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混迷の絡み合った情報を一本の糸に解きほぐす  
  

こんにちは、日野です。  

いつもありがとうございます！  

  

【Human Body Revival】 ～人体の真の蘇生・復興・復活～のプログラムの 

概要についてのご案内になります。  

  

何人かのお客さまから、このプログラムについて知りたい、というご質問を

受けました。HP に次回募集は未定と記載してあるので、気になった方も、も

しかしたら、いらっしゃったかもしれません。 

かつて開催したセミナー映像が中心のプログラムだったのですが、以前の映

像でもあり、このままお蔵入りをさせてしまう予定でした。 

 

しかし、そういうお声もあり、実際の教材の内容はといえば、今でも十分に

通用するものであり、健康の原理原則を述べているので、生涯にわたって活用

できる内容であると自負しています。 

 

そういったことを考えて、少なからず、お役に立てる内容であると感じたの

で、今回、リニューアルすることにしました。 

以前の教材では出していなかった、未公開のセミナー映像も全部出して、コ

ンテンツに加えて、さらに音声セミナーや、最新の情報もコンテンツに加えて

いき、かなりボリュームアップして、数年ぶりに、復活（リバイバル）させる

ことにしました。 

 

約５年くらい前の映像なので、古い・・・と思われるかもしれませんが、 

先ほど述べたように、健康の本質は変わりません。 

ですから、内容が、今は使えないということは全く無く、むしろ、これから

も変わることなく、通じる内容となっていることは、見ていただければ分かる



と思います。 

 

今回のリバイバル教材は、健康や人体、真の栄養学に関して、セミナー映像

を中心に学んでいただき、実践していただくことで、健康のベースをしっかり

と構築していただくことができます。 

その知識や知恵は生涯にわたって活用できる内容となっています。 

  

今回のプログラムは有料とはなりますが、⾧期的に見たら、その投資額の何

十倍ものリターンが得られることを想定して構築したものとなります。 

 

あなたの貴重なお時間をいただくにおいて、できるだけ、端的に、ストレー

トにお伝えしていきたいと思います。 

 

このレポートを読んでいただくだけでも、あなたの中の意識が、変革を起こ

して、意識から健康になっていただき、健康に満ちた自分自身の未来が確信し

ていただける・・・そんな思いをこめて、書きましたので、ぜひ最後まで読ん

でみてください。  

  

１8 年間の集大成のプログラム 
 

今回は、僕自身が、２６歳の時から、健康の分野で仕事をするようになって、 

約１8 年になります。 

今まで学んできた健康・若返りのことを、 一度すべて体系立てて、プログラ

ムとしてお伝えしていこうと思います。  

  

なぜ、そんなことを思ったのかというと、ここ数年、情報を発信して、読者

の方から、たくさんのメッセージをいただくなかで、 溢れかえる情報に、振り

回されている状況が、だんだんと見えてきたからです。  

 



これはもちろん、僕自身も、混乱してた時期もありましたし、 たくさんの失

敗もしてきました。  

しかし あることを意識しだしてからは、ほとんど情報に振り回されること

がなくなっていきました。  

  

そして自分が必要と思った情報や、これが真理だと感じた情報は、自分の中

の魂と響きあう感覚があることがわかってきたのです。  

 では、なぜそのように価値ある情報と、そうではない情報の判別がつくよう

になったのかといえば、これは、その原因は、ひとつしかありません。  

 

物事の表面ではなく・・・物事の本質、原理原則を見るように意識していった

からです。  

  

原理原則を知るプログラム 
  

メルマガで、ここ１，２年は、週５．６回くらい、健康や若返りの情報を配

信してきましたが、 その時、その時の話題や興味あることを書き綴ってきた

という感じでした。  

紙幅が限られているので、どうしても限定的な内容に終始してしまったり、

その時の話題、興味に偏ってしまったり、商品のご紹介になってしまったり、

また、メルマガでは言えないことや、あまり表立っては言えないことなどもあ

り、まだまだ伝えきれていないと感じることも多々ありました。 

  

できるだけ、良い情報はどんどん出していきたいと思ってはいるのですが、

正直、まだまだ出し切れていないというジレンマも少なからず感じていました。 

 

膨大な情報に情報に振り回されないために、役立つことはないだろうかと思

った時、一度、今まで僕自身が、学んできたことを、プログラムとしてまとめ

て提示していったらどうだろうか。  



メルマガでは、バラバラであったものが、ひとつの教材にまとめあげること

で、体系立てて、より分かりやすく健康というものをお伝えできるのではない

かと思いました。 

 

そして、僕自身、１8 年の集大成として、健康のプログラムをまとめておく

ことで、今後必要としている人にお伝えしやすくなるし、ひとつの指針となる

のではないかと思いました。  

  

以前に開催したセミナー映像を収録していたので、それらを基盤としたプロ

グラム内容になっています。 

そして、 セミナーを補足するような、あるいは、より深めた内容のメールや

レポート、 音声を配信していけば、お役にたてるものができるのではないか

と思ったのです。  

  

 このプログラムの目的は、 「健康の原理原則や本質」を学んでいただく、と

いうことに集約されます。  

 余計な枝葉末節をまずは、削ぎ落として、健康の土台をしっかりと学んでい

ただき、健康の基礎を作り上げます。 

その基礎がしっかりとできれば、あとはブレることがありません。 

今後、さまざまな情報の洪水がきても、ブレることなく、本物の情報を見極

めて、実践していくことができます。 

無駄なことをすることなく、お金を浪費することなく、最短最速で 「美し

く」「若返って」「超健康体」になっていただけると思います。  

  

そのために必要な知識や知恵をこのプログラムでは提供させていただきま

す。 あとは、その原理原則を実践していただければと思っています。 

  

僕自身は、先ほどの述べたように、ここ数年ですが、この「本質」を見極め

るということを、常にどこかで意識してきました。  



もちろん、これが真実だと思った情報が、間違いであったり、間違いだと思

っていた情報が真実であったこともありました。  

そういう意味では、たくさんの間違いや、たくさんの失敗をしてきました。  

その間違いや失敗のなかから、「本質」が何であるかということを、 だんだ

んと分かるようになってきました。  

  

だから、あなたには、できるだけ失敗していただきたくないですし、 無駄な

情報は手にしてほしくないと思っています。  

回り道をする必要はなく、ダイレクトに直接本物の情報を手にして、 一気

に、短期間で、超健康体へと向かっていただきたいのです。  

  

