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エナジックのグローバル化は永遠に!

世界で相次ぐ拠点作り!
日本（福岡）、韓国（釜山）、カナダ（トロント）に

新ブランチを開設！
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　まさに皆さんは、上記の通り、「真の健康」を伝える王侯のような役割り
を負った大使なのです。皆さんは、真の健康をもたらされるべき人たちを求
め、わたしたちと共に各地を探し回る、崇高な王族の仲間なのです。
　それどころか、皆さん自身も王と王妃だと思ってください。わたしたちは
道義心と自尊心を持って、友人や家族、日々出会う人たちに情けの知らせを
広めています。そう考えると、わたしたちは真の健康を伝えるために、威厳
のある人生を送っているといえますね。
　わたしの姓は「大きな城」（Big Castle）という意味です。
　そうすると、皆さんは真の健康の「大きな城」に属している、ということに
なります！　わたしたちの「大城」は、陸の上のさらに高台にあって、「あなた
にも第二のチャンスがあるんだ！」という理念を世界の人たちに示す証しと
なっています。「大城」の壁はただ強いだけでなく、真の健康の理念に尽力し
ている100万人以上の提携パートナーによる努力と粘り強さによって、さ
らに強化されつつあるのです。わたしたちのバナーには、「Change Your 
Water, Change Your LIFE！」と誇りを持って掲げられています。 そし
て、わたしたちの城を取り巻く掘割には、もちろん爽やかな還元水で溢れて
います！
　しかし、わたしたちの城は、他人を防ぐための障壁ではありません。歩む
べき人生のシンボルの役目を果たしています。重荷を背負ったこの世界
の人たちのために、わたしたちの城の吊り橋は常に降ろされています。
これこそ本当の自由のメッセージです。
　わたしたち皆が、王と王妃です。真の健康を実現した者だけが得る冠は、
周りの皆に見せて回るために被ります。真の身体の健康、真の経済的能力、
真の心の平安を実現したわたしたちには、エナジックのことを人に伝
えるため、複雑でむずかしい概念を必要としません。なぜなら、わ
たしたち自身が成果の証しだからです。
　気高い王と王妃としてのわたしたちは、自分の使命に誇りを
持っています。一人ひとりがベストな王と王妃になれた時こ
そ、この世でもっとも気高い気分に浸れるのではありません
か。これこそ本当の幸せではありませんか。そして、真の健康
へ導いた相手に感謝される時、さらに喜ばしい最高の気分
になるのではないですか。つまり「ありがとう」の言葉が、世
界で最も価値のある“通貨”ということですね。
　皆さんに誇りを持って――わたしの王の城へようこそ！

（株）エナジックインターナショナル 
CEO 大城博成

「真の健康」の王侯のような大使に！
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福岡ショールーム オープン
７/28 開設記念イベントを盛大に開催

!
!

ショールームのエントランスでおこなわれたテープカットショールームのエントランスでおこなわれたテープカット

ひろとも

　７月28日夕方から、販売店と大城会長夫妻、そしてエナジッ
クの社員・関係者ら百数十人が詰めかけ、「福岡ショールーム」
の開設を祝うセレモニーを催しました。
　このショールームは市内の東西を貫く「国体道路」沿いのビ
ルの５階にあり、西鉄福岡天神駅と地下鉄天神南駅から徒歩5
分程度で行けます。この通りはファッショナブルなビルや店舗
が軒を連ね、若者の姿が多くみられる地域ですから、若い世代
の活用が期待されます。
　大城会長夫妻と有馬裕一エナジックグローバルセールス社長

によるテープカットの後、ショー
ルームの内覧が実施されまし
た。セミナールームやサロンな
どを見て回った参加者は、モダ
ンでセンスあるインテリアに目
を見張っていました。
　午後６時からは同じビルの８
階にあるイタリアレストランに移動し、盛大なパーティが開か
れました。冒頭、あいさつに立った大城会長は、「福岡は九州に
とどまらず、西日本の中心地でもあります。国内のエナジック復
活の拠点となるよう一緒に頑張っていきましょう」と述べ、参加
者の意欲を掻き立てました。
　その後、ショールームの松本弘智支店長の音頭で乾杯をし
てから、販売店を代表して中村明俊（６A7-6）さんと石井恵子
さん（６A18-5）がそれぞれ決意を語り、活気あふれる懇親会
となりました。後半では海外からやって来た各国・各地域の支
店長が紹介され、最後に有馬社長が締めの言葉を述べて、パー
ティはお開きとなりました。

