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使用商品『おきじん』
山形県南陽市 T さん 使用期間 ６ヶ月
使用前
左目の３ｃｍ下にイボが２つ重なって出ていました。
使用後
私は、６７歳の女性です。『おきじん』を飲んで６ヶ月になりました。飲んで３ヶ月頃から１つのイボが黒
くなり５ヶ月から２つめのイボが黒くなり６ヶ月できれいな顔になりました。これからも『おきじん』を飲み
続けますので宜しくお願いします。ありがとう御座いました。
使用商品『おきじん』
福岡県北九州市門司区 H さん 使用期間 ９ヶ月
使用前
紹介をしていただいた時は食道がふさがり食物も水ものどを通らない状態でしたが『おきじん』は不思議な
事に飲めました、食道ガンと診断され手術をする事になりました。
使用後
術前２ヶ月間『おきじん』を飲みながら化学療法をして今年の１月９日手術を行いました。食事も普通に食
べられる様になって、術前２ヶ月間で５ｋｇも太り病人には見えない程でした、これは『おきじん』のおかげ
だと思っております。
そう思うエピソードを１つご紹介します。
『正月の外泊中に『おきじん』が無くなりましたので妹に渡していた少量を持って来てもらいすぐに飲みま
した、すると３ヶ月食べ物も飲み物もあまりのどを通らなかったものが、その場でカレーライスを１人前ペロ
リと食べ、おまけに日本酒まで飲んでいたのです』これで食事が出来る様になったのは『おきじん』のおかげ
だと確信したのです。
術後も先生の云われていた回復期間よりもはるかに早く回復し、１週間後には大部屋に戻っていました。他
の患者さんからも元気な理由を聞かれ皆さんにご紹介した程です。
現在は術後６ヶ月の検診も異常なく元気な回復期を過ごしております。これは『おきじん』のおかげと思っ
ております。
“本当は細かな、これも、これも、と思える体験が有るのですがうまく文章にまとまりません”。
最後に！食道ガンでふさがっていた食道は入院前も手術前も同じ様にふさがっていました、それで２ヶ月食
事が出来たのは『おきじん』による何らかのものがあっての事だと思っています。ありがとうございました。

使用商品『おきじん』
愛知県名古屋市 A さん 使用期間 不明
使用後
『おきじん』を足の水虫につけると１～２回でかゆみがなくなりとても助かっています。
たむしにも同じ様に効果がありとても感謝しております。
足の捻挫にもよかったのをパンフレットで見ていたのでやってみました、すぐにやったことでもあり本当に
おどろいています。
また、主人の頭の毛の中に多分たむしの様だと思わせるものが出来ていました、『おきじん』だけではと思
い、スーパー美とエッセンスを４回ほどつけました、あのひどい症状が驚く様に無くなり本当に病院に行くこ
ともなく治していただけとても喜びと感謝でいっぱいです。ありがとうございます。
肩こりから頭が痛い時にもすごく効果が早く３回ほど指でおして痛いところに塗り込みました。
使用商品『おきじん』
宮崎県宮崎市 Y さん 使用期間 3 ヶ月
使用前
血圧が高く上が（１５０～１６０位）、下が（８５～９０位）ございました。
4 月の末か 5 月の始め頃だったと思います、病院で血圧を測り血糖の検査をしてもらったところ（２０９）ご
ざいました、血圧の数値も上が（１２５位）、下が（７０～８０位）に下がっています。
使用後
飲み始めてから最近 6 月の末頃病院で血糖値を調べてもらったところ、１０４に下がっていました、服用す
るまでは仕事をつめてすると疲れて２・３日寝る様な事が多かったのが最近は疲れるのも軽く自分自身とても
嬉しく思っています。

使用商品『おきじん』
沖縄県那覇市 N さん 使用期間 約６ヶ月
使用前
平成１３年 中性脂肪 ８８０でした。前立腺癌も持っています。
使用後

上記（検査報告書）の通り数値はかなりおちてきました。
まだまだ、糖のコントロールが出来ていませんが、『おきじん』飲用しない前は４４０（血糖値）でした、こ
