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エリクサーと
洗濯、
その洗浄力！ 

　昨夏、寺田本家のある千葉の神崎で行わ
れた「降りてゆく生き方」5 周年のイベン
トで、森田弁護士にご紹介を受けて、熊本
で廃油の再利用、バイオ・ディーゼル普及
運動に携わっておられる星子文さんとご縁
を頂きました。戦前戦中を通じて大陸で大
活躍されたある方の血筋を引いておられ、
若き女性ながらその確信ある生き方が、多
くの方々を惹き付けて止まない魅力とも
なっているのでしょう。
　その星子さまから、先日ご連絡があり、
安住の棲家を設けたので、念願のエリクサー
を設置したいとのお知らせを受けました。
　その後、星子さんによるエリクサーの驚
くべき機能性が発見されて、私どもも驚愕！
その報告をさせて戴きます。

　（まほろば主人）
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星子さん Mail 文
こんばんは。 ご無沙汰しております。
千葉の降りてゆく生き方、5 周年でご一緒させ
て頂いた、熊本の星子でございます。
この度、やっと自分の居場所を確保できたの
で (*^^*) 念願だった、エリクサーを購入致し
たく、メッセージさせて頂きました☆
良さは、中野シェフから散々聞いております
し（笑） 資料も以前、森田さんから頂いており
ます。

どうやら、台所用というより、お風呂用に設
置されたようです。森田さんから、その効用
をさんざん聞かされていたということです。

星子さん 
さっそく、気付いたのですが、お湯が冷めに
くいような気がします。

気のせいかなぁ？　残り湯で、洗濯するので
それはそれで楽しみです☆

星子さん
発酵したパインの汁で真っ黄色だったのに、
こんなに綺麗に真っ白になりました☆

星子さん 
すごいでしょう！ 感想文、送ります。　
しばしお待ちください〜 
いやぁ〜、これ、凄いですよ

星子さん
こんにちは。 
先ほど、メールしました やぁ〜、エリクサー
いいですね。
今朝は、お風呂の残り湯で観葉植物の葉っぱ

本当にびっくり
しました。「自然と未来」株式会社

代表取締役　星子　文
（熊本市在住）
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を、一枚一枚、拭きあげました。
心なしか、観葉植物も喜んでいる様です（笑）。

　改めて、感想文を送って頂きました。
-------------------------------------
宮下さま
いつもお世話になっております。
 
エリクサーって、本当に心地いい浄水器です
ね☆
 
早速、お風呂に設置したのですが、肌が柔ら
かくなった事にびっくりです！

 
お風呂あがりも、化粧水が
いらないのでは？と思うほ
どにしっとりとしています。
 
日頃から、ファンデーショ
ンなど使用しないので、素
肌の感覚がとてもよくわか

るのですが、肌が赤ちゃんの肌の様に柔らか
くなりました。

自分だけでなく、昨日は食と美容のフェスタ
に参加しましたが、その場で、肌を触った美
容部員さんが、どうしてこんなに柔らかいの？
と驚かれたほどです♪

汗をかいた時などに、顔にスプレーして、化
粧 直 し の 要 領 で 使 え る か も し れ ま せ ん ね。 
もう一つびっくりしたのが、パイン酵素ジュー
スをこして絞った後の真っ黄色さらし。

これを、いつものように手洗いしたのですが、
いつもだったら、黄色く色素がどうしても残っ
てしまうのが、ほとんど、色素が抜けてしまっ
たのです。
 
これには、本当にびっくりしました。
 
お風呂に使用するので、逆流洗浄を通常よ
り 早 め に す る 必 要 が あ る か も し れ ま せ ん
が、その辺りも教えて頂けると助かります。 
 
人の肌にもこんなに良いものなので、観葉植
物の葉っぱを拭いてあげたり、水やりが楽し
みです♪
 
買ってよかったです♪
有難うございました。
--------------------------------------------------------
さらにこんなメールも…。

