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（株）エナジックインターナショナル 
CEO 大城博成

　いま、わたしがこの場所にいる理由、それをわたしは40年以上も前の人

生の最も困難な時に見つけました。その当時、わたしの人生は成功とはほ

ど遠く、バラ色とは全く異なるものでした。生涯の中で、とても大きな苦しみ

を耐え抜いたその時期は、実は、エナジックを創造するという、素晴らしい

旅の始まりだったのです！

　皆さんがエナジックビジネスを始めた時、皆さんの人生には何が起きて

いたのでしょう。そしてその時と比べて、いまの皆さんは、どのような人にな

りましたか？

　「真の健康」を実現しようと、わたしたちに芽生えた心情の中には、「健康

でありたい」「裕福になりたい」「支えになってくれる仲間が欲しい」といっ

た思いがあったでしょう。しかし、より深い心情はどうでしょう。

　わたしは、人間としてより大きく成長できる機会を、皆さんに提供します。

自分が想像するよりも、さらに大きなミッションを抱えた時、わたしたちは

自ら思い描いた存在よりも大きく成長できます。わたしたちの献身が全世

界のすべての人びとに届くよう努力をする時、わたしたちは「真の健康」を

世界中に広める大使となるのです。

　さあ皆さん、自分に問いかけてください！　己の本当の情熱は何なの

か、そして人びとの心に情熱を灯すには、どこまで成長すれば良いのかを。

そして考えてください。エナジックからのメッセージをうまく伝えられている

のか、人びとにそのメッセージをもっと魅力的に伝えるには、自分の何を磨

けば良いのかを。

　今月、わたしから皆さんへ送る課題はこうです。懐かしい気持ちで、過去

を振り返ってください。そして、あなただけが伝えることのできる、人生を変

えるメッセージを持って、まっすぐ突き進んでください。「真の健康」の大使

として、全世界のすべての人びとに、わたしたちのメッセージを伝えるた

め、手を取り合いましょう！

　皆さんに幸あれ！
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　人口13億人を超えるインドの新型コロナウイルス感
染者は5月14日現在、74,281人で死者が2,415人と発
表されています。しかし感染者は2月末にはまだわずか５
人だったといいますから、その後、感染スピードが速まっ
たのでしょう。
　コロナ禍には縁遠かった2月2日、人口1,600万人超
の巨大都市で首都でもあるデリーで、エナジック・インド
創設4周年を祝うイベントが開催されました。
　イベントのテーマは「平凡から非凡へ」。そのココロ
は、「エナジック以前の人生は全く平凡だったが、エナ
ジックが非凡で素晴らしい人生に導いてくれた」というも
のです。もちろんこれには、インド販売店が勤勉で並々な
らぬ努力をし、その結果、非凡な成果をあげた、という前
提があるのですが。
　実際にこれを証明する数字をいくつか挙げてみましょ

う。この1年のうちに約160人が6Aに、40人が6A2に、11
人が6A2-2に、4人が6A2-3に、そして驚くことに（下記写
真の）3人が6A2-4に達しているのです。
　イベントではそんな昇格者を称える表彰式があり、さら
に昇格者たちはエナジックとともに歩んだこれまでの旅路
と、未来に向けての野望を率直に語っていました。加えて
インド内外のトップリーダーたちも祝福のスピーチを贈
り、次いで大城会長のビデオメッセージが披露されまし
た。会長がビデオで、全インド販売店のたゆまぬ努力や大
きな成果に対し、称賛と祝福の熱いメッセージを述べる
と、会場の興奮は最高潮に達し、万雷の拍手が巻き起こり
ました。
　ほかにもトレーニングあり、エンターテインメントあり、
そして豪華な料理ありと、4年間の成長を祝う素晴らしい
イベントになりました。

「平凡から非凡へ」をテーマに
エナジック・インド創立4周年記念行事を開催

6A7-4
SAMIR VASANT POTDAR

6A6-4
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RAJAN MANJREKAR
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Spot 

逆境の中、躍進する酒井グループ
そのノウハウとは?

　新型コロナウイルスの猛威がおさまらず、サロンなどで
セミナーを開くことができないため、多くの販売店の皆さ
んがたいへんな苦労のさなかにあることでしょう。
　そんな中でも実績をあげているのが、6A2販売店の酒
井まさやさんです。妻の泰野さんと二人三脚で本格的に
エナジックビジネスに取り組みだしたのが2019年初頭
で、7月には早くも６Aに到達。勢いは止まらず、今年に
入って1月から3月まで毎月、新６Aを誕生させました。い
までは250人を超えようというグループを率いる酒井さ
んは、どんな方法で成果をあげてきたのでしょう。日本の
エナジックビジネスの復興をめざし奮闘する販売店の皆
さんとって、興味津々ではないでしょうか。そこで酒井さん
に好調の秘訣を聞いてみました。