の頃は２３０で落ち着いている様です。
ガンの治療は致しております。『おきじん』のみ 朝 ７５ｃｃ 夕 ７５ｃｃ
使用商品『おきじん』
沖縄県沖縄市 T さん 使用期間 ６ヶ月
使用前
高度肥満、高脂血症、変形性腰椎症、心不全、チアノーゼ
妻 糖尿病、アルツハイマー、変形性腰椎症、パーキンソン病
毎日の生活にも不自由していました。妻は手足が動かず人の手を借りてしか立てませんでした。
使用後
高脂血症も良くなり、身体も軽く腰痛もなく体調の良い日は歩いたり散歩も 1 時間も出来る様になりました。
妻の方も飲んで 1 週間位で糖尿も下がり、今では足も痛みがなく、台所にも立つ様になりました。
この間、病院に行ったところ、パーキンソン病も良くなっているとの事です。
私も妻も大変喜んでいます。

使用商品『おきじん』
宮城県石巻市 A さん 使用期間 ４ヶ月
使用前
耳に湿疹が出来長い間悩まされ薬を付けてもなかなか治らないので大変苦労しておりました。
使用後
知り合いの紹介で『おきじん』を買わせてもらい、朝夕毎日飲んだり耳にスプレーをしたりしていましたが
『おきじん』2 本が無くなる頃に、耳の中がきれいに治り、かゆみも止まり、自分ながら驚いている次第です。
本当に『おきじん』のお陰だと心より感謝致しております。これからも、継続させて頂きますので宜しくお願
いいたします。
使用商品『おきじん』
宮崎県宮崎市 T さん 使用期間 ３ヶ月
使用前
20 年ほど前にアレルギー性鼻炎（ハウスダストと猫）を発症し、以来主に就寝中に布団のホコリのせいで
鼻水、鼻づまりに悩みました。一番ひどい頃には、泊まりに行った先のお宅の客布団や旅館の布団、ベッドは
恐怖の元でした。症状がひどくなり、旅行や滞在の楽しさが半減してしまいます。レストランなど煙草の煙が
漂って来ても、車の交通量の多い所を歩いていても出ていました。対処療法の抗ヒスタミンは服用すると喉の
乾きがひどく、悪感のような肌の上がゾクゾクする様な感覚が出て、漢方に変えましたが費用が負担でした。
マルチビタミン、ミネラルやキトサンなどで軽化しましたが、やはり高価で続けられませんでした。
使用後
『おきじん』を飲み始めて 1 ヵ月半位で症状が出なくなって来ました。最初は、全く変化を感じない程いつ
の間にか、ゆっくりと治っていたようです。自宅はもちろん、1 月の末に泊まった、猫を 2 匹飼っているお宅
でも全く症状は出ず、これで大丈夫と安心しました。
他には、乾燥肌で冬は白く粉を吹いた様になっていた肌が、今年はほんの少しカサ付く事もある、という程
度に改善しました。
（特に脚）また、右乳房にある乳腺に腫が 3cm 大で厚みもあり、バストの外にしこりの形
が突き出していたのが、2cm 位に小さくなり、外から見ても腫瘍のある事が分からない様になりました。
使用商品『おきじん』
青森県上北郡 K さん 使用期間 不明
使用前
昨年の 10 月頃より咳と夜になると微熱が 37 度 8 分前後続き、食欲も無く全身倦怠感があり、仕事も休む
日があり、病院へ 11 月 5 日に診察したところ、すぐ入院との事でした。先生の診断の結果は肺腫瘍偏平上皮
癌だと言う事でした。咳の出る毎日で痛みはなかったです。
使用後
平成 14 年 1 月 7 日より放射線治療 20 回 40 秒の照射と抗癌剤投与を続け、12 月 4 日よりアラビノキシラ
ン、万田酵素を飲み続けました。1 月に入り超ミネラル『おきじん』の事を知り飲用しました。
経過は順調で内視鏡と CT をつど繰り返しましたが、癌が非常に小さくなって主治医も驚いていました。先生
には飲んでいる事は内緒にしていましたから、アルカリイオン水だけは飲んでいるとお知らせしていましたが
先生は水をたくさん飲んでくださいと、そして、先生は癌がだいぶ小さくなったので手術をしましょうと言う
ことで、2 月 15 日に手術をしました。手術の経過も非常に良く病理の結果も癌細胞は残っていない、転移も
なく順調に退院をむかえる状況でいます。有難うございました。