星子さん 
昨日、第二弾のパイン酵素をサラシで絞り、
普通の水道水で洗ったら、
やっぱり色素が残りました。

 ん〜…エリクサー面白すぎます！ 
お風呂から、ペットボトルにお水を詰めて、
飲み水やお料理にも使い始めました☆

 細胞の隅々まで浸透するイメージでいただい
てます。

☆ ありがとうございます

-----------------------------------------------------------

まッ黄色のパイン果汁が
こんなに白く！
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　今までは、飲料水用あるいは食品加工用と
して、検証してきたり、実行して来たりしま
したが、今回、洗濯にも効用があることを知
り、エリクサーの別の機能性を再認識しまし
た。 
　実は「母水」のパンフにある表面張力の効
果が、それに当ります。
　1999 年７月に発行した小冊子『進化生長
するセラミックと微生物』の中、７章「世界
の長寿村フンザの水に酷似」をもう一度、紐
解いてみましょう。

（以下小冊子より転載）

『進化生長する
セラミックと
微生物』

７章「世界の長寿村フンザ
の水に酷似」

　米国の気鋭のサイエンティスト・フラナガ
ン博士（G・Pat　Flanagan）は、弱冠１１歳
にして国に採用された発明をするほどの超天
才であった。その後広い分野にわたり数々の
発見発明を成し遂げた鉱石の中で、水の研究
がある。世界３大長寿国中、チベットのカラ
コルム山脈にあるフンザ地方 (hunzaland) の村
人が、何故長生きなのかは、飲用しているフ
ンザの水が、ヒマラヤの氷河の雪解け水で大
量のミネラル成分を含有しているため、コロ

イド化したと考察し、しかもそのフンザ水を
再現する技術を開発した。その特徴は非常に
表面張力が低いことであった。

　水はただの酸素と水素の化合物ではなく、脳

の９０％を構成し識別出来る３６の同位体が

あり、化学的万能溶剤であり、宇宙で最も重要

な物質である。フラナガン博士は、さまざまな

水の特性のなかで、表面張力は、水を水自身

に吸着させ、体積に対して最小の表面積を持

つ形である球体を形作る力であって、水はそ

れ自身を維持するのに最小のエネルギー量し

か必要としない。それにも関わらず、潜在的

強度は不気味なほどで、仮に厚さ１インチの

水柱から水とは無関係の気体を全て除去する

なら、その水柱は鋼鉄より固い。水は少量の

液晶と非常に多数の無秩序に勝手に動いてい

る分子から成り立っている。植物や動物のよ

うに生ける有機体が体内に水を取り入れると、
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整体はその水を高比率の八角形結晶と非常に

低比率の未組織分子の混合物へと組み立てる。

　これは、高エネルギーコロイド ･･･ 普通の顕

微鏡では正確に見ることが出来ないほど小さ

な粒子 ･････ によって行われるという。1974

年、フラナガン博士は、石英（クオーツ）や貴

重な宝石原石のようなあらゆる種類の結晶体

が、水の表面張力に著しい影響を与えること

を発見。古代チベットの医師（僧を兼ねていた）

は、この特性を知っていて水薬を作って施薬し

ていた。この水は種子に対して、より強く大き

く風味の良いものに急速に生長させるという。

パトリック・フラナガン博士
　科学者・発明家・研究者・パイロット・運動家であ
り、ベストセラーとなった「ピラミッド・パワー」ほ

か、多数の著作がある。１７歳にして、雑誌「ライフ」

により、電子工学の神童として、米国の科学者中の

トップ・テンの一人に挙げられている。最初の発明で

ある「誘導ミサイル検地装置」の特許権をアメリカ合

衆国政府に売却したのは、１１歳の時である。１４歳

で完全に聴覚を失った人の為の補聴器「ニューロフォ

ン」を発明、１９歳でジェミニ宇宙ロケット打ち上げ

チームに入り、ＮＡＳＡのジェミニ・コンピューター・

システムの作業に参画している。アメリカ海軍におい

て、人間の言語をイルカの言葉に翻訳するコンピュー

ター（人・イルカ通信プログラム）を設計したのが、

１９歳の時であった。その後、個人的研究作業に移行

し、３００を越える発明品を開発しており、「電子場

発生器」「空気浄化器」、あるいは、このプリントのテー

マであるコロイド・ミネラル・エネルギー水である「ク

リスタル・エネルギー濃縮液」などもその一部である。

受けた学位、表彰も多数に及ぶ。ちなみに、「まほろ

ばエリクサー」にも、このクリスタル・エネルギー水

が入っている。

 

