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商

商品カタログ 

２０２０ 

地球の自然と健康を取り戻す！ 

 

すばらしい商品のおすすめ 
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品カタログ 

地球の自然を破壊したのは私たち大人の責任です。 

子供たちのために、美しい地球を回復しましょう。 

 

知識と智恵があります。 

現代科学は物質対象ですから、物質を分析した 

知識を中心とした科学です。 

 

智恵の世界は直観、啓示、閃き。内から湧くもので、 

全智全能の天上界の智恵の世界から来るものです。 

永遠の真理、見えない世界に属するものです。 

 

創造主の智恵の世界から得たものです。見えない原子と 

電子に法則が働き、光エネルギーを発生させ、物質を元素転換により創造す

る原理です。これを神と本来呼ぶのです。 

 

微生物は原子と電子の働きを行い、体内の血や肉や骨を 3 分で形成します。

難病は自分で治せる時代になりました。 

 

地球家族の商品は全智全能の智恵の世界から得た原理によって商品化された

ものばかりです。 

 

代表 河合勝 
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「農業用資材」農業をされている方、ガーデニングや家庭菜園愛好家の方へ 

どんな土も、バランスを取り戻し中性にします。微生物を撒くことで、花は良く咲き、野菜の収穫は倍

増、味も大変おいしい作物が誰でも簡単にできます。虫も病気も予防できます。もちろん無農薬！ 

  

 

（1）総合土壌改良醗酵液（栄養肥料） 

土壌栄養、植物の病害虫防止、連作障害除去、有害物の分解と、優れ

たオールマイティーな働きをします。栄養たっぷりで肥料の役割も果 

たしますので、化学肥料は必要ありません。原料は植物の微生物を活

用しており、安全でしかも低価格です。本液を自然水で５０～１００

倍に薄め、土壌に散布してください。 

 500mℓ 1,650 円（税込）／1ℓ 2,700 円（税込） 

 

 

 

（2）葉面散布醗酵液（成長促進） 

全ての植物の成長を早める効果があります。 

自然界の成長促進成分が含まれていますから安全です。 

本液を自然水（水道水は塩素を飛ばして）で１００倍に薄め、葉面に

散布してください。 

500mℓ 1,650 円（税込）／1ℓ 2,700 円（税込） 

 

 

 

（3）病害虫予防醗酵液（土壌・葉面散布用） 

病気の原因をなくし、数百種類の害虫を忌避します。 

成分は薬草、薬木、漢方薬が主体ですから、人間には無害です。 

本液を自然水で 2００～３００倍に薄め、土壌・葉面に散布。 

500mℓ 1,650 円（税込）／1ℓ 2,700 円（税込） 

 

 

 

 

（4）雑草抑制醗酵液（土壌散布用） 

雑草は本液を散布することにより抑制出来ます。雑草の種子の発芽を

阻止します。  

本液を自然水（水道水は塩素を飛ばして）で５０倍に薄め、土壌に散

布してください。 

500mℓ 1,650 円（税込）／1ℓ 2,700 円（税込） 

 

 

 

（５）ピラミッドパワー土壌改良 

植物の根の働きに応じた土壌の環境を整備する働きをし、植物を元気

に大きく育てる条件をすべて持った土壌に改良します。病害虫はほと

んど発生しません。 

一年草の野菜の発芽から収穫まで、必要な総合栄養を初めから持って

いますので、肥料を与える必要がなく、総合アミノ酸、総合ミネラル

をたっぷり持つため、元気で美味しい農産物が収穫できます。 

1ℓ  800 円（税込）   ５ℓ    3.000 円（税込） 

10ℓ 5,000 円（税込）   20ℓ １1,０00 円（税・送料込） 
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（６）磁鉄鉱 

火山の噴火により飛び出した磁鉄鉱です！縄文時代は、ヒヒイロカネ

と呼ばれた錆びない鉄があったと記録に遺されています。鉄は酸素が

触れると錆びるとされていますが、実は逆なのです。鉄から酸素が逃

げると、腐って錆びるのです。 

桜島の火山灰にもこれが含まれています。これが、桜島大根が大きく

なる原因です。熊本で植えると普通の大きさです。酸素を呼ぶ、特殊

な鉱石。いろいろな活用方法があります。 

100ｇ  1.500 円（税込）   ５00ｇ 6,000 円（税込） 

1kg  10,000 円（税込）   

 

 

 

 

自然微生物農法について 

自然微生物農法の大まかなポイント 

播種期：【総合土壌改良液】を一坪あたり 200ml 土に撒き、微生物をたくさん与え、耕します。

痩せた大地も元気に！更に【雑草抑制液】の散布により、雑草の抑制も可能です。 

＊より効果を出すには＊ 【ピラミッドパワー土壌改良材】を、15cm 位土を掘って、根が張るあ

たりに、一株あたりひとつかみ程度敷きます。より大きく、元気な野菜を作ります。 

いずれも虫も病気も来ません。完全無農薬栽培が出来ます。 

鉢に植える時は、黒い鉢に植えましょう。（根は暗い所を好みます。）種を植える時は、新月以降

が、発芽が良くなります。 

成長期（芽が出て成長しきるまで）：【葉面散布液（成長促進醗酵液）】を、50～100 倍に

希釈し１～２回葉に散布します。元気よく成長します。 

収穫：新月前後に収穫すると、甘く腐りにくい野菜になります。 

使用材料：総合土壌改良液、ピラミッドパワー土壌改良材、葉面散布液（成長促進）、病

害虫予防液、雑草抑制液 

 

 

ピラミッドパワー土壌改良材と総合土壌改良液の違いについて 

 