使用商品『おきじん』
沖縄県那覇市 A さん 使用期間 約１ヶ月
使用前
平成元年 11 月胃潰瘍を手術、胃 3 分の 1 切除、入院、約 1 ヶ月で退院。平成 6 年 11 月腸閉塞で病院入院、
約 25 日で退院。（胃潰瘍となっておりますが、早期の胃ガンでした）
使用後
胃ガンの調子が著しくなく通院、平成 9 年から入退院を繰り返し、現在通院中、幾らか落着いているが食事
や朝起床時に胃腸のもたれが厳しく苦痛でしたので毎朝起きるのが不安でした。
『おきじん』を飲み初めて 5
日位で苦痛が和らぎ、今では朝の苦痛がなく、食欲も出て来てお陰様で毎朝楽に起床できる様になりました。
体の節々も痛みがありますが、何か日々良くなって行く様な気がして必ず治す事が出来ると確信しております。
結構な超ミネラル賜り誠に有難う御座います。身心から感謝申し上げます。

使用商品『おきじん』
沖縄県那覇市 S さん 使用期間 ６ヶ月
使用前
8 年ほど前に潰瘍性大腸炎と診断され、その後落ち着いた状態の時と悪くなったりを繰り返しています。
良い状態の時は健康な方と全く同じで普通の生活ですが、年間 3～4 回程の割合で症状が出ます。軽い下痢か
ら始まり日を追って下痢症状がひどくなり発症から 1 週間程でほとんど水様便状態が 2～3 週間続いて段々と
回復に向かいます。発症から 1 ヶ月程で落ち着いた状態に戻ります。8 年間その繰り返しです。
使用後
平成 13 年 9 月より朝夕空腹時に『おきじん』を飲んでいます。現在も下痢症状は出て来ますが、水様便の
状態が 4～5 日間程で治まり、発症から回復までの期間が早まりました。
平成 13 年 6 月に女の子を出産しました。1 ヶ月検診で、ミルクを吐く事が多い事と体重の増え方が少ない
事とで検査を受ける様に言われ、内蔵には問題は無く、血液検査で CRP 値 WBC 値等が高く、何らかの感染
症の疑いがあると言われすぐ入院し、入院中は抗生剤を投与し 1 週間毎に血液検査を行いました。抗生剤を投
与すると多少 CRP 値 WBC 値等は下がりますがはっきりとした効果が無く、原因もはっきりしないまま 1 ヶ
月程が過ぎたところで知人から『おきじん』を勧められて、駄目元でミルクに『おきじん』を 2 滴程入れて飲
ませました、
飲ませ始めて 1 週間後の血液検査で CRP 値 WBC 値等は担当医がびっくりする程下がりました。
念のためという事で、その後も 1 週間後少し間隔をあけて 2 週間後、1 ヵ月後と血液検査をしましたが、ずっ
と良い状態が続いたので検査も必要なしとなりました。現在もずっとミルクに 2 滴程入れて飲ませています。
お陰様で娘も元気です。
使用商品『おきじん』
京都府京都市南区 K さん 使用期間 ２．５ヶ月
使用前
血圧が高くメニエールの症状が有り困っておりました。友達の勧めで飲むようになりました。
使用後
頭が重かったのが現在は感じなくなりなした。メニエールも完全ではないけど飲む前よりはずっと軽くなり
ました。休まないでずっと続けて行きたいと思っています。
使用商品『おきじん』
茨城県北茨城市 T さん 使用期間 ８ヶ月
使用前
潰瘍性大腸炎。平成 12 年 12 月大量の血便、午後になると目がくぼんでくる日が毎日。
平成 13 年 1 月 4 日入院、説飲、絶食、23 日間点滴、血便が治まり 1 月 31 日退院、3 月中旬再血便、プルド
ニン毎日 1 回ペンタサン 1 日 3 回を飲み続けている、6 月より玄米食にし、少し良くなった、7 月 29 日より
『おきじん』飲用。
使用後
飲用 15cc2 回、8 月 25 日まで変化無し、2 倍の量飲用により 3 日後より背筋がしっかりし血便が出なくな
り気力がでる、結果として病気に勝てたと思い、色々心配していた事がすっかり無くなり毎日が楽になりまし
た。『おきじん』の飲用は信じて飲用しています。また、すばらしさに感動、感謝していますので多くの人に
紹介をしています。