ショールーム設置の意義を語る
大城会長
ショールーム設置の意義を語る
大城会長

サロンでくつろぐ販売店の皆さん

販売店を代表してあいさつをする中村明俊さんと石井恵子さん 懇親会の締めの挨拶をする有馬社長

大城会長に紹介される海外拠点のスタッフたち

国体道路沿いに建つおしゃれな入居ビル

サロンでくつろぐ販売店の皆さん

販売店を代表してあいさつをする中村明俊さんと石井恵子さん 懇親会の締めの挨拶をする有馬社長

大城会長に紹介される海外拠点のスタッフたち

壁面を飾るエナジックの社歴壁面を飾るエナジックの社歴

国体道路沿いに建つおしゃれな入居ビル
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エナジック史と世界の
拠点網をあしらった側壁

凝ったインテリアのサロン

住　所：〒810-0041 
　　　 福岡県福岡市中央区大名1-2-5　
           イル・カセットビル５F
電　 話：092-741-4132（ヨイミズニ）　
F  A  X：092-741-4133
E-Mail：fukuoka@enagic.co.jp

福岡ショールームご案内

住　所：Unit 23 - 156 Duncan Mill Rd
　　　  North York, ON, M3B 3N2, Canada
TEL：+1-905-507-1200
FAX：+1-416-445-6594
E-Mail：toronto@enagic.com

トロント支店ご案内

日当たりのよいエントランス

キッチンを設置したセミナールーム 凝ったインテリアのサロン

皆さんをお出迎えするスタッフ。（左から）松本弘智支店長と
與田智子（よだともこ）、山口佳那子（かなこ）社員
皆さんをお出迎えするスタッフ。（左から）松本弘智支店長と
與田智子（よだともこ）、山口佳那子（かなこ）社員日当たりのよいエントランス

キッチンを設置したセミナールーム

トロント支店が移転
中村明俊さんが記念セミナーを実施

!
!

　６月にカナダのトロント支店が移転しました。トロントは同国
最大の都市で、国内外の大企業が拠点を構える経済の中心地で
もあります。より広くより充実した新支店によって、カナダのエナ
ジックビジネスはさらに広まっていくことでしょう。
　支店では開設を記念して中村明俊さん（６A7-6）を招き、特
別セミナーをおこないました。中村さんは多くの参加者を前に、
長年の販売店活動で培った自説を優しく語り、終了すると大きな
拍手を受けていました。 特別セミナーをおこなう中村さん（右）特別セミナーをおこなう中村さん（右）

誰でも使える会議室 広いスペースのセミナールーム誰でも使える会議室 広いスペースのセミナールーム

支店の移転開設を祝って集まった人たち

ゆったりくつろげるサロン

支店の移転開設を祝って集まった人たち

ゆったりくつろげるサロン

製品コーナーの背景には世界の拠点網が製品コーナーの背景には世界の拠点網が
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住　所：S-213 Lotte gallerium,9,Centum 1-ro,
　　　 Haeundae-gu,Busan
TEL：+82-51-744-8822
FAX：+82-51-744-8833
E-Mail：korea-sales@enagic.com

エナジック・コリア釜山支店ご案内

韓国二番目の釜山支店、いよいよ開設!
　このほど、韓国でソウルに次ぐ支店が朝鮮半島南東部の釡山にオー
プンしました。釡山は首都ソウルに次ぐ第二の都市で、日本ではチョー・
ヨンピルの大ヒット曲「釡山港へ帰れ」などでおなじみの港町。350万
もの人口を持つ大都市・釡山でのエナジックビジネスの拡大発展が期
待されます。

ロッテ財閥所有の巨大ビルに入居ロッテ財閥所有の巨大ビルに入居

明るく見やすい製品コーナー 印象的な照明のエントランス部分

トップ販売店の栄誉「Club2000」を
瀬戸さんに授与！

　６月のサンディエゴコンベンションで、
世界をリードするトップ販売店に「Club3000」と「Club2000」が
授与されました。これは通算獲得ポイントが3000と2000に達し
た人を称える制度で、日本では石井恵子さんが「Club3000」を獲
得しサンディエゴで授与されました。
　もう一人、日本で「Club2000」を達成した瀬戸光雄さん（６A17-4）
には、6月26日に大阪支店で塩田英明常務より記念品と共に
授与されました。なお前号で「販売店個人の8段階内で2000
台（以上）または3000台（以上）の実績を出した販売店に授
与」としましたが誤りでした。お詫びして訂正します。

Japan
Spot 

　　　　　　

　　
　
　
　
　
に
っぽ

ん、頑張れ！
　
　
　
　

塩田常務（左）より「Club2000」を授与された瀬戸光雄さん塩田常務（左）より「Club2000」を授与された瀬戸光雄さん

有馬社長が東京支店でスペシャルセミナーを開催！
　７月26日午後、東京支店で有馬裕一エナジックグローバル
セールス社社長が特別セミナーをおこないました。有馬社長は
スクリーンにさまざまな画像と図表を映しながら、卓越したエナ
ジックビジネスの報酬プランに基づく販売店活動の取り組み方
や心構えなどをわかりやすく説明。また、困っている人に成功の
機会をもたらすことなど、社会に還元することの大切さも語り、
参加者の共感を集めていました。

