
◎ 今すぐ健康と平安が取り戻せます… 新商品開発案内 ◎ 

難病は即その場で治せ！しかも、自分で治すことが出来る時代が来ました。 

 

21世紀に入り、人類が進化する時代に入りました。 

AD2013年がその転換期でした。マヤ暦の2012年は物質文明の終焉を意味し、 

AD2014年から新しい統合の時代に入りました。 

 

地球が宇宙のエネルギーの強いエリアにAD2013年から入ったのです。 

2014年はさらに強くなり、2015、16年とエネルギーの強い時代は続きます。 

この強いエネルギーの為、エネルギーの低い、病気気味の人々は、益々体調を崩し、 

病気になり、心がストレスで切れます。 

心のキレた人の犯罪が多くなって来ています。 

 

エネルギーの強い、感性の高い人は、益々感性を高め、直観が強くなり、天上界から 

のエネルギーや情報をキャッチし易すくなっているのです。 

人間の進化は、感情タイプから理性タイプへ、そして霊性タイプへと進化を、 

とげてゆくのです。 

AD2013年から、理性タイプへの進化が始ったのです。 

これは天上界による、人類進化プログラムによるものです。 

 

今、身体に病気の症状があると、心が病気に囚われて、解放されません。 

心が肉体から解放されないと、心の進化が出来ないで、闇のマイナス事象に 

縛られたままです。 

天上界は心を解放して、進化させる為には、難病すら、すぐに 

治しなさいと働きかけているのです。 

 

自宅で、自分で病気から解放される為の新商品を開発しました。 

 



1. 現代人向き「肝腎要発酵液」 ・・・ 食品清涼飲料水 

（１）現代人のストレス生活で、心身が弱っています。 

 

 心身の神癒が必要です。 ―自然治癒力、免疫力、新陳代謝力を補ってあげることです。 

 その為には、細胞と血液と血管、軟骨と骨、筋肉の強化、増殖力をupしてあげることが 

 必要です。・・・血や肉や骨と内臓が若返えると心も若返えります。 

 心が若返えると自然治癒力が蘇ります。 

 

（２）自然治癒力の蘇りに必要な条件とはなんでしょうか。 

  

 ① 細胞の新陳代謝・・・総合アミノ酸、総合ミネラル、難病を治す微量ミネラル 

       （有機のゲルマニウム、リチュウム、セレニュウム、バナジウム、亜鉛）の摂取です。 

 ② 筋肉、血管、骨・・・有機の軟骨カルシュウム、コラーゲン、ビタミンDが 

       必要です。 

 ③ 肝臓、腎臓、膵臓、目・・・チベット野生の､肝、腎、目薬効のある薬草・漢方と、 

       黒人参成分Rh２とRh3が抗ガン剤そのもの、これらの薬効成分が、 

    血液中のドロドロを分解して溶かす。・・・脳梗塞を予防し、改善します。 

 ④ 薬草の王様―精霊の贈り物シリーズの薬草 

       薬草の上薬は、永く飲用しても副作用がなく、万能効果があり、様々な病気を 

       癒やす上薬を集めたものです。 

       漢方のバイブル「神農本草経」には、飲用すると、神、仙人と通ずるとされて 

       います。・・・冬虫夏草、雪蓮花、チベット高地の高貴薬、高麗人参等です。 

 

2. 精霊からの女神への贈り物 ・・・ 女性にとっても福の神 

（１）女性の悩みの１位は、肩こり、腰痛です。 

   ２位は肌荒れや、アトピーです。そして３位は冷え性です。 

 

 これらの症状の共通の原因は循環機能が滞っていることにあります。 

 痛みはその部分のエネルギー不足が原因です。痛い所にエネルギーを補給すると、 

 痛みは和ぎます。と同時に、血液とリンパの循環が滞り、細胞に酸素と栄養分が 

 充分供給されていないからです。 

    



 エネルギーとは、体内では酸素のことで、さらに酸素と水素のバランスが取れると、 

 光のエネルギーが発生するのです。 

 この時、光の回転運動が行なわれ、細胞に振動を与え、摩擦熱が発生します。これが 

 人間の体温なのです。 

 現代人は酸素不足で、光の回転数が弱くなり、体温が不足となり、血や肉や骨を再生 

 する力が弱くなるのです。冷え性は不妊症でもあるのです。 

 

