
【完全版】
ネオ花粉症療法

~ネット検索しても出てこない全く新しい花粉症撲滅3つの秘訣~ 

この度は、レポートを購入してくださり
本当にありがとうございます。 

このレポートでは『花粉症』の治療法をお伝えします。 

恐らく、聞いたことがないノウハウだと思いますので
楽しみにしていてください。 

私は小学校の頃から、アトピー、喘息、鼻炎のアレルギーに苦しみ
強力な薬を服薬し５年以上病院に通い続けてきましたが、症状は
全く改善されませんでした。

しかし... 



ここ10年で病院に行ったのは1回だけです 

しかも、それは歯医者です。
 (虫歯には勝てませんでした...) 

自分の健康は全て自分で管理することが出来ます。

サプリメントをアメリカから取り寄せたり
世間一般的には「オカルト」と呼ばれるような
健康法にもチャレンジしてきました。
 
そんな事を10年近く続けているので
健康に関する知識は

   医者と口喧嘩をしても勝つ知識量
になりました。 

数年前の話です。 

親の病院に付き添ったときに
医者と口喧嘩になりました。

父親の高血圧に対して
お医者さんが処方した薬が気に入らなかったからです。 

今の医学では、血圧を下げるために
血液の量を減らします。 

高血圧というのは
簡単に言うとホースの中の水が
パンパンに膨れ上がった状態です。

庭の水撒きをした経験がある人は 
イメージしやすいと思いますが
水が出るホースの先端を抑えると
どうなりますか？



チューブがパンパンに膨れあがりますよね？
 
そして、最後は破裂します。 

高血圧はこれに似ていて
ホース状の血管が膨れ上がり
破裂しそうな状態のことです。 

この時、血圧を下げるためには
どうすれば良いのか？

「水の量を減らすこと」です。 

破裂しそうなホースであっても
出す水の量を減らせば正常になりますよね？

しかし、わかるとは思いますが
これは根本的な解決ではありません。

今のお医者さんが推奨する方法は
水分量を減らす＝オシッコをたくさん出す

だけですので『利尿剤』を処方するのが
現代の西洋医学のやり方です。 

利尿剤とはオシッコをジャバジャバ出す薬です。 

しかし... 

   この手法には副作用があります
すごく簡単に現代医学の高血圧対策は... 

１：血圧があがる ←病気１ 
２：水分を減らすために利尿剤を飲む 
３：イコール血液が減るのでインポ(勃起不全)や貧血になる ←病気２
４：バイアグラや鉄分を処方される 
５：心臓に負担がかかる ←病気３ 

６：心臓の薬を飲む 



 
７：さらに... ←病気４

という流れです。 

わかりますでしょうか？

副作用に副作用を生みだすだけで 

薬を出した医者が儲かるシステム 

になっています。 

2014年の厚生労働省により
３割近い高齢者が１０種類以上の薬を飲んでいると
発表されました。 

異常な量ですよね。

この高血圧の事例1つとってもわかるように... 

