/9r2-BBNRPtQ

５
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健康への道を目指してもっとミネラルの事、知ろうよ！
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病の原因は栄養素の不足
体が正しく機能するには多種類のミネラルを総合的に摂取することが必須となります。裏を返せば、
それらのミネラルが摂れないことで、心身の病気を招いているといえます。
1977年にフォード大統領の特命でアメリカ国民の栄養状態を調べる大規模な調査が行われました。
そのレポートは「マクガバンレポート」と呼ばれ、そこに書かれた3000人もの科学者・栄養学者たち
の証言は衝撃的な内容でした。レポートによると、癌・心臓病・脳卒中などアメリカの六大死因とな
っている病気は全て、「食生活が原因でおこる『食源病』」である。

特に、「欧米化した食事」、すなわち脂肪、砂糖、動物性たんぱく質の摂り過ぎがあげられ、また、
食事におけるビタミンとミネラルの不足がみられるといった内容でした。
70年代、アメリカ農務省は、「アメリカ人全ての年齢層の99％はミネラル欠乏症である」と報告しま
した。
国民のミネラル欠乏症は、実は米国に限らず世界的に広がる傾向で、その現状は私たちの認識をはる
かにしのぐものです。
なぜそのような状況になってしまったのでしょうか？
もっとも大きな原因は、「私たちの食事を作り出す農地から、ここ100年の間にミネラルが無くなって
しまった」という事実です。

1992年のアースサミットレポートによれば、アメリカでは85％（これはある農地では100％、別の農
地では60％、平均で85％であるということを意味します）、アジアでは76％、ヨーロッパでは72％な
ど農地にミネラルが枯渇していることが報告されています。

その原因は様々ありますが、主に
以下の要因が考えられます。
・排泄物が肥料として使われず下
水に流されるようになり、
2000年以上続いた土地へのミネラ
ル還元が無くなった。
・化学農法の発達により、農地で
は窒素・リン・カリウムのみが
入った肥料が使われ土壌の性質が
変わってしまった。

さらに、私たち日本人がミネラル
不足になる原因として、食生活の
変化が挙げられます。食べやすさ
からくる精製食品の増加、玄米から白米へ、黒砂糖から白砂糖へ、加工食品やファーストフード、欧
米食の増加などにより、ミネラル含有量の少ない食品が増えたことは明らかです。



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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６

７ 

＊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。 

＊西谷さん家の秋鮭ときのこの クリームパスタ風そうめん＊ 

ミネラル醗酵ドリンク 

　”ミネラル活用”　　お料理教室

作り方
１）一筋縄素麺1束をたっぷりの沸騰した
  　サーバー水で2分間ゆで、流水でよく洗い、氷水でしめ る。
２）塩鮭1切とまいたけ100gをそれぞれサーバー水で15分
　　つけ、水気をよくきる。
３）冷たいフライパンにバター15gを入れ、中火でバター
　　を溶かし、バターが溶けたら、塩鮭を入れ焼きながら骨をとり、軽くほぐす。
４）鮭に半分程度火が通ったら、まいたけをほぐして入れ、炒め、きの
　　こにある程度火が通ったら、小麦粉大さじ1を入れ、きのこと馴染ませる。
５）牛乳150ccを少しづつ入れて、小麦粉が固まらないようによく混
　　ぜ、加熱し、牛乳が温まったら粉チーズ大さじ2と一筋縄そうめん
　　を入れ、よく混ぜる。
６）器に盛って、ブラックペッパーとドライパセリをのせたら完成です。