　事実、エリクサーの水で種子発芽させると、

通常の５倍も早く大きくモヤシが成長したと

の驚きの報告を利用者の方から戴いている。エ

リクサーの内部にハーキマー・ダイヤモンドと

いう両錘形のクリスタルを先端部分に設置し

ている。この有無で水の質が飛躍的に違うこと

を感応味覚テストで体験した時は、皆信じら

れないほどの変性力に互いに驚嘆の声をあげ

たほどだ。何百という素材の情報を一瞬にし

て統一して清澄で深淵な水に仕立ててしまう

のだ。これが、最高のヒーリングクリスタル

と珍重された意味が痛いほど理解出来たのだ。

この吸収と放射こそ生命体の原理である。全

てのアミノ酸（グリシンを除く）の構造体には、

光学活性があり、d 体と l 体が存在する。ｄ体

は右回りで ｌ 体は左回りの鏡像体（光学異性体）

ハーキマーダイヤモンド
ヒーリング・クリスタルの最

高峰といわれる両錘形をした

貴重な水晶。ニューヨーク州

ハーキマー地方にしか産出し

ない。多様な濾過材の波動を

受け止め、さらにエネルギー

を増幅・強化させる。



6 まほろばだよりＮｏ .4157 15-132 9/4

の関係になっている。まさ

に陰陽順逆の宇宙原理が微

細原子世界にも連なってい

るのだ。

　科学的論証では、IBM 社

で２７年間化学研究員を勤

めたマーセル・ヴォーゲル

が行ったクリスタル・エネ

ルギーに関する慎重な実験

がある。ある程度不純物を

含む水は電解液ともなり、

それに接触するクリスタル

から電荷を拾うと思われる

結果が出た。分光測定器で

測ってみるとクリスタルに

触れる前の水と触れた後の水にはクリスタル

が触れたことを示す「原子の指紋」とも言う

べき痕跡が認められたのである。

　フラナガン博士は、水晶の結晶体は超新星

あるいは、深宇宙（太陽系外の宇宙空間）の

影響力によって生み出される宇宙エネルギー

の衝撃力の共振器であると考え、その検出器

を考案した。（事実、水晶はクオーツ時計など

一般にも利用されるほど、その共振値がどの

物質よりも正確なのだ。）テストの結果、普通

の水道水の表面張力が１ｃｍ当た

り７５ダインなのに対して光源を

かざすと「汚れて」（実は多量の

ミネラル分の含有）見えるフンザ

の濁った水はずっと低い６８ダイ

ンで、しかも負の電荷を帯びてい

ることが解った。

　工業試験場では、接触角度と表

面張力によるエリクサー水を測定した所、

このフンザ水に角度が極めて似ていたので

ある。

　フラナガン博士がフンザ水を復元した「ク

リスタル・エネルギー濃縮液」。スペクトル分

析をしてみると、フンザ水には、全

ての鉱物元素が含まれており、しか

も、それがイオン状ではなくコロイ

ド状で存在している点だった。

　フラナガン博士は「ありとあらゆ

る種類を試してみました。多くは、

粘土でしたが、しかし、フンザ水に

特有の６８ダインという数字まで、

水の表面張力を下げるに足るだけの

電荷をもつものはなかったのです。」

と語る。
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　先の接触角の数字は工業試験場

での結果である。これは表面張力

と相応する値で、②のフラナガン

博士の作ったコロイド水（Ｃ E Ｃ

液、フンザ水）と①のエリクサー

水の値が極めて近いことが理解出

来る。しかし、表面張力が低すぎ

ても張力の平衡状態が崩れ、一定

時間を越すとエネルギーが失わ

れ、普通の水に戻ってしまうのだ。

正に、エリクサー水はバランスさ

れた張力が、体内において適切な

栄養の吸収や毒素の排泄を適切にしてくれる

のだ。

　事実、同試験場での非公開のデータでも表

面張力は水道水の７１ダインからエリクサー

水５７ダインまで下がっている。通常、グリ

セリンやエタノールなどの有機溶剤が入らな

ければ下がらない数値である。

　室温から沸点にまで水を加熱すると、表面張

力は７３ダインから６０ダインにまで下がる

という。と言うことは、エリクサー水の５７

ダインの計測値は一気圧では 100℃に沸騰し

ている熱湯より低いことを示す。常温でここ

まで表面張力が下がるのは、水分子がいかに

活発に運動しているか、いかにエネルギーが

励起しているかということだ。