高血圧だけの問題が
インポ、貧血、心臓病と
余計な病気まで増える始末です。

基本的に高血圧の場合、
彼らは「カルシウム拮抗剤」という薬を出します。 

これは心臓病の確率を６０％前後あげる怖い薬です。 

父親の高血圧で病院に同行した私は
お医者さんにこの話をしました。

しかし、医者はこういう話をほとんど知りません。

「え？お医者さんは病気のプロでしょ？」

と思うかもしれませんが 
今の医学は『対処療法』『部分治療』しかできません。



これは医学界の教育システムそのものに
問題があるのですが、簡単に言えば

    高血圧専門のお医者さんは
    高血圧『だけ』しか治せない

のです。 

その後の、インポや心臓病のことは

・インポ専門のお医者さん
・心臓病専門のお医者さん 

しか、知らないし、治せないのです。

人間の体を1つとして
全体を見ることができない 

これが今の医学の最大の問題点だと思っています。 

私は健康に関しては
そこらへんのお医者さんより知識があり
そして、こういう知識を病院でぶつけると
喧嘩になります。

「じゃあ、他の病院に行ってください！」

と言われます。

もちろん、 

全てのお医者さんがそうではありませんし
彼らもわざとやっているワケではありません。

今の医学界や医大が、巨額のお金を持っている
製薬会社ベースで構築されているため 



そういう教育をされているからです。

お医者さんだって、真剣に私達のことを
治そうとしてくれているのですが
残念ながら、アプローチが間違っているのです。

しかし、高血圧でちょっと病院にいったせいで
心臓病で亡くなっている人は少なくありませんので
個人的に解決したい社会問題の１つだと思っています。 

アメリカには保険がない

国民健康保険とかが無いのです。 

私たち日本人は３割負担とかで医者に行けます。 

しかし... 

アメリカでは10割負担です。 

ですので、病気になって 破産している人がたくさんいます。 

そのためアメリカ人には 

自分の体は自分で守る 

という習慣も身についています。 

健康の知識やサプリメントも
日本の何百倍も発展しています。

私は日本のサプリはほとんど飲まず
アメリカのサプリを好みます。 

効果が全然違うからです。 

ただ、サプリオタクにならないように



自然食品や運動などナチュラルな健康法
 常に意識しています。 

今回の『ネオ花粉症療法』では 
いくつかサプリを飲みます。 

サプリが嫌いな人もいると思いますので

「なぜサプリを飲む必要があるのか？」

という話を少しだけさせてください。

絶対にあなたの花粉症を治したいので

「サプリは嫌だから」

と諦めてほしくないからです。

1982年と近年の日本食品標準成分表を比較すると
 

野菜100グラムあたりの 
ビタミンCの含有量が
２０年前と比べて 

ニンジンは７mg→４mgに
トマトは２０mg→１５mg
ほうれん草は６５mg→３５mg

に低下しています。 
（参照：ライブドアニュース ）

栄養素が約半分になっています。 

花粉症も、本来ならナチュラルな
食事だけで治療したいのですが
現代の野菜などだと
どうしても栄養素が足りないのです。 



花粉症などのアレルギーは
栄養失調も原因の1つです 

ですので、どうしてもサプリなどで
補助しないといけなくなっています。 

ですので、サプリ嫌いな人も
ぜひチャレンジしてほしいと思っています。 

 なぜ近年になって花粉症が急増したのか？
花粉症治療の本題に入ります。 

異常な健康オタクの私ですので
いろんな人から健康の相談を受けます。 

そして色んな病気や症状を治してきました。

その中で、特に感謝されたのが 今回の『花粉症』です。 

今は薬やサプリはどんどん進化しています。 

それなのに、なぜ花粉症が治らないのか
不思議に思ったことはありませんか？

ここ20年で花粉症の方が急増しています 

東京都健康安全研究センター 
http://www.tokyo-eiken.go.jp/ 

のデータを見ると驚くのですが 、
（引用:東京都健康安全研究センター ）

昭和58年度と近年の花粉症の
割合を見ると 



 

０～１４歳だと２.４％→４０.３％と
約『１７』倍に増えているのです 

おかしいと思いませんか？

そんなに急激にスギ花粉などが増えたのでしょうか？
 (確かに量は増えていますが、17倍にはなっていません) 

既にこのレポートを読まれているということは
花粉症の原因などはご存知だと思います。

花粉症はアレルギーで 

１：本来は無害なはずの物質（例えば、スギ花粉など）に対して
２：過剰な免疫反応を起こす（体が対抗しようとする）

状態です。 

そして今の西洋医学の治し方は... 