（2）血液を造血し、循環を良くする。 

 

 細胞がどんどん新しく生れ変る力を促進すると、細胞の数が増えて、皺がなくなり、シミ、 

 ソバカス、肌荒れがなくなります。 

 その為には、細胞の栄養となる、総合アミノ酸、総合ミネラルを補給する必要があります。 

 人体には約8,000兆のバクテリヤが棲息しています。 

 このバクテリヤの栄養分が、アミノ酸とミネラルと甘いものなのです。 

 体内の老廃物が貯まると、肌荒れを起こしますから、老廃物をどんどん体の外へ排出 

 させる必要があります。むくみや肥満の原因です。水分補給をどんどんしましょう。 

 水分が不足すると、水分の貯まった場所で脂肪分が貯まってしまうからです。 

 この脂肪は、脂肪分解と、循環機能の促進によって、排出させましょう。 

 

（３）総合アミノ酸、総合有機ミネラル発酵液が主成分で、 

   特に有機ミネラル主体です。 

 

 組織と細胞を活性化します。難病を治すのに必要な、ゲルマニウム、リチュウム、セレン、 

 バナジウム、有機亜鉛が濃く入っています。 

 血液の造血と循環には、高麗人参と冬虫夏草と雪蓮花（天山とチベット）が薬草の 

 王様の働きをします。 

 又、チベットの薬草で、体内の毒素を分解し排出する、むくみを取る野生の薬草、そして、 

 植物の約200倍以上の酸素を供給するシアノバクテリヤも使用しています。 

 総合アミノ酸と総合ミネラルの生産力の強い植物・薬草も使用しています。 

 細胞や組織の再生力を戻し、免疫力、自然治癒力をつけてくれます。 

 黒人参はアントシアニンが濃く、抗酸化力が強く、目を強化してくれます。 

 

  



3. 薬湯 ・・・ お風呂で完璧なリフレッシュが出来ます 

（１）古来より薬草や漢方が入浴液として使われて来ました。 

 

 お風呂のお湯は、40℃ですから、水の酸素が全部蒸発してしまい、酸素の全くない 

 死に水になっています。体から酸素が奪われるので湯疲れがするのです。 

 お風呂で疲れが取れるのは、高温で血液の循環が良くなり、体内の8,000兆の 

 微生物が活発に働いてくれるから、組織の再生が進み、リフレッシュすることが 

 出来からです。 

 

 お風呂に入ると、お湯の成分が肌から吸収されます。 

 お湯の中に有効な成分を入れると、入浴即、健康維持となり、身体と心の 

 リフレッシュが出来ます。 

 

（2）薬湯・・・様々なリフレッシュ効果 

 

 ホルミシス効果がクローズアップされています。 

 ラジウム温泉の様々な薬効がありますが、ラジウムが気体になったものがラドンです。 

 ラドンを蒸気の形で肺に吸い込むと、血液にラドン成分が入り、非常に薄い放射線で 

 様々な病気に効果があることが、岡山大学や欧州で実証されています。 

  

 気管支炎、ぜんそく、胃腸病、リューマチ関節、神経麻痺、動脈硬化、ガン、皮膚活性化 

 三朝ラドン温泉の濃縮液を配合しました。 

 最近は酵素ブームです。ヒマラヤの薬草、霊芝（ヒマラヤ、ボリビア、ネパール等）や 

 アンデスの 薬草醗酵液を、5～10年成熟させた薬草酵素がたっぷりと入っています。 

 海洋深層水の塩分を70％取り除き、残った海水を30倍に濃縮した、海のミネラル水 

 （全てのミネラ ル、微量ミネラルが含まれています）、総合アミノ酸、ミネラルの醗酵液、 

 薬草の王様醗酵液、そして酸素を供給するシアノバクテリヤ、ヘマトコッカス藻、淡水 

 ラン藻が入っています。 

   

 さらにサメのコラーゲン非加熱軟骨エキスもたっぷりと入っています。 

 まさに究極の入浴液―薬湯の王様です。 

 入浴により、自然治癒力、免疫力を取り戻し、精霊からの癒しを受け取ってください。 

 お肌がツルツルになります。 

 

  



4. 光のシャワーシート 

 

（１）宇宙エネルギーとは 

 