“大城イズム”が原点
　酒井さんが最初に強調したのは「大城イズムを原点に

すること」でした。大城イズムは、具体的には「真の健康の

実現」や「5つの還元」などに表現されていますが、「これ

こそ同業他社に優るすぐれた理念で、ビジネス対象者に

真っ先に伝えている」と言います。

　ではどのようなやり方で？　メインは、昨年３月から愛

知県内各所で毎週2回、定期的に実施してきた事業セミ

ナーです。「これはチームの構築に大きな役割を果たし

た」と酒井さんは評価しています。しかし現在、コロナ禍で

開くことができません。

　そこで同様の内容を伝える方法の一つとして４月から

始めたのが、複数の人と動画で通話ができる「LINEグ

ループビデオ通話」です。“ラインセミナー”と呼ぶこの試

みは、登録したメンバー全員に画像を送りながら酒井さ

んが様々なテーマで語りかける、というもの。

　ちなみに４月末に１クール目を終えたラインセミナー

では10テーマを5回に分けて取り上げ、各回、80～100

人が参加しました。その第1回目が「大城イズム」の解説

で、ほかにはコミュニケーション

の取り方、プレゼンテーションや

リクルートのスキルに関すること、さらにクロージングや目

標設定まで多岐にわたりました。

「みんなで勝とう！」
　中でも酒井さんがもっとも力を入れて語ったのは、“酒

井チーム”のスローガンである（大城イズムでもある）「み

んなで勝つ。みんなで分かち合う」ことの大切さだったと

言います。「エナジックの優れた報酬プランはそれを可能

にしてくれるはず」と酒井さんは語っています。

　そもそも酒井さんは、ネットワークビジネスの要諦は

チームの構築（組織づくり）にあると強調しています。

「売って終わり」ではなく、“普通の人”が持続的にビジネス

を展開していくためには仲間同士が結束し、互いに助け

合うことが大切というのです。

　そんな仲間たちと結束を強めるため、酒井グループは

事あるごとにイベントをおこなっています。昨年は9月に

「沖縄ツアー」をおこなって、エナジックグループ各社を巡

り、10月には「大阪工場見学ツアー」を実施。2月2日には

名古屋市内で80人規模の「ラリー」と呼ぶ集いを開催し

ました。「どれもチームの結束を強めるため意味のある良

いイベントでした」と酒井さんは総括しています。

　チーム一丸となって取り組んできた結果、誕生した3人

の新６A。最初に到達した齋藤芳子さんに、次ページの

「Road to 6A」に登場してもらいましょう。

酒井まさや＆泰野夫妻（６A2／愛知県）
やすの

2月2日の“ラリー”にて。前列に表彰対象者とゲストスピーカーが並ぶ2月2日の“ラリー”にて。前列に表彰対象者とゲストスピーカーが並ぶ

昨年10月に実施した大阪工場見学会で工場スタッフも交え記念撮影を昨年10月に実施した大阪工場見学会で工場スタッフも交え記念撮影を
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　「わたしの夢は、47都道府県全部にグループの人たち
がいて、順番に訪ね楽しく語らうことです」
　これは、今年1月に６Aになったばかりの齋藤芳子さん
の将来の抱負だ。「チームのみんなが６A2-3以上にな
り、自由な時間と豊かな収入を手に入れること」も夢の一
つであるという。
　大きな将来像を描く齋藤さんがエナジックの会員に
なったのは2019年10月。その理由は、「信頼している酒
井さんご夫妻からの紹介だったことと、製品とビジネス特
許の８Pプランのすごさに可能性を感じたため」と語る。
　ちなみに齋藤さんが住む新城市作手善夫は、名古屋
市の中心部からおよそ80km離れた田園地帯。高速道
路を使っても車で1時間半はかかるという。名古屋市在
住の酒井さん夫妻はエナジックビジネスを紹介しただけ
でなく、何度も通ってアシストしてくれたという。
　「６Aになれたのはお二人のおかげです。もちろんチー
ムの皆さん全員のおかげでもありますが、酒井さんはビ
ジネスの進め方、考え方、ノウハウを惜しみなく教えてく
れました。チームのみんなを成功させることを第一に考
え、常にフォローしてくれます」
　酒井さん夫妻への感謝の念が伝わる言葉が、次から
次へとまるで湧き出てくるようだった。そしてチームの仲
間に対する感謝の気持ちも何度も語っていた。酒井さん

のグループが本格的に始動して1年余りで3人の６Aを輩
出した理由は、その辺りにあるのかもしれない。

リスク回避は「個人の多角化」で！
　齋藤さんはいま、弟さんが経営する鍼灸院の社員でも

ある。エナジックビジネスと両立させているわけだが、ちな

みにこの鍼灸院は弟さんの名前の一字を取って「剛鍼灸
院グループ」という名で、愛知県内に８カ所、都内（中野
区）と静岡県浜松市に各１カ所展開している大規模な治
療院だ。
　齋藤さんはそのうち3カ所を回って広報業務をおこなっ
ているが、最近の新型コロナウイルス問題で、豊川市の
本院に置いたレベラックが生成する酸性電解水が、消
毒・衛生管理に大いに役立っているという。

　齋藤さんはこの問題を引き合いに、「これからいっそう
不安感の強まる時代に入っていくので、エナジックビジネ
スの役割がますます大きくなるでしょう」と見通している。
具体的には、何が起こるかわからない将来、「労働収入」
だけでなく、別の収入源も確保すべきと強調する。
　そういう生き方を「個人の多角化」とユニークに表現し
た齋藤さん。今後の販売店活動では、このことを対象者に
強く訴えていきたいと張り切っている。

新6A販売店が語る「わたしが歩む道」

仲間と共に「自由な時間と豊かな収入」の
実現をめざす
仲間と共に「自由な時間と豊かな収入」の
実現をめざす
仲間と共に「自由な時間と豊かな収入」の
実現をめざす
仲間と共に「自由な時間と豊かな収入」の
実現をめざす
仲間と共に「自由な時間と豊かな収入」の
実現をめざす
仲間と共に「自由な時間と豊かな収入」の
実現をめざす
仲間と共に「自由な時間と豊かな収入」の
実現をめざす
仲間と共に「自由な時間と豊かな収入」の
実現をめざす

昨年９月の「沖縄ツアー」でサプライズ登場した大城会長を囲んで
（左から4人目が齋藤さん）
昨年９月の「沖縄ツアー」でサプライズ登場した大城会長を囲んで
（左から4人目が齋藤さん）

2月2日のラリーで６A到達を祝福される齋藤さん2月2日のラリーで６A到達を祝福される齋藤さん

Road to 6A
齋藤芳子（愛知県）

しんしろ つくでぜんぶ

ごう
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ダニエル・ロマスカヌ
6A3-3

ルーマニア

　人生を変えるチャンスに恵まれることは、そう多くない。ま
た、その機会を見極めて飛躍することができる人材は、それ以
上に稀だ。まさにこれが、2009年12月に、ダニエル・ロマスカ
ヌに起きた出来事だった。
　ある日、興奮した親友のセバスチャン・ポパが、還元水とph
比色紙表を手にダニエルの家を訪れたことで、彼はエナジック