ステップ１：アレルギーが出た
ステップ２：アレルギーを無理やり抑える 

という強引な手法です。

これでは根本的な解決になっていません。 

なぜ、この近年でアレルギーが増えたのか？
その本質をやっつけないといけません。

本質的な研究者は
いくつかの結論に到達しました。

アレルギーが急激に増えた本質的な理由は 

「菌と触れる機会がなくなったこと」
だと考えています。 



私が子供の頃は、泥や土を口に入れても
親は笑っていました。

キレイキレイなどの殺菌成分の石鹸もなく

菌と共存していました 

しかし、 

今は『無菌』なんて言葉が流行り
子どもたちが少し汚れると
親は怒り狂います。 

先人たちが、がんばってくれて
戦後の日本をキレイにしてくれました。 

それにより、コレラなど死に至る
ような病気がなくなったことは
素晴らしいです。 

が、今は菌に対して『過敏』すぎます。 

菌が体内に入り
それでちょっと病気になり
そこから免疫が働き
私達の体は少しずつ強くなっていきます。 

しかし、今の無菌ブームでは
体が鍛えられることはありません。 

『菌=悪』 
と思っている人がいますが
それは大きな誤解です。
 
私達は菌から遠ざかってしまいました。



成人男性の体には40兆という
莫大な数の菌がいると言われていますが
これらの菌は仲間であり 私達を守ってくれています。

今の衛生状態、無菌ブームは
こういう大切な菌まで殺してしまいます。

殺菌、無菌ブームのせいで
私達の体は異常になり
花粉症も含む、多くの現代病の
根本になっています。 

今回、花粉症を治す３つの方法をお伝えします。 

これは私が今まで花粉症の治療法を教えてきて 

Aで治る人
Bで治る人
Cで治る人 

と、なぜか違うスキームで治るので

「花粉症には最低３つの種類がある」 
と仮定しました。 

その3つの内の1つが「菌」になります。 

腸内に住み着いている菌を正常に
すれば花粉症を含むアレルギーや
他の病気も治ります。

慢性疲労もとれます。 

まず菌によるアプローチ。

恐らくですが、この菌のアプローチだけで
ほとんどの病気は治ると思います。



極論を言えば、ガンだって治ると思います。

菌と仲良くするアプローチ。
これが1つ目になります。
（ノウハウは後述します）

２つ目は、栄養失調です。 

現代人の体は栄養不足で足りていません。

・栄養が足りない
・そのためホルモンバランスが崩れる
・さらに電磁波や放射能にさらされている 

など、様々な要素が組み合わさって
体にたくさんの問題が起こり始めています。

栄養不足の体に、まともな栄養を入れれば、
それだけで多くの病気は勝手に治ります。

今回公開しているノウハウは
実はもともと、花粉症ではなく
うつ病を治すために研究したものです。 

その副産物として花粉症が治りました。

ですので、かなり強烈な方法なのですが
栄養失調を克服するためのアプローチは
メガビタミン療法と言われる方法をとります。 

このメガビタミンを提唱した
ライナス・ポーリング博士という人は
世界初でノーベル賞を２回受賞しています。 

その博士が作った分子栄養学という学問です。 

ライナス・ポーリング博士は
平均寿命が今より格段に短い時代で
９２歳まで生きています。 



また日本でメガビタミンを広めた
三石さんは９５歳です。 

今はダルビッシュ選手、トレーナーさん共に
メガビタミンを実践しています。

精神病の治療や予防にも活用されていて
一生治らない事が多い、重度の鬱やパニック病の
薬の断薬に成功出来ています。 

上述しましたが 野菜などの栄養素は20年前と比べて
半分以下になっています。 

この栄養が足りない状態が
花粉症を含む現代病の大きな原因になっています。

このライナス・ポーリング博士の提唱した
メガビタミン療法に

私が研究した『+α』を
加えたスキームが２つ目 

になります。

そして３つ目、 

純粋に鼻やノドの炎症や汚れです。 

やはり表面的な汚れを落とすことも
大事だと考えています。 

これを洗浄する方法をお伝えします。

まとめますと、花粉症を含むアレルギー系は 

１：菌と仲良くするスキーム 



２：メガビタミン療法+α 
３：鼻やノドの洗浄 

この３つのどれか、 
もしくは３つ全てをやれば 花粉症は必ず治ると確信しています。

では、１つずつ 具体的なノウハウをお話していきます。 

スキーム１：菌と仲良くする 