多くの参加者を前に語り掛ける有馬社長多くの参加者を前に語り掛ける有馬社長

明るく見やすい製品コーナー 印象的な照明のエントランス部分

ソウルと釡山オフィスを統括する
Kristy Kim支店長
ソウルと釡山オフィスを統括する
Kristy Kim支店長



女手一つで子どもたちの海外留学の夢をかなえた！
シングルマザーの星は「エナジックに心から感謝！」
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原田さんのセミナーは「わかりやすい」との定評が原田さんのセミナーは「わかりやすい」との定評が

今月の人

　蝦夷富士とも呼ばれる北海道の羊蹄山の麓で生まれた原田
さん。いまやパウダースノーで世界的に有名なNISEKOス
キー場に隣接した小さな村の出身だ。このあたりの主産業は
農業で、特にジャガイモは有名である。
　豊かな自然環境の中で育った原田さんは、大学卒業後、25
歳で歯科医と結婚し二女一男の母となる。夫も父親も叔父も
医療従事者であったことから「開業医の世界しか知らなかっ
た」と、彼女はいう。だが夫の突然の死を期に、専業主婦として
の人生に終止符を打って、初めて社会に出ることとなる。
　「それまで仕事をしてお金を稼ぐことなど考えたこともな
かった自分が、本当に社会に適応できるのか、とても不安でし
た」としながら、一方で「一度でいいから仕事をしたいと思って
いた」という原田さんは、とりあえず個人事業主として健康関
連の仕事を始めた。そうすると、持ち前の明るく積極的な性格
が幸いし、収入も徐々にあげられるようになった。
　そんな折に、高校３年の長女がイギリスの大学に留学したい
と強く希望したのである。十分な蓄えがあるわけではなかった
が、何とか行かせてやりたいと思った。翌年には１歳違いの長
男までもイギリスの大学を希望した。２人が大学を卒業するま
での費用は莫大だ。
　ちなみにイギリスの大学の学費は先進国からの留学生が最

も高く、該当する日本人の場合はその額、年間250万円！　
４年間に二人で2,000万円、プラス生活費で、何と3,000万円も
の巨費となる。
　しかし子どもたちの熱烈な夢を何とか叶えようと、彼女は
二人にある“条件”を言い渡した。それが「お金が払えなく
なったら帰って来る」だった。つまり、資金が途切れたら留学
は打ち止め、ということだ。こうして二人をイギリスに送り出
したのである。
　そして収入の限界を感じ、「いよいよ留学打ち止めか」と
いうころにエナジックとの出合いがあったのだ。「これは本当
に幸運でした」と、原田さんは語っている。

エナジックビジネスを開始！
　2002年夏、原田さんはある人の紹介でレベラックを購入し、
電解水の素晴らしさを認識すると知人に勧めるようになった。
順調に普及し始めると、当時、東京のホテル会場で毎月開かれて
いた全国会合に、北海道から毎回参加するなど、研鑽と販売店
活動を熱心に展開。こうした努力が実って、10カ月足らずで６A
に到達したのである。５年後には東京に居を移し、さらに力を入
れるようになった。
　この間、巨額の学費を工面できたため、長女と長男はイギリ
スの大学を無事に卒業した。長女はその後、内外のいくつかの
研究所を経て、いまではアメリカの大学の准教授になっている。
長男も大手商社に勤務。さらに末の次女も筑波大の修士課程
を終えて製薬会社で働いている。
　彼女はいまこう述懐している。「エナジックビジネスでなかっ
たら、子どもたちの海外留学や大学院進学をかなえられなかっ
たでしょう。エナジックには心から感謝しています」と。同時に原
田さんは、「一生懸命だったあのころを思い返すともっと頑張ら
なくちゃ」と、少々反省の弁も付け加えていた。

（東京都／６A2-2）
原田裕子



沖縄から世界へ
サクセス ストーリー   大城博成

　大城はロサンゼルスに滞在中、社員とのゴルフを欠
かさない。ゴルフ歴は長いようで、大城の疲労回復の
一手段である。それどころか、仕事の次に来る彼の生
き甲斐かもしれない。生家の村（名護市瀬嵩）に私費
を投じてゴルフコースを造営し、青少年のためにゴル
フアカデミーを設立していく流れをみると、ゴルフに
賭ける彼の熱い思いを読み取ることができよう。
　さばく仕事量といい、ゴルフに賭ける情熱といい、彼
がいまだ若いという自覚があってこそできることであ
ろう。精神面の若さと肉体的若さとが両立できている
のだ。それはまた、小さな癒しの島・沖縄を原点とする
大城のライフスタイルと健康管理の賜物なのである。