と還元水について知ることとなった。セバスチャンは限られ
た情報を駆使して、還元水とphの仕組みを彼に説明した。
ダニエルはすぐにこの水の持つ効果と可能性に気づくと共
に、「いま行動を起こさねば、のちに絶対後悔する」と、その
瞬間に理解したのである。

　その後すぐに、ダニエルは機械を購入
し、販売店としてスタートをきることを決
心した。ただし、当時の経済状態では、知
人３人から借金をしなければならないほ
どで、スタートは決して容易なものではな
かった。
　しかし、「成せばなる」という古い諺に
もあるように、レベラックを購入する以前
から、当初の障害に屈せず、最大限の努
力をし、素晴らしい還元水について広く

伝え続けた。そして12月18日、玄関先に
購入した器械が届けられた時には、彼の
懸命な努力と意欲的な姿勢のおかげで、
すでに多くの人々が還元水を試そうと、
列を成して待っている状態だった。

7年で６A3-3に到達！
　ダニエルは2010年まで、セバスチャン
の指導方法を踏襲して、人びとに還元水
を広める活動をおこなっていた。しかし、

より知識が深まるなかで、自ら作った資
料を活用しプレゼンテーションをおこな
うまでになった。そこから、彼のエナジッ
クビジネスは、急成長することとなる。
　困難な経済状態にも関わらず、彼は強
い意志を持って、彼自身とチームの仲間
たちを鼓舞した。ビジネス開始から7年
たった2017年3月、ダニエルはついに
6A3-3に到達し、エナジックのトップリー
ダーとしての地位を確固たるものにした

強い意志が成功へと導く！
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グローバル・フォーカス・オン

　その後すぐに、ダニエルは機械を購入
し、販売店としてスタートをきることを決
心した。ただし、当時の経済状態では、知
人３人から借金をしなければならないほ
どで、スタートは決して容易なものではな
かった。
　しかし、「成せばなる」という古い諺に
もあるように、レベラックを購入する以前
から、当初の障害に屈せず、最大限の努
力をし、素晴らしい還元水について広く

伝え続けた。そして12月18日、玄関先に
購入した器械が届けられた時には、彼の
懸命な努力と意欲的な姿勢のおかげで、
すでに多くの人々が還元水を試そうと、
列を成して待っている状態だった。

7年で６A3-3に到達！
　ダニエルは2010年まで、セバスチャン
の指導方法を踏襲して、人びとに還元水
を広める活動をおこなっていた。しかし、

より知識が深まるなかで、自ら作った資
料を活用しプレゼンテーションをおこな
うまでになった。そこから、彼のエナジッ
クビジネスは、急成長することとなる。
　困難な経済状態にも関わらず、彼は強
い意志を持って、彼自身とチームの仲間
たちを鼓舞した。ビジネス開始から7年
たった2017年3月、ダニエルはついに
6A3-3に到達し、エナジックのトップリー
ダーとしての地位を確固たるものにした

のである。
　ダニエルは、クライアントとそのニーズ
に対する純粋な関心が、自身の成功を生
み出したと考えている。

世界中に「真の健康」を！
　「本当にビジネスを成功させるには、思
いやりと配慮が必要です。もちろん消費
者をうまく利用して、利益を得ることはで
きます。けれど、本当に人びとの役に立っ

ていると感じている時の方が、より多くの
ものを得ているのです」
　「自己満足かもしれないが、わたしは人
びとの笑顔を見るのが大好きです。です
からわたしは、還元水と共にクライアント
が最高の人生を歩めるよう、要求されて
いる以上の働きをするのです」
　エナジックビジネスを始めた当初から、
ダニエルは、適切な水分補給によって驚
くべき恩恵を受けただけでなく、その後

は、成功を納めたことで経済的な自由も
手に入れたのだ。
　現在、彼は6A3-5をめざし、そして
6A3-6からさらなる高みへと登ることを
めざしている。彼の究極の願いは、グロー
バルにビジネスを拡大し、世界中に「真の
健康」のメッセージを広めることである。
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エナジックグループの謎
エナジック
教育福祉財団

エナジック教育福祉財団
〒905-2266　沖縄県名護市瀬嵩296

TEL：0980-51-9004　FAX：0980-51-9009

　エナジック教育福祉財団は名護市の認可を得て、2012年7月に発足しました。大城会長夫妻の母校で閉校になってい
た市立旧久志小学校を改修し、財団の施設としています。この4月には玉城英彦・北海道大学名誉教授が理事に就任しま
した。公衆衛生学の世界的権威の理事就任で、財団のいっそうの活性化が期待されます。

　主な事業内容は、①地域社会の文化の涵養、②地域
住民の健康と体力の増進、③地域の農業および農産業
の活性化と振興で、財団はこれらを推進することを使命
としています。ちなみに16ページで紹介した幼稚園・小
中学校に対する感染予防グッズの寄贈などは、②の地域
住民の健康増進活動の一環といえます。
　ほかには、天然芝を張ったグラウンドを使うグランドゴ
ルフ大会、近隣幼稚園の運動会、子ども会のレクレーショ
ン等や、改修された体育館での（通信教育）高等学校の
体育授業、小学生の一輪車サークルの練習などが実施
されています。
　芝のグラウンドは野球、サッカー、ゴルフのアプローチ
練習にも最適で、実際、エナジック硬式野球部の監督や
部員による小中学生を対象にした「野球教室」が計画さ
れています。
　加えて、元校舎には各種の器具を用意した本格的なト
レーニングルームや、ミーティングや学習の場として活用

できる会議室を備えています。これら多様な施設は、基本
的に財団の所在地である瀬嵩を含む、５つの「区」の住
民には無料で開放されています。
　もう一つの活用法が、エナジックゴルフアカデミーで学
ぶ生徒たちのための寮（名称「どんぐり寮」）です。旧教室
を改修した５室には主に中高生が入寮して、「世界のトッ
ププロ」をめざし、近くのエナジック瀬嵩カントリークラブ
の練習場とコースを活用した本格的なレッスンを受けて
います。財団は多彩な顔を持っているのです。