「菌と仲良くするって具体的に何をするの？」

と思われるかもしれませんが

ポイントは『腸内菌』です。 

腸内菌はアメリカでは８年くらい前から
注目され始めていますが
日本ではやっと広がり始めたくらいです。

（日本はやはり少し情報が遅いです）

しかも、日本の腸内菌のアプローチは
けっこう間違っています。 

「生きたまま届く」とかビフィズス菌
を取れば良いとか、誤解されたまま
腸内菌ブームが起こっています。 

この話をすると長くなりすぎるので
細かい話は省略はしますが

『腸内菌のバランスを整える』
ことが重要で、そのためには
たった1種類の菌をとるだけです。 



 
テレビなどでCMされている
ビフィズス菌とかアシドフィルス菌とか
焦って摂取する必要は一切ありません。

ちなみにあなたは、 

悪玉菌=悪 

と思っていませんか？

これは正確ではなく、
悪玉菌には悪玉菌の仕事があります。
 
大切なのは『バランス』です。

菌の『比率』が大事なのであって
不必要な菌など存在していません。

  ヤク○トなどの菌を大量摂取すると
   私達の腸内は逆に毒だと思います

「善玉菌をとればハッピー！」

と思われがちですが、これは完全な間違いです。

例えば、会社や学校をイメージしてください。 

いじめっ子もいれば
優等生もいますし
勉強が得意な人もいれば
運動が得意な人もいます。 

その絶妙なバランスで
学校や会社は成り立っているのに

善玉菌だけとるということは
クラスの不良や運動が得意な人を排除して
何をされても怒らないガリ勉の優等生だけの



学校にするようなものです。

一見、平和そうに見えますが、
今度はその中から不良が出てくるのが
世の常というものです。 

語弊が生じるといけないのですが
善玉菌と悪玉菌の両方が必要で
大切なのは『バランス』なのです。

今回はその腸内のバランスをとるために必要な
試合のレフリーみたいな存在の菌を摂取します。 

色んな個性がいるクラスをまとめてくれる
優秀な先生だと思ってください。

その優秀な先生とは『土壌菌(どじょうきん)』です。 

とりあえず、土壌菌さえとってしまえば
あとは勝手にやってくれます。 

ビタミンやミネラルも 腸内菌が作ってくれますし
便秘の方も治ります。 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
※ポイント：どうしても便秘がひどい人は
腸内洗浄のサプリを飲むことをおすすめします。 

１週間くらい、毎日以下のサプリを飲んで
腸内洗浄をしてから、土壌菌をとってください。 

腸内洗浄サプリ：
こちらをクリックして商品ページを確認してください

普通に便が出る人は
腸内洗浄の必要はありません。

https://jp.iherb.com/pr/health-plus-inc-super-colon-cleanse-500-mg-120-%20capsules/55505


更に、慢性疲労などで悩んでいる人は

血液洗浄サプリ：
こちらをクリックして商品ページを確認してください 

も飲んでください。

何のサプリでも続けて飲みすぎると
体に害になることがあります。 

ですので、目安は２週間です。

＜腸内の汚れが酷かったり、便秘の人のスケジュール＞

１週間目：腸内洗浄サプリを飲んでください。
２週間目：腸内洗浄+血液洗浄サプリを飲んでください。
３週間目：土壌菌をスタートしてください。

健康な人は、土壌菌からのスタートで大丈夫です。 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

10年近くかけて、
やっと辿り着いたのが以下の土壌菌サプリです。

私の中では神サプリで
これだけで色んな問題が解決しました。

慢性疲労、眼精疲労、肌の質、アンチエイジングなど…

土壌菌サプリ：
こちらをクリックして商品ページをご確認ください

これを1日1回、 
夜御飯を食べた後に
付属のスプーン山盛り1杯とるだけでOKです。 

恐らくですが、ほとんどの人が
これだけで花粉症が治ると思います。 

https://jp.iherb.com/pr/health-plus-inc-blood-cleanse-total-body-cleansing-system-%20blood-4-of-8-90-capsules/15881
https://alphagreen.thebase.in/items/16664142