まずは微生物！！ 

① 微生物が一杯の 

豊かな土壌を作る 

必須！ 

① 総合 

土壌改良液 

 

微生物 

②ピラミッドパワー土

壌改良材、光エネルギー

発生装置 

 

 

 

エネルギー 

更に、より良く育てるには。。 

② 土地のエネルギーを高める 
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「醗酵液」微生物の力を日常生活に活かしましょう。 

河合代表が１５年以上かけて、チベットの聖地など世界中を周り、健康に本当に有用な植物・ハー

ブを厳選し、特殊な方法で醗酵させて完成させました。地球家族の代表商品です。 

 

 

（１）ウルトラプレミアム 醗酵液 

健康・美容・直観・心の癒し・頭脳すべてにおいてこの一本でサポ

ートできることを考えて植物・ハーブを厳選し、醗酵させました。 

地球家族醗酵液のオールスター醗酵液で、まさにプレミアムな一品

です。オールマイティに身体に働きかけます。 

500mℓ 5,500 円（税込）／ 1ℓ 10,000 円（税込） 

 

 

 

（２）健康 醗酵液 

元気で健康な毎日を送るための飲用醗酵液です。 

健康に関して気になることがおありの方に、おすすめします。 

醗酵液で迷っている方は、まずこちらをお試し下さい。 

500mℓ 3,500 円（税込）／1ℓ 6,000 円（税込） 

 

 

 

（３）頭脳明晰 醗酵液 

いつまでも冴えわたりクリアではっきりした毎日を送りたい方の

ための醗酵液で、覚える力をサポートします。「最近、人の名前が

出てこなくなった。」そんな方にお勧めです。 

500mℓ 3,500 円（税込）／1ℓ 6,000 円（税込） 

 

 

 

（４）美容 醗酵液 

いつまでも若々しく美しくいたい方のための飲用醗酵液です。 

野生植物・ハーブを発酵させていて自然の力がイキイキと活きてい

ます。化粧水のようにお使いいただいても結構です。 

500mℓ 3,500 円（税込）／1ℓ 6,000 円（税込） 

 

 

 

（５）心の癒し・直観 醗酵液 

心のストレスをとりたい方、癒やされたい方、直観力を高めたい方

や自分の天命に気づきたい方のための飲用醗酵液です。 

500mℓ 3,500 円（税込）／1ℓ 6,000 円（税込） 

 

 

 

 

（6）ウィルス調和 醗酵液 

自然界でウィルスを殺菌する力が一番強い微生物を配合。このほ

か、ウィルスや病原菌の対策となる薬草を配合。風邪の予防や治癒

のためにお飲みいただいたり、花粉症対策として、マスクにスプレ

ーいただいたり。お弁当や食べ物にシュッとスプレーすると、腐り

にくくなります。※今後「ウィルス対策醗酵液」から名称変更しました 

500mℓ 3,500 円（税込）／1ℓ 6,000 円（税込） 
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                 雪蓮花の微生物 

                 高貴な精霊たちが、私たちの身体を癒してくれます。 

 

 

「食品」健康は一日にして成らず。 本当に身体に良い食べ物を、毎日少しずつ‥ 

                

 

（１）マカ 粉末   

アンデス山脈の標高４０００m～５０００m ごく限られた場所で、６

年に一回しか収穫することができないアブラナ科のとても貴重な植

物です。非常に栄養価が高く、ミネラルも豊富で栄養バランス的にも

優れています。ペルー産、無農薬・有機栽培マカ１００％粉末。 

 2００ｇ 3,500 円（税込） 

 

 

（２）アンデス 3 億年の塩（紅色、粉末） 

太古の深海（2～3,000m）が隆起して、海水がそのまま自然結晶し

た岩塩を粉末化した塩です。ミネラル含有量では世界有数のこの塩

は、鉄分が特に豊富（普通の塩の 10 倍以上）なため、自然に薄い赤

色になりました。うまみがあり自然塩特有の優しい味です。有名店、

高級料理店、高級ホテル等でも使用され、お肉料理に最適です。 

500ｇ   1 袋 1,200 円（税込） 

 

 

 

（３）ウユニ湖の塩（白色、粉末）   

アンデス山脈の標高約３７００ｍの高地の塩湖にある湖塩です。山脈

が隆起して深海（４０００ｍ）の海水が取残され自然の力で結晶した

塩です。結晶がピラミッドで大変エネルギーの強い、深海の海水が凝

縮された天然ミネラルが濃厚な塩です。健康に欠かせないミネラル分

を多く含んでいます。天然の自然結晶した塩で、味もプロの料理人か

ら大変高い評価をいただいています。 
［細目］ 500ｇ  1 袋 1,５00 円（税込） 

 

 

 

（７）古代バクテリア 醗酵液 

古代の三大バクテリアである、シアノバクテリア・鉄バクテリア・

ヘマトコッカス藻を配合。特にシアノバクテリアは、体内で酸素を

沢山発生してくれます。地球創世期のバクテリアを、ぜひお手元に。 

500mℓ 3,500 円（税込）／1ℓ 6,000 円（税込） 

 

 

 

（８）特別 醗酵液 （分解型） 

人間の消化・吸収は、小腸のひだから行われます。日頃の食事には、

添加物や農薬等が含まれているため、現代人の腸壁のヒダがベタベ

タに汚れ、正常に消化・吸収できていない方が大半です。腸内環境

を正常にし、微生物の効果を出すために、他の醗酵液とセットでの

お使いをお勧めします。   ※「分解醗酵液」に名称変更の予定です 

500mℓ 3,500 円（税込）／1ℓ 6,000 円（税込） 
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（４）天光糖（黒糖粉末） 