使用商品『おきじん』
千葉県流山市 H さん 使用期間 ６ヶ月
使用前
昨年 12 月初め右乳房に 5mm 以下の影が超音波のみで発見され 3 ヶ月様子を見るとの事でした。先生の指
導により 1 日 60cc 飲用していました。10 月の検査では、変化無しとの事で、また、3 ヶ月観察と言われまし
た。先生も「3 ヶ月経たないと効果は出ないだろうから飲み続けなさい」との指示でした。
使用後
今年 3 月、3 度目の検査を受けました、触診では分からず、超音波では変化無しどころか、小さくなってい
るとの事でした、医者は 6 ヶ月にもなるのだから少しでも変化があれば一歩踏込んで病理検査も考えていたよ
うですが、小さくなっていることですから悪性ではあり得ないとの判断でした、良性でも小さくなるのは珍し
く、水がたまっていたのだろうとの診断で、また、3 ヶ月後受信してくれとの事でした。もちろん医者には『お
きじん』の事は話していないのですから、そう言った判断でしょう、でも、先生の「もうすぐに消えてしまい
ますよ、但し、良性は変化しませんよ」と言う、3 ヶ月前のお話を考えてみますと、ひょっとすると私のは悪
性で、この水が効果を発揮したのかと、複雑な心境です。

使用商品『おきじん』
山形県米沢市 K さん 使用期間 ７ヶ月
使用前
私は 15 年前血圧と血糖の薬を飲んでいました。若い頃より何よりも酒が好きで止められず、血糖値が下が
りません。夏に弱い体質で冬は気管が弱いのか咳こむ事がしばしばです。
使用後
古節を迎えて私も健康が気になり、『おきじん』を勧められて早々飲みました。6 月末頃だったと記憶して
います。約 3 ヶ月位経った頃暑さで食欲の無くなる時期をなんなく過せました。体調が良くなったなと気付い
た、第一の感触だったと思います。
① 疲れがたまらなくなった。
② 便通が良くなった。
③ 夜熟睡出来る。
④ 頭髪に黒味をおびて来た。（5 ヶ月位経って気付く）
⑤ 血糖値が標準値に定着した。（主治医に驚かれた）
⑥ ひげの生え方が早い。
⑦ 体重が 2kg 減って 63kg に一定した。
（身長は 170cm 位です）
『おきじん』の効果を肌で感じています。米沢は寒冷地域、気温の変化が厳しいので、咳、くしゃみ、鼻水を
伴う風邪の病状がよく出ますが『おきじん』を飲み医者の薬をいっぷく飲むと寝込む事は有りません。
使用商品『おきじん』
熊本県八代市 T さん 使用期間 約２～３ヶ月
使用前
以前より、喘息があり病院へ通っていました。時々発作が止まらず、夜も眠れない状態でした。
使用後
超ミネラルを飲み始めて、1 週間～10 日位すると咳が出なくなり、軽い症状になり、大変楽になりました。
また、体の調子も良く、大変感謝しております。今後も飲み続けたいと思っています。
使用商品『おきじん』
福岡県福岡市早良区 H さん 使用期間 平成 13 年 8 月中旬～７ヶ月
使用前
1998 年 11 月に突発性糖尿病（疲労、ストレス、風邪ウィルス）になり緊急入院しました、10 ヵ月後、脳
梗塞になり左半身不随になりましたが、リハビリを精力的に励み、今は杖無しで歩けるようになりました。
糖尿で入院した時の血糖値は驚異的なもので、なんと 850 も有り普通の数値計で計れない程でした、以来、
他の健康食品を飲み続けましたが、あと少しという所まで下がらず、200 前後が 1 年位続き、HbA1c は 6.9
や 7 や 7.6、もっと高い時で 8.6 や 8 でした。
使用後
7 ヶ月前から飲みだし、1 ヶ月後には HbA1c は 6.4 に下がり、以来ずっと 6.0 か 6.1 を保っていて感謝して
います。血糖値は 101～116 という風に落着いています。もちろん食後何時間経過したかによって数値の変動
は有りますが、何よりも HbA1c が６という線で何時も落着いていてくれる事は何よりに思っています。家族
で、予防と健康の為に飲んでいますし、何よりも他の健康食品に比べてお安いというのは継続して飲み続ける