しかし…

あまりに症状が重い人は
土壌菌だけでは治らない可能性があります。

そこで２つ目のスキーム、 

スキーム２：ネオメガビタミン療法+α 

に着手してください。 

まず最初にライナス・ポーリング博士が提唱した
『普通』のメガ・ビタミン療法をお伝えします。

これまで無農薬野菜を山盛り食べたり
断食や玄米菜食も試しても
全く効果がなかった人たちが
一気にアトピーや花粉症が治った方法です。

この方法は糖質制限もありますので
ダイエットにもなります。

栄養不足をサプリメントで解消します。

ただし、かなり量ですので
買うのは大変だと思います。

焦って買わないで
このレポートを最後まで読んでから購入してください。
最も効率の良い裏技をお伝えします。

まず必要なサプリを明記します。

※サプメリントメーカーは一例なのでどこでも大丈夫ですが
アメリカ製を選んでください。 

⬜ ビタミンC

※NOWフーズ社



https://www.iherb.com/pr/Now-Foods-C-1000-100-Tablets/39672
1日5g 

⬜ ナイアシン 

※NOWフーズ社
https://www.iherb.com/pr/Now-Foods-Niacin-500-mg-100-Capsules/30566
1日500mg 

⬜ ビタミンB50 

※NOWフーズ社
https://www.iherb.com/pr/Now-Foods-B-50-100-Veg-Capsules/39670
1日2錠 

⬜ 天然ビタミンE アルファトコフェロール
https://www.iherb.com/pr/Now-Foods-Natural-E-400-250-Softgels/517
 ※NOWフーズ社 
1日800IU 

⬜ ヘム鉄ゼリー
http://livegreen.cart.fc2.com/ca3/8/
※ライヴグリーン社
1日2粒（男性は3日に2粒）

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
※以下2つはバターコーヒーにしてもOK 
バターコーヒーの作り
 https://www.kinakoneko.com/entry/buttercoffee 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

⬜ MCTオイル 

※NOWフーズ社
https://www.iherb.com/pr/Now-Foods-Sports-MCT-Oil-Pure-16-fl-oz-473-ml/ 72853 
1日30ml 

⬜ グラスフェッドバター
https://item.rakuten.co.jp/tokyo468syokuzai/dairy-butter-f0005-250/
1日30g

上記に追加して…

https://www.iherb.com/pr/Now-Foods-C-1000-100-Tablets/39672
https://www.iherb.com/pr/Now-Foods-Niacin-500-mg-100-Capsules/30566
https://www.iherb.com/pr/Now-Foods-B-50-100-Veg-Capsules/39670
https://www.iherb.com/pr/Now-Foods-Natural-E-400-250-Softgels/517
http://livegreen.cart.fc2.com/ca3/8/
https://item.rakuten.co.jp/tokyo468syokuzai/dairy-butter-f0005-250/


=========
食事方法
========= 

⬜ 糖質制限
1日50g以内 

⬜ 高タンパク（動物性たんぱくで換算）
体重1kg×1.5g 

⬜ 植物性プロテイン（たんぱく質含有量は80%以上）
40g 

以上です。 

これを１～２ヶ月続ければ
ダイエットや美肌にもなりますし
アレルギー系はほとんど治っています。 

これがライナス・ポーリング博士が提唱した
メガ・ビタミン療法です。 

しかし…

「え？ちょっと面倒くさいんですけど…」 

と思いませんか？

実際、面倒です。 

そもそも全てのサプリを購入するのが
かなり面倒だと思います。 

ですので、絶対に必要な栄養素『だけ』まとめます。 

またメガビタミン療法は
本来ならアレルギーだけでなく
精神疾患を治すためのスキームですので 



花粉症だけの方にとっては不必要な栄養素もあります。

ですので、花粉症を治すことにフォカースした 

ネオ花粉症療法 

をお伝えします。 

以下の3つだけは必須でやってください。 

１）アニマルパック（マルチビタミン）
https://www.iherb.com/pr/Universal-Nutrition-Animal-Pak-Training-Supplement-44-Packs/
27243