「不屈館」と瀬長亀次郎
　ある年の10月、沖縄はまだ暑かった。あいにく台風
が接近中だったが、わたしは早朝、散歩をすることに
した。ホテルを出て、港の方に向かった。町はまだ眠り
から覚めず静かで、犬の吠え声さえ聞こえない。強風
が街並みの木々を殴りつける。
　不気味な感じもしたが、わたしにとって久しぶりの沖
縄の散歩。海岸の防波堤伝いに前へ前へと進んだ。小
学校らしい校舎を左手に見て、大きな団地を通り過ぎ
た。大通りはタクシーや出勤の車で賑わい始めている。
その大通りに向かって左に曲がると民家のような白い
建物が見えた。「不屈館」という看板がかかっていた。
　不屈館とは何であろうかと口の中で繰り返して、そ
こを通り過ぎた。しかし離れるにつれて、どうも気にな
りだした。通りかかったガソリンスタンドで、「あそこに
ある不屈館とは何ですか」と尋ねると、「分からない」
との返事だ。でも諦めず、もう一度看板のある建物に
戻り、正体を知りたいと思った。なぜか興味が湧いて
きた。
　そして通りがかりの人が「あれは瀬長亀次郎の記念
館だ」と教えてくれた。我々の世代でこの人物を知らな
い人間はいない。既に他界したが、沖縄の政界を揺さ

ぶった共産党の政治家・瀬長氏の記念館だった。　
1972年に日本復帰を果たすまで、沖縄はアメリカ民
政府の管轄下にあった。その民政府を相手取って勇猛
果敢に日本復帰運動を展開し、「基地即時撤去！」「ヤ
ンキー・ゴ－ホーム！」のスローガンで戦った人物で
あった。

逆転の人生から学ぼう！
　我々はまだ青二才の頃で、ただただ彼の不屈の精神
に恐れをなすのであった。当時、共産党員は厳しい取締
りを受け、瀬長氏は獄中生活を繰り返していた。彼は日
本復帰後は国会議員として沖縄の政界に希有な存在で
あった。彼の政治イデオロギーの良し悪しは別にして、
彼の不屈の精神は我々も見習いたいと思った。
　「不屈館」が目に触れたとき、筆者は直感的にそれ
を大城の失敗と苦難に結び付けていた。大城も命を落
とすほどの三死の危機を潜り抜け、さまざまな苦難に
直面しながら、一途に目的の達成に走った。彼は逆境
を巻き返す人生から何かを学びとっていた。夢を達成
するには、不屈のスピリットが不可欠なのだ。
　だいぶ前に閉校となった大城の母校の小学校舎の
一角に、エナジック記念コーナーがあり、そこに大城
が歩んだ茨の道の歴史が展示されている。一度、覗い
てみるといい。現在の自分に他人の歴史を投影し学ぶ
ことは良いことではないか。年齢を問わず、わたしたち
は生涯、学び通す人間でなければならないのだから。
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不屈のスピリットで歩んだ半生