問題がどんなに複雑に見えても、その物事の「表面」を見るのではなく、 「本

質」を見極めていくと、見事といってもいいほど、 そのからくりや仕組みが見

えてきます。  

  

問題が問題ではなくなり、解決の一筋の光がはっきりと見えてくるのです。 

たとえば、嵐でどんなに波の表面が荒れ狂っていても、 海の底は、そんな波

の表面の姿には一切惑わされることなく、 悠然と深遠なる世界が、静かに広

がっているのです。  

その深遠なる世界を見れば、海の世界が、じっくりと観察できるのです。  

 

それと同じで、物事の本質を、見極めることができれば、 どんなに問題が荒

れ狂っているように見えても、問題解決は簡単だということです。  

  

もう少し言えば、物事の本質を見極めるというよりも、 「物事の本質から見

る」視点を身につけるということになります。 

初めから、核心部分にとびこんで、そこから物事を見るということです。  

  

健康、若返りにおいても、 「本質」と「原理原則」から見ていく視点を身に



つけていけば、 情報の洪水のなかで、ブレることはなくなっていきます。  

  

テレビであるものが放映されても、必死に買いに行く必要もないですし、 

お医者さんに、薬を飲まないと危険ですと言われても動じなくなるのです。  

大事なのは何を摂取するのかではなく、人間の体の仕組みという本質から見

る視点です。  

  

人間の体というのは、当然人によって体質の違いなど、若干の違いはありま

すが、宇宙人でもない限り、そんなに大きな変化はないのです。  

「原理原則」を知って、その「原理原則」に沿う生活と習慣を積み重ねてい

けば、的を外すことなく、より健康体になっていくことができます。  

  

つまり大事なのは、症状や外側の現象をみるのではなく、 「本質」や「仕組

み」をみる視点をもつということです。  

  

ただ、もちろん、個々の体は違うので、仕組みを理解して、 対処したとして

も、ひとりひとりの表れ方は違ってきます。  

そこが難しいというところではあるのですが、大枠でいえば、原理原則は変

わらない。これは重要です。  

  

人間の健康ひとつとっても、人体の働きを見ていくと、 その驚くべき仕組

みに、いつも感動を覚えるのですが、 この人体の仕組みを、僕たちはもっと知

る必要があると思うのです。  

  

この人体という神秘に敬意をはらい、その仕組みを知ること。  

 

そこには、科学的な視点がなくてはならないと感じます。  

人体の仕組みについて、細胞について、 科学的な視点も含めて、お伝えして

いければと思っています。  



  

直感も大事ですが、論理も大事。  

どちらに偏るのでもなく、両方を大事にバランスをとりながら見ていく。 

「右脳」だけでもなく「左脳」だけでもなく、「全脳」を活用していく。  

大事なのは、バランスだと思うのです。  

  

そもそも「食」というものが、僕たちの体にどう作用しているのか。  

ここで、栄養学の知識が必要になってくるのですが、 今の栄養学は、カロリ

ー至上主義で、その視点でみている限り、 健康問題の解決にはならないと感

じています。  

  

特に今回のプログラムでは、食の原理原則、体と精神の原理原則、宇宙の原

理原則などをお伝えできればと思っています。  

それらをあなたは活用していけば、思い通りの人生を創造していくことがで

きます。  

  

どんなに良い意識や思考をもっていても、人体の状態が整わないと、やはり

健全な思考を維持するのは難しいのです。 

たとえば、４１度の熱が出続けている状態で、意識を前向きにといっても、

今は体を何とか楽にしてほしいと思い、健全な精神を保つのは、非常に難しい

のです。  

まずは、「人体」を整える。  

そのためには、正しい知識・知恵、そして原理原則を知る必要があります。  

  

それらを、このプログラムで、しっかりとインストールしていただきます。  

  

そうすれば、あなたは、それらの知識・知恵、原理原則を活用して 「常識」

というパラダイムを壊して、さらに「自由自在」になっていただけるでしょう。 

  



 約３４時間以上のセミナー映像の概要    
  

では、具体的なプログラムの内容に入っていきます。  

  

今回のプログラムの中核は、6 本のセミナー映像から成っています。  

１本が約２時間の構成なので、合計１２時間です。  

  

そのうちの最初の２本が、 「究極の毒素排出（デトックス）」に関わる話に

なります。  

そして残りの４本が「真の栄養補給」に関わる話になります。  

  

「究極の毒素排出（デトックス）」とは、体にたまっている余計な老廃物や毒

素を「排出」することが、 真の健康には必要になってきます。  

  

この「デトックス」について、今回は、健康のことを極めた人物から学んだ

教えをベースに、自分の学びを加えて話しています。  

  

１本目は、特に「腸」の浄化に必要な食品やハーブ、 「腸」の驚くべき機能

について、見ていきます。  

２本目で、腸内菌の神秘について見ていきます。そして腸内菌を復活させる

ために、何が良いのかを提示します。  

この２本の映像で、「究極の毒素排出（デトックス）」が完了します。  

  

この「デトックス」の重要性を理解していただき、 その後に、ようやく、何

を補うのか？ということを考えていきます。  

残りの４本の映像で、「真の栄養補給」について、お伝えしていきます。 

  

では、何を補っていけばいいのか？  

これは、栄養を補うということなのですが、この栄養というのも、 本質をみ



ていく必要があります。  

  

一般的に、五大栄養素というものがあり、それらが、 僕たちの肉体にとって

重要なものであると言われていますが、 その５大栄養素とは、具体的に言え

ば、 「糖質（炭水化物）」「脂質」「たんぱく質」「ビタミン」「ミネラル」とな

ります。  

  

そんなのは、当たり前ではないかと、思うかもしれませんが、 このひとつひ

とつの五大栄養素が、単純に見えて、 「本質」がずれて伝わっているのが、現

状です。  

  

これらの栄養の真実について、ひとつひとつ、本質を凝縮してお伝えしてい

きます。  

以下、4 本の「真の栄養」についてのセミナー映像の概要です。    

  

 「糖質（炭水化物）の真実」セミナー  
 

「糖質」とは何なのか？ 今特に、「糖質制限食」といって、糖質を制限する食

事がブームとなっていますが、これは本当に良い食事なのか？  

糖質の真実にせまっていく「糖質（炭水化物）の真実」セミナー。  

  