旧講堂で一輪車に乗って遊ぶ子どもたち
天然芝を張ったグラウンド

旧久志小学校を改修した
教育財団

ゴルフアカデミー名護本校の寮（どんぐり寮）としても活用中ゴルフアカデミー名護本校の寮（どんぐり寮）としても活用中

各種器具を備えた
トレーニングルーム
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　エナジックも会員の「日本電解水協会」（JEWA）のホー
ムページに、新型コロナウイルス（以下「新型コロナ」）に
対し酸性電解水（次亜塩素酸水）は有効か、というテーマ
でおこなわれた対談内容が載っていました。対談者は、
元北里研究所･基礎研究所長の小宮山寛機医学博士と
JEWAの専務理事です。　　　
　結論から言いますと、小宮山医博は「効果があることは
十分に推察できる」と述べています。その根拠は、殺菌力
の強い次亜塩素酸を主成分にする酸性電解水は、ヒトや
動物に感染する様々なウイルスに殺効果を発揮するか
ら、というもの。また、ほかのコロナウイルスと新型コロナ
の粒子の構造やその粒子を形成する物質が基本的に同

じであることも推察の根拠とし
ています。
　小宮山医博は、酸性電解水
の使用方法にも触れていて、手指の流水洗浄、ヒトが触
れた場所への（濡れるくらいの）噴霧などを推奨していま
した。
　この対談では酸性電解水の優れた性質が明らかにさ
れています。しかし注意すべきは、新型コロナに対する効
果はあくまで「推察」であることです。「治る」と同様、電解
水が「効く」という表現も、明白なエビデンスがない限り使
用できません。このことをしっかり認識して販売店活動に
取り組みましょう！

酸性電解水は「新型コロナ」対策に有効か ?

　新型コロナの感染予防策と
して、全国各地の自治体が住
民に次亜塩素酸水（酸性電解
水）を配布しています。
　たとえば大分県別府市は5

月7日から当分の間、市内在住・在勤者を対象に一人当
たり500mlを配っています。市のホームページでは、次
亜塩素酸水は家庭内の様々な場所の除菌や手指などの
消毒に使えるとしています。

　5月2日から一人当たり1,000mlの配布を始めた茨城
県常総市は、ホームページで次亜塩素酸水をこう説明し
ています。
　「インフルエンザウイルス・ノロウイルスへの除菌・殺
菌・消毒効果がある。新型コロナウイルスに有効な消毒
方法として期待されている。安全性が高いため手指の消
毒にも使える」等々。
　こうした配布活動はすでに数十の自治体に広がってい
て、次亜塩素酸水への期待感の高まりがうかがえます。

各自治体が一斉に次亜塩素酸水を配布　国の対応は ?！

　一方、国の対応はどうでしょうか。それを示す「（政府）
答弁書」を、内閣が4月10日に公表しました。答弁書と
は、国会法に基づき国会議員が内閣に提出する「質問主
意書」に対して、内閣が閣議決定した回答書のこと。内閣
は回答する義務を負っています。
　次亜塩素酸水についての質問主意書は、立憲民主党
の早稲田夕季衆院議員から提出されました。その主旨
は、新型コロナの感染拡大に伴うアルコール消毒液の不
足を補うためにも、国は次亜塩素酸水を活用することの
有効性を科学的に評価し、何らかの指針を示すべきで
は、というもの。自治体や医療・介護・福祉の現場に、電解
水生成装置購入費の補助を、という主張もしています。

　これに対し政府は答弁書、
で、現時点で有効性が確認さ
れていないことを指摘。あっさ
り“却下”という印象でした。まさに「コロナ感染の最前線」
で住民と接している自治体の切迫感と、「中央国家機構」
との温度差が如実に示されたと言えます。
　それにしても、酸性電解水は医療分野では「強酸性電
解水」､食品分野では「次亜塩素酸水」の名称で厚生労働
省から認可・指定を受けており、農林水産省も「電解次亜
塩素酸水」という名で農業分野の特定防除資材（農薬）と
して認可・指定をしています。こうした実態に触れることな
く、「問題外」とした内閣の姿勢には疑問が残ります。

政府は「答弁書」で“問題外”と回答

電 解 水 ニ ュ ー ス
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Sports Flash
エナジック・スポーツフラッシュ

具志川ゴルフクラブに３校目のゴルフアカデミー設置を決定！

　その成果は、卒業生のうち、すでに新垣比菜、嘉数光倫、三浦
春輝の３人がプロになったことで証明されています。中でも
2017年4月にプロテストに合格した新垣プロは、翌年4月の「サ
イバーエージェント・レディスゴルフ」で優勝するなど、19年の全
英女子で優勝した渋野日向子プロらと共に、女子プロ黄金世代
の１人に数えられているほどです。また、12年に合格した嘉数プ
ロは19年９月の「ANAオープンゴルフ」でプレーオフのすえ、惜
しくも2位と、躍進著しいプロゴルファーとなっています。
　両校とも、諸見里しのぶプロや比嘉真美子プロ、そして息子
である嘉数プロらを育て、ジュニアの育成に高い評価を受けて
いる嘉数森勇校長が指導に当たっています（ほかに両校合わせ
て４人のコーチが指導中）。

　沖縄県うるま市にあるエナ
ジック具志川ゴルフクラブ
は、エナジック瀬嵩カント
リークラブに次いで、昨年4
月にエナジックグループの一
員になったゴルフ場。
　市内の丘陵地帯に広がる
このゴルフ場は、18ホール
（2,118ヤード）を備え、自然の地形を生かした多彩なコースレ
イアウトが特徴です。ゴルファーにとっては、チャレンジ精神を掻
き立てられるコースかもしれません。
　そんなゴルフ場に、名護本校と豊見城校に続く3番目のゴルフ
アカデミーを設置することが決定しました。小学生専用のキッズ
コースとしてスタートし、夏の開校をめざしています。
　３校体制になることで、より多くの子どもたちが素晴らしい環
境の中で、練習をすることができるようになります。「小さな島沖
縄から世界へ」という大城博成会長の理念を体現するような優
れたゴルファーが、続々誕生することでしょう。