サトウキビを搾ったそのままの砂糖の粉末で、甘い香りと優しい味わ

いが特徴のナチュラルな黒砂糖です。天然のミネラルが豊富で、コー

ヒー・紅茶に、そしてもちろんお料理のパートナーとしても最適です。

一度 お使いになると他のお砂糖はもう使えなくなります。 
500ｇ   1 袋 1,200 円（税込） 

 

 

 

（５）さとうきび濃縮液 

非常時に最適、さとうきび濃縮液です。マカと混ぜることで、とても

美味しい滋養強壮剤になります。 

沖縄で、じっくり時間をかけて煮詰めて作られています。 

栄養価も高く、珈琲はマイルドに大変美味しくなり、ヨーグルトやそ

の他調味料などとしても、大活躍！ぜひお試し下さい。 

500ｇ   1 本 3,000 円（税込） 

      

 

 

 

（６）薬膳味噌 

２年間醗酵天然味噌に薬効成分をブレンドした薬膳味噌です。有機カ

リウム、有機のゲルマニウム、リチウム、セレン他腸内のビフィズス

菌を増やすケルプ、リンゴ、シイタケ入り。 

アンデス、天山山脈、チベット、ネパール、中国、アマゾン等の 100

種類を越える薬草の抽出エキス入りです。 

  2,500 円（税込） 

 

 

 

 

（7）米ぬか醗酵サプリ プレミアム  

醗酵液がサプリになりました！健康醗酵液と同じ効果が期待されま

す。醗酵液の管理が大変な方、旅行などに携帯されたい方、ぜひお試

し下さい。 

  300 粒   6,500 円（税込） 

 

 

 

（９）ウィルス調和サプリ   

ウィルス対策醗酵液がサプリになりました。ウィルス病が蔓延する

今、大切なサプリです！ 

微生物が、ウィルスを調和し、鎮めてくれます。 

  300 粒   5,200 円（税込） 

 

 

 

（８）ウルトラ濃縮酸素水  

極超微小の酸素の泡を水に注入しました。酸素濃度は常温で 38ppm

もあります。水の分子が非常に細かい水で、体中に酸素がいきわたり

ます。副交感神経に働きかけ自然治癒力を強め、血や肉や骨の再生や

細胞の新陳代謝をサポートします。 

500mℓ 4,500 円（税込）／1ℓ 8,000 円（税込） 
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「お茶」薬草たっぷりのアジアンティーで、美味しく楽しい飲む健康法を‥。 

               

 

（1）ツボクサ茶   

インド伝統医学アーユルヴェーダーの薬草の中で、最高の評価をさ

れているハーブで、若々しさとクリアに冴えるためのハーブとして

重要視されています。宇宙神ブラーフマンの知識を助けるという名

前が付けられています。 

 1 袋 100ｇ ３,4０0 円（税込） 

 

 

 

（2）癒され茶ぅ  

丹波の農園、ジェイ農園さんからとってもおいしい麦茶が届きまし

た。河合代表の自然微生物農法を採用されています！栄養（＝微生

物）たっぷり。まるで小豆を煮出したかのように、ほのかに甘みと

まろみがあり、ほっこりと”癒されちゃ”います。とくに冷やすと

最高に美味です。 

化学肥料・農薬・除草剤不使用栽培大麦を使用。一袋で約１０回分。 

 1 個 1,200 円（税込） 

 

 

 

 

「生活用品」日々の生活に 、薬草と光の癒しを‥。 

 

 

（１）薬草染めバスタオル 

薬草染用醗酵液にひたし、太陽の光で自然乾燥させたバスタオルです。

染められたバスタオルは、醗酵液の独特の香りがします。醗酵液が繊

維の奥深くに浸透し、癒しと安らぎを与えます。 

色  ：ミント、珊瑚、藤、うす杏 

サイズ：約 70cm×145cm         １0,000 円（税込） 

 

 

 

（２）薬草染用醗酵液 

薬草の微生物で染めると、長持ちして、肌にやさしく、気持ちが良い

染め物が出来ます。15 年以上をかけ、アンデス山脈の標高 3000ｍ

以上の高地、アマゾン源流、チベット高地などの生命エネルギーの高

い、世界中の野生薬草を集めました。どなたにも手軽に、いろいろな

繊維を染めることが出来ます。  

500mℓ 3,500 円（税込）／1ℓ 6,000 円（税込） 
 

 

 

 

 

（3）【イスキリ×光エネルギー】ロングアイマスク 

地球家族×足元のプロ、ベルシャンのコラボ商品が出来ました。 

「光触媒メソッド&イスキリ文字の波動」で健康エネルギーを放射！

「光触媒」加工と、イエス様の文字「イスキリ文字」を藍染加工した

布で制作。素晴らしいエネルギーが身体の芯から効いてきます。 

ベルシャン会長様も、これはすごい！と大絶賛！ 

サイズ：フリー              16,000 円（税込） 
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（4）【イスキリ×光エネルギー】足首ベルト 

「腰痛が楽になった！」「疲れにくくなった！」「体感がしっかりする」

「体がポカポカする！」「足が軽くなる！」たくさんの喜びの声が届い

ております！足元に巻くだけ簡単！効果を実感頂けます。 

サイズ：L（37cm）,M（32cm）,S（29cm）各 11,000 円（税込） 
 

 

 

（5）【イスキリ×光エネルギー】げんきアーチ 

足元のプロ、ベルシャンでの売れ筋商品に光触媒加工とイスキリ文字

を加工。物理的に足裏のアーチを作り、かつ光エネルギーも足元にチ

ャージします。健康のお供にどうぞ。 

サイズ： M サイズ：20.5～24.0 の方  10,600 円（税込） 

L サイズ：24.5 以上  の方  10,800 円（税込） 
 

 