第41回

【前原利夫・著
『小さな島から世界を飲む！』より】

せだけ



はっちの
「電解水のある生活」  

還元水割りドリンクで猛暑を乗り越えよう！

Global E-Friends 2019.88

Japanese Housewife

　いよいよ夏がやってきました。それも飛び切り暑い夏です。各

地で気温が37度を超えたり、（25度より低くならない）熱帯夜

になったり、そして残念なことに、熱中症で亡くなる人さえ出て

います。今年の夏も昨年と同様の猛暑なのです。

■暑さ対策のいろいろ
　この異様な暑さを何とか乗り切ろうと、様々なグッズが登場し

ています。身体を冷やすためのマット、タオル、ベルトから、クール

ベストにクールキャップなどなど。携帯扇風機も見かけるように

なりました。

　こうした方法以外に、何か電解水を使った暑さ対策はできない

ものだろうかと、わたしはいろいろ考えてみました。そこで、熱中

症の初期段階の症状の一つである「食欲不振」対策として、還元

水で作る特製「サワードリンク」を考案してみたのです。

■お酢の効果を期待して…
　このサワードリンク。いまでは暑さ対策として、食欲の出ないと

きなどに、わたしはしばしば作って飲んでいるんですよ。その“正

体”は、そう、お酢でつくるジュースなのです。

　皆さんもよくご存知のとおり、お酢には、「食欲増進、消化促進、

疲労回復」といった効果が期待できるとされています。

　そしてこれこそ、猛暑でバテバテの身体に最適なアイテムで

すよね。ただし、お酢をそのまま飲むのは苦手という人が多い

のも事実です。

■果実酒風のサワードリンク
　そこで、わたしの特製サワードリンクは、果実酒風に、

フルーツを酢に漬け込んで作るのです。そこに砂糖を

ちょっと入れて甘味を付けてから還元水で割って飲むと

実においしい！

　還元水で割ることによって、酸味がマイルドになり、甘

みが増して、酸味食材が苦手な人にもお勧めです。

　サワードリンクには、フルーツ系の酢の方が合うようで

す。わたしの場合、砂糖はヨーグルトに付いていた顆粒砂

糖を使い、酢も穀物酢を使用しました。それでも十分おい

しいですよ。

　夏をのりきるアイテムの一つに、ぜひ加えてみてくださ

いね(^^)。
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第51回

Kangen Water on the Scene

電解水活用の
現場報告
電解水活用の
現場報告

イチオシ

電解水のユニークな活用法を募集中!If you know of any unique use for electrolyzed water, we,d love to hear from you!.
●Please send information to the Public Relations Department.          情報は広報室まで／ e-mail：kouhou@enagic.co. jp

　沖縄県北部の本部

町といえば、美ら海水

族館や海洋博公園と

いったスケールの大き

い観光スポットだけで

なく、エメラルド色の

美しい海で楽しむマリ

ンスポーツのメッカと

しても知られている。さ

らに、世界遺産に登録

された今帰仁城址や全長1,960mもの古宇利大橋で渡る

古宇利島などにも足を延ばせばすぐ届く距離にある。このよ

うに観光資源に恵まれている地域だけあって、リゾートホテ

ルやコンドミニアムなどがこれまで相次ぎ建設されてきた。

　天願洋文さんが運営する一戸建て貸別荘「はるかじ」もま

た、はるか東シナ海を望む標高80ⅿの高台にあって抜群の

眺望を誇る。オープンは昨年５月。天願さんの立場は、いわ

ゆる民泊ホスト（住宅宿泊事業者）である（ちなみに借りる

人はゲストという）。

　民泊といえば、数年前から無許可施設の宿泊人らによる

迷惑行為が大きな問題となっていた。そこで昨年６月、国は

「民泊新法」（住宅宿泊事業法）を施行し、規制に乗り出し

た。民泊ホストは都道府県知事に届けなければならないし、

民泊運営を代行する業者は国土交通省に、また民泊を仲介

する業者（民泊仲介サイト）も観光庁に登録しなければなら

なくなった。

　現在、天願さんは代表的仲介サイトの「Airbnb」(エア

ビーアンドビー)を通じてゲストを募っている。貸別荘の間取

りは２DKで、広いベランダも付いている。定員は５人。レベ

ラックは台所に備えてある。ここでは「自炊」が原則なので、

ゲストのために器械の取扱い方や電解水に関する説明書を

貼り出してある。また、浴室にはアネスパも用意している。

　販売店でもある

天願さんは、「ゲスト

が使用することで、

電解水に関心を

持っていただけたら

うれしいですね」と

言ってからこう続け

た。「ゆくゆくはこの施設を活用し“宿泊型電解水セミナー”