時に本当に助けになります。家族で良い物に巡り会えた事を心より感謝しております。本当にありがとうござ
いました。
使用商品『おきじん』
埼玉県熊谷市 K さん 使用期間 平成 13 年 11 月から３ヶ月
使用前
子供の頃からひどい便秘症で毎晩下剤を飲んでいました。食品アレルギーで、貝を食べると直に体調を崩す。
40 歳を過ぎた頃から自律神経失調症、リュウマチ、喘息になり、前途真っ暗な毎日でした。
使用後
『おきじん』を飲用始めて 1 ヶ月で重症の便秘はすっかり解消し下剤を毎晩飲んでいたのが不思議な位です。
貝のアレルギーも始めはカキフライを 1 つ食べてみましたが何の体調の変化も無く、今は何の不安も無く貝が
食べられる様になりました。
自律神経失調症も体調が良くなると共に楽になり、毎日を元気に過せております。
60 歳になった今も、14 年間続けて来た水泳に週 2 回通っておりますが、お仲間がドーピングでもしているの？
と聞かれる位元気になり、秘けつを教えてと言われては『おきじん』の話をしております。
今では、自分だけでなく家族全員が飲用し、おきじんの湯にも浸かり、安心な老後を送れそうです。紹介させ
て頂いた会員の皆様からも喜びの声が次々と入ってまいります。ありがとうございました。

使用商品『おきじん』
沖縄県宜野湾市 S さん 使用期間 ９ヶ月
【使用前】
糖尿病と診断され血糖値が 198 有り、薬を渡され服用すると気分が悪くなり、1 日仕事が出来ない為、薬を
止め、週 4～5 回 1 時間歩き、血糖値 148 で停滞したまま 6 ヶ月が過ぎたが、それ以上下がる様子が無かった。
【使用後】
『おきじん』を飲み始めて 3 週間程で血糖値 77 になり、翌日血糖値 120 と不安定、2 ヶ月程度で血糖値 100
と安定し、薬の服用も無い。
妻（57 歳）も一緒に『おきじん』を飲み始めた。偏頭痛（先天性）の持病が有り年に 2～3 回発病し、吐いた
り、下したり、頭痛が起き、目の奥が痛く目が飛び出しそうに痛み 2 日間寝込む。
『おきじん』を飲み始めて 3 ヶ月目に偏頭痛の症状が出たけれど、軽く程度で済み、その後 6 ヶ月になりま
すが、症状も無くそのまま健康で過ごせそうです。
また、日焼けした後、化粧した顔に『おきじん』をスプレーし、洗顔後も『おきじん』を顔にスプレーしパッ
ティングして何回も繰り返すと、その日の内に顔の赤味は取れます、2 日目迄は実行していますので「シミ」
になりません。
使用商品『おきじん』
山形県天童市 K さん 使用期間 ６ヶ月
【使用前】
6 歳の子供に飲ませています。以前は風邪を引きやすく、熱を出すと必ず 40 度でした。
私は肩こりがひどく、疲れやすい。
【使用後】
子供；飲むようになってから、40 度の熱は出なくなり風邪を引いてもすぐに治り熱も 38 度位で治まってい
ます。体力も付いて来た様です。
私も肩こりも無くなり、体力も付いて来た様で、『おきじん』は欠かせない物になりました。
使用商品『おきじん』
宮城県仙台市 M さん 使用期間 ７ヶ月
【使用前】
アトピー性皮膚炎で体全体がカサカサしていた、子供達 3 人も同様で、特に中 2 になる長男が一番ひどく、
かゆみの為皮膚が赤くただれた状態であった。また、長女も体全体がカサカサしていたが、かゆみはあまり無
かった様だが、疲れが溜まった時などアンモニア臭を感じていた。病院では原因が解らずじまいで経過してい
ました。
【使用後】
今は、家族全員 5 名が朝晩決められた割合に応じ愛飲しています。そのまま何も割らずに飲んでいます。飲
み始めてから、3～4 ヶ月頃から、私自身のかゆみも無くなり、以前よりカサカサ状態が緩和された様になり
ました。また、子供達もかゆみを訴える事も無く赤くただれた所も無くなりました。ただ、全体的にかゆくは
無いとの事ですが、カサカサの肌をしています。娘のアンモニア臭は消えたと思います。しかし、学校に行く
までの朝の時間が忙しく、2～3 日忘れた時など、ほんの少しですがそれらしい臭いを感じる事があります。
