いつもご愛顧ありがとうございます。ご来店心からお待ちしております。
〒319-1304
茨城県多賀郡十王町友部 2008

Ｅﾒｰﾙ：mail@prebalance.com
http://www.prebalance.com

Tel.0293-32-2134
営業時間 10:00～19:00
定休日：毎週日曜日

を探す

埋炭用炭、３０ｋｇ

年末年始休業 12 月 29 日～1 月 4 日です

12 月の定休日７･14･21 日

オーナーのひとり言

地磁気測定器で土地のツボ

今 最 も 安 全 かつ確 実 な 方 法 として、地 中
に専用の炭を埋める方法があります。
これによって半年から一年かけて、その土地
の地 磁 気 は上 がっていき ます。 実 は当 プレ
バランスも５００キログラムほど埋 炭 してあ
ります。 埋炭によって快適さがまるで違う
のです。 それは皆様も感じて頂ける事だと
思います。 今、プレバランスでは、土地の鑑
定、埋炭のアドバイス、専用の炭の販売も行
っています 。 土 地 の鑑 定 では、地 磁 気 測 定
器で敷地内の土地のツボをみつけます。
また、合 わ せて占 星 術 による 運 命 の傾 向
を診断します。 既に家を建てている方も是
非お奨めします。料金など、ご質問はプレバ
ランスまでお気軽にどうぞ。

埋めます

イヤシロチとケカレ
さて、今回はみなさんの
住まいの環境を考えて
みましょう。 そこで
イヤシロチとケカレチ
について話したいと
思います。
イヤシロチ、ケカレチ
という言葉を聞き
慣れない方もいらっしゃるかと思います。 こ
れ を 簡 単 に言 う と、土 地 の質 のことで、イヤ
シロチとは弥盛地と書き、気（地中電気）が豊
富 で、アルカリの状 態 であ り、生 命 力 がます
ます盛んになる土地という意味です。
当然、人や動植物にとって居心地・
生育の良い
場 、プラ スの影 響 を 与 え やす い場 といえ ま
す。 つまり、みなさんの家の敷地がイヤシロ
チであ れ ば、疲 れ にくく病 気 にな りにくい、
病 気 になっても 回 復が早 い、気 持ちに余裕 が
出やすくなる、家庭や職場のトラブルが起き
にくくなる、頭の回転が速くなる、商売繁盛
しやすくなる・・・などの良い影響が期待でき
ます。 逆に家の土地がケカレチだと、何をや
っても 上 手 くいかず トラブルが絶 えな いよう
な嬉しくない結果が起きやすいと言えます。
ではもし自分の家の土地がケカレチだった
としたら 、イヤシロチへ変 える 手 立 てはあ る
のでしょうか？実はあるのです。

埋炭した状態。袋ごと

新商品トピックス
皆さんの血管はお元気ですか？
今や日本の年間死亡者の３分の１は血管が切れたり、詰まったりという循環器のトラブルが原因で亡くな
っています。その様なトラブルを避けるためには日頃のケアが重要です。そこで力強い味方がスーパール
ベルス５６０です。この商品にはルンブルクスルベルス（以下ルベルス）が含まれています。現在の血栓症
の治療薬にはウロキナーゼという高価な薬が使われています。そこで、様々な研究の結果、欧米のアカミ
ミズの一種から血栓溶解作用をもつ物質・ルベルスを発見するに至りました。ミミズは漢方では地竜と呼
ばれ、解熱剤などに用いられており、有効成分は大正時代に特定されております。ルベルスは強い血栓
溶解作用をもち、副作用がないためより安全です。動物実験では、犬の血栓が８時間で溶けたそうです。
また、スーパールベルス５６０は製薬会社が製造しており安心ですね。
（体験談）帝京大学法学部教授 栗本 慎一郎氏 １９９９年秋、私が脳梗塞で倒れたことはご存知の方も
定価１５，０００円 多いでしょう。（中略）なぜその健康食品が効くのか自分なりに徹底的に調べ、研究したのです。そこで行
（税別） ２１０球入 き当たったのがミミズ食品でした。（中略）さて、現在の私はというと、今では日常生活にほとんど支障をき
たしませんが、目標を高く掲げ、楽しみながらリハビリを続行しています。（ゆほびか２００１年３月号より）