序幕  悲劇の糖質  

第１幕 アトキンスダイエットの功罪  

第２幕 糖質のエネルギー  

第３幕 糖質の種類  

第４幕 悪い炭水化物  

第５幕 食物繊維の役割  

第６幕 GI 値を知る  

第７幕 血糖値上昇を防ぐたった２つの方法  



第８幕 血糖値上昇を防ぐ最強の３つの繊維  

第９幕 調味料の真実  

第 10 幕 甘みの誘惑を断ち切る遺伝子レベルの方法  

第 11 幕 炭水化物革命  

終幕 ポリワクチンと最後のアプローチ  

  

ほんの一部の内容ですが・・・  

☑ アトキンスダイット（糖質制限食）を提唱したアトキンスの悲劇  

☑ 甘いモノがやめられない本当の原因とは？  

☑ 甘いモノを食べても、血糖値をあげことなく対処していく方法とは？  

☑ 甘いモノが自然に欲しくなくなる、究極の対処法とは？  

☑ 糖質の種類とどの糖質が良くてどの糖質が危険なのか  

☑ カロリーゼロに秘められた悪魔の契約  

☑ 真・炭水化物革命について・・・etc  

  

「油の奇跡」セミナー  
  

脂質（油）についても、必須の養素ですが、油にも種類があります。  

そして体を治す油と、体を病気にする油があります。  

そのあたりをさらに深く「油の奇跡」セミナーでみていきます。  

   

序幕   出口から入口へ～超人・植村直己の秘密  

第１部  油の光と影  

第２部  油の真の役割  

第３部  人を殺す油  

第４部  精製した死んだ油  

第５部  リノール酸神話の崩壊  

第６部  魔法の薬「フラックスオイル」  

第７部  オメガ９の役割  



第８部  飽和脂肪酸の知られざる役割  

第９部  ガンマリノレン酸の役割  

第１０部 究極の油対策８ステップ   

終幕   マックスの人生～細胞から生まれ変わる  

  

「たんぱく質の真実」セミナー    
   

たんぱく質についても、まだまだ一般的には、誤解がはこびっており、 書籍

を見ても、真逆の意見が堂々と並列的に述べられています。  

お肉を食べれば⾧生きになる、お肉を食べないほうが⾧生きする。   

いったいどっちなんだ？と思います。  

その真実について、見ていく「たんぱく質の真実」セミナー。  

  

序幕  人類を救う栄養学の字塔    

第１幕  栄養学のアインシュタイン  

第２幕  肝臓ガンの真相  

第３幕  史上最大の疫学調査「チャイナ・プロジクト」  

第４幕  タンパク質神話の崩壊  

第５幕  牛乳信仰の崩壊  

第６幕  ベンジャミン・スポック博士の苦悩  

第７幕  アトンス・ダイット  

第８幕  植物性たんぱく・大豆の問題点と解決策  

第９幕  すべての病気の原因はルシム過多だった！  

第 10 幕 最強の３つのカルシム源  

第 11 幕 最強の６つのタンパク質  

終幕   「常識」の枠をとり払い「内側」に回帰する  

  

☑ 強運になるための必須条件とは？  

☑ スポック博士の育児書は間違っている  



☑ 骨に Ca は間違いである。Ca と Mｇ の絶妙なバランスの仕組み。  

☑ 真の主役は Ca ではない。コントロールタワーは別にある！  

ほんの一部の内容ですが・・・  

☑ 脱灰現象（骨からミネラルが溶け出す現象）を起こす８つの原因  

☑ 骨の仕組みを徹底解剖。骨粗しょう症を予防する方法。  

☑ 細胞の中の Ca の絶妙な仕組みを理解すれば「超健康体」になる！  

☑ 運動しなくても、脂肪を燃焼させる方法とは？  

☑ ●●がミトコンドリア内で、機能すれば、どんどん元気になる！  

☑ 増加する突然死になる３つの原因とは？・・・etc  

  

そして、「ビタミン」「ミネラル」の神秘的な働きについてみていく、  

「微量栄養素ビタミン・ミネラルの奇跡」セミナー。  

  

 微量栄養素ビタミン・ミネラルの奇跡セミナー 
 

ほんの一部の内容は・・・  

☑ すべての病気の原因は Ca 過多だった！！  

☑ ホルモン調節に大事なのはカルシムだ。  

☑ 代謝異常を予防する５つの条件とは？  

☑ どんなにできそこないの子どもでも１ヶ月で天才にする方法とは？  

☑ たった数％のミネラルがなくてはならない理由とは？  

☑ 虚弱体質だった男がオリンピックでメダルをとった恐るべき食事術とは？  

☑ 鬱も短期間で改善する究極の栄養素とは？・・・etc  

  

以上４本の映像、約８時間で、真の栄養学について、学んでいただきます。  

  

これらをマスターすれば、あなたは、何を食べたらいいのか、何を食べない

ほうがいいのかを、認識できます。  

  



それに沿った食生活を軸に展開していけば、 それだけでも自然と健康な肉

体、健康な精神、そして見た目も若返っていく、活力がでてくる、そして毎日

起きるのが楽しくなる日常へと、変貌していくでしょう 

  

食を変えるだけでも、本当に心身ともに「変革」していきます。  

そのことをぜひ、体感してみてください。  

現代養学とはまったく視点の違う栄養学になります。  

 

何を補っていくのか？ということを、４本のセミナーでしっかりと腑に落と

していただきます。 この真の栄養学を知っていただければ、健康の「土台」が

できます。  

  

「究極の毒素排出（デトックス）」と「真の栄養補給」  

 

健康の原理原則とは、言ってみればこの２つで完結しており、この２つの真

実を見ていけば、もう迷う必要はないのです。  

  

あとは、この原理原則に当てはめて、 普段の食事を意識していくだけでい

いのです。  

ダイットなどする必要はありません。  

  

しっかりと食べて、満足感を得て、痩せていきます。 痩せている方は、それ

以上痩せることはありません。 それぞれの適正体重にもどるというだけです。  

  

お医者さんは、本当に一生懸命患者さんのために尽くしてくださっている  

そのことは、切に思うのですが、なぜ病人が減らないのか、 医療費は高騰を

続けるのかといえば、 本当は体を治さない薬を使い続ける「仕組み」があるか

らです。  

  



そして、もうひとつ、非常に重要な事なのですが、治療しているお医者さん

自身が、 なぜ病気が発生するのかという「本質」がわからないからなのです。  

  