 宇宙空間には宇宙エネルギーが満ち満ちています。これは白光のエネルギーで、これを 

 宇宙生命、宇宙意識とも呼んでいます｡ 

 創造主は万象万物を創り出しました。不死不滅、全智全能、無限大の生命エネルギー 

 そのものです。これが唯一神です。 

 創造主は、エネルギー（原子）と質料（電子）を創り、全ての空間や物質はこの原子と 

 電子から構成されています。全ての物質は創造主の分身である、原子と電子から 

 成り立っていますから、万象万物は創造主の化身そのものです。 

 勿論人間もその通りです。 

 宇宙には一つの原子と電子が無限大に存在し、分散（ミクロ）しているか、 

 集合（マクロ）しているか の差があるだけです。集合すると物質になります。 

 全ては創造主が創り、創造主がその内に宿っ ているのです。 

 このことを理解すると人は宇宙エネルギーとつながります。 

 

（2）卵が先か鶏が先か 

 

 答は光エネルギーが先ず存在していたのです。 

 始めから久遠にこの光エネルギーが光子体である原子（エネルギー）と物質の素（質料）を 

 創り出し、この原子と電子のバランスにより、光エネルギーが発生し、回転運動を起こし 

 （1兆8600億回転/秒）、物質を創造しているのです。これが創造の原理で、元素転換の原理です。 

 生命とはエネルギー（白光）そのものです。 

 人間は原子（生命）と電子（肉体）とで構成されているのですが、現代人は肉体という 

 エネルギー0の電子の集合体を自分だと感違いしていますから、病気になるのです。 

 エネルギー不足が病気ですから、病いは気（エネルギー）からと云っています。 

 光エネルギーを与えると、病気は癒されます。 

 人体内でこの創造の原理により、血液や肉体や骨は、常温で約3分間で創られているのです。 

 その原動力は光のエネルギーなのです。 

 このエネルギーは中性にしますから、体内の毒素や酸性、アルカリ性の片寄りを中性に戻す 

 と有害性がなくなります。 

 白光エネルギーは生命エネルギーそのものですから、これを受けると病気は治ります。 

 

 

    



（3）アポロ計画で月へ行った宇宙飛行士は全員NASAを辞めます。何故？ 

 

 月は宇宙エネルギーの大変強いエリアです。これを正想念と云います。 

 月で1晩過ごすと、宇宙飛行士の肉体細胞が洗われて、高分子となり、感性が高くなる 

 のです。そして全員が月には全智全能の高い知性の波動が充満していることを感じるのです。 

 そしてこの知恵に較べると、人間の知識がとるに足らない低いレベルにあることを全員が 

 体感するのです。地球に戻ると、NASAは人間の知識の最高レベルにあるのですが、神の 

 全智全能のレベルとは、比較にならないのです。ですから月へ行った宇宙飛行士は全員 

 NASAを辞めるのです。スペースシャトルは地球の引力圏内ですから、月のように高い 

 エネルギーにはなれないのです。 

 ですから人間の知識よりも高い知恵があることを感じることが出来ませんから、全員NASA 

 に残るのです。これが全智全能の知恵と､消え去る物質から得ている知識の違いなのです。 

 知恵は知恵光と云って光エネルギーそのものなのです。 

 光は知恵であり、力でもあるのです。 

 宇宙飛行士は月で光の強いシャワーエネルギーを浴びて、 

 知恵と力を貰ったのです。彼等には心のストレス、 

 悩みや病気はありません。 

 
（4）現代科学の限界 

 

 量子力学は最高の科学だと云はれています。観察主体です。目に見える物が対象となります。 

 しかし原子と電子は見えません。そこに働く法則も見えません。エネルギーも見えません。  

 分析データーを見せよ、証拠を見せよ、根拠を示せ…全て目で見る物対象です。 

 物質は消え去る存在です。永遠に存在する実在ではありません。 

 根拠とは永遠に働く宇宙の法則のことです。不可視です。 

 生命エネルギーは白光ですから、目で観ることは出来ないのです。 

 エネルギーですから、感ずるか気付くしか方法がないのです。 

 悟りとは自分が肉体の存在であるのではなく、命であると思うことです。 

 命は光エネルギー、白光です。 

 

（5）21世紀は見えない原因の世界を科学として理解する時代に入ったのです。 
   光は全てを癒します。 

 