 

（6）【イスキリ×光エネルギー】インソール 

光触媒加工をし、イスキリ文字を藍染加工した布で制作。素晴らしい

エネルギーが足裏からダイレクトにエネルギーチャージされます。 

ご自身で靴のサイズに合わせてカットして頂けます。 

サイズ：フリー              1３,000 円（税込） 

 

 

 

（7）【イスキリ×光エネルギー】腰ベルト 

光触媒とイスキリ文字を加工した、可動式のパッドにより、腰痛など、

痛みの幹部を直接癒します。 

サイズ：M （100cm）          26,000 円（税込） 

     L （1２0cm）          27,000 円（税込） 

     LL（140cm）          28,000 円（税込） 

 

 

（8）肉体創造の CD 

創造主が万象万物を創り出す時に「オーム」の波動を出しました。 

現代の病気の原因は血液内にドロドロの汚染物質が溜まることです。

このドロドロの物質は 8000Hz～10000Hz の波動で溶かすことが

でき、本 CD は「オーム」と「8000～10000Hz」の波動を出す仕

掛けがしてあります。瞑想時にもおススメです。 

              2,000 円（税込） 

 

 

 

（9）創造主と釈迦 CD 

創造主と釈迦が、人間の肉体を借りて、発声をしています。 

オーバーシャドウした時の言葉に加え、AUM も入っており、両方を

お聴きいただける特別な CD です。 

お話の後に、AUM の発声があります。AUM の発声 が強烈です。 

              2,000 円（税込） 
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光触媒加工とは… 

光エネルギーを半永久的に放射し続ける魔法の繊維で、光エネルギーを発生させる材

料と、光を空気中から呼び込む機能を持たせてあります。光エネルギーを呼び込んで、

自ら光を放射します。体から放射するオーラの働きです。 

これまでのエネルギー発生の原理を総合し、持続させ、万能効果を発揮します。 

ピラミッドパワー：ギザのピラミッドの石組（原子と電子とリン鉱石の組合わせ）の

工夫により、永遠に光エネルギーを発生し続けます。フリーエネルギー発生装置です。

ピラミッド内では、鉄は錆びない。物は腐らない（人間のミイラ造りに利用）という

現象があります。光発生の原理を応用しているからです。 

 

イスキリ文字とは… 

富山県に皇祖皇大神宮があり、この神宮に、イエスが自分で書いたイスキリ文字が保

管されています。イエスが自分で書いた文字ですから、波動の高い、エネルギーの高

い文字です。イエスが古代神代文字を板に彫刻したものです。 
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「ルース」健康、有害物や有害電磁波が気になる方へ。 

世界初のフリーエネルギー発生原理を応用した自在リング 

蛇口や水道の元栓に取り付けるだけで、半永久的にご家庭の全ての水を、安全で活性化された健康に良

い水にします。メンテナンスは一切不要で、取り付け・取り外しが簡単にできる自在リングです。 

水道水がこの中性磁場を通過することにより、水の分子運動を加速させ、クラスター（水分子）が微粒

子化し、エネルギーの高い水にします。ピラミッドパワーの原理を応用し、輪の中心に強力なネオジウ

ム磁石をバランスよく組み合わせ、磁気・磁力がゼロのゼロ（中性）磁場をつくり出しています。 

 

1. 電気元線用 J-20M4 内径 13mm 18,000 円（税込）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※色はサイズにより異なり

ます 

2. 水道蛇口用 J-25M4 内径 22mm 18,000 円（税込） 

3. 水道蛇口用 J-32M4 内径 30mm 21,000 円（税込） 

4. 水道蛇口用 J-32L4 内径 27mm 27,000 円（税込） 

5. 水道蛇口用 J-40M4 内径 36mm 21,000 円（税込） 

6. 水道蛇口用 J-40L4 内径 33 mm 27,000 円（税込） 

7. 水道蛇口用 J-50M4 内径 45mm 21,000 円（税込） 

8. 水道蛇口用 J-50L4 内径 45mm 27,000 円（税込） 

9. 水道元栓用 J-50M８ 内径 45mm 36,000 円（税込） 

10. 水道元栓用 J-65L8 内径 60mm 48,000 円（税込） 

11. 水道元栓用 J-80L8 内径 75mm 51,000 円（税込） 

12. 水道元栓用 J-100L8 内径 100mm 54,000 円（税込） 

13. 水道元栓用 J-125L8 内径 112mm 75,000 円（税込） 

14. 水道元栓用 J-150L8 内径 140mm 78,000 円（税込） 

 

サイズの測り方・・・下の画像のように、ものさし、スケールをあてて計測してください。 

水道蛇口の場合 

下の画像は約２８㎜の平たい蛇口ですが、内径

２２㎜のルースで対応できます。 

電気の場合 

下の画像は約１３㎜なので、内径１３㎜の 

ルースで対応できます。 

 

強力磁石使用 

ご使用例 

左：電気用 右：水道用 
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「光のシャワーグッズ・お守り」暮らしで使える、光エネルギーグッズ 

創造主の波動がダイレクトにいただけます。精妙なエネルギーをお感じいただけます。 

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、

創造主の白光を放出しています。心と体と意識波動が天上界からの光を受け、全てが癒される

ことを願って、この光のシャワー製品をご活用下さい。 

 

 

（1）光のシャワーシール 

携帯に張っていただくことで、有害な電磁波を無害化します。 

サイズ（約）：直径 約 34mm 

700 円（税込） 

 

 

 

（2）光のシャワーシート 名刺サイズ 

お財布に入れるなど、持ち運びに便利なサイズです。 

サイズ（約）：60mm×95mm 

1.800 円（税込） 

 