私たち家族は、アトピー性皮膚炎といっても程度が軽い方なので目に見えて改善、良くなったと言うより、前
記の通り非常に緩和されたと言う方が正しいのかもしれません。今後は、量を多少増やし飲むだけでなくカサ
カサしている部分に噴霧等してみようと思います。長く続ける事が必要だと特に感じています。

使用商品『おきじん』
宮城県仙台市 S さん 使用期間 １１ヶ月
【使用前】
平成 13 年 5 月 30 日に大出血が有り、病院に行き“子宮頸癌”と病名を告げられ、翌 5 月 31 日に大学病院
に移されました。入院してからは、止血剤、鉄分など毎日点滴を受けました。7 月に手術をと決まった矢先、
肺に影が有ると言われ、6 月 25 日から抗癌剤と放射線治療をしました。『おきじん』を飲み始めたのは 6 月
23 日からで、1 日に朝 40cc、昼 40cc、夜 40cc と 1 日 120cc 飲むよう先生より教えて頂き、ずっと飲み続け
ております。
【使用後】
『おきじん』のお陰で、5～6cm 有った子宮頸癌はすっかり消え、肺に移転した 3cm の癌も、11 月 27 日に
面談でフィルムを見せて頂き、すっかり消えている事が分かりました。大学病院の主治医は“こういう事はめ
ったに無い事です”と仰いました。強い抗癌剤の副作用で歩けない状態でしたが、車椅子で平成 13 年 12 月 4
日退院致しました。普通の状態になるには、“半年か 1 年掛かりますが再発の心配は有りません”と言う先生
の励ましで家へ帰りました。平成 14 年 3 月頃から歩ける様になり、貧血が 8.8 になり、胸を押さえて立ち上
がる事も無くなりました。少しずつ買い物にいったり、好きな手芸をしたり、庭いじりをしたりと、毎日を明
るく暮らしております。本当にこの『おきじん』のお陰だと心から感謝しております。有難う御座いました。
使用商品『おきじん』
沖縄県那覇市 T さん 使用期間 平成 13 年 10 月～８ヶ月
【使用前】
平成 12 年 4 月頃から、腹部の調子が悪く病院で診察した結果ポリープが見つかり、その後内視鏡に依る切
除手術を 9 回繰り返し、平成 13 年 9 月に悪性の癌が 1cm の大きさで肛門に発病し、10 月 15 日に手術の予定
（手術内容；肛門を切除し人口肛門）でした。
【使用後】
平成 13 年 10 月 11 日から『おきじん』を飲み始め、14 日間、朝、昼、夕 15cc を飲み続けた後、病院で再
検査をしたところ、悪性の癌が完全に消滅してしまい、担当医、内科、外科の医師は一体何が起こったのか不
思議でならない様子で、驚きを隠す事無く、自問自答していました。当の私は『おきじん』を飲む以前は体力
も無く、癌の痛みから人の手を借りてしか生活出来ませんでした。しかし、今では毎日『おきじん』を飲み続
け、すっかり元気になり、子供達、孫共々喜んでいます。深く厚く感謝申上げます。
使用商品『おきじん』
宮城県仙台市 M さん 使用期間 ８ヶ月
【使用前】
現在 91 歳の母です；昔起こした脳血栓の後遺症で、立っていられない程のめまいを 1 日何回も起こしてい
ました。高齢の為手術も出来なく、脳の血流を良くする薬を飲んでいます。幾分は良いのですが、朝夕には数
分のめまいは取れませんでした。また、動脈瘤が有り、何時暴発するか分からない状態で、毎日が介護にも不
安で、週 1 回は救急車のお世話になっていました。
【使用後】
飲用 3 ヶ月を過ぎた頃より、めまいも一度も起こりません。一日中ベッドの生活のせいか、食欲は有りませ
んが、胸の苦しさを訴える事も無くなりました。心なしか、ボケの状態が改善されて来た様に思います、訳の
分からない事を言う事も無く、とても穏やかな日々です。
私は 55 歳ですが、何処も悪い所は無く元気なのですが、風邪に弱くシーズンになると 3 ヶ月程病院通い、治
ってはまた引き、5 月の連休など何時も風邪気味でしたが、飲み始めて昨年の冬は一度も病院へ行く事も無く、
