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第３弾オーストラリア在住のＭ・Ｔさんより社長経由で報告を頂きました。英文と意訳で掲載したいと思います。      
I  have endured many years of suffering from a rare autoimmune condition called Dercums Syndrome, with many 
symptoms including Fibromyalgia, painful lipomas, loss of energy, mental fog, and  frequent vertigo episodes.I started 
using emina99 soap 6 months ago in a foot bath, and in the bathtub. I noticed a significant decrease in the vertigo, my 
skin became very soft and clear within a few days, and I was able  to become more and more active. I was originally 
having only 2-3 days per week that I could function normally, this increased to 4-5 days within 1 month. After 2 
months I began using the ceramic balls for my shower, and also for my drinking water combined with the 
Iki-Iki-Pail. The results are quite amazing, and since the day I started using the ceramic balls with the emina99 I have 
been able to function every day, and manage to increase my daily activities considerably.I would like to thank the 
wonderful people at the Aida-Soken company for making these wonderful products, with such amazing results I would 
like to give my strongest recommendation to anyone who is suffering from illness, or healthy people.These products 
have changed my life. (P J) →(意訳)私は、永年に渡り、線維筋痛症、痛みを伴う脂肪腫、エネルギー喪失、意識混濁、およ
び頻繁なめまい等の症状を伴う、Dercums Syndrome(有痛性皮下脂肪腫)に苦しめられています。6 ヵ月前から、フットバス、そ
して、浴槽で emina99 を使い始めました。私はめまいが少なくなっていることに気がつきました。また、皮膚は 2～3 日で非常に
柔らかくてきれいになりました。更に、活発に活動できるようになったのです。当初、正常に体が機能することが、週 7 日のうち
わずか 2～3 日だったのですが、使用後 1 ケ月も経たない間に、週 7 日のうち、4～5 日は、正常に行動できるようになりました。
2 ヵ月後、清流の滝をシャワーとして使い始め、いきいきペールと光と水の妖精で作った水を飲料水用に使い始めました。結果
は驚くべきものでした。emina99 と虹の栞を使い始めた時から、毎日、正常に体を動かすことができるようになり、毎日、の活動
量を増やすことができるようになりました。病気を患っている人はもちろん、健康な人にでさえ、強く薦めることことが出来る驚く
べき結果をもたらす、素晴らしい製品を作ってくれた ASK 株式会社に感謝しています。抗酸化溶液活用製品は私の人生を変
えてくれました。(P J)                                                                           
I'm emailing you to thank you for all the services you have provided over the years I've been attending your practice.I 
noticed at the last visit that the technology of cleaning the air using enzymes very pleasant. It was so noticable and 
especially as the freshly painted room had no smell of the paint of which I'm am sensitive to.Thank you so much Shige 
for taking care of your clients and always thinking of new ways to make you practice environment pure.I feel privlaged 
to experience the enzyme technology from Japan that you have introduced to your practice.  The ceramic balls and 
buckets I purchased prepare clean water so I no longer smell the chlorine or other additives.I feed my plants with the 
water left over from washing fruit and vegetables in the enzyme water and the plants seem to thrive and look strong 
and green。I have started to put the enzyme water that I get from the the buckets into the bird bath for the bird bath 
in the garden.I have so many birds daily that come to drink and bath in the bird bath and I imagine they like the clean 
healthy water.I put the ceramic balls in my face cream. I brush my teeth with a solution of the emina99 and find my 
teeth shiny and clean.The round enzyme soap is especially good. After washing my face I find that the soap has gently 
exfoliated my skin. And the pure magic is the soap seems to last forever.The Emina99 powder is wonderful. I have never 
liked perfumes in my washing so the Enima 99 laundry powder is the best solution.It also seems to gently take out 
excess dies from clothes.I use the Emina99 in my bathing routine as well as the ceramic discs and find the bath water 
gentle with no smell of chlorine.My sister who bought the Enima99 was having trouble putting and end to a terrible 
smell coming from a drain in the bathroom and a solution of the powder instantly took the smell away.As an artist I 
have been putting the powder into my acrylic paint to stop the smell and fumes. There has been a great inprovement in 
my life because of the enzymes. I hope more and more begin to use the enzymes.Thank you so much Shige,  (T C)   
→(意訳)私は、あなたの修行中に行動を伴にし、その間あなたが与えてくれたサービスに対しての感謝を込めて電子メールを
送っています。私は、前回の訪問で、抗酸化溶液によって空気が浄化される技術が、非常に気持ち良く感じた。それは非常に
顕著で、特に新しく塗装された部屋で、私が敏感に感じる塗料の臭いが無かった。純粋に患者のことを考え、新しい施術環境
を常に考えてくれてる宮田さんに感謝します。あなたが導入した抗酸化の技術を体験できることを特別に思います。 虹の栞と
いきいきペールは、塩素または他の添加物の臭いを感じる間もなく、水を浄化します。果物と野菜を還元活性水で洗った後の
水を植物に与えると、植物は活き活きとして、より青々とに感じます。私は庭で飼っている鳥の入浴桶に還元活性水を置くよう
にしてみました。毎日たくさんの鳥が入浴桶の水を飲んで風呂に入っています。彼らはきれいな健康な水の方を好んでいるの
ではないかと思っています。“フェイスクリーム”みじょかに虹の栞を入れてみました。emina99 での歯磨きは、歯をきれいに輝か
せてくれます。“化粧石鹸”ぽぽは、特によいです。洗顔後、皮膚の新陳代謝を行ってくれているように感じます。そして、純粋
な魔法だと感じるのは石鹸が永遠に続くのではないかと感じるくらい長持ちすることです。emina99 粉は素晴らしいです。洗剤
についている香料が受け付けられませんでしたが、enima 99 は最高の洗剤です。それはあたかも、服からな死を穏やかに取り
出すようにも感じます。入浴時に毎日使用しているコジョウパワーと emina99 によって、浴槽の湯が塩素の臭いしの穏やかな湯
になっているのが分かります。emina99 を買った妹は、バスルームの排水口からひどい匂いをがするという問題を抱えていまし
たが、emina99 が簡単に解決してくれました。置くこととすぐに洗面所と粉の溶液の中に排水管から来ている恐ろしいにおいの
終結がにおいを取ったというトラブルが、Enima99 を買った私の姉妹には、ありました。アーティストでえある私は、香りと刺激臭
を抑えるために emina99 をアクリル塗料に入れています。抗酸化溶液活用製品によって、私の人生は大きく改善されました。よ
り多くの人が抗酸化溶液活用製品を使い始めることを望みます。ありがとう、Ｍ・Ｔさん。（T C） 
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