メガビタミン療法のほとんどの栄養素が十分に入っています。
 

２）古代米の黒酢「結びの皇女酢（ひめみこす）」 
https://www.ito-un.com/kurozu.html

お酢大さじ1杯を１日１～２回、水に薄めて飲んでください。 

３）バナナ1日1本（夜食後）

「え？ここでバナナ？」 

と思うかもしれませんが、
バナナにはビタミンB6が多く
筑波大学の研究で、セロトニンなどの
脳内伝達物質の合成・促進させるため
花粉症に効果があると発表されています。 

またバナナは腸内洗浄に繋がります。

花粉症を治すことだけにフォーカスした場合は
この３つだけで大丈夫です。

※注意：ナイアシンフラッシュについて

https://www.iherb.com/pr/Universal-Nutrition-Animal-Pak-Training-Supplement-44-Packs/27243
https://www.iherb.com/pr/Universal-Nutrition-Animal-Pak-Training-Supplement-44-Packs/27243
https://www.ito-un.com/kurozu.html


少し注意があります。

メガビタミン療法でも、上記で説明した
アニマルサプリにも「ナイアシン」という成分が入っています。

これはナイアシンフラッシュという症状が
起こる人がたまにいます。

ナイアシンは、花粉症の原因となる
ヒスタミンをやっつけてくれます。

ですので、花粉症に直接効果があるのですが
ナイアシンを飲むと体内のヒスタミンが 一気に放出されます。

その結果

・肌が赤くなる
・肌がピリピリする

などの症状が起こります。

平均して60分くらいです。

人によっては、

「お風呂上がりみたいで気持ち良い」 

と言いますが
ナイアシンがダメな人もいますので
最初は微量から調整してください。

…

ここまで2つのスキームをお話しました 

１：腸内菌を整える方法
２：ネオ花粉症療法 

恐らくこの2つで治ると確信していますが 



心配な方は以下の3つ目もやっておいてください。
 

スキーム３：鼻やノドの洗浄 
単純に鼻やノドが汚れているのが原因の人もいます。

これは比較的、浅い症状ですのですぐに治りやすいです。

そのためにはネティポットと言われる
ヨガの世界ではよくやられている
鼻うがいをします。 

鼻うがいとは、塩水を鼻に通して
洗浄する方法です。 

「鼻うがいって痛そう」と思いますが痛くないです。

痛い時は 

・塩分が多すぎるか、少なすぎる 
・水道水の塩素 

が問題ですので、 

ネティポットは陶器製のものにしてください：
https://jp.iherb.com/pr/Himalayan-Institute-Ceramic-Neti-Pot-1-Pot/5968?
gclid=CjwKCAiA_P3jBRAqEiwAZyWWaKWDUg4cvuxd5Gy_pnIOzIF2Ny2xojK3nQh0h
ltF_WTPVb--KmuY4BoCdF8QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds 

ネティポットに30°Cくらいのお湯をいれて
そこに『ヒマラヤ岩塩』小さじ1をいれて
よくかき混ぜてください。 

ヒマラヤ岩塩はネットで簡単に購入できます。 

左右１回ずつやります。 

鼻から水を出すので絵面はあまり良くないですが
慣れるとかなりスッキリします。 

https://jp.iherb.com/pr/Himalayan-Institute-Ceramic-Neti-Pot-1-Pot/5968?gclid=CjwKCAiA_P3jBRAqEiwAZyWWaKWDUg4cvuxd5Gy_pnIOzIF2Ny2xojK3nQh0hltF_WTPVb--KmuY4BoCdF8QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://jp.iherb.com/pr/Himalayan-Institute-Ceramic-Neti-Pot-1-Pot/5968?gclid=CjwKCAiA_P3jBRAqEiwAZyWWaKWDUg4cvuxd5Gy_pnIOzIF2Ny2xojK3nQh0hltF_WTPVb--KmuY4BoCdF8QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://jp.iherb.com/pr/Himalayan-Institute-Ceramic-Neti-Pot-1-Pot/5968?gclid=CjwKCAiA_P3jBRAqEiwAZyWWaKWDUg4cvuxd5Gy_pnIOzIF2Ny2xojK3nQh0hltF_WTPVb--KmuY4BoCdF8QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds


「カラオケで高い声が出るようになった」

という人も多いので 
私達の鼻やノドがどれだけ汚れているのか 
ネティポットをやればよくわかります。

Youtubeなどにやり方が出ています：
https://www.youtube.com/watch?v=bug6lSbMWXI

また毎回、ネティポット本体を
熱湯消毒をしてください。

鼻の粘膜を直接洗浄するので
沸かしたお湯で一度殺菌しておいた方が無難です。

鼻うがいに使用するお湯は
一度沸騰させてから
３０°Cくらいに冷ましたものを使ってください。 

進化したネティポット 
以下は、私はやっていませんが
お湯の代わりに『緑茶』を使って
ネティポットで治った女性が数名います。

『オーガニック緑茶』+『ヒマラヤ岩塩』 

です。 

緑茶の殺菌成分が良いのか
これはエビデンスがとれていませんが
実際に何人も治っていますので
今までの方法を全てやっても治らなければ
オーガニックの緑茶でチャレンジしてみてください。

かなり長くなってしまったのでまとめます。 

色々書きましたし、  

https://www.youtube.com/watch?v=bug6lSbMWXI


花粉症の症状の重さによっても やるべき事が変わります。 

＜軽い症状の方＞

１）土壌菌サプリ：
https://alphagreen.thebase.in/items/16664142

２）アニマルパック(マルチビタミン) 
https://www.iherb.com/pr/Universal-Nutrition-Animal-Pak-Training-Supplement-44-Packs/
27243

３）古代米の黒酢「結びの皇女酢(ひめみこす)」 
https://www.ito-un.com/kurozu.html

お酢大さじ１杯を１日１～２回、水に薄めて飲んでください。 

４）バナナ１日１本(夜食後) 

この4つだけやってください。 

＜重い症状の方＞ 
上記に付け加えて 

５）腸内洗浄サプリ：
http://jp.iherb.com/Health-Plus-Inc-Super-Colon-Cleanse-500-mg-120-Capsules/55505

６）血液洗浄サプリ：
http://jp.iherb.com/Health-Plus-Inc-Blood-Cleanse-Total-Body-Cleansing-System-Blood-4-
of-8-90-Capsules/15881

７）ネティポット 

の3つを追加してください。 

https://alphagreen.thebase.in/items/16664142
https://www.iherb.com/pr/Universal-Nutrition-Animal-Pak-Training-Supplement-44-Packs/27243
https://www.iherb.com/pr/Universal-Nutrition-Animal-Pak-Training-Supplement-44-Packs/27243
https://www.ito-un.com/kurozu.html
http://jp.iherb.com/Health-Plus-Inc-Super-Colon-Cleanse-500-mg-120-Capsules/55505
http://jp.iherb.com/Health-Plus-Inc-Blood-Cleanse-Total-Body-Cleansing-System-Blood-4-of-8-90-Capsules/15881
http://jp.iherb.com/Health-Plus-Inc-Blood-Cleanse-Total-Body-Cleansing-System-Blood-4-of-8-90-Capsules/15881