　「世界に羽ばたくゴルファー」の育成をめざし、沖縄県に設立
されたエナジックゴルフアカデミーはいま、名護本校（名護市）と
豊見城校（豊見城市）の２校を持っています。前者は18ホールの
ゴルフコースと専用のゴルフ練習場を備えたエナジック瀬嵩カ
ントリークラブを拠点にし、後者は距離210ヤードで68打席の
スケールを持つ豊見城ゴルフ練習場を教場にしています。

具志川ゴルフアカデミーはキッズ向けに

新垣比菜ら３人のプロ選手を輩出

名護本校の打ちっぱなし練習場とコース

　豊見城校の生徒たちは、平日は豊見城ゴルフ練習場で個別
にレッスンを受けていますが、土・日ともなると、エナジック瀬嵩
カントリークラブのコースを回る実践的トレーニンができます。
　名護本校と豊見城校はどちらも、日本では（世界でも？）希
な素晴らしい練習環境を用意し、生徒たちを待ち受けている
のです。

カカズテルミチ

シンユウ

鮮やかなグリーンの具志川ゴルフクラブ鮮やかなグリーンの具志川ゴルフクラブ



沖縄から世界へ
サクセス ストーリー   大城博成

　わたしは、友人の案内で「3.11東北大震災」の被災
地へ行き、数カ所の町々を訪問したことがある。友人
に迎えられ飛行場のパーキングを出てドライブしてい
ると、彼は「海は右手にある」と説明し、そして続けた。
　「松の木が数本みえるでしょう。あそこは砂浜で、あ
の砂浜伝いにたくさんの松の木が生えていた。しかし、
ご覧のようにいまは数えるほどだ。かつては松林が砂
を防ぐ防風林の役割をしていた」と。
　そこまでは特に驚くことはなかったが、「津波に流さ
れたたくさんの松の木が、家や建物にぶつかり破壊し
た」とびっくりするような話を続けた。そして、「水に流
された車も同じように家や建物を破壊した」と。
　これまで被災地の報告はいろいろな形で受けてい
たが、この情報は初めてで驚いた。いったいこの悲惨
さは何を物語るのだろうか？　それは、平常時の必需
品は非常時には逆に破壊物になる、ということだ。これ
は真理だ。

銀行借り入れが「凶器」になるとき
　大城はローンを嫌い、その結果、新しい仕組みのエナ
ジック・ファイナンスを生み出した。融資を組み、十分な
運転資金を手元にビジネスの展開、拡張を目論むこと
ができる。
　ビジネスが順調で資金が効果的に回っている景気の
いいときは、融資の効用は大である。しかし、ビジネスが
いつも景気がよいという保証はどこにもない。ビジネス
はいつも流動的で内外の問題で揺らぐことがある。その
ような非常時になると抱えている借金は逆効果となり、
会社の資金繰りを圧迫してしまう。
　そんな非常時にこそ、銀行は支払いを軽減するとか、
支払いを数カ月延長するなどしてくれればいいのだが、
そのような銀行は存在しない。
　それどころか、銀行は真っ先に返済を要求する。津波
で流され、水の勢いに乗った松の木や車が建物を破壊
するように、銀行借り入れが会社の経営を破壊すること
にもなろう。
　大城はこのことをソニー製品の専門商社を経営した
ときに体験している。ローンのおかげで、会社、財産、家
も全て失くしてしまった。平常時の武器は非常時に破

壊的な凶器となることを、ビジネスパーソンは日頃から
肝に銘じておきたいものである。

大城夫妻の成功の原点とは？
　近年のハイテク時代の成功者の中には、一夜の内に
巨万の富を築く者がいる。自ら会社を興し、成功の頂点
に達した人もいる。また、株、不動産投資で名を上げる
人もいる。
　成功にはアイデアという資本と、失敗という経験が必
須のようだ。大城夫妻は人生の半ばまで、失敗、挫折、
そして倒産といった過酷な体験を味わってきた。無一文
で東京品川の6畳間に身を横たえて、かろうじて生き
残った。彼らの資本は彼ら自身なのだ。失敗から得た忍
耐、希望、工夫、たゆまぬ努力、そして賭け。これらが二
人のサクセスへの資本金だった。
　「金持ちとはどんな人?」とよく質問される。金持ちと
は商品の値段を尋ねないで買う人のことだ、と答える。
ここまで到達するのに紆余曲折、多くの狭い道も厳しい
道もたどるものである。
　大城は膨大な数の販売店のトップとして、何十カ国
も飛び回り、世界中に還元水ビジネスを展開している。
地元の沖縄では、ゴルフコース、不動産投資、娯楽施設
等、手足の指を合わせても数えきれないほど、多くの会
社を所有、経営するサクセス・ロードを歩いている。
　大城の成功の鍵を探すと、彼は母の教えから大きな
刺激を受けていることが分かる。沖縄から世界へと舞
台を広げながらも、その原点は沖縄であり、母の教えな
のである。
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過去の失敗で学んだ「平常時の武器は非常時の凶器」

