認定ＮＰＯ法人

日本キネシオン協会

指定品
オリジナル製品

家庭健康研究会会員用 教材資料

2015.4 編成

ＪＫＡ指定品

スーパーゲルマ

家健会教材資料

輸入された純度９９.９９％程度のゲルマニウム (Ｇｅ) を国内唯一の特殊技術に
より不純物を９９.９９９９９９９９( テンナイン )％に精製します。 その超高純度Ｇｅ
に１つの元素を微量添加して、 純度９９.９９９９９( セブンナイン )％程度のＮ型
半導体物質にしたものがスーパーゲルマです。

名 称
家庭用貼付型接触粒

内容量
ゲルマニウム１０粒
プラスター （貼替用絆創膏） １０シート

価 格
４２,０００円 （税込）

原材料
高純度 (９９.９９９９９％程度 )Ｎ型半導体
ゲルマニウム

効 能
首 ・ 肩 ・ 腰 ・ その他の部位のコリやコリからくる痛みなどの緩和

製造販売
( 有 ) 日本ゲルマニウム研究所 宮崎県宮崎市瀬頭２丁目１１-１０
医療機器製造販売業 許可番号 ： 45B2X00003000002

スーパーゲルマ の効果発現
ゲルマニウムは磁気や熱などの何らかのエネルギーを発するものではありませ
ん。 極微小な電圧でも整電作用を発揮する作用により、 身体の電気システム
( 生体電気 ) の不調を速やかに整えます。

類似頻 ・ 粗悪品にご注意ください
ゲルマニウムならばどれも同じ効果があるような宣伝や販売方法を見聞きしま
すが、 生体機能の向上に使用できるのはスーパーゲルマだけです。

スーパーゲルマを使用する際のご注意
１． ゲルマニウムは 「傷つき」 「壊れやすい」 結晶体です ( 落下や衝突など
の衝撃で欠けたり割れたりします）。
２． ご使用により 「傷」 や 「変色」 が起っても、 効果に変わりはなく、 永久
的に使用できますので、 捨てないでください。

ＪＫＡ指定品

ゲルマブレスレット

家健会教材資料

２０コマをつなげたブレスレットで、 内側に装着したゲルマニウムが手首や足首
のツボに接するようにご使用ください。
ベルト部に内臓されているバネにより長さが伸縮し、 コマの増減、 取り付け取
り外しも簡単で、 デザインも男女兼用として使用できます。

名 称
ゲルマニウム粒装着ブレスレット

本 体
材質 ： チタン１００％
加工 ： ５波型コンビ
長 さ ： 約２０ｃｍ（２０コマ）
形態 ： コマ着脱式 (Ｇｅコマ ・ 並コマ )
仕

様
①Ｇｅコマ１０＋並コマ１０
②Ｇｅコマ２０

装飾粒
高純度 (９９.９９９９９％程度 )Ｎ型半導体ゲルマニウムφ４

ＤＫＳ療法での使用方法
症状が慢性化した方に用いるキネシオパンピング (ＫＰ) でのご利用がおススメ
です。
ＫＰは東洋医学の三陰三陽理論を基にした 「上下二穴療法」 「イオンパンピン
グ」 「共軛経」 などと呼ばれる経穴療法を合理化させたものです。
経穴療法では前腕の経穴と足部の経穴の２ヵ所を定点として、 生体電気の流
れを整えますが、ＫＰでは 「手首周り」 「足首周り」 に定点を見出しています。

使用する際のご注意
１. ゲルマニウムは 「傷つき」 「壊れやすい」 結晶体です ( 落下や衝突などの
衝撃で欠けたり割れたりします）。
２. 温泉や海、 就寝時などでは使用をお控えください。 入浴剤、 アセトン、 除
光液、 シンナーなどの付着による変色にご注意ください。
３. 永くきれいに使用いただけるようご使用後は柔らかい布などで汗や汚れを拭
いてください。

ＪＫＡ指定品

ゲルマネックレス

家健会教材資料

Ｇｅ球を装着したネックレスです。 肌着の上や直接肌にＧｅ球が接触するように
ご使用ください。
個々人にあわせた調節ができるようにＧｅ球や調整器具は可動式になっており
ます ( チェーンを真直ぐにして移動させてください）。