私にとって初めての嬉しい年でした。母も風邪がうつらず過ごす事が出来ました。ありがとうございました。

使用商品『おきじん』
兵庫県三原郡 U さん 使用期間 ７ヶ月
【使用前】
風邪を引くと扁桃腺が腫れて高熱（40 度以上）が出る事が 1 年に 3～4 回有りました。
【使用後】
『おきじん』を飲み始めてから、扁桃腺が腫れて膿みがブツブツと出て来ても、2～3 日するとクシャミと
同時にポロッと膿みの塊が出て楽になるのです。『おきじん』を飲み始めて 1 週間位の出来事でした、扁桃腺
が腫れる事は有っても高熱で会社を休む事が無くなりました。今では少し喉がイガイガするなと思ったら飲む
だけではなく、直接喉にスプレーをしています。
使用商品『おきじん』
長崎県佐世保市 Y さん 使用期間 １７日
【使用前】
花粉症（20 歳から）、アトピー性皮膚炎（30 歳から）、頭痛（10 代から）
【使用後】
軽い気持ちで飲みました。17 日間という短い期間ですが
① 肌がツルツルして来ました。（1 日目から）
② 花粉のシーズンは終っていますが、鼻水が止まった。（3 日目から）
③ 鏡を見てみると、目じりの小さなシワの様なものが無い。
（3 日目）
これまで、サプリメントなど試して来ましたが、3 日目で肌がツルツルになるだけでも早い効き目には驚きで
す。女性にとって、かゆみ、シワ、シミが無くなるという事は最高の喜びです。
今では、朝目覚めも良く余り疲れません、また、身体があつく何時もポカポカしています。
使用商品『おきじん』
長崎県佐世保市 T さん 使用期間 １ヶ月
【使用前】
体の疲れが取れない。朝起きるのが辛い。肝臓が悪く（C 型肝炎で 2 年前入院していた、それ以来体調不良
でサプリメントを多く使用しても効果無し）さまざまな部分に害が出ている。
【使用後】
飲用 5 日目になって、体が元気になって来た。一週間が経ち目覚めが良い。食欲も有り調子が良い。二週間
を過ぎ体調が安定して来た。腎臓の調子も良い様だ。肌がきれいになって行くのが実感できる。友人にも勧め
ているが喜ばれている。ミネラルの力はすごいと思う。
使用商品『おきじん』
兵庫県三原郡 T さん 使用期間 ６ヶ月
【使用前】
私（67 歳）血圧、下が 90 以上有り病院で相談したが薬の必要は無いと、やはり 93 も上がると気分が優れ
ない。目の下と首にイボの様な物有り皮膚科へ行くと、これはもう何をしても取れませんといわれた。
【使用後】
血圧は何時計っても 138～83 の辺りで安定している。
目の下のイボは片方だけ無くなりつつあり、すっきりした状態になりました。首の小さい少し突起の有るイ
ボが有りましたが１つ取れました。
使用商品『おきじん』
沖縄県那覇市 N さん 使用期間 １ヶ月
【使用前】
日頃から咳が有り通院していました。3～4 ヶ月通院してなかなか治りにくく、3～4 ヶ月経過した際紹介状
にて他の病院で検査を受けました（1 ヶ月体重 10kg 減）結果、喉にポリープ大小 3 個有りますとの事、咳が
治まり次第、全身麻酔にて取り除き 1～2 ヶ月は声が出ないとの事、たとえ癌であるにしても放射線での治療
で大丈夫ですと、話されました。（平成 14 年 2 月 23 日）
【使用後】
平成 14 年 2 月 24 日から 1 週間位『おきじん』30cc 飲用。その後は朝 90cc、夕 90cc、寝る前に 90cc 飲み
3 月 16 日病院にて検査したところ、大小 3 個のポリープの内、2 個が消滅し、大の 1 個は小さくなっていま
すとの事。この分だと手術しなくて良いでしょうと、3 週間後に来院してもう一度検査しましょうと言われ、
4 月 6 日病院にて検査の結果、全てのポリープは消滅しました、通院しなくて良いでしょう、との事。
手術無しで非常に嬉しく思います。ありがとうございました。
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