ここでいう「本質」とは、「体の仕組み」です。  

この人体の仕組みを知らずして、治療しているのが、今の西洋医学なのです。  

  

僕の妻の母親が、ガンになったときに、なぜ、ガンになるのでしょう？と質

問した時、お医者さんは、それは原因はよく分かっていません。とはっきりお

っしゃいました。  

  

こういった傾向が続く限り、薬をこれからも使い続ける「仕組み」は続き、

決して医療費は減らないでしょう。  

症状を薬や何かで、どうこうしようではなく、体の内側にアプローチして、 

それを変えていけば、外に現れる症状は変わっていきます。  

  

大事なのは「体の仕組み」を知ることです。    

   

体の仕組みを知れば、それに対しての対処法も分かってきます。  

人間一人一人は千差万別で、体調も体格も性別も違いますが、 体の仕組み、

原理原則を知っていただければ、どんな情報でも、 自分にとって、必要かそう

でないかが簡単に見抜けます。  

  

大事なのは、僕や他の先生に、わからないことを聞くのではなく、  

あなた自身で判断していく「本質」をみる力、 本質を見抜く力を得ていただ

くことです。  

  

すると、あなたは、他の誰にも「依存」することのない自立した自分、ほん

とうの自分を生きていくことができます。  

 これは、能力がある、ないではないのです。 ただ本当に必要な知識があるか



ないか、なのです。 

  

その本質をみる力、本質を見抜く力を得ていただくために、 このプログラ

ムで、ご提供する知識と知恵を、知っていただきたいと思います。  

すると、以前は混乱していた情報が、絡みついた糸を簡単にほぐすように、 

どれが本物で、どれが偽物かを解きほぐすことができるようになるのです。  

  

そして知識が身につくのと同時に、「実践」もしていくのです。  

すると、肉体と精神が、「変革」を起こしていきます。  

  

ここまでの過程を約3ヶ月かけて、じっくりと少しずつ学んでいただきます。 

 

そして、次の３ヶ月で、今回は、さらに今まで表には一切公開してこなかっ

た、映像を復活させて、提供させていただきます。 

この健康の知識を加えていただくことで、さらに深く、人体について学んで

いただくことができるでしょう。 

 

これを約３ヶ月かけて学んでいっていただきます。 

その映像は以下の内容をお伝えしていきたいと思います。 

 

 合計 7 本の映像、約 14 時間の映像となります。 

 

第 1 弾 万病を招く冷え対策セミナー 

第 2 弾 放射能対策セミナー 

第 3 弾 ホルモンの奇跡 第 1 部 

第 4 弾 ホルモンの奇跡 第 2 部 



第 5 弾 ホルモンの奇跡 第 3 部 

第 6 弾 酵素栄養学の奇跡 

第 7 弾 抗酸化物質の奇跡 
 

具体的な内容を、一部公開させていただきます。 

以下のような内容となっています。 

 

ホルモンの奇跡 第 1 部 
序幕 IPS 細胞から自然界の万能細胞 

第 1 幕 ３つの大切なホルモン 

第 2 幕 ゼノエストロゲンの恐怖 

第 3 幕 過剰なエストロゲン 

第 4 幕 天使と悪魔の薬 

第 5 幕 ３つのエストロゲン 

第 6 幕 驚異のテストステロンパワー 

第 7 幕 メス化する自然 

第 8 幕 奇跡の４つの物質 

終幕  最後のアプローチ 

 

ホルモンの奇跡 第 2 部 
～更年期症状と骨粗鬆症と脳の覚醒～ 

 

序幕 恋愛の期限 

第 1 幕 ホルモンの神秘 

第 2 幕 すべての悩みを解決 

第 3 幕 更年期障害の消失 



幕間 副腎機能の驚異的回復 

第 4 幕 骨粗鬆症は改善できる 

第 5 幕 ホルモンバランス 

第 6 幕 A10 神経を覚醒する 

終幕 恋愛の継続 

 

ホルモンの奇跡 第 3 部 
マスターホルモン「成⾧ホルモンの神秘」 

 

序幕 PM2.5 

第 1 幕 第 2 の心臓を動かせ 

第 2 幕 筋肉を壊せ！ 

第 3 幕 成⾧ホルモンの本当の役割 

第 4 幕 筋肉の壊し方① 

第 5 幕 若返りのマイカイオン 

第 6 幕 老化の定義 

第 7 幕 筋肉の壊し方② 

第 8 幕 内臓脂肪の猛毒 

第 9 幕 脂肪を分解する秘訣 

第 10 幕 オイルロード 

終幕 ホルモンと言葉と感情 

  

さらに・・・ 

 

未公開のセミナー映像が、４．５本ありますので、それも、後日、公開して

しまいます。 

約２時間×４本としても、８時間となり、すべてのセミナー映像を 

合計すると３４時間くらいのセミナー映像となります。 



ずっと公開していきますので、慌てずにゆっくりと学んでいってください。 

 

これらのプログラムでは、どちらに偏ることもなく、 「知識」と「実践」を

両輪のごとく活用していくものになります。  

すると加速的にあなたの現状が変化していきます。  

  

そのために必要なのが、「習慣化」です。 

 

習慣＝運命    
  

 「習慣」＝「運命」というのは、メルマガなどでも述べてきましたが、  

結局僕たちの人生は「習慣」でできています。  

  

この「習慣」というものが、まぎれもなく、あなたの人生を形成しているの

です。 だから・・・あなたの今の習慣をつぶさにみていけば、 あなたの「未

来」は、ほぼどのようになるのかが分かるのです。  

  

この習慣とは、別の言い方をすれば、 あなたの「快適領域」＝「コンフート

ゾーン」となっています。  

なので、実は習慣を変えるのは、ものすごく大変なのです。 自分の快適領域

から、もともと人は出たくないのです。  

  

それが「習慣」なのです。  

  

この「習慣」を変えることが、人生を変えることになるのですが、 自分が変

わりたくないという「自己防衛本能」（快適領域）をもっているために、 習慣

をなかなか変えられないのです。  

  

思い切った行動に出たとしても、輪ゴムの反動のように、 強烈に自分の快



適領域に「無意識」は、引きずり戻そうとするのです。  

 

いかに、優れた、良い習慣を、組み込んでいくのか？  

  

これは一人ではなかなかできません。  

なので、このプログラムでは、「習慣化プログラム」として機能するように、 

あなたの習慣を変えていくお手伝いができればと思っています。  

  