 

 

（３）光のシャワーシート A4 サイズ 

枕やベッドの下に入れたり、ランチョンマットのように使ったりする

のに便利なサイズです。 

サイズ（約）：303mm×215mm 

3,800 円（税込） 

 

 

 

（４）（三位一体）光のクリアファイル お守り A4 サイズ 

お守り 三位一体 神・光のパワーで守ります！ 

【１】光触媒 ピラミッドパワー素材 ＋ 原子番号４１素材【2】形霊 

神の形を表面に表しています。（エジプト ギザ クフ王のピラミッド

を上から見た形）【３】数霊 ４１は神 

型魂・数魂シートと、光触媒カード、おまけにクリアファイルがつい

た、とってもお得なセットです！クリアファイルは 6 種類よりお選び

いただけます。 

                      1,400 円（税込） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上段左より 

1 栗枝度神社 

2 月守神社・赤猪岩神社 

3 聖徳太子・空海直筆の書 

 

下段左より 

4 ヒラリオン大師 

5 地球の 7 つのシャンバラの入

口・チャクラ 

6 空海金剛界・胎蔵界曼荼羅 
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「光エネルギー発生装置」暮らしで使える、光エネルギー発生装置 

太陽光線の光エネルギーによって地球は回転し、鉱物・植物・動物・人間は生かされています。生

命エネルギーそのものです。その原理をもとに、フリーエネルギー発生装置の開発に成功！！ 

 

 

（1）携帯用光エネルギー発生装置 強力型 

いつでも、どこでも心身の健康に目を光らせるあなたの携帯するガー

ドマン！ポケットやバックに入れて持ち運べて、便利です！ 

通勤電車や人混み、職場など、外にある様々なストレスから守ります。 

サイズ（約）：95mm×55mm×18mm   24,000 円（税込） 

 

 

 

（3）光エネルギー発生装置 招き猫型 

光エネルギー発生器が組み込まれており、エネルギーが放出されま

す。エネルギーを循環させ、パワーを上げ、幸せを皆さんに分け与え

てください。※在庫限りで販売終了です。   10,800 円（税込） 

 

 

（４）光エネルギーグッズ 球手箱 

インテリアにもよくなじみ、使いやすいタイプの光エネルギーグッズ

です。地場を高め、人々の心身を癒します。有害物を無害にします。 

事故、災難を防御し、人々を健康にします。 
※強力な磁石を使用しているため、精密電子機器などに影響が及ぶ可能

性があります。ご使用時は 30cm ほど離してお使いください。 

サイズ（約）：縦 150mm×横 150mm×厚み 32mm 

39,800 円（税込） 

 

 

 

（５）光エネルギーグッズ 仙良箱 

お風呂に、冷蔵庫に！球手箱と同シリーズに、防水タイプが登場！ 

※説明は「球手箱」をご参照ください。 

サイズ（約）：縦 142mm×横 89mm×厚み 20mm 

39,800 円（税込） 

 

 

 

（7）防水お釜型光エネルギー発生装置（農業用） 

筒型の装置のコンパクト版です。説明は「筒型」を参照ください。 
※強力な磁石を使用しているため、精密電子機器などに影響が及ぶ可能

性があります。ご使用時は 30cm ほど離してお使いください。 

サイズ（約）：直径 120mm×高さ 80mm 

47,000 円（税込） 
 

 

 

（８）光のプレート・一寸法師 
見た目は小さいのに力持ち、お守りのように身につけていただくことで、

光エネルギーを補充し、電磁波障害などから身を護る優れモノ。    

特殊な光エネルギーを発するお粉の入った、セラミックプレートです。

優しい波動を発します。 丸型:直径約 4cm ハート型:幅約 3.5ｃｍ 

幸福・健康・浄化…etc 光のエネルギーをお手元に！ 

                       5,000 円（税込） 

 

 

 
 

 

強力磁石使用 

強力磁石使用 

強力磁石使用 
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        … このマークの商品は、強力な磁石を使用しています。 

精密機器やペースメーカー装着の方には近づけないでください。 

 

 

 

光エネルギー発生装置について 

 

地場を N 極と S 極の完全バランス状態にすると、中心から光の二つの回転円

運動が始まります。回転の速さは 1 兆 8600 億回転/秒で、自然界では最速、

最精妙です。いわゆるフリーエネルギー発生装置です。 

 

原子と電子を結合させますから、身体のそばに置きますと、血や肉や骨の形成

を促進し、体内を中性の状態に戻し、体内の有害物を全て無害化し、血液を正

常に戻し、血液状態を良くします。 

体内の 80%以上を占める生体水を高分子水に変え、活性化し本来の中性状態に

戻します。 

自然治癒力と免疫力を本来の物に復元します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

強力磁石使用 

質量・電子 
エネルギー・原子 

創造主 

物質（水蒸気） 

原因と結果の法則 

エネルギー循環の法則 

±0 中性 元素転換 核融合点 陰陽の法則 

－・水素 
＋・酸素 
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「書籍」どこでも手に入らない、叡智をお手元に‥。 

 各 1,400 円 ※ デジタル出版のためＡ４判・簡易（ファイル）製本書籍です。 

地球家族シリーズ 

A-01  

 

野菜の育て方：自然・微生物が育てる栽培方法の紹介と手引きです。誰にでもできる無農薬、

多収穫、早くて簡単、安全でおいしい野菜の栽培方法をお教えします。 

A-02  

 

自然の法則と真理：現代科学は自然破壊を行っています。自然には、サムシンググレートな

働きがあり、秩序を保っています。地球の自然を回復させる原則（真理）をお伝えします。 

A-03 

 