第50回

【前原利夫・著
『小さな島から世界を飲む！』より】



はっちの
「電解水のある生活」  

“自粛生活”に必須の冷凍食品は
酸性電解水で解凍を！

Japanese Housewife

　新型コロナウイルスがまだまだ猛威を振るっています。4

月7日に政府から緊急事態宣言が発令されて以来、どこで

も、家にいる時間が圧倒的に増えてきました。我が家でも

まったく同じ。

　そして在宅時間が長引けば、当然、家で食事をとる回数

も増え、その献立を考えたり調理したりと、手間がかかるこ

とモ～大変！

　そんな時、便利なのが冷凍食品ですね。長く保存がきく

ので、自粛生活を支える強い味方となっているのです。

■炒飯の具の解凍方法は？
　さて今日のランチは、残りご飯で炒飯を作ってみました。

ご飯が固まっている時は、還元水を少し入れるとほぐしや

すくなり、美味しさもアップします(^^)。

　今回は具材に冷凍のシーフードミックスを入れてみまし

た。我が家では炒飯を作る場合、ベーコンなどを入れてそこ

から出る脂のみで具材を炒めます。

　そのため、凍ったままの冷凍食品を使うと、水っぽくなっ

たり、中まで火が通りにくかったりするので、シーフードミッ

クスや野菜などは、一度解凍してから使うことが多いの

です。

　しかし、冷凍食品は解凍の仕方がうまくいかないと、

味が落ちてしまうんですよね(^^;;)。

■旨みを逃さない酸性電解水の解凍
　電子レンジを使うと食材がまだらに温まって解凍さ

れない箇所がでてきたりするし、低温解凍や自然解凍、

流水解凍もやりましたが、味が落ちてしまうのです。

　しかし「酸性電解水」を使って解凍すると、旨味を逃

がさずできると聞きましたので、この炒飯に使うシー

フードミックスはその方法で解凍しました。

　具体的には、材料を用意している間に、酸性電解水

に数分間、浸して解凍。そして水気をしっかりふきとっ

て調理をしました。

　そうしたら、エビはぷりぷり感が残り、イカも固くなる

ことなく旨味が保たれたままだったのです。このように

少量ですぐ使う冷凍食品などは、酸性電解水を使うと

早く美味しく解凍できるので、おすすめですよ～(^^)b

　酸性水の持つ「収れん作用」のおかげで、食材の美

味しさを保ちながら解凍できるのでしょうかね。皆さん

もぜひお試しください (^^)b
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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.34大栗  準流通ジャーナリスト

おお ぐり じゅん

東京都の処分事例にみる５つの教訓
　東京都は３月25日付で、投資学習用

USBメモリーをネットワークビジネス

（NB）で販売していた３事業者に対して、

特定商取引法に基づく行政処分をおこな

いました。

　そのうちの1社である、I社に対しては、

６カ月間の業務の一部停止を命じまし

た。認定された違反行為は、①勧誘目的

等不明示、②不実告知（商品の性能）、③

迷惑勧誘、④適合性原則違反、⑤支

払い能力虚偽申告教唆―の５点で

す。

違反のオンパレード！
　まるで違反のオンパレードを繰り広げ

たかのようなこの会社は、為替相場に投

資するバイナリーオプション取引の学習

用プログラミングツールを内蔵したUSB

などをNBで販売していました。「AIが入っ

たUSBだから勝てる」などと言っていたの

に、システムに人工知能が搭載されてい

なかった点などが不実告知と認定されま

した。

　健全なNBを展開するにあたって、この

処分にはいくつか教訓とすべき点があり

ますので、順を追ってみていきましょう。

①「適合性原則違反」について

　「消費者の知識、経験及び財産の状況

に照らして不適当と認められる勧誘」を

おこなうのが、適合性原則違反です。今回

は投資経験も収入・財産もない学生に投

資関連商品を販売したことがこの違反に

問われました。認知症の高齢者や、知識・

経験の乏しい若年者を勧誘することも、こ

の違反に問われます。注意しましょう。

②「支払い能力虚偽申告教唆」について

　今回の処分では、消費者が購入資金を

貸金業者から借り入れるにあたって、借

入理由を「自動車購入」にすることや、年

収を「百何十万」にすることを指示し、虚

偽の申告をさせていたことが違反に問わ

れました。借り入れの書類に虚偽の申告

をさせるのは立派な違反行為です。

③「迷惑勧誘」について

　「複数日にわたり３時間以上の勧誘を

行う」ことが、迷惑勧誘に問われました。

「長時間」「深夜・早朝」「執拗」といった勧

誘は違反に問われやすいので注意しま

しょう。

④都道府県による処分について

　最近の傾向として、消費者庁などの

国家機関だけでなく、都道府県による

処分も増えています。東京都が2019年

度に出した、特商法に基づく業務停止

命令の件数は、前年度比５件増の12件

となっています。

⑤投資型ビジネスがＮＢ組織に拡散

する危険について

　今回違反が指摘されたような、投資

型のビジネスは、健全なNBの組織内でも

広がりやすいといわれています。上位の

会員が勧誘を始めてしまい、傘下の会員

がまるごと騙されてしまうケースも少な

からずあるようです。そうした兆候を感じ

たら、会社に相談するなど、適切に対処し

ましょう。

こんなにたくさんの違反が！
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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

住　　所：〒905-2267 沖縄県名護市大浦465-7
電　　話：0980-51-9130
F A X：0980-51-9131
営業時間：午前10時～午後3時（ランチのみ営業）