今の良い習慣はそのままにして、悪い習慣、役に立たない習慣を、変えてい

くのです。 その時のポイントは、一気に変えないこと。 少しずつ、あなたの

習慣を変えていくのです。  

  

その習慣化の極意と、僕自身が実際にしている習慣なども、 今までメルマ

では述べていないことも含めて、ご紹介していきます。  

特に、「朝を最高に活性化する習慣」は、非常に強力だと思います。  

  

そのなかで、自分に出来そうなものがあれば、 取り入れていただければい

いと思いますし、 自分にあった習慣を形成していっていただきます。  

 

こういったプログラムに参加することで、 あなたは半強制的に、良い習慣

化がされていきます。   

習慣を変えることで、日常が輝きに満ちていくことに気づき、 同時に周囲

のあなたを見る目が変わっていくことに気づくでしょう。  

 

メールで、数分から 10 分程度の音声か映像コンテンツを時々配信していき

ます。今まで以下のようなコンテンツがすでにあります。 

 

音声コンテンツの一部 

 



◆恐怖の感情の波に乗る 

◆周りとともに栄える 

◆物事がうまくいかない理由 

◆今だけに意識をおく 

◆余計な思考をしない 

◆なりたいものになる必要はない 

◆今ここを感じるワーク 1～５ 

◆最も中核かつシンプルなワーク 

◆体を目覚めさせる体の洗い方 

◆最高の朝の習慣を構築して１日をスタートさせる 

◆若返りにおいて最も大切なこと１～9 

などなど・・・ 

 

こういった音声・映像コンテンツを通じて、習慣化、意識の変革を促してい

き、ひいては、人生を変革していくようなサポートができればと思っています。 

  

二極化する生き方    
  

今後、いろいろな面で、二極化していくものと思います。  

生き方の二極化。  

  

特に「健康」においての二極化が今後、進んでいくものと思います。  

  

たとえば、食事においても、まったく安全面において無頓着な人と、 安全な

ものにこだわっていく人とにわかれていくでしょう （今もすでにそうなって

いますが）。  

さらに「常識」を重んじる人、「常識」にとらわれない人にも分かれていくで

しょう。  



 また、毎日同じことの繰り返しの人生か、 毎日新しいことにチャレンジして

いく人生なのか。  

 毎日現状維持で、だんだんと老化していく人生か、 毎日挑戦の連続で、より

若々しくなっていく人生なのか。  

 

どちらが、良い悪いではありません。  

どちらの生き方を自らの意志で選んでいくのか、だと思います。  

 

僕自身は、後者を選び、意図していきたいと思っています。  

あなたも、もしそうであれば、ぜひこのプログラムを学んでみてください。  

新しい可能性に満ちた自分と出逢うことが出来るでしょう。  

  

上であげた、毎日同じことの繰り返しの人生か、 毎日新しいことにチャレ

ンジしていく人生なのか。  

前者はリスクのない生き方に思えるかもしれませんし、 後者はリスクに満

ちた生き方に思えるかもしれません。 しかし、真実はそうではありません。  

 

かつて某政党の標語に「安定は希望です」という言葉がありました。  

 

この言葉に、僕は賛成できなくて、「安定」を求める心理は、 人間誰しも持

っているのは確かなのですが、 安定を求めていると、それは「退化」していく

ことになると思っています。  

 

むしろ、「安定」を求めるのではなく、より「進化」「成⾧」を求める事こそ

が、 結果的には、「安定」をもたらしてくれるものと感じています。  

  

現状維持か、進化成⾧か、ということを考えた時には、「チャレンジ」してい

く人生をどうせだったら生きたいと思うのです。  

あなた自身の人生を生きることを決意することでもあります。  



人間という生き物は、自分が持っている能力で最大限の能力を引き出してい

るときに深い満足感を得ます。    

   

自分がどんな状況にあろうと、自分の持っている能力や情熱を、この人生で

フルに発揮できていると感じるとき、 人は深い満足感と安堵感に包まれるの

です。  

そしてこのような精神の状態になる時には、 必要条件として「健全な肉体」

であることが条件なのです。  

 人は心のどこかで、自分の命を使ってどこまでできるのか・・・をこの人生

で知りたいと思っています。  

 

別の言い方をすれば、自分の命をどこまで使いきれるか？   

あるいは、自分の命をどこまで燃やしきれるか？  

その自分の可能性を知りたいのです。  

実際にそのように生きたいと、僕たちは、強く思っているのです。  

  

そのために「健全な肉体」を創る必用があると思うのです。  

  

そのためには、このレポートで繰り返し話していて、しつこい、と思われる

でしょうが、大事なことなので繰り返しますが、正しい知識、正しい知恵、そ

して原理原則を知らなければいけないのです。  

  

繰り返しになりますが、「原理原則」は、  

「食の原理原則」「体と精神の原理原則」「宇宙の原理原則」となります。  

  

逆に言えば、これらをしっかりと、腑に落としていけば、どんな出来事に遭

遇しても、全体が俯瞰できていますので、周囲の影響を受けることなく、冷静

に、むしろ淡々と乗りきっていくことができるのです。  

  



そして、勘違いしていただきたくないのですが、自分の弱みをみせるなとか、  

自分のできない部分をなくしていこう、などとは思わないことです。  

自分の弱みやできない部分も、自分にとっては必要なのですし、大事なのは

その部分を「受け入れる」ことなのです。  

そこは絶対に「否定」する必要はなく、もっといえば、その部分を「愛して

いく」。  

 

そのうえで、一言でいうなれば、  

「自分の強みを最大限に活かしながら、自分の弱みも受け入れて、自己実現を果

たしていく 」    

 ということになると思います。  

  

あなたにしかないオリジナルを存分に発揮していただきながら、あなたにし

か出来ない、他者に変われない人生を生きる。  

  

そのために・・・「超健康体」が土台になるのです。  

  

このプログラムが、あなたのポテンシャル（能力）を全開させる、ひとつの

きっかけになればと願っています。  

  

２４時間プログラムの学習方法    
  

それでは、プログラムの学習方法についてみていきます。 

すべて、オンライン上で、学習していただきます。パソコンかスマホ一台が

あれば、大丈夫です。  

 

学習方法は、メールが基本で、映像や、音声、レポートなども、すべて、メ

ールに記載してありますので、音声や映像は、URL をクリックして、パソコン

かスマホの画面でみていただきます。スマホでも閲覧は可能です。  



  