名 称
ゲルマニウム球装着ネックレス

本 体
材質 ： シルバー
加工 ： ベネチアンタイプ
形状 ： 太さ１.２ｍｍ 長 さ ： ４５ｃｍ/７０ｃｍ

仕 様
①Ｇｅ１４球４５ｃｍチェーン
②Ｇｅ１４球７０ｃｍチェーン
※特注 ：①Ｇｅ球の増量
②ホワイトゴールドチェーン仕様

装飾球
高純度 (９９.９９９９９％程度 )Ｎ型半導体
ゲルマニウムφ６

ＤＫＳ療法での使用方法
「脊椎変異」 「頚椎異常」 「ムチウチ症」 の反応がある方におススメです。
１. 「首の７つの骨」 と 「肩の７つのバランスポイント」 の異常反応が 「首
まわりの７つのポイント」 に現れるのが “ネックリング反射” です。
２. ほとんどの経絡 ( ツボの流れ ) は首を通って頭へ繋がっており、 各経
絡は心 ( 脳 ) で統括されています ( 自律神経的な繋がり )。

使用する際のご注意
１. ゲルマニウムに対する注意は他の製品と同じです。
２. ネックレスは小さい部品が多く、 移動部には内部にシリコンが挿入されてお
り、 頻繁に動かすとシリコンが消耗します。 修理に関しては有料での交換
になります。

ＪＫＡ指定品

バイタルプレックス
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身体の機能や働きを高める漢方処方を元にした配合に、 人参の王様といわれ
ている 「田七人参」 をブレンドしたものです。 現代人に欠かせない “大地の養
分” “需要ミネラル” などが含まれています。 健康増進のお供にぜひご愛用く
ださい。

名 称
田七人参含有食品

内容量
７５.０ｇ （３００ｍｇ×２５０粒）

価 格
９,８００円 （税込）

原材料
ビンロウジ末、 カリン末、 デンシチニンジン
末、 カンゾウ末、 シソ末、 ニッケ末、 ミカ
ンの皮末、 ショウガ末、 食用酵母 （亜鉛 ・
銅 ・ セレン ・ マンガン ・ マグネシウム ・ モリ
ブデン含有）、 ナタネ硬化油、 微粒二酸化
ケイ素 、 ナイアシン、 ヘム鉄 、 結晶セル
ロース

お召し上がり方
１日４～６粒を目安に栄養補助食品としてお召し上がりください。

田七人参 （デンシチニンジン） とは
中国薬草研究の最高峰 「本草綱目」 に “血を止め、 お血を溜めず、 痛みを
鎮め、 腫を消す” と記されており、 循環器系に作用する “理血薬” として知
られています （高麗人参は “理気薬”）。
「金不換 （きんふかん）」 とも呼ばれ、 “金にも換えがたいもの” として中国の
王宮や権力者に不老長寿の秘薬と珍重され、 長いあいだ輸出が禁止されてい
ました。

ＤＫＳ療法でのおすすめ
１．
２．
３．
４．

お疲れモード （身体がだるい ・ 重いなど） の方にはコレ！
足がつり易い ・ むくみ易い方や血栓の予防などにもおススメ！
①心臓、②腎臓、③血液、④肝臓、 に関連するポイントをチェック！
アームズテストの 「心臓虚弱」、 キネシオパンピングでは 「心 - 腎」
「心包 - 肝」 をチェック！

ＪＫＡ指定品

ユースプレックス

家健会教材資料

「ホルモンバランスの調整」 と 「新陳代謝の向上」 を目的として米国臨床栄養
学を基にした配合を行っています。 ステロイドホルモンのような作用を発揮する
天然の栄養素 「ジオスゲニン」 を多量に含む 「メキシカンヤムイモ」 に高純度
のビタミンＥを配合した自然食品です。

名 称
ヤムイモエキス含有食品

内容量
４５.０ｇ （３００ｍｇ×１５０粒）

価 格
９,８００円 （税込）

原材料
ヤムイモエキス末 （ワイルドヤム）、 乳糖、
ビタミンＥ（αトコフェノール）、 ゼラチン、
食用油脂 （ラブリーＷＡＸ） 賦形材 （イヌリ
ン、 決勝セルロース）、

お召し上がり方
１日３～５粒を目安に栄養補助食品としてお
召し上がりください。

ジオスゲニン とは
日本のヤマイモには微量にしか含まれていない栄養素で、 天然ホルモンとし
て 「ＤＨＥＡ」 と 「プロゲステロン （女性ホルモン）」 同じ作用を有し、 構造が
非常に似ているので、 ステロイド系ホルモンの原料としても体内で有効に利用
されるようです。