を開こうと思っています」。ゲストの偶発的な電解水体験に

頼るだけでなく、天願さんはさらに先を見据えた事業展開

を模索している。

住　所：〒905-0225 
　　　  沖縄県国頭郡本部町崎本部2439-2
電　話：070-5413-1623

はるかじ貸し別荘

くにがみぐんもとぶちょう

「宿泊型電解水セミナー」開催をめざす貸し別荘

天願洋文さんと電解水の説明書を
貼付したレベラック

沖縄県国頭郡本部町

なきじん

てんがんひろふみ

こうり

ダイニングキッチンを含め３室を用意ダイニングキッチンを含め３室を用意

浴室にはアネスパを完備浴室にはアネスパを完備

はるか東シナ海を眺望できる
ロケーション



過去最長24カ月の業務停止命令が！

新コンプライアンスシリーズ

わたしたちの法令順守宣言！
No.25大栗  準流通ジャーナリスト

おお ぐり じゅん

　今年７月に、WILL（ウィル）という会社

が消費者庁から、特定商取引法に基づき

24カ月の（訪問販売の）業務停止命令を

受けました。現行の特商法で最長の行政

処分がついに出されたのですが、それだ

けでなく今回の処分は以下のように“異

例な側面”を多数持っています。

　まずウィルの事業モデルを説明します。

同社の商品は、アプリが組み込まれ

たカード型USBメモリです。消費者は

１個約60万円で購入したUSBメモリ

を、ウィルに貸し出します。ウィルは

USBに組み込まれたアプリを第三者

に提供し、そこで上がった収益から

消費者に、賃借料72万円を36回分割

で支払うと説明していました。

　ただ、実際のところは、同社の総売上高

の約99％を、USBメモリの売り上げが占

めており、アプリ提供による収益はほぼ

皆無でした。この点が「不実告知」（ウソつ

き！）に当たると判断されました。

異例ずくめの行政処分
　①過去最長の処分

　17年12月施行の改正特商法で、最長の

業務停止期間が１年から２年に延長さ

れました。これまでに15カ月や18カ月の

業務停止命令はありましたが、24カ月の

処分は今回が初めてです。

②関連会社７社も処分

　ウィルの統率の下、連携共同して契約

の申込み受け付けや契約締結を実施して

いた関連会社７社に対しても18カ月の業

務停止命令を出しました。

③処分期間中の追加処分

　実は、ウィルは18年12月に15カ月間の

業務停止命令を受けているので、その期

間中に今回の処分を重ねて受けたことに

なります。前回の処分は連鎖販売取引に

ついてのものでしたから、業務停止期間

中も訪問販売は可能ということになりま

す。この“抜け道”を使ってビジネスをおこ

なっていたことが分かったため、消費者

庁は連鎖販売の業務停止に加えて訪問

販売もストップさせ、抜け道を塞いだとみ

られます。

④消費者安全法による注意喚起

　消費者庁は、処分と同じタイミングで消

費者安全法に基づき、「ウィルがワールド

イノベーションラブオールという別名で

同様の違法行為を行う可能性があるので

注意してください」という旨の注意

喚起文書を発表しています。これに

より社名を変えて同じ業務を、との

“抜け道”を塞ぎました。

⑤開示求める指示処分も

　　消費者に対して、USBメモリの

売り上げや賃借料の額、運用事業に

より得た収益などを開示するよう求

める指示処分も出されました。

⑥遅れて業務禁止命令が！

　最近では処分の定番となっている（幹

部クラスへの）業務禁止命令は、遅れて８

月６日に出されました。ウィルの会長、社

長には24カ月、関連会社５社の社長には

18カ月という重い処分です。いずれにせ

よ、今回の処分内容をみると、消費者庁の

並々ならぬ意気込みが伺えます。
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重くなる一方の行政処分



あなたのためのヘルスセミナー
健康を創る食生活とは？

児玉陽子　略歴：
1936年３月、台湾・台北市生まれ。
55年に皮膚病、59年に結核を発症。東邦大学病院の日野厚博士の指導により「日野式食養」を実践し快癒。
以来、食養研究を始め、69年から公益財団法人・河野臨牀医学研究所（東京都品川区）で食養指導を開始。
78年には日野博士と共に日本初の「食養内科」を松井病院（東京都大田区）に設けて食養指導を実施。95年、同病院顧問に。
現在はフリーランスの立場で、食生活についての指導・啓蒙活動をおこなっている。
主著に『臨床栄養と食事改善指導』『アレルギーにならないための離乳食』（いずれも緑書房）など。