パソコンに詳しくない方でも、見ていただけるように、できるだけシンプル

な形で提示させていただきます。  

操作していくなかで、わからない点などがでてきたら、おっしゃってくださ

い。  

  

また、映像の音声ファイルも送らせていただきますので、映像を見る時間が

ない、という場合はウォークマンなどに入れて、セミナー映像の音声を聞くこ

ともできます。  

  

プログラムの進め方ですが、一度にセミナー映像をお渡ししても、いっぱい

いっぱいになりますので、基本的には、メールで約 1 時間程度に分割して、映

像をみていただくようにします。  

  

1 時間程度の映像も、一回で見る必要もなく、自分のあいた時間に合わせて

ご覧ください。  

補足の内容や、音声などもメールなども、少しずつ、お届けしていきます。  

  

学習は、自分の好きな時、好きな時間にパソコンでご覧いただけますので、  

あなたの好きな時に、していただければと思います。  

遅れ遅れになったとしても、ずっと閲覧できる状態にしておきますので、慌

てずに少しずつ自分のペースで動画を見ていってください。  

 

そして疑問や質問点が出てきたら、その時はメールでご質問ください。   

基本的に、これらの質問などは、共有していきます。  

定期的に、質問を、メールか音声での解答にして、 全員の方に配布しますの

で、全員の学びにもなります。  

見て終わりではなく、しっかりと「実践」していただくプログラムにしてい

きたいと思います。  



  

今回のプログラムは「有料」でご提供させていただくことにしました。  

それは、本気で変えたい方のみ、参加していただきたいと思ったからです。  

  

今後も、ブラッシュアップしていきますが、バージョンアップしたとか、 資

料が追加した、音声、レポートが追加した場合は、 半永久的にこのプログラム

のバージョンアップは、ちゃんと配布してきます。  

  

コンテンツも 3 ヶ月とか 6 ヶ月で消滅することはなく、ずっと残しますので 

あなたは、何度も、繰り返し、いつまでも気の済むまで学習もしていただくこ

とができます。  

  

なので、参加していただいた方には、ずっと、ともに成⾧していく仲間とし

て、お付き合いをしていきたいと思っています。  

 

金額的にも決して安くはないと思います。  

それ以上の価値をお出ししていると思いますが、判断するのは、あなたです。  

高いし、メリットがないと感じたら、このプログラムに、参加されないほうが

良いです。  

  

ただ、もし興味があり、学びたいと思われたら、 迷わずに自分や家族の健康

の知識、知恵に「投資」をしてほしいのです。  

  

特に今回のプログラムは、生涯使えるメソッドであり、 生涯活用していた

だけるものになります。  

⾧期的にみたら、今回提示させていただく食の原理原則は無くなるものでは

ありません。  

健康食品であれば、月に数万～１０万円くらいは、あっという間に使ってし

まいますし、摂取して終わりです。  



  

 このプログラムで提示させていただくことは、あなたが身につけていただけ

れば、それを今後、日常生活に、食生活に生涯にわたって応用していけます。  

  

そのためにも、健康の知識や知恵に投資していただきたいのです。  

  

あなたという人間の価値はいくらでしょうか？  

数万とか、数十万、数百万というレベルではないはずです。  

 

あなたというこのリジナルな存在は、価値などつけられないほど、尊い存在

だと思うのです。  

 そのあなたというかけがえのない存在に「投資」していただきたいと思いま

す。 それが最高の自己投資です。  

  

健康の「知識」や「知恵」にしっかりと、「先行投資」しておけば、リターン

として、必ず返ってきます。  

自分の体をおろそかにしていたら、「病気」や「体調不良」として、リターン

が返ってきます。  

  

大きな病気になる前に、体調を大きく崩す前に、健康に投資することを、ぜ

ひ考えてみてください。  

僕自身は、今の自分の健康に、しっかりと投資することで、生涯にわたって、

数百万、いや、数千万、数億円・・・おそらくプライスレスの価値が発生する

のではないかと思います。  

  

Human Body Rivival プログラムの価格    
  

では、一番気になっているかもしれない価格にいきます。  

１8 年の集大成ということで、今回は、決して安くはない価格をつけさせて



いただきました。  

  

 通常、インターネット上の塾やセミナー、また健康に関しての学びなどを本

格的にしようと思ったら 20 万、30 万円は当たり前です。 

 ですから、30 万円です。と提示しても決して高くはないと思っていますし、

一人の命の重み、健康の大切さを考えれば、それくらいの価値は、今回のプロ

グラムの価値としても十分にあると思っています。 

 

仮にですが、30 万円で、生涯、病気に極めてなりにくい体と生涯にわたっ

て活用できる健康の情報を手にすることができれば、安いと感じるのではない

でしょうか？  

  

それでも、十分にもとがとれるどころか、生涯のメソッドであることを思え

ば、十分な価格設定だと思います。  

 

たとえば、食事の基本を知らずに、間違った食事を続けて、それが、ガンに

なって、抗癌剤や入院費で莫大なお金がかかってしまったら・・・  

結局、正しい「知識」「知恵」を知り、「実践」していったほうが、⾧い目で

見たら、遥かに安い額でいけた・・・ということになるのです。  

  

毎日添加物まみれの安い食材で、食費を抑えていったら、１０年後ガンにか

かりました・・・。では洒落にならないと思うのです。  

  

それよりも、できるだけ添加物の少ない食材を選び、本当に正しい養学のも

と食事をしていけば、はるかに病気にかかる確率も減ります。  

  

あとで莫大なお金がかかるか、今勉強のためにお金を投資して、その後、 

本当に最小限の出費ですむのか。  

  



確かに健康になるには今の時代、お金がかかることも確かです。  

しかし、案外、目に見える良い食材、良い健康食品や、良い化粧品などに  

お金を使っても、「本物の情報」には、案外お金を使わないのです。  

  

しかし、「本物の情報」や、「本質を見抜く力」といった、目に見えないもの

に、時間とおを投資していくほうが、物事の本質が見えますし、人生をより良

いものにしていくことが可能なのです。  

  

価格の話をする前に、内容をざっとまとめてみます。  

１8 年間の集大成で、内容的にも、かなりボリュームがあると思います。  

基本は合計約３４時間の映像になります。 

そこに、追加の音声ファイルや映像、補足の内容や、解説のメールを配布し

てきます。 

さらに健康に関しての音声もしくは映像ファイルも「追加」をしていきます。 

これまでのコンテンツに加えて、次に新たなコンテンツを少しずつ、不定期に

はなりますが、増やしていきます。 

 