　衣服の汚れを落とす界面活性効果や強い水

圧で水が細孔を通す浸透力、人体の利尿作用、

植物の成長をもたらす促進力等々に著しく現

れる。

　フラナガン博士の実験によれば、温度を一

定にして表面張力が下がることで、水中の自

由エネルギーの増大分を計算することが出来

た。そして、蓄積毒素を排除するのに理想的な

表面張力の範囲は、５５～６５ダインである

ことを究明したのだった。フンザ水の６８ダ

インより低い５７ダインのエリクサー水こそ、

まさに求めていた理想の水であり、未知の能

力と可能性は計り知れないものがある。フラ

ナガン博士が試みても捉えきれなかった水が

エリクサーに存在していたのだ。

　そして、フンザの氷河から溶け出す何百万

トンもの氷の圧力…が鉱物を削り取り、これ

を猛スピードで谷に運びながらナラー、即ち

渦巻く奔流となる。フラナガン博士は、この

高速で回転する渦構造こそ万
うちゅう

有の母
マトリックス

型の基本

構造に一致（同調）しているとの結論に達し

た。これこそ、先回書いたシュバイツアー博

士の撮影した水の渦巻く構造が宇宙銀河と相

似した螺旋状の波動・エリクサー水の形態だっ

たのだ。（「エリク

サーと宇宙銀河の

相似象」参照）

―転載ここまで
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最近届いた
お客様からの
コメントです！
●念願のミネラルウォーターが来て夢のようで

す。 嬉しいです！　　　　　　　　（大阪府　田中様）

●新しく浄水器を買ったばかりでしたが、 たまた

まネット上で 「エリクサー」 を知り、 どうしても

忘れられずに、 先に宮下社長の 「やまとうた」

を購入。 全部読んでからエリクサーを注文しま

した。 ワクワクして到着まで楽しみ、 現物を見

て感動し、 お水を飲んで感動。 我が家がますま

す大好きになっています。 　　　（東京都　大池様）

●このようなすばらしい浄水機にめぐり会えて、

とても感謝しています。 今まで待っていたかい

がありました。 　　　　　　　　　（宮崎県　KM様）

●お茶の味がとてもまろやかで、 おいしくなりま

した！体にしみこむような感じがします。 良いも

のをありがとうございます。 （愛知県　小河原様）

●香りも舌触りも違って、 これからのエリク

サー生活が楽しみでなりません。 お客様にも

お伝えできるように良さを実感して行きたいで

す。 　　　　　　　　　　　　　　　（埼玉県　高山様）

●主人の入院中従姉妹よりお水を頂き一口飲

むと、 「このお水は今まで飲んだお水と違う」

と申し、 水分が摂取しにくかった主人が飲み始

めました。 大変良いものを紹介していただけ喜

んでいます。　　　　　　　　　　（浜松市　小野田様）

●キッチンがパワースポットになりました。 感

謝申し上げております。 　　　　（宝塚市　山本様）

●サンプルを希望しそのお水で淹れたお茶が

とても美味しく、 その後水道水で淹れたお茶に

満足できなくなり購入を決めました。 金額に迷

いましたが、 買ってよかったと思っています。

エリクサーを作っていただいてありがとうござ

います。 　　　　　　　　　　　　　（愛知県　MT 様）

●エリクサーを通したお水はとっても優しくて

まろやかでまあるいお味がします。 そしてエリ

クサーのおかげでお料理するのがますます楽し

くなりました！！　　　　　　　　　（埼玉県　桜田様）

●水が大好きな母 （金魚と呼ばれています…

笑）、 何も説明しなくともエリクサーの中身が

多種多様なものを使っているのを感じ取ったよ

うです。たぶん一言で言えば「甘露」「命の記憶」

を感じ取ったのだと思います。 本当に父母が

感激する姿を見て、 胸がつまりました。 ありが

とうございます。 　（函館市　工藤様 （大和さん））

●この前、 ７歳の子供がエリクサー水を家では

「命の水」 と言っている、 と聞いて、 ビックリし

ました。 誰も教えないのに、 子どもの口から出

た言葉が、 命の水。 子どもの味覚は、 スゴイな！

と感じた一日でした。 　　　　（スタッフ ・山田成子）
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