ＤＨＥＡ（デヒドロエピアルドステロン） とは
副腎皮質から分泌している 「副腎アンドロゲン」 の一つで、 “若さを保つホル
モン” といわれる新陳代謝に重要なホルモンです。

ＤＫＳ療法でのおすすめ
１． ホルモンバランスの乱れが原因の身体不調にはコレ！
２． 新陳代謝に重要なホルモン作用を発揮するので男性にもおススメ！
３． ①アームズテスト 「ホルモンバランス」、②性腺 （子宮 ・ 前立腺 / 卵巣 ・
睾丸）、③副腎、④甲状腺、 に関連するポイントをチェック！
４． 経絡では 「肝経」 「脾経」 「腎経」 がメインになります。

ＪＫＡ指定品

シールオイル
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オメガ３ （ω-３） 系脂肪酸の 「ＤＨＡ」 「ＥＰＡ」 「ＤＰＡ」 が多く含まれた貴重
なオイルをカプセルにした健康食品です。 高度不飽和脂肪酸 （ω-３系、ω-６
系） は、 摂取が必要な必須脂肪酸で、 “悪玉コレステロール” や “中性脂肪”
の濃度を下げる働きがあるといわれています。

名 称
海洋動物油脂加工食品

内容量
５２.０ｇ （４００ｍｇ×１３０粒）

価 格
９,８００円 （税込）

原材料
精製ハープシールオイル
（酸化防止剤） ビタミンＥ、 カテキン
※高度不飽和脂肪酸の含有比率
パルミトレイン酸…12.7 ～ 16.4％
ＤＨＡ …………… 7.5 ～ 12.0％
ＥＰＡ …………… 5.5 ～ 8.0％
ＤＰＡ …………… 3.5 ～ 4.8％

お召し上がり方
１日３～６粒を目安に栄養補助食品としてお召し上がりください。

ＤＨＡ（ドコサヘキサエン酸） とは
脳内に非常に多く存在している成分で、 頭がよくなるといわれています。

ＥＰＡ（エイコサペンタエン酸） とは
高脂血症と閉塞性動脈硬化症の保険適用薬として使用されています。

ＤＰＡ（ドコサペンタエン酸） とは
魚類には含まれない成分で、 動脈硬化の予防効果がＥＰＡの１０倍以上あり、
血管新生 （がん細胞増殖） の抑制効果を持っています。

ＤＫＳ療法でのおすすめ
１． 高脂血症と動脈硬化 ・ 血栓症の予防 ・ 改善にはコレ！
２． がん予防にもおススメ！
３． ①血液、②肝臓、③脳、 に関連するポイントをチェック！

ＪＫＡ指定品

固体マイナス水素イオン
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サンゴから精製されたカルシウムに、 イオン化したマイナス水素を吸蔵させた
栄養補助食品です。 摂取すると 「サンゴカルシウム」 から 「マイナス水素」
が少しずつ溶け出して身体のすみずみに行き渡っていき、 ７～８時間にわたり
作用が持続します。

名 称
サンゴカルシウム食品

内容量
３０.０ｇ （５ｇ×６袋）

価 格
９,８００円 （税込）

原材料
サンゴカルシウム
（マイナス水素イオン吸蔵）

お召し上がり方
１日１～２ｇを目安に栄養補助食品としてそのまま食すあるいは飲料水に
入れてお召し上がりください。

マイナス水素イオン の作用
①身体で発生した有害な 「活性酸素 （Ｏ）」 に 「マイナス水素 （Ｈ-）」 が結合
することで無害な 「水 （Ｈ２Ｏ）」 に変えていきます。
②不安定な状態の 「プラス水素 （Ｈ＋）」 は、 痛みを誘発する物質です。
Ｈ- と結合することで 「Ｈ２」 として安定されます。
③多種多様な病気の予防や悪化防止に有効性があるとされ、 「脳梗塞の抑制」
は新聞でも取り上げられてました。
④その他、 「細胞のエネルギー代謝促進」 「自己免疫力 ・ 自然治癒力の向上」
「恒常性の安定」 がいわれています。

ＤＫＳ療法でのおすすめ
１． 「活性酸素の除去」 と 「カルシウム補給」 にはコレ！
２． 激しいスポーツをしている方やストレスを感じている方、 タバコを吸ってい
る方、 外食やインスタント食品の摂取が多い方、 などにおススメ！
３． 「慢性化した痛み」 や 「痛みの過剰反応」 などにもおススメ！
４． ①血液、②脳、 などに関連するポイント、 痛みの箇所をチェック！