人生の生き方－幸せに生きる方法があります－：人生で起こることは、全て理由（法則）が

あります。法則を知ることにより誰でも幸せな人生を送ることができます。あなたの思い次

第で人生が変わるのです。 

A-04 

 

日本民族の役割と歴史：日本民族はアトランティスから連なる日出ずる国の民族、２１世紀

の世界のリーダーなのです。日本（民族）の本当の歴史と役割が明かされる時が来ました。 

A-05 

 

人間とは何か：人は自分の本質を解かっていません。ですから、悩み苦しみます。人生で起

きる悩み苦しみなど悪いことは、実は本人にとって良いことなのです。 

A-06 ピラミッドの秘密を明らかにする：ピラミッドは形として残された聖書であり、宇宙の法則

を形で示した物。フリーエネルギーの巨大な発生装置でもあります。 

A-07 イエス・キリスト その真実の教え：イエスは、2000年前に宇宙科学を説きました。イエス

の説いた内容を科学的に明らかにします。 

A-08 ヒーリングとは：誰にも心身の神癒が行えます。宇宙の法則に基づいた正しいヒーリング方

法を解りやすく説明します。 

A-09 誰にも解る病気の原因と治し方：現代医学の常識にはない病気の原因と治し方を、科学的に

宇宙・自然の法則に沿って明らかにしています。心と肉体の関係、生命とは何か、初めて明

かされる病気の原因と治し方に触れます。 

A-10 知っていますか？人生に働く法則があることを：人生で偶然に起きることはありません。全

て法則に基づき必然的に発生していることを知ることで人生が楽になり、心が静まります。 

A-11 生活の智恵：⑴ 健康と病気 ⑵ あなたは宇宙と繋がっていることを知らない 

人間の常識は宇宙の科学から見ると、非常識なことが多いのです。あなたの人生は天と地の

架け橋で、人は宇宙から離れては生きられないのです。 

A-12 21世紀 創造の科学の時代が来る：現代科学の物質は、分子構造を分離・分解して作って

いますから副作用を持っています。自然は元素転換して融合反応で創られています。血や肉

や骨は人体内の常温の元素転換により創られています。その仕組みを明らかにします。自然

と人々の健康回復をします。 

A-13 天と地の架け橋：人はこの物質世界が全ての世界だと思っていますが、天上界と地上界は表

裏一体で動いています。その仕組みと関係を明らかにしますと、人生が楽しく過ごせます。 

A-14 チャレンジする人へのアドバイス：日本民族の役割と使命を明らかにし、日本が世界のリー

ダーとして活躍する天のプログラムを実践する為の様々なアドバイス、社会を変えようとす

る人の必見の書。 

A-15 老子の道(タオ)は宇宙の法則を語る：老子は道を説きました。老子は宇宙の法則を知ってい

ました。真理を説いた賢人です。 

A-16 地球の自然回復の具体対策提案：地球の自然環境の破壊の原因を、現代科学は正しく理解し

ていません。自然破壊の本当の原因と、治し方を具体的に提案しています。 

A-17 あなたの波動が人生を変える：心は想念と云って、波動そのものです。人々の発信する心の

波動が良いか悪いかにより、人生が良くも悪くもなります。そのことを科学的に説明します。 

A-18 頭を良くする方法：頭は情報の受信と送信の働きをしています。人は全智全能の知恵の世界

とオンラインでつながれているのですが、そのことを知らない為につながらないのです。 

A-19 人間と人体の神秘を明かす：心と体の癒しが必要ですが、人体の働きを現代人はほとんど知

りません。自分の体と心の仕組みを知らないと病を治せません。人体の神秘を明かします。 

A-20 ２１世紀は明るい社会が来る：世紀末の予言の意味と何故経済崩壊や天変地異が発生するの
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か、歴史は誰がどのように創るのかを明らかにします。社会と地球は法則によって動いてい