数年前に出した時に加えて、新たなコンテンツを追加して、人体の究極の健

康に関して特化した教材としていく予定です。 

  

内容も多岐にわたり、体の仕組み、細胞の仕組み、健康、若返り、美しさ、

ストレス対策、場所をとらない運動習慣など、あなたの健康に役立つ情報を、

随時お届けしていきます。  

健康のことを中心に内容は多岐にわたっていく予定です。  

  

映像、音声、メール、レポートと、映像でみて、耳で聞いて、読む。  

五感をフルに使っていくことは大事で、五感を刺激しながら、学びを深めてい

ただけるようにします。  

  



そこで、ようやく価格です。  

 

数年前に発売した時は、教材のみのご提供を 3 万円で実際に販売させていた

だきました。 

今回は、コース別に、価格設定をしました。  

  

一番基本となる、「スタンダードコース」は、約１２時間の食の「デトックス」

と「養補給」の基盤をしっかり学んでいただき、追加の 7 本の約 14 時間のセ

ミナー映像、追加の約８時間のセミナー映像、その他、音声、レポート、メー

ル含めた健康に対しての膨大な学びをしていただきます。  

 

さらに、今回新たに、音声セミナーとして、オーガニッククラブの過去の未

公開音声が膨大な量、ストックされているのですが、その中からピックアップ

して、最低 10 本の音声を 6 ヶ月の学びが終わったあとに、公開していきます。 

１本の音声は約１時間くらいになります。それが最低１０本としても、１０

時間以上のコンテンツにになります。 

 

フォローは無制限でさせていただきます。 

分量的には、現時点で、当初の３倍くらいの量になっていますし、今後コン

テンツを追加していくことで、おそらく 5 倍を遥かにこえる分量になる予定で

す。 

今後、僕自身が、山田豊文先生の細胞環境デザイン学セミナーの中級、上級

も受講したり、その他にも貪欲に今年は健康について、原点に戻り学んでいき

ますので、そういった情報を、少しずつ、今回のプログラムに追加していきた

いと思います。 

決して金額ではないのですが、たとえば山田豊文先生の中級、上級コースを

両方受講すると 40 万ちょっとの金額になります。 

健康への投資をしようとすれば、これが当たり前だと思うのです。 

 



健康の学びをしようと思えば、いろいろな協会や団体がありますが、そうい

ったところで学ぼうと思えば、10 万、20 万円は当たり前のようにセミナー受

講費としてかかってきます。 

今後もこういった学びをしていきますので、その学びを、このプログラムに

追加という形で反映させていきたいと思っています。 

 

今回のプログラムは、数年前の教材に比べると、現時点で、分量的に約 3 倍

くらいにはなってしまいますので、金額の設定については、本当に悩みました。 

単純に考えて、３万円の３倍以上の分量で９万円以上の価値があると考えて

もいいと思いますが、今回の価格は・・・ 

 

5 万円とさせていただくことにしました。 

 

さらに、今回は、健康だけではなく、人生をもデザインしていく上位版のコ

ースもさせていただきます。 

「スタンダードコース」「ゴールドデザインコース」「プラチナデザインコース」

と、まとめてみましたので、ご覧ください。  

 

「スタンダードコース」５万円 
◆セミナー映像 合計約 12 時間  

デトックス①「すべては腸から始まる」  

      ②「腸内菌の奇跡」  

真の栄養  ③「油の奇跡」  

          ④「炭水化物の真実」  

          ⑤「たんぱく質の真実」  

          ⑥「微量養素の奇跡」  

 

未公開映像追加コンテンツ 7 本約 14 時間 

第 1 弾 万病を招く冷え 



第 2 弾 放射能対策セミナー 

第 3 弾 ホルモンの奇跡 第 1 部 

第 4 弾 ホルモンの奇跡 第 2 部 

第 5 弾 ホルモンの奇跡 第 3 部 

 

第 6 弾 酵素栄養学の奇跡 

第 7 弾 抗酸化物質の奇跡第 4 弾  

 

◆未公開セミナー映像４本 （約８時間） 

◆オーガニッククラブの過去の未公開音声（約 1 時間の音声を最低 10 本以上）

◆習慣や健康の意識、マインドセットなどの映像、音声を深めたフォローメー

ル 

◆質問メール無制限⇒Q＆A での解答メールでのお答え  

 

「ゴールドコース」15 万円（10 名限定） 
◆「スタンダードコース」の内容すべて 

◆メール無制限、スカイプ相談、自由にしていただけます。 

◆「オリジナルミニロゴストロン」で 400 文字以内（漢字混じりで OK）でオリ

ジナル言霊発信（半永久効果があります）定価約３万円 

◆「ロゴストロン L」からの 3000 文字以内で自分の理想を言霊にして、オリジ

ナル言霊発信をしていただけます。 

（通常、ロゴストロン L は規定ファイルを発信できるライトプランで

296,000 円していますし、オリジナル言霊を発信できるスタンダードプランで

あれば、594,000 円という価格になります。） 

 

そのオリジナルで言霊を、期間限定ではなく・・・無期限で、発信をし続け

ていきます。 

僕自身がこの仕事をし続けている限りは、またロゴストロン L がある限りは

発信していきますので、5 年 10 年と少なくとも発信はしていく予定です。 



 

そして、1 ヶ月に 1 回のみ、オリジナル言霊の書き換えもしていただけます。 

メールで、申請していただければ、こちらで書き換え作業はしますので、何も

作業していただく必要はありません。 

人体を最高の状態にして、かつ、人生を加速していきたい方には最適なプラ

ンとなります。 

こちらは、ロゴストロン L の発信できる容量がありますので、10 名限定と

させていただきます。 

 

「プラチナコース」35 万円（5 名限定） 
◆「スタンダードコース」内容のすべて 

◆メール、スカイプ相談、無制限 

◆「オリジナルミニロゴストロン」で 400 文字以内（漢字混じりで OK）でオリ

ジナル言霊発信（半永久効果があります）定価約３万円 

◆「ロゴストロン 100」から 3000 文字以内（ひらがな）で自分の理想を言霊に

して、オジリナル言霊を発信していただけます。 

ロゴストロン L でも正直十分なパワーがあるのですが、その 100 倍の速度

をもつロゴストロン 100 からのオリジナル言霊を発信していきます。 

さらに人生を加速していきたい方にはおすすめです。 

 