 如来とは、何くの如く光が天降ることを意味します。光が心のストレスや肉体の病気の 

 全てを癒すからです。  



 光は360度放射して人々を癒し、知恵を与えます。これを千本の手、千手観音と名付け 

 ました。天照は光の神、太陽の白光の神です。不動明王も天照と同じ光の神です。 

 弥勒菩薩はミクロ、見えない世界の仏ですから、白光の知恵と力の仏です。 

 人々が光の治療を受け入れなければ、人類は滅びます。 

 光は全てを癒し、エネルギーである知恵と力を人々に与えます。副作用は全くありません。 

 人々の心のストレス、肉体の様々な症状、ホルモン分泌の異常による病気も全てを癒すこと 

 の出来るのは白光しかありません。 

 

（6）人間は肉体が自分だと考えています。 

 

 肉体は姿、形があり、触れる存在ですから、現代人は肉体が自分であると錯覚し、光の生命 

 の存在を忘れています。命は一つしかないのですが、肉体は個人個人全て違います。 

 人は宇宙生命から、自分は分離して、個人の肉体の存在であり、他人は別のものと考えてい 

 ます。宇宙という宇宙生命からの分離感ですから、他人と異なると思い、争い、対抗します。 

 すると上手くいきませんから、心が悩み、ストレスとなり、心のストレスが肉体のストレス 

 となるのです。これが病気です。 

 命を忘れることは、エネルギーを忘れ、肉体というエネルギーゼロのものを自分と錯覚しま 

 すから、エネルギー不足の病気となるのは当り前です。 

 エネルギー不足で病気になっている現代人を癒やすのには、光のエネルギーを持ってくるし 

 かありません。 

 

（7）オーラはどのようにして発生するのでしょうか。 

 

 人間には太陽光線の虹の7色に対応して､7ヶ所のホルモンのコントロールセンターが 

 あります。チャクラと云っています。このチャクラを活性化すると全ての病気から解放 

 されます。病気から解放され、自分のエネルギーが高くなり、強まるからです。 

 全てのチャクラが活性化することを釈迦は蓮の花が開いたと表現しました。 

 心が宇宙の白光の生命エネルギーを受け入れ、 

 それを全細胞に放射しますが、細胞は質料ですから、 

 エネルギーゼロなのですが、 

 光の放射を受け入り、自ら細胞が光を放射するように 

 なるのです。これを変性―変客の法則と云っています。 

 これがオーラなのです。悟りに近づかないとオーラが 

 放射されないのです。 

 しかし悟りに近づくには、いく転生を必要とします。 

    

 

 

 

 

 



 もっと簡単に光の放射を浴びて、心のストレスを取り去り、肉体の様々な症状を癒してあげる方法 

 があるのです。 

 人間は100人100様、心の進化とその時の心の状態に揺れ動きがあります。 

 エネルギーの大きさ、精妙さに、個人差があるのです。 

 全ての人々を癒やすオールマイティな工夫が必要です。 

 

（8）天と地と人 三位一体 法則の応用が必要 

 

 人は天と地を継ぐ存在です。天と地を一体ならしめるのは、人間の役割で本来の使命です。 

 天上界は最精妙な最も高い波動の世界です。 

 地上界は自然界物質の波動の粗い、エネルギーの低い次元です。 

 人間は天と地の狭間にあって、粗い波動から精妙な波動へと進化を届げていく存在です。 

 この為に輪廻転生を繰り返えして、魂と肉体の波動を精妙に強くしていくのです。 

 波動の粗くて弱い人にいきなり強い波動を与えると、逆にストレスとなり、逆効果となります。 

 エネルギーの低い人、病気の人にはそれなりに受け入れ易い光の波動を与える必要があります。 

 エネルギーの高い人には、もっとエネルギーの高い波動を与えて、エネルギーを高めてあげる 

 必用があります。 

 

 神々の世界には天照、月読、スサノオ（地球）の三位一体のペアが存在しています。 

 

 人間界にも、イエスや釈迦…悟りに到達した偉大な人もいます。天上界と同じレベルです。 

 キリストや仏陀という呼称は、天上界の波動に昇った人間のこと、悟り達した人のことです。 

 地上界には宇宙と自然と人間界を支配する法則が存在して、一切の万物万象を支配してコント 

 ロールしているのです。 

 数霊も法則そのものです。 

 神という文字、発声は神の波動を再現します。 

 数霊の数字とマーク、サンスクリット、日本の文字も、その内容の波動を放射します。 

 文字、数字にも全て個有の意味と波動が伴い、エネルギーを放射しているのです。 

 