児玉陽子の正しい「食養」のすすめ
わが師 日野厚医学博士の生涯と食養論
̶̶その②

ひ の あつし

　1944年に旧制九州高等医学専門学校

（現久留米大）を戦争のため繰り上げ卒業

すると、日野は疎開を兼ねて同年に設立

されたばかりの旧制山梨県立医学専門学

校（1947年に廃校）で医師としての研修を

するようになりました。それも間もなく45

年6月に徴兵されて千葉県内の基地に駐

屯することに。しかしわずか２カ月後の８

月に日本が敗戦し招集解除になると山梨

へ戻り、県内の診療所勤務を経て、甲府市

の山梨県立医学研究所で働くことになっ

たのです。

　日野の「我が回想の記」（以下、回想記と

略）によりますと、彼は臨床医よりも医学

研究を志していて県の関連部署へ働きか

けた結果、研究所入りを果たしたといい

ます。

　こうして日野は待望の研究生活を始め

ることができました。以降、「僕の性格とし

ていい加減にはできないのだ。朝早くか

ら夜中まで来る日も来る日も研究をつづ

けた」（回想記）のでした。

　日野がもっとも注力したのは、風土病と

して知られている日本住血虫症の研究で

した。これは日本住血虫が体内に侵入す

ると肝機能などが侵され、重篤化すれば

死に至る場合もある恐ろしい病気で、しか

も最大の“有病地”が甲府盆地でしたか

ら、足元の風土病を克服せんと懸命に尽

力したのでしょう。

■全体医学の確立をめざす
　研究生活を送っている日野に、東邦医

科大学から声がかかりました。日本住血

虫症の研究のために実施していた血液検

査の緻密な方法が評価されたのです。実

際、日野は東邦医大に移ると、血小板減少

症に関する研究で成果を上げました。回

想記で、「血液学会で発表した報告は、か

なりの反響を呼んだ。僕が出したデータ

について、国内からも国外からもだいぶ

問い合わせが来た」というほどでした。

　こうした努力の結果、日野は1956年に

医学博士号を取得しましたが、10代のこ

ろと同様に虚弱で、腎臓や肝臓などの疾

患に罹ってしまう有り様でした。そのため

彼は「食生活」にひどく敏感になりました。

　かつて過敏性腸症候群を治療するた

め、（6月号で紹介した）マクロビオティッ

クの創始者・桜澤如一に師事したことから

もわかるように、その関心事は必然的に

「自然食」といった方向にむかいました。

　しかしそれは、桜澤式べったりではあり

ませんでした。詳細は省きますが、要はそ

の食養法が余りに厳格で、かえって健康

を害するケースが目についたため、むし

ろ批判的になっていました。

　日野は民間の食養法に利点があること

は承知していましたが、一方、それがマイ

ナスに働くこともあると認識しました。そ

こで、可能な限り実証を土台として、厳正

に批判検討し、現代の栄養学と医学、さら

に民間の食養法や療法などを総合しよう

と考えました。

　その上で、健康のために真に役立つ新

しい総合的な全体医学・栄養学の確立に

全力で取り組むことを、ライフ・ワークとす

る決意をしたのです。

児玉陽子
食生活アドバイザー

第7回

元松井病院食養内科顧問
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ANNETTE THOMPSON
DEBORAH TAASE
SAMUEL SUN
THAI HUYNH  #2
THI THU TRANG NGUYEN
MALTZAHN ODONTOLOGIA E 
PROMOCAO DE VENDAS LTDA 
(MAURO MALTZAHN)
BERNADETTE CRUZ
COLLEEN PAL
MARIA C. SABIDO
MICHAEL FERNANDO #2
1209241 BC LTD
1210446 BC LTD
ALLYSSA DENISE ARCEO SICAM
ANDREA J LAWRENCE
BOYD CAMPBELL
DAN HONG SHU
DIMITAR DIMITROV
ERMY & STEPHANE INC.
FDN CADORNA INC
FRANCO D PANGANIBAN
JONATHAN DELA PENA
MONICA X L MURCIA #2
NANCY HUANG SUNWOO
SARA LUSSIER #3
SHELLEY R HOLTE
SHERRI SHAW
SHYLOE C BRYANT
TONG HONG XU
CHRISTIAN BOMBIN MORENO
EDUARDO BARCELO
JACINTA HANNON
DANIEL IGBINOSA
EDWARD WEIR
INES HOFSTAETTER #2
MARTINA DIECKMANN
MINH KHANH DANG
NGUYEN ANH TUAN
PHAM THI TU

PIA JEANETTE BERG MELIANE
ADAMESCU CALIN-GHEORGHE
NORD IMOB SRL
LORENZA BIANZON MACARAIG
CHEN LI LI
WONG WAI NING
WU YAN PING
YU HAI RONG
YUAN PING HEALTH CO/ CHU JUN 
MING EDMUND
ANNAVENI MADHULATHA
ANUPA VOHRA
ASHUTOSH MEHROTRA
DUSHYANT KUMAR SAHU
ILLA MANNIYYA
ISHA ENTERPRISE
RAHUL SINGH
RAJ KUMAR BHATNAGAR
RAMAKANT DADHICH
RUSHABH SUDESH KALIA
SAMIR CHANDRA ROY
UMESH PATEL
ADI PRIYATMOKO
ANDRIAN RUSLI
CHEPPY BURHANUDIN
IWASE AMELITA MAGNO
RODRIGUEZ ARLYN SANTOS
CHAN SI CHII
SAMMY LACHICA GERONA
WILMER PENDORO
LEO QI XIN BRYSON
SHIRLEEN FEI PING GRANDGEORGE
TRAN KHANH BINH
BUCKET LIST BLONDE LLC #B
DANIEL A. MILES
KIM LE
MARK EDWARD MESSMER
YEN H VO
PHILIP ANTHONY WILMOT
SEAJO ENTERPRISES LLC

（オーストラリア）
（オーストラリア）
（オーストラリア）
（オーストラリア）
（オーストラリア）
（ブラジル）

（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（カナダ）
（スペイン）
（スペイン）
（スペイン）
（ナイジェリア）
（イギリス）
（オーストリア）
（ドイツ）
（チェコ共和国）
（チェコ共和国）
（チェコ共和国）

（ノルウェー）
（ルーマニア）
（ルーマニア）
（イタリア）
（香港）
（香港）
（香港）
（香港）
（香港）

（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インドネシア）
（インドネシア）
（インドネシア）
（日本）
（日本）
（マレーシア）
（フィリピン）
（フィリピン）
（シンガポール）
（シンガポール）
（タイ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
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HTPHARM PTY LTD
ADIENE BORGES CAMPOS ME
AMELITA HERBITO  #2
EGC GLOBAL HOLDINGS LTD. #2
ENEDELEME CANTABRIA S.L.
ALEXSANDRA GORDON
RUUF KANGEN SRL
FU RONG JIA
UNITED STARS INTERNATIONAL CO LTD/
CHENG KAI