名護大浦店南乃畑 
沖縄県名護市

　大城会長夫妻の郷里で

ある名護市の大浦湾は近

年、マングローブ林で名を

知られつつある。大浦川の

河口付近に広がる湿地帯に

は、マングローブ林が5,000

㎡近くも生育していて、「名

護市天然記念物」にも指定

されているほどだ。

　その大浦湾に面した国道331号線沿いに「わんさか大浦

パーク」という建物がたっている。夫妻の生誕地の瀬嵩を含

む地元の10の集落が一致協力して、地域の活性化を図るた

めに設けた施設だ。各地に点在する「道の駅」に似た役割を

果たしているともいえる。

　具体的には、伝統芸能やマングローブ林等の自然資源を

活用したイベントを開催したり、地場産の農産物・魚介類を

販売したりと賑やかだ。最近では、マングローブをたどるカ

ヤックツアーなどが人気の的だ。

　エナジックグループの還元レストラン「南乃畑・大浦店」

は、このわんさかパーク内にある地産地消を基本にする食

堂。エナジックグループには現在、この大浦店と、「南乃畑 エ

ナジック天然温泉アロマ店」

（宜野湾市）、および「南乃畑 

エナジック具志川ゴルフクラ

ブ店」（うるま市）の3カ所の

「南乃畑」がある。

　天然温泉アロマ店は200

人が入れるイベントスペースや会議室用の部屋も備えた大

規模店で、具志川ゴルフクラブ店は、サロン(支店)も併設し

た、エナジックビジネスの拠点機能も併せ持つレストランだ。

　大浦店も含め、共通しているのは、島野菜と呼ばれる地場

産野菜や近場で獲れる魚介類をメインに、レベラックが作り

出す還元水とのコラボによって、安心安全で栄養価の高い料

理を提供していることだ。

　大浦店も、各種のダシ、野菜の洗浄、炊飯、みそ汁、コー

ヒー、お茶、飲用に還元水を使い、強還元水は揚げ物に使う

フライヤーや床掃除に、強酸性電解水は包丁・まな板の除菌

や消臭用に活用している。

　人気メニューは、豆腐チャンプルー定食や野菜チャンプ

ルー定食、さらにソーキそばなど。弁当作りも請け負ってい

る。ランチタイムは10時から15時まで。豊富なメニューは、

きっとあなたを満足させるに違いない。

電解水とコラボした地産地消の豊富なメニュー

陽光注ぐ明るい店内陽光注ぐ明るい店内

フル活用されている
スーパー501
フル活用されている
スーパー501

せだけ

島野菜を豊富に使う料理が自慢島野菜を豊富に使う料理が自慢
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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
辛い貧血と戦う食事療法はコレだ！
　貧血とは血液中の赤血球の中にあっ

て、酸素を全身の細胞に運ぶ働きをして

いるヘモグロビン（血色素）が、基準値よ

り減少した状態をいいます。このヘモグ

ロビンをつくるのが鉄分であることは皆

さん、ご存じのとおりです。さらにもう一

つ「フェリチン」というタンパク質も貧血

に大きくかかわっています。

　ヘモグロビンとフェリチンの関係は「現

金」と「預金」のようなものでしょうか。体

内の約70％の鉄分は赤血球の中にヘモ

グロビンとして存在し、日々使われ（支払

われ）て、残りはフェリチンとして主に肝

臓の細胞の中に貯蔵（預金）されていま

す。そしてヘモグロビンが不足すると、

フェリチンがその補充のために登場する

というわけです。

　日本人女性の場合、半数が貧血および

その予備軍とされているほど多数に上り

ます。症状は、だるさ・めまい・不眠・頭

痛・動悸・息切れ・吐き気・食欲不振等々、

多岐にわたっています。

　こういう貧血症状のほとんどは、ヘモグ

ロビンの材料である鉄分の不足がもたら

すので「鉄欠乏性貧血」と呼ばれ、貧血全

体の約７割を占めています。

　原因は多岐にわたります。女性に多い

のが継続的な出血である生理による貧

血。出血量が多いと重度の貧血になって

しまうことがあります。

　さらに、潰瘍、痔疾などによる出血や、

妊娠・授乳などで鉄分の補給が間に合わ

ないことなども原因に挙げられます。ある

いは、若い女性に顕著なのですが、無理

なダイエットによる食事制限がもたらす

貧血もあります。

■実践した「貧血食」の内容
　重度の貧血の場合、輸血や薬物療法な

どをおこないますが、多くは、鉄分補給を

含む食事のあり方がカギを握っていると

いえるでしょう。以下では、わたしが松井

病院の食養内科で実際に指導した食養

方法を述べてみます。

　三十代前半で妊娠八カ月の主婦が、全

身の強い倦怠感や手足の極度の冷えな

どを訴え来診しました。検査の結果、「妊

娠貧血」と診断されました。鉄の吸収障害

や尿タンパクも認められ、軽い腎障害の

あることも分かりました。入院と同時に

「貧血食」を指示しましたが、胎児の発育

も考慮する必要があり、1日にエネルギー

は1800kcalでタンパク質は70gとし、食

塩は５gに制限しました。

　さらにゴマを1食に付き25gほど使用

し、ニンジン汁200mlも摂取するようにし

ました。ゴマは鉄分だけでなく、良質な植

物性脂肪とカルシウム、ビタミンB1の補

給にもつながる重要な栄養素です。その

ほかに漢方薬も服用してもらいました。

　すると手足の冷えが次第に薄らぎ、強

い倦怠感も緩和するようになって体力が

付き、無事に出産することができたので

す。産後の経過もよく、赤血球・ヘモグロ

ビンともに正常値に戻りました。

　「貧血食」には鉄分を多く含む、以下の

ような食材が不可欠です。煮干し、ゴマ、

レバー、卵黄、海草、シジミ、カキ、緑黄色

野菜など。そしてこれらの食材を、ほかの

食材と共にバランスよく摂ることが肝要

です。貧血と戦う最強の武器は、「正しい

食養」なのです。

児玉陽子
食生活アドバイザー

第16回

元松井病院食養内科顧問

かいよう じしつ
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VIOLETA S QUIAMBAO
AILEEN DELA CRUZ
ELISE TAIT
ALICA-FERN METAPERE 
ADAMS-WALSH
THI THU HUONG NGUYEN
HET THI LE
YOKE YING TEO
MARCIA SIMONE MIORELLI
GUSTAVO POLATO KINA #2
MILDRED DELOS SANTOS
ELEAZAR J ARGUELLES
LIEZL CAYREL
CHRISTAL FENNING #3
KELSEY JESSOP
TERRA S CZUCHRO
CHARLOTTE PAUL
ANA FUENTE HERRERO
KANGEN HSI/JILL HOGAN
ALEKSANDR KUNDOS
TU NGUYEN DINH
BICH THAO NGUYEN
TREKANT BAR V/ VAN DAY 
TRUONG
THI KIM DIEP DO-VAN / THANH MAI 
STUDIO
FEDERICO FASTIGI
ZH COMPANY S.R.O.
DANIEL STEFAN NEGHINA
LUO YAN PING
CHEN XIAO LING
ZHU YING MEI
HUANG YAN ZHEN