こちらは 200 万の機械からの言霊発信となりますので、そういう意味ではか

なり価値のあることだと思います。 

ただし、人数限定で 5 名様限りとさせていただきます。5 名になった時点で

〆切とさせていただきます。 

 

言霊の書き方については、基本、難しく考える必要がなく、過去完了形で、

断言してしまうことです。また、書き方の見本などはお知らせしますので、ご

安心いただければと思います。 

また、アドバイスもさせていただきますし、どのような自分になりたいかを



伝えていただければ、ロゴストロン株式会社での言霊作成のアドバイスもして

いただけます。 

 自分自身の人生をデザインして、人生を一気に加速させたい方には、本当に

おすすめのコースになります。 

再度価格をまとめますと、コース別の価格は以下になります。 

 

◆スタンダードコース 5 万円 

◆ゴールドデザインコース 15 万円（10 名限定） 

◆プラチナデザインコース 35 万円（5 名限定） 

 

僕自身、メルマガでも書いてきたように、ロゴストロンシリーズの商品で、

人生が変わりました。 

 オリジナルミニロゴストロンをはじめ、ロゴストロン L、ロゴストロン 100

と使ってきて、現状が本当に信じられないくらいの変化がありましたし、それ

は今も継続しています。 

  

また人体をクリアにしていくことで、余計な鬱滞もなくなり、思い通りの現

実を創造していけるのだということも実感しています。 

意識はものすごく大切ですが、意識は、この人体を通じて発信されていきま

す。 

ですから、不健康な体の状態で、どんなに強い意志をもったとしても、人体

の鬱滞が邪魔をして、望みどおりの現実創造が阻まれてしまいます。 

 

ぜひ、これらのコースの実践で、本来持っている素晴らしい可能性を秘めた

人体を復活させて、さらに理想の人生へと歩みを深めていただければと思いま

す。 

 

今後、現時点で、コンテンツがかなり追加されていますので、数年前よりも、

情報量としては、数倍以上ボリュームアップしています。 



なので、前回の価格よりも上げて販売も考えたのですが・・・。 

 

これからまだまだ完成度を高めてつくっていきますので、より内容的にも充

実して、完成度を高めたうえで、今後参加募集をするときには、今の価格より

も上げて販売する予定です。 

 

また、先にも触れましたように、2017 年 8 月末には、山田豊文先生の細胞

環境デザイン学セミナーの中級を 1 泊 2 日で受講させていただき、さらに次の

上級講座も今年か遅くとも来年中には 2 泊 3 日で受講すると、自分の中では決

めています。 

これらの学びを自分なりに咀嚼して、この Human Body Revival にもコンテ

ンツとして組み込んでいくことを、ここでお約束いたします。 

ですから、内容量はボリュームアップして、さらにこれから追加を徐々にし

て充実させていきますので、この価格でご参加できるのは、今回が最初で最後

となります。 

  

そのために期間限定で、さらに特別価格にさせていただき

ました。 

 

今回限りの、特別価格の発表をさせていただきます。 

 

◆スタンダードコース 5 万円⇒32,400 円 

◆ゴールドコース 15 万円⇒99,000 円 

◆プラチナコース 35 万円⇒248,000 円 
 

 今回、一番に考えていることは、できるだけ学んでいただく方の金額的な負

担をなくしていきたいということです。 



ですから、今後、コンテンツが追加されていっても、月額課金なども今後一

切ありませんし、今回限りの投資だけになります。 

コンテンツの追加やバージョンアップは、無料でずっと受け取っていただけ

ます。 

今回のコンテンツを見直してみて、原理原則は変わらないということを確信

しました。 

人体の健康において、この原理原則にそって、健康管理をしていっていただ

ければ、生涯にわたって活用していただけるスキルになります。 

 

それが数万円であれば、これを高いと思うか安いと思うかは人それぞれだと

思いますが、大病してからでは数万ではきかない出費となります。 

いちばん大切なのは、病気になる前に、未然に予防するという「予防医学」

です。 

人体のすばらしさを知り、人体の機能を知り、人体の持っているポテンシャ

ルを最大限活かして、今を生きていただければ、さらに周囲すべてに貢献でき

る自分になっていただけると思います。 

 ともに学んでいければ、嬉しく思います。 

 

最後に 
 

⾧いお手紙になってしまい、申し訳ありません。 

健康は大事な資産です。 

 

健康という一番大切な資産ヘ投資することは、⾧期的に見ても最重要課題だと

僕は思っています。 

健康はすべての土台になります。 

健康であれば、何とかなりますし、行動していくことができます。 

しかし、健康を損なうと、思い通りにならないことが多々でてきます。 



 

人生の最大の幸福は、本当に心身ともに健康であって、周りの人と笑顔で過ご

して、自分のやりたいことを１００％やりきり、なおかつ、人の役にたってい

ることをやることです。 

 

今回のプログラムは、知識をしっかり得ていただき、実践をしていただくこ

とで、今回の投資額の何十倍ものリターンを得ていただけるものと、確信をし

ています。 

なぜなら、僕自身は今後も学び続けていきますし、それとともに少しずつコ

ンテンツも増やしていくからです。 

よりよいプログラムにしていくために、僕自身はこれからも、学び続けてい

きますし、その学びをこの場でフィードバックしていきます。 

数年後には、このプログラムが 10 万円以上で参加募集しても十分に価値あ

るものにしていこうと思っています。 

 

そうなると、この特別価格と特別特典でご提供できるのは、今回が間違いな

く最初で最後になります。 

 

ぜひともに今後、末永く学んでいける関係になれば、嬉しく思います。 

ともに進化成⾧していきましょう！ 

 

⾧い⾧い文章を、最後まで読んでいただきありがとうございます！ 

心から感謝いたします。 

 

日野堅也 

 

ご参加希望の方は、下記からご参加ください。 

下記がクリックできない場合は、メルマガの文章にある URL をクリックして

ください。 



◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

「Human Body Revival」 

2017 年リバイバルバージョンへ参加をします！ 
https://form.os7.biz/f/11e2afed/ 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【Human Body Revival】～人体の蘇生・復興・復活～ 

2017 年リバイバルバージョン 

 

スタートします！！ 

 

人体の素晴らしい可能性、眠っているポテンシャルを最大限高めていき、 

最高の人生をともに生きていきましょう。 

 

プログラムであなたにお会いできることを楽しみにしています。 

 

日野堅也 