●

●

●

●

●

●

●

●

RAMESH ANNAVENI
SANDEEP PATHAK
SANTOSH KUMAR MAHANTY
ISHA ENTERPRISE
SAMIPA LIE
SHIRLEEN GRANDGEORGE
KETMANY VONGSAPHAY
GOLDIE GOOSE LLC

（オーストラリア）
（ブラジル）
（カナダ）
（カナダ）
（スペイン）
（イギリス）
（ルーマニア）
（香港）
（香港）

（インド）
（インド）
（インド）
（インド）
（インドネシア）
（シンガポール）
（アメリカ）
（アメリカ）

FUKUDA SEED STORE INC #2
AADVENTURES WITH AARON LLC  #C
AARON DODSON
BUSINESS INVESTMENT GROUP INC
GREGORY DUKE
MILAGROS V LEDESMA
NICOLE E DODSON
SNEAKS ALLIANCE INC

●

●

●

●

●

●

●

DINH T NGUYEN
ILYA BADALOV
MELETIS CONTRACT SERVICES INC #2
MUI KIM HOANG
ROBELISA N. SISTOSO
RUBIN KAYLYAKOV
GALINA Y. DERNOVAYA

（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）

（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）
（アメリカ）

●

●

●

●

●

●

●

●

6A2-2
●

●

●

●

●

SAMUEL GUILHERME DA SILVA
KWU CORPORATION LTD
MICHELLE ARCEO SUCCESS 
MARKETING INC.
JANETE FUMIE KUGA #2
FIRMA AGNES INES HOFSTATTER

●

●

●

●

CIOBANU RALUCA
SHAILENDRA TIWARI
AMIT PATOLIYA
FREEDOM CAPITAL INVESTMENT 
SOLUTIONS LLC

（ブラジル）
（カナダ）
（カナダ）

（ポルトガル）
（オーストリア）

（ルーマニア）
（インド）
（インド）
（アメリカ）

6A2-3
● SUDESH RAVI MALIK ● UP ENTERPRISES（インド） （インド）

6A以上のご紹介

スピードアップキャンペーン
エナジック成功への道！
スピードアップキャンペーン
エナジック成功への道！

2019 9月30日 まで月

80ポイントE8PAブラックカード

E8PAプラチナカード

E8PAゴールドカード

E8PAシルバーカード

E8PAブロンズカード

ウコンΣ

60ポイント

40ポイント

20ポイント

10 ポイント
E8PAクリスタルカード 5ポイント

K8 50ポイント
スーパー501 60ポイント

SD501 40ポイント
SD501プラチナム 43ポイント

レベラックR 20ポイント

20ポイント
ウコンDD 10 ポイント

ウコンDDリピート 15 ポイント

販売商品 ポイント数 販売商品 ポイント数

24ポイントJrⅡ

24ポイントアネスパDX

キャンペーン期間中（9月30日まで）は、直出し販売にポイントが付与され、
ポイントは現金と交換できます。

100ポイント $100
$500
$300

150 ポイント

150 ポイント～
100 ポ イント毎 ＊一括払いのみ対象

＊特例と解約は対象外

紹介者にポイントが付与されます。
(紹介者が特例販売店でも対象)

アネスパやウコンDDのE8PA価格購入にも
ポイントが付与されます。

＊報酬はプロモーション終了1ヶ月後に支払われます
＊一括払いのみ対象
＊特例と解約は対象外

紹介者にポイントが付与されます。
(紹介者が特例販売店でも対象)

アネスパやウコンDDのE8PA価格購入にも
ポイントが付与されます。

＊報酬はプロモーション終了1ヶ月後に支払われます

日本流通産業新聞が
コンベンションを特報！

　６月21～22日に米カリフォルニア州サンディエゴで開催された
「E8PAグローバルコンベンション」について、流通業界の専門紙『日
本流通産業新聞』（７月25日付）が写真を２枚載せ大きく報じました。
記事では、「多くの人たちの人生を変えるため、いっそう努力していこ
う」という大城会長のあいさつを掲載。また、メインイベントである、会
員のランク昇格認定式や新設された「Club2000」と「Club3000」
の授与式などの様子も
報じました。さらに、四肢
欠損の不自由を乗り越え
た男性を始め、多彩なゲ
ストによるスピーチも紹
介するなど、グローバル
コンベンションの全容を
報じています。

メディアクリップ

コンベンションを報じた日本流通産業新聞
（７月25日付）