MAK TENG KOI
LEE KIT MING ANITA
SOMIRON BURAGOHAIN
ASHOK KUMAR S
ANKIT RUHELA
SUNITA KAMLESH KANOJIA
SUNIL VIKRAM YADAV
SHAMBHU KUMAR NAG
NARAYAN PRASAD SHARMA
MEVCHA PRIYANKA KUNAL
SNEH ACADEMIC SERVICES PVT 
LTD
SNEH KAMLESHBHAI DESAI
HEMRAJ VAISHNAV
PREETI KHATIK
MEENA MUKESHKUMAR PATEL
H.HANI UNTARSIH
DRS. USEP ROMLI M.PD
伊藤 伸一
LOW CHIN LOONG
LIM JIAN BIN
LEE JUNE CHENG
LEE LAY HA
TANG SIEW WEI
INARAH IMDAD ENTERPRISE
GONZALO DIZ PEREZ PORTO
LILIANA ZOLOTYKH #3
RUPASINGHA ARACHCHIGE 
JAYANTHA P GUNATHILAKA
ALUTHGE DON THUSHARA RUWAN
RICHARD LING CHWEE HUAT
LIM KUN
MA LE TU

（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）
（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）
（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）
（スペイン）
（イギリス）
（ブルガリア）
（チェコ共和国）
（チェコ共和国）
（デンマーク）

（ドイツ）

（イタリア）
（スロバキア）
（ルーマニア）
（香港）
（香港）
（香港）
（香港）

（香港）
（香港）
（インド）
（インド）
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（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）
（日本）
（マレーシア）
（マレーシア）
（マレーシア）
（マレーシア）
（マレーシア）
（マレーシア）
（メキシコ）
（ロシア）
（シンガポール）

（シンガポール）
（シンガポール）
（タイ）
（タイ）
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REBECCA COLLIER
HEALTH FIRST GOLDFIELD 
PHARMACY
MOACIR JOSE DE SOUZA 
03714478957
CHRISTIAN BRANDSTETTER #3
CHRISTIAN ESSLETZBICHLER #2
KANGEN OOD
DEVENDRA KUMAR RUHELA
SUBHASH JAISWAR
GANGA DHAR SINHA
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古田善録
MILAGRO LIFE TRADING
LEE GUI MING
NGUYEN DANG HIEU THAO
CHHENG NEANG HENG
NIGORA ISMOILOVA
THOMAS TRAN
DINH FAMILY INTERNATIONAL LLC
ORLANDO ALBERT ESCOBAR
EMPOWERED MARKETING MVMNT 
LTD #1

（オーストラリア）
（オーストラリア）

（ブラジル）

（オーストリア）
（オーストリア）
（ブルガリア）
（インド）
（インド）
（インド）

（日本）
（マレーシア）
（マレーシア）
（タイ）
（タイ）
（アラブ首長国連邦）
（アメリカ)
（アメリカ)
（アメリカ)
（アメリカ)

6A2-2
●

●

●

KANGEN CENTER ROMANIA SRL#4
LATA UPDESH MALIK
LEE KAM CHOY

●

●

MIMI HO  #2
ADJ INC CORP

（ルーマニア）
（インド）
（マレーシア）

（アメリカ）
（アメリカ）

NGUYEN TRUNG HIEU
SOCHEAT EL
TONG KIM HOA
CHOY DARA
LEYLA SHARIPOVA
ZAINAB SALEEM QSSEM
EAGLES SMART MARKETING #B
TRI H NGUYEN
BAO QUOC LUONG
ABDOOL GHANIE #2
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QUYNH B. NGUYEN
CUONG DINH #2
NGOC THANH NHU VO
TAMARA NICOLE SALINAS
AMBER J ORRILL-CUNNINGHAM
SIRIUSWATER
BICH NGOC THI QUAN
SASHI POUDEL
LIEN TRUONG
TUYEN NGUYEN

（タイ）
（タイ）
（タイ）
（タイ）
（アラブ首長国連邦）
（アラブ首長国連邦）
（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）
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6A以上のご紹介

　『日本流通産業新聞』（4月30日・5月７日合併号）は、「第
15回〈2020年度版〉浄水器・整水器・活水器／無店舗販売
市場調査」結果を一面で報じました。これは各社の製品別の
月間平均売り上げランキングをまとめたもので、一昨年から3
年連続でエナジックインターナショナルのレベラックシリーズ
が、みごと１～３位を独占しました。
　１位の「レベラックSD501」は月間平均売上高が15億円に
達しました。昨年１位だった「レベラックKangen8」は２位に
ランクを下げたものの同じく８億円を売り上げ、３位には同額
で「レベラックJRII」が入りました。
　エナジックインターナショナルの上位３製品の月間平均売
上高の合計は約31
億円でした。ちなみ
に４位の某社製品は
月 間 売 上 高５億
2100万円ですから、
相当な差をつけて
トップを維持したと
言えます。これもみ
な、世界の販売店の
皆さんのたゆまぬ努
力のおかげです！

　エナジック教育福祉財団（沖縄県名護市）は５月１日、約
80ある国頭地区（県北部11市町村）の小中学校と幼稚園に、
酸性電解水（次亜塩素酸水）を贈呈しました。また、エナジッ
クインターナショナルからはマスク4,000枚が贈られました。
　贈呈式は名護市内の国頭教育事務所でおこなわれ、この4
月に財団理事に就任したばかりの玉城英彦・北海道大学名
誉教授から国頭地区の小学校校長会と中学校校長会の2人
の会長に手渡されました。ちなみに玉城理事は公衆衛生の専
門家で、ジュネーブの世界保健機関（WHO）で世界エイズ戦
略に携わった経験があります。
　贈呈品は、一教育施設当たりボトル入り酸性電解水と
500mlシャワーポンプ、同スプレーを各1本、酸性電解水の
説明冊子、そして玉城理事執筆の『手洗いの疫学とゼンメル
ワイスの闘い』（人間と歴史社）です。ゼンメルワイスはハンガ
リー出身で、感染を防ぐための手指消毒の重要性を証明した
医師。コロナ禍のいま、
ピッタリの贈り物です。
なお、贈呈式の模様は
OTV（沖縄テレビ）、
QAB（琉球朝日放送）
と『沖縄タイムス』『琉
球新報』が報じました。

エナジックグル
ープニュー

ス
日本流通産業新聞の調査で
レベラックが売り上げトップ３を独占 エナジック教育福祉財団が学校に

酸性電解水を贈呈

！

メディアクリップ

たましろ

くにがみ

玉城理事（左）から学校長に酸性電解水が贈られた
１～３位独占を伝える
『日本流通産業新聞』