るのです。明るい社会が来ます。 

A-21 人生の上手な過ごし方：人生には各々目的がありますが、殆どの人はそれに気付かずに一生

を過ごします。人は進化のプロセスにあります。運命とは自分で切り開くものです。 

A-22 病気にならない方法ノウハウ集：現代科学は病気の原因に関心がありません。病気の原因を

解明すれば治すことが出来ます。人体の働きについても人々は本質を知りません。病気にな

らない方法をお伝えします。 

A-23 病気を予防し癒す素材一覧：病気を治す、自然の素材を紹介します。化学薬品ではなく、自

然の恵み、薬草の効能やミネラルの効能を明らかにします。 

A-24 心身の神癒―自分で行う病気の癒し方―：これからの時代は自分の病気は自分で癒す時代で

す。病気にならない方法を知りましょう。 

A-25 日常食物の薬効一覧：日常に食する野菜、果菜、魚、調味料の本来持つ、薬効を活用する為

に、各々の薬効の一覧表。21世紀の健康維持のさまざまな病気の癒しの素材は医食同源の

日常食品と薬草、薬木の活用となることは間違いのないことである。 

A-26 実践ヒーリング：ヒーリングの正しい実践の仕方を紹介します。病気の原因と対策を明らか

にして、ヒーリング出来るようにガイドします。地球の地場調整のやり方にも触れます。 

A-27 釈迦に説法してはならない：釈迦は悟りに達した覚者です。仏典や仏教関係者は釈迦の説い

た意味を理解していません。釈迦は宇宙の永遠の真理を説いたのです。 

A-28 地球の再生：地球は今や末期ガン状態。回復させる為には、創造の原理、自然の摂理の理解

と応用があれば修復が出来ます。 

A-29 天上界による人類指導を明かす：天上界の働きを明かします。全智全能の知恵で人類を指導

しています。天上界と地上界は表裏一体なのです。 

A-30 自然有機農法の特色：植物は誰が育てているのか。自然有機農法の全国での実例を写真で紹

介します。完全無農薬栽培は誰でも可能です。 

A-31 自然有機農法のすすめ―医食同源の野菜作り―：自然・微生物を使った自然有機農法と、21

世紀の農法である、医食同源の野菜作りについてお教えします。 

A-32 人類史上最大の覚者 イエス・キリストの生涯：日本との関連の深い、モーゼとイエスの生

涯を、その知られざる生活を中心にお伝えします。本書籍は知花敏彦氏を通じて得た情報を

中心にイエスの生涯をお伝えします。知花氏の過去生は聖ヨハネでした。 

知花敏彦シリーズ 

C-01 南米の聖地で真理を語る：地球の神の入り口に 当たる聖地が７ヶ所あり ます。南米の聖

地ボリビアのサマイパタでの講和です。人間の本質とは何か、人々は現実 生活に何故つま

ずくのか、知花氏の南米での体験 などが語られています。 

C-02 神は全ての創造主：創造主が知花氏を通して語る大変貴重な講和です。人間の本質、生き方、

宇宙との交流を説きます。これを理解するのに性別、年齢、学問は一切関係がないと説きま

す。愛があれば解決出来る・・・この愛の意味は人々の考える愛とは違っています。 

C-03 魂の光輝 イルミネーション：ほとんどの人が正しい生き方、生活の暮らし方を知りません。

盲目の人生、眠れる魂で一生を終えます。肉体に生きるのではなく、魂に生きる道を説きま

す。人はこのことを自分で理解するしかないのです。 

C-04 人々は自分の本源を知らず：今の世の中で自分の本質に目覚めている人はほとんどいませ

ん。盲の者が盲を導いている現状です。人生の過ごし方、神とは何か、どうしたら本源を知

り、本当の人生を送れるかを説きます。 

C-05 因果の法則：宇宙と自然には厳然とした法則が存在し、人生もその法則から逃れることは出

来ません。人生も法則により様々なことが起こり、偶然はありません。この法則を知れば、

人は皆公平に生き、正しい生き方を知ることが出来ます。 

C-06 永遠の自分の発見：人は何故悩み、病気になるのか、人間とは何か、人の死とはどういうこ

とか、という根源的なことを人々は知りません。永遠の自分が存在しているのです。 

C-07 魂の進化：この物質次元には進化があります。人は魂の成長の為にこの世に生まれて来ます。

魂の進化の為にどのように与え、何をするのかを説きます。 

C-08 人間の常識は宇宙の非常識：人間の知識は宇宙の知識からみると、微々たるものにすぎませ
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ん。宇宙は全智全能だからです。人間の常識は宇宙の知恵からみると非常識となるのです。 

C-09 神は宇宙科学 なぜ：神はなぜ完全かというと、常に酸素と水素のバランスを保っているか

らです。我々人間も常にバランスを取らなければなりません。神は宇宙の科学だからです。 

C-10 自覚とは：１９８８年に創造主が知花敏彦氏を通して現代人へ呼びかけている全知全能から

のメッセージです。 

神の世界からのメッセージシリーズ～知花敏彦講話録より～※くるみ製本版 
宇宙への帰還ガイド 1,400円：熟した魂と未熟な魂、魂と肉体の目的、カルマの法則、変性変容

の法則、潜在能力の開発、波動の高め方、魂の成長について、汝の密室にて祈れ 
※表紙等に、保存時についた若干のヤケ、カスレ傷などがある場合がございます。予めご了承下さい。 

愛は天と地のかけ橋 1,500円：超意識世界からの人類指導、イエス・キリスト現代に語る、全智

全能の知恵をあなたのものにする、幸せであるためには、宇宙エネルギーをあなたのものにするに

は、２１世紀への黙示録、シャンバラの世界への旅立ちと悟りの体験 …他 
 

「セミナーＤＶＤ」 各 5,400 円 

 

自然微生物農法セミナーＤＶＤ：2018年 169分・日本一のお米の作り方教えます ・植物は誰

が育てているか・現代農業は自然破壊、健康破壊を行っている。・誰でもプロになれる自然農法の

紹介 自然の創造の原理の再認識。・薬膳野菜の作り方 バランスと循環の法則が働く。・巨大な野菜

の作り方 農薬と肥料の変遷。・現代農法の問題全ての解決策 医食同源の作物作りがこれからの農

業。・自然微生物農法で、無農薬・無化学肥料で、多収穫、病害虫予防が実現…etc 

心身の神癒セミナーＤＶＤ：2014年 174分 現代人は自分の気づかないうちに、心と体が病ん

でいます。病気の原因については、現代医学は対象とせず無視していますから、病気を治すことは

出来ません。難病は直ちに治すことを天上界は期待していますし、現実に治せる時代になりました。

1.病気の原因 2.病気は誰が治しているのか 3.難病は即治出来ることが実現 4.家庭での癒し方 

地球家族セミナーDVD 誰も知らない噺：2014年 4月から現在に至るまでの、毎月の定例セミナ

ーを DVDにしています。※内容はオンラインショップよりどうぞ。在庫切れ商品は受注生産です。 

「全て腸から始まるチョーすごいお話」：ココローカラダー意識（霊）の関連を紐解く、特別

講師櫻井先生の講話。・癌は怖くない・全ての病気に理由がある・腸内細菌の大切さ・病気になら

ない思考パターン・腸内をきれいにし、腸内菌を良い状態に保つことで健康が手に入る…他 

 