私の周りで、この全てをやって
治らなかった人はいないので
あなたの辛い花粉症も必ず治ると思っています。

周りを見ていると本当につらそうで
お金や時間や人間関係など
色んな損をしていると思います。

今回は、花粉症に絞って書きましたが
アトピーや精神疾患も治っていますし
むしろ全ての病気が治ると思っています。

病名なんて医者が勝手につけたもので、

洗浄して 
栄養をちゃんととって
免疫力を上げて
適度なトレーニングをしていれば

恐らく、病気にはならないと思っています。

レポートを読んでもらったので
わかるかもしれませんが 
私は異常な健康オタクで しかもかな
お金と時間を使って実験しています。

自分でも
「何でこんなにマニアックなんだろう？」
と笑ってしまいます。 

ただ、小学校２年生のときにおじいちゃんを
ガンで亡くした時から物語は始まっています。

小学校２年生のとき、
おじいちゃんがガンで亡くなりました。 

毎日のように病院にお見舞いに行っていたのですが



当時、なけなしのお小遣いで
肉まんを買っていきました。

おじいちゃんは、いつも「美味しい」と
食べてくれていました。

しかし、亡くなった後に聞いた話だと
内蔵を摘出したりして、既にモノを
食べれる状態ではなかったそうです。

子供だったので、ガンのことが
よくわかっていませんでした。 

 
子供ながらに 

「食欲がなくなって痩せてきたな」

とは感じていたのですが
それでもおじいちゃんは
肉まんを持っていくと必ず食べてくれました。

そして「美味しい」と言って
食べてくれた翌日に亡くなりました。

おじいちゃんが亡くなった後、
親族から「なんで食べさせたのよ」と
ポロリと言われたことがありました。

それが凄いショックだったのですが
数年後に、この話を両親から聞き
親族の気持ちがよくわかりました。

この時から私の健康に関する情熱が生まれました。

つい最近も、おばあちゃんが
亡くなりました。

私は健康オタクで
「ガンだって治せる」と思っていましたが
それでも治せませんでした。



一番の理由は
おばあちゃんが 、

「もう歳だから、最後は好きなものを食べて
好きなことをして死にたいね～」

と言ったことでした。

今回のレポートを読んでくださった
ので、わかるかもしれませんが
やはりどんな治療法であっても
効果があるものは面倒です。 

重い病気の方であっても
ストレスなく楽しく試せる
治療法を今も探しています。

まだ私の研究は途中ですが
もっと勉強して、もっと試して
世の中から病気を無くす手伝いができたらと
思っています。 

かなり長くなってしまいましたが
最後までレポートを読んでくださって
ありがとうございます。 

少しでもあなたの辛い症状を
和らげることができたら
これほど嬉しいことはありません。

    少しプレゼントがあります
私は経営やビジネスを教えたり、
会員さんに健康の知識を教えたりしています。 

そのときに、一番大事にしていることは 



『実際に試して、結果を出してもらうこと』 

です。

今回も色んな話をしましたが
やらない限りは何も変わりません。

ですので、意地でもあなたに
なにか１つでもやってもらいたいと思っています。 

ネティポットだけでも良いです。
バナナだけでも良いです。
サプリだけでも良いです。 

「ほんの少しでも動いてもらいたい」 

これが本音です。 

   多くの人が知識を得た『だけ』で
     満足して、動きません。

しかし、これでは何も変わりません。

そこで、今回の方法を試してくれた方に 特別な音声をプレゼントします。 

この音声を聞けば 

「なぜ人は病気になるのか？」
「今の医学で病気が治らないのか？」

が理解できると思います。 

この音声は以前に販売していたもので
内容がかなり過激です。 

男性向けに録音したものなので
ちょっと女性の方は聞きづらいかもしれません。



ただ内容は本質的です。 

望んでないとは思いますが、医者と
ケンカしても勝てるようになるほど
健康の知識がつくと思います。 

『全ての病気の根源と、現代医学の限界』

が理解できる音声になっています。

もしプレゼント音声を欲しい方は
以下のステップに沿って感想を送ってください。

   プレゼント音声を手に入れる手順
□ステップ１：
どれか１つだけでも良いので必ず試してください。 

□ステップ２：
体温、血圧、視覚、聴覚、感覚なんでも良いですが
「普段と変わった部分」をメモしておいて下さい。 

□ステップ３：
その感想を以下のフォームより入力して下さい。 

フォームには、「お名前(匿名可)」
 「メールアドレス」「感想」の３つをいれて下さい。 

□ステップ４：
「送信」ボタンを押して感想を送ると
すぐに音声を送ります。 

楽しみに聞いてもらえればと思います。 

プレゼント音声を受け取る：
https://next-luxiel.com/p/r/YrpSGwC9

https://next-luxiel.com/p/r/YrpSGwC9


亡くなった祖父母のためにも
色んな病気を本気で治したいと思っています。 

行動しない限りは
何も生まれません

感想が欲しいというよりは あなたに動いてほしくて
このプレゼント企画をやっています。

ぜひ試して、そして辛い症状から開放され、

本来のあなたらしい人生 

が送れるお手伝いができたら
とてもうれしく思います。 

ありがとうございます。 

ウィング 