麦茶感覚で楽しめる・・・ さらさらきれい茶

何かと重宝!?シリンゴル重曹２００ｇ

ダイエットしたい！と思ってもついつい食べ

重曹・主婦の方にはなじみの深い

すぎてしまうことも・・・さらさらきれい茶はその

ものかも知れませんが、その用途

願い実現のお手伝いをします。さらさらきれい

は一冊の本が出ている位たくさん

茶は、小腸で糖分がブドウ糖に分解される酵

あることをご存知ですか？例えば

素を阻害し、糖分の約３０％の吸収を抑制し

強いアルカリ、強い酸のｐｈを穏や

ます。体内に糖が不足した場合、体の脂肪を

かにする緩衝作用、弱アルカリの

分解し糖分としますので、結果、脂肪が落ち

性質による洗浄作用、穏やかな研磨効果、サワ

ダイエット効果が期待できます。インドの伝承医療アーユル

ーミルクのような強い酸性の匂い、腐った魚の

ヴェーダでも使われてきたという歴史ある成分、サラシア・レ

ようなアルカリ性の匂い、密閉され湿気のある

ティキュラータを主に６種の野草をブレンドしております。食

冷蔵庫やクローゼットの消臭効果、電気製品の

生活の改善や自然なダイエットを応援するカラダにやさしい

発火時の消火（市販の消火器にも重曹の入った

美味しいお茶です。食事やおやつ時に麦茶感覚でどうぞ。
定価３，０００円（税別）

ものがあります）などなど・・・
具体例でいうと、フルーツのワックス落とし、排
水口の詰まりの予防、茶渋落とし、テフロンのフ

最高の水・会員限定受注生産！
この水は大変な手間ひまをかけており、２リ
ットルを作るのに 3 日間もかけてつくる超波
動水です。 さらにこの水のラベルには、神
様？の啓示によって作られたマークがつい
ており、気を感じる方であればその素晴らし
い波動にきっと驚かれることと思います。
水のパワーと神様のパワーが一体化したこ
の水はまさに「御神水」といえます。 まず
は一度飲んで頂ければその違いがわかっ
ていただけると思います。
オウ デ プレマの
結晶写真

２ℓ 定価３，０００円（税別）
注文後数日お待ち下さい

ライパンの手入れ、布ばりの椅子の汚れ落と
し、まな板の匂いとり、バスタブ、タイル磨き、衣
服の柔軟材、ペットのシャンプー・消臭剤、歯磨
き粉、口内炎が楽になる、入浴剤としてなどな
ど・・・また、排水に重曹が混ざっていることによ
り、河川の浄化が期待できるそうです。シリンゴ
ル重曹２００ｇはモンゴル産の天然素材・重曹で
す。自然素材なので、環境にも優しく安心です。
１ｋｇ 定価７５０円（税別）

年末特別セミナー『運命の流れをつかむ方法』
2004 年ボイドカレンダー付
【日時】 ２００３年１２月２８日（日） １０：３０～１２：００
【場所】 プレバランス
【参加費】 会員５０００円（一般７０００円）
【定員】 ５名（先着順：12 月 10 日締め切り）
【内容】 運命も一つの波動と考えることができます。人生には誰でも良い時期と悪い時期がありま
す。この時期を知り、運命の流れに乗っている人は運が悪い時期であってもうまく切り抜けら
れずっと幸運でいられます。しかし、逆に運命の流れに乗れない人は、幸運の時期にも何も
アクションをとらずにただ見送ってしまいます。運命の流れをつかむ方法をマスターし、人生を
楽しみましょう！！

『ヴェーダ数霊術』初級・中級講座

クリスタル瞑想会

【日時】２００３年１２月１６日（火）１０：００～１５：００
【場所】
プレバランス
【参加費】 会員６０００円（昼食付）
一般８０００円（昼食付）

【日時】 ２００３年１２月１６日（火）
２０：００～
【場所】
プレバランス
【参加費】 会員：無料
一般：１０００円
【定員】 ５名（先着順）
【内容】 クリスタル（水晶）やたくさんのパ
ワーストーンに囲まれた中での瞑
想会に参加してみませんか？

※どちらか一方の場合は半額です。（食事は付きません）

【定員】 ６名（先着順）
【内容】 大好評の数霊術セミナーです。今年最後と
なります。来年がどのような年になるのか自分で占っ
てみてください。

１２月
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休業します

ボイド時間帯は次のことに注意してください。
1.計画を立てないで下さい。2.重要な話し合いは避けて下さい。3.結論は保留にして下さい。