＊体が温まる芋煮＊ 

＊後藤さん家のクリームチーズバナナトースト＊ 

７

材料
・里芋：12コ（約600g）
・牛切り落とし肉：300g

・こんにゃく：1枚（330g）
・ごぼう：1本
・人参」：1/2本
・ねぎ：2本
【煮汁】
・味噌［昔］：80g

・酒：カップ1

・サーバー水：カップ6

・みりん：大さじ2

・麺つゆ：大さじ約2~3

作り方
１）里芋は一口代に切り、滑りを取るために水
　　洗いしてザルにあげ水気をけをきる。
2）こんにゃくは一口大にちぎる。ごぼうは大き
　　めのささがきにして水にさらし、水けをき
　　る。ねぎは2cm長さ、牛肉は3cm長さに切る。
３）鍋を中火で熱して牛肉を入れ、木べらで混ぜていりつけなが
　　ら火を通す。肉の色が変わったら、【煮汁】の味噌［昔］を加えて
　　いりつけ、香ばしく焼けたら一度取り出す。
４）③の鍋に里芋、こんにゃく、ごぼうを入れて中火にかけ、【煮汁】の酒
　　を加える。鍋底をこそげて混ぜ、全体になじんだらサーバー水を注
　　ぐ。アクを取り、弱火で10分間、里芋が柔らかくなるまで煮る。牛肉
　　を戻し、再び煮立ったら、ねぎ、みりんを加えてさらに10分間煮、
　　麺つゆで味を調える。

材料 
・一筋縄そうめん：1束
・塩鮭：1切
・まいたけ：100g

調味料
・バター：15g

・小麦粉：大さじ1

・牛乳：150cc

・粉チーズ：大さじ2

・ブラックペッパー：適量
・ドライパセリ：適量

材料 
・食パン：1枚（4～6枚切り） 
・バナナ：1本 
・クリームチーズ：1個 
調味料 
・ミネラル醗酵ドリンク 
　　　　　　：大さじ1と1/2 
（今回はゴールデンキウイを使用） 
・バター材料：15g/dd>

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
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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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・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 
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・牛乳：大1/2 
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　　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 

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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＊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。

1. 作り方
2. ボウルにクリームチーズ1個とバター15gを入れ、ラッ

プをせずに500wで20秒ほどレンチンして柔らかくす
る。 
バナナ1本をお好みの厚さに輪切りにする。 
食パン1枚にバター・クリームチーズを塗り、バナナを
乗せし、トーストする。 
最後にミネラル醗酵ドリンク大さじ1と1/2を回しかけ
たら完成です。



📣 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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〒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。

＊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。
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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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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。
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　　　１８：００～２０：００予定
　　　　　（会費４，０００円）
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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。
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８

【フェイスマスクシートで素肌美コンテスト】
開催中です✨
リアルタイムモデルが凄いことになってます‼

今から応募方法についてご案内します。
🔴 エントリー条件
1⃣ クラブエコウォーターの代理店orポタポタ会員
     で、あること※新規不可
2⃣ 素肌美コンテスト用の得々パックプラスワン
（5個1）を購入すること
■購入内容
・フェイスマスクシート✖ 3箱
・ピーリングパック・オールインワン美容液
　合計22920円
※プレゼントは、モイストローションを選択して
ください。
　⚠ ⚠ ⚠ 注意⚠ ⚠ ⚠
🌟 得々パックプラスワンは、必ず『エントリー
される方ご本人のお名前で』購入してください。
🔻 購入後、参加URLはこちらです🔻
　https://lin.ee/1kPShIK

皆さま
いつもありがとうございます(^^)

11月は年内最後のキャンペーン月です♪　ラリーにて発表となりました、
WLS 24フェイスマスクシートが、新発売されます＼(^o^)／
新発売があると！　そうです(^^)権利獲得キャンペーンがあります！
フェイスマスクシートが売れる度に、権利を持っている方だけに、売上の一部を分配してくれます(^^)

どんどん会員が増えているエコウォーターですので、タイトルや新商品権利を持っていると、年々、コミッ
ションが増えて来ます(^^)　全国、どの会員さんが買っても、自分の権利に反映される！
すごいですよね(^^)

私が20年ほどお付き合いしている環境系の会社は、年商30億を突破して、さらに上を目指しています。
が、エコウォーターは、今年　40億を突破して、2025年には　100億を目指している会社です！
持っているタイトルや権利への分配が増えるのも、会社が売上を伸ばし続けているからです(^^)

・誰にでも必要な「お水」・誰もが不足がちな「ミネラル」・誰でも手に出来る「価格帯」・誰もが喜んで
「リピート」して頂ける。
市場は地球規模♪
とても楽しみなエコウォーターに出会えて、本当に感謝です(^^)　そして、皆さまに出会えて感謝です♪
エコウォーターの会社の成長を楽しみに、身近な方々に、お伝えしていきましょう＼(^o^)／

https://lin.ee/1kPShIK