お客様の喜びのお声より 

飲用醗酵液 

 胃がん末期のステージ 4～5の人からの報告です。お医者さんが手術をしようと、患部を切り

開いたらもう手がつけられない、手術ができない状態だったそうです。結局、何もしないまま

閉じたそうです。お医者さんから見放された状態になったそうです。家族が何か手立てはない

かと探し、醗酵液を知っていた人が、だまされたと思って、とにかく飲め、とすすめたそうで

す。結果、数日後、家族の話では胃がんの進行が止まった！！と驚いているそうです。 

 特別醗酵液が女性にとくに良い。紹介したところ、いろんな人に感謝されている。S字結腸の

あたり、お腹のチクチクした痛みが 2日でなくなった。 

 風邪の予兆で醗酵液をがぶ飲みした。くしゃみは出るが、熱も出ず、症状が凄い楽だった 

 ウルトラプレミアム醗酵液で、余命 1ヶ月の方のガンが良くなり緩和ケア病棟から退院された。 

 母が子宮がんの手術を受けました。子宮以外に腸にも転移しており、医師から手術のしょうが

ないと言われましたが醗酵液を飲み続け、手術後今年で 2年経過し、元気でいてくれています。 

ウルトラ濃縮酸素水 

 農酸素水を飲んで、お孫さんがテストで毎回 90点取るようになりました！今までは３０点な

ど取ってきていたので、びっくりしました。 

 事務職でパソコン画面を見る時間が長く、ドライアイに悩まされています。酸素水を目薬代わ

りに使ったら、楽になりました。副作用を心配しなくて良いですから安心です。 
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農業用醗酵液 

 （造園業の方）庭木のオオデマリも数年前から害虫で葉が穴あきでしたが、今年の春に病害虫忌

避液を散布したら見事に真っ白な綺麗な花を咲かせてくれました！ 

除草剤（ラウンドアップのジェネリック品のサンフーロン）を散布されてしまったスイカ畑に

あわてて総合土壌改良液と翌日に葉面散布液をまいたところ、スイカは無事に枯れずに済み、

おいしいスイカが出来ました！ 

 総合土壌改良液と米糠でジャガイモ収穫 2.5倍です！ 

 （カンボジアで農業をされている方）日本で一番辛い生姜は出雲生姜さんで一番ショウガオール

が多いのがうちのアンコールジンジャーという分析結果が出ましたのでご報告いたします。 

ピラミッド堆肥 

 スイカの根元に一握り入れたら、スイカが抱えきれないくらい大きくなった！ 

 30年農家をやっているが、ピラミッド堆肥を入れたら大根がすごい大きくなった！味もおいし

くなって、家族が大変喜んでいる。 
 ピラミッド堆肥で里芋を育て、道の駅の売店に持って行ったら、「こんなに美味しい里芋は初

めて食べる。来年は色々な野菜を育てて下さい、全部買い上げます。」と言われました。 

光エネルギー発生装置 

 携帯用装置は、仕事などで外出した際、すっかり疲れていましたが携帯するようになって、帰

宅時もゆとりが感じられるようになりました。ストレスを感じることも減りました。 

 光エネルギー発生装置設置、布団下にシールを設置等…光のシャワーを浴びさせて頂き、一晩

で別人の様に明るくエネルギッシュで笑顔で手を降りながら朝、仕事に出掛けていきました。 

ルース 

 我が家では電気用を使用していてとても、体が楽になりました。主人がいる日はテレビやパソ

コンが常についているので、とても疲れてしまっていたのですが、空間が変わったことにより

楽になりました。電磁波の影響を改めて感じました。 

 水道蛇口用を以前購入して、麦茶を作り、子供に持たせていましたら、他のクラスの子がわざ

わざ来て、その麦茶を飲みに来るという事がありました。 “この麦茶が美味しい”とのこと

だそうです。あらためて、水の大切さを教えられました。ありがとうございます。 

肉体創造の CD 

 とても素晴らしいですね。「オーム」と「8000～10000Hz」の波動は凄くて、身体がジンジンし

てきます。部屋の空気も澄んでくる感じです。瞑想も集中しやすくなると思います。 

【イスキリ×光エネルギー】シリーズ 

 昨年、顔面から転んだ際に手をついて骨折した部分が、ここのところ腫れて痛みが出ていたそ

うです。それがバンドを腕に巻いて一晩寝た翌朝には、腫れが引き痛みも無くなっていたとゆ

うことでした。河合先生と本多会長に「ありがとうございます」とお伝えください。 

 げんきアーチを夜、寝るときに足に巻いて寝たら足がつらなくなった、 
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地球家族 活動理念 

 

私たちは、地球環境の保全を目的とし、 

その目的に資するため、次の事業を行っています。 

 

１、破壊された地球の自然を回復させる、様々な技術開発と普及 

２、光エネルギーの技術開発と応用普及 

３、病気の原因研究と癒しの技術開発と実践指導 

４、微生物の働きの研究や用途開発 

５、有用微生物の発見と応用 

６、農業、水産、林業、畜産の有用技術開発とその実践 

７、人々の教育システム研究開発と教育の実践 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 万 5 千円以上で送料・代引手数料無料！ご注文はオンラインショップまたはお電話で。 

  

お問合せ 

 アースファミリーJAPAN 合同会社 

TEL/FAX ０４６６－７６－５８１１ 

公式ｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾌﾟ：chikyukazokushop.org 

〒252-0801 神奈川県藤沢市長後２７１６－２ 

 

※上記は作業所・事務所です。 

店舗での直接販売は行っておりません。※ 

 

 

 

表紙写真：箱根強羅ハーブガーデン  裏表紙写真：月桃・プロポリスの微生物 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

地球の、子供たちの未来は、今一瞬一瞬の、私たちの選択で作られ

ています。美しい地球のために、一緒に活動していきませんか。 

 