 



    

 天上界は人類を指導しています。悟った聖者はその人間の出すオーラにより、その人の 

 レベル、過去の体験、修正する所と伸ばす所を全て見抜いて指導しているのです。 

 イエスの意識体の光の写真、猿田彦神社でイエスが与えてくれた（カメラでキャッチした 

 光の光線）光、癒しの神である小彦名の神社で与えてくれた光、月読命を祀る神社で 

 与えてくれた月の光、指導霊である大黒天や地球神であるスサノオ神が与えてくれた光 

 を治療用に使うようにと特別なはからいで得ることが出来ました。 

 これらの光のシャワーを総合的にまとめた光放射紙が出来たのです。エネルギーの高い 

 低いにかかわらず、全ての人々を癒してくれます。 

 光を与えられるように、天上界からの光を吸収し易いように人の意識波動が天上界に 

 近づくことが出来るように…。 

 様々な工夫と法則の応用がこの光放射の紙にはされています。 

 皆さんの心と体と意識波動が天上界からの光を受け、全てを癒されることを願って、 

 この光のシャワー製品を御活用下さい。 
 
 

    (9）皆さんが使用している携帯電話には、様々な障害が生じています。 

 

 渡り鳥や、野生の鳥は方向感覚が正常だと、目的地に到達することが出来ますが、携帯が 

 発生する電波は鳥の方向感覚を狂わせ、地上に落下する現象が発生しています。 

 ミツバチも携帯の電波により、方向感覚が狂ったり、その電波を嫌って、ハウスや花畑に 

 近づかなくなる現象も起きています。 

 携帯電話用の、貼り付けることの出来る光シートも販売されています。光の精妙な波動は 

 携帯からの波動を修正してくれます。 

 携帯からは人間の感性を狂わす、判断力を狂わす障害があるのです。携帯を麻の布に 

 入れるとこの障害がなくなります。 

 携帯からパルス波動が出ていて、心と肉体を傷つけるのです。光のシートや麻の繊維の波動が   

                          のこぎりのパルス波動を、                        直流波動に変えてくれますから、 

 携帯電波の障害をなくすことが出来るのです。 

 

 
 

    



 

＜ 追記 ＞ 

 

本文で、光、水、エネルギー、生命等の表現が使われています。 

自然界は霊と水から成り立っていると云はれています。 

悟りとは簡単なことです。  

自分は肉体が自分ではなく、生命が自分であると思っていることです。 

生命は光エネルギーそのもののことです。エネルギーと同じです。 

生命は宇宙と自然に唯一の生命エネルギーが存在しているだけです。 

そして生命エネルギーは光エネルギーそのものです。 

始めに光エネルギーありきです。その光エネルギーがアインシュタイン流に云いますと、 

エネルギーそのもので、このエネルギーが質量を創り出したのです。 

エネルギーと光と生命は同じものです。 

水はエネルギーと質料即ち原子と電子とから出来ているものです。 

原子は酸素で電子は水素です。 

水は酸素と水素から成り立っているものです。 

常識では酸素も物質となると考えられています。 

しかしアインシュタイン流に云いますと、水もエネルギーと質料とからで成り立っているのです。 

酸素はエネルギーで光体ですから、実は物質にはならず、光と気体の存在なのです。 

水は霊エネルギーと質料・物質とから出来ているのです。 

現代科学は物質を対象としていますから、気体で光である酸素を見ることは出来ないのです。 

水はH2O､霊と水の存在です。物質では、一番難しい存在なのです。 

酸素は常に光で気体なのです。水は水素・質料・物質の存在なのです。 

このことを現代科学は理解していないのです。 

神とは酸素と水素とそこに働く法則のことです。 

●●●●●●● 地 球 家 族 ●●●●●●● 
〒１07-００62 東京都港区南青山6-12-3 南青山ユニハイツ3０１ 

ＴＥＬ：03-3499-2660  FAX：03-3499-2661 
http://www.chikyukazoku2020.org/  E-mail：chukyukazoku2020@nifty.com 
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