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なぜ健康な体作りに
水をオススメするの
か？

疲れがとれない
血圧が高い、血糖値が高い
アトピー肌
脳梗塞
心筋梗塞
ぼっき不全（私の様に…）
不妊症（私の様に…）

こんにちは！
男性機能不全ｘ不妊改善コンサルタント
ボッキーズ石塚です。

このeBookをお読み頂いているということは、あ
なたも既に何らかの病気や慢性疾患に悩み、苦し
んで、何とかしたいと思っている方だと思いま
す。

世の中にはたくさんの体質改善法が提供されて
います。
薬、サプリメント、運動、ヨガ、マッサージや
私の様に食事での改善法もあります。
そのなかで何故お水で健康体を作ると言ってい
るか、それは体はお水で出来ているからです。

水不足によって健康を害
している話を聞いたこと
がありますか？

お�が体にどれだけ⼤切なことなのか

アルカリイオン電��をなぜ�奨するのか

薬、サプリメント、�動、ヨガ、マッサージや

�事�であっても、これらの�果を��に�け

る、体に⾏きわたるせるためにはお�がベース

になってくるからなのです。

なぜなら体はお�で�来ているからです。

このeBookでは

お�しさせて頂きます。
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こんにちは！男性機能不全ｘ不妊改善コンサルタント
ボッキーズ石塚です。

私の理念はビジネスもプライベートも健康からです。

何故なら男性機能不全！たかだか男性機能不全が発端で離婚するこ
とになります。前妻とな夜の営みな無くなり、不倫だと思われ、�
嘩ばかり、娘には大泣きされ、子供ができない為に”詐欺師”呼ばわ
りされました。家族がボロボロにです。すると仕事も同じボロボロ
になっていきます。
一部上場企業に居たので一度キャリアが落ちると左遷みたいな扱い
です。

これが私だけかと思ったらそうではないんですね。薬や不妊治療に
よってボロボロになっていく人達を多いです。
私はあの様な思いは二度としたくありませんし、誰にもさせたくあ
りません！

日本で唯一の薬ではなく「食」と「お水」で男性機能不全ｘ不妊改
善を指導しています。
先日は全国中小企業、個人事業主を支援している組合の機関誌”くる
り”に取材頂きました。
今では2児の父として子育てを楽しんでいます。

Step２

体に��なものを�⼒�ける�事の知識や作り�を

�びます。

Step３

��物�や有�物�などを�により体の�に��し

て体���していきます。

女性の方は受精・着床して元気な赤ちゃんを産める
体を作ることができます。

自己紹介

薬や不妊治療に疲れ切った方へ
男性の方はキチンとぼっきして子供を作る体を作る
ことができます。

食の知識を学び水を変えるだけ
の辛くない！頑張らない！
体質改善

Step１

�と�の知識を�び現在のあなたの状況を理�して

もらいます。

ボッキーズの��メソッドは簡単３ステップです
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早い方は３ヶ月程で成果がでます(*^▽^*)
最後まで続けて行けるようにボッキーズがサポート
します。



体は水で出来ている
体の60~70％は水です。私たちは水で出来てい
ると言っても過言ではありません。
水で体が満たされているからこそ血液が巡り、
体の隅々まで酸素や栄養を届け老廃物もスムー
ズに排出することが出来ます。
私たちの体の中の水は大きく3つの役割を担っ
ています。

細胞が活動する場所を提供
栄養分や酸素等の運搬と老廃物等の排出
体温調整

この役目は主に血液とリンパ液が担っていま
す。体に必要なものを供給し、老廃物を回収
するのですが流れが悪いと体は汚れる一方
で、当然体調が崩れます。流れの悪さは次の2
つが原因です。

原料となるお水が少ない
原料なるお水が汚れている

体によい水を毎日たっぷりと飲むことによっ
て、血流やリンパの流れが良くなり体中の代
謝が活発になります。

水は体の体温調整にも大きな影響を与えています。体温
は主に筋肉が生み出し、血液によって全身に運ばれま
す。

「水を飲むと体が冷える」などと言われていますが
全くの逆なのです。

水を飲むから、血液が流れ、熱が運ばれて、体温が上が
るのです。
冷えるのは水のせいではありません。
ホルモン代謝が異常をきたしているか、血行が悪い
からです。

不妊で悩む方で体温が低い方は水不足が原因です。
作られた熱を体の隅々まで送ることができないから
なんです。

体を温めるのも水の仕事
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老化とは水分が
失われて行くこと
水は健康だけではなく、「老化」とも深くつな
がっています。生まれたばかりの赤ちゃんは約
75%が水分ですが、成人になると男性が約
60%、女性は約55%まで減少。
60歳以上のシニア層に至っては男性が約50%、
女性は約45%にまで減ってしまいます。（女性
は男性より脂肪が多い分、水分量が減ります。
メタボの人は水分量の割合が少ないといえま
す。）
赤ちゃんのお肌はぷるぷる、ぷりぷりしていて
透明感もありますよね。
これは体の細胞が、たっぷりの水分で満たさ
れているからなのです。

一方、歳を重ねて行くと次第に肌のみずみずし
さは失われ、乾燥したり、しわが増えた
り・・・・。
こうした皮膚の変化は実は体の中でも起こって
います。
とくに水分量が減っていくのが、細胞内部の
水（細胞内液）です。

ある年齢を過ぎると、体の不調が増えたり、病気などの回
復が遅くなったりするのは、こうした「細胞内の水分の低
下」が大きな原因であると考えられます。

これが「⽼�」なのです。

老化は遺伝子レベルで組み込まれたことですから避けるこ
とは出来ません。

ですが、こうした⽼�のスピードを、ゆっくりなだらか

にすることはできます。

それは、体内の水分量が減っていくスピードを出来るだけ
遅くさせること。

そのためには、⽇々、⼗�な量の「よい�」をとってい

かなければなりません。

逆に、体の中にあまり水を入れない生活を続けていれば、
からからに乾いて、老化は加速するばかりです。

体の内も外も老化スピードをなだらかにし若々しさをキ
ープするための

キーワードが「水」
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血液から栄養を摂る
赤ちゃん
体内の血液の原料は私たちが日ごろ飲んでいる
水です。
妊婦さんの場合、日々飲んでいる「水」が赤ち
ゃんの成長に大きく影響します。

なぜなら、赤ちゃんは、お母さんのお腹にいる
ときからお母さんの血液によって育てられてい
るからです。

お腹の中の赤ちゃんは、お母さんの血液を通じ
て、水や酸素、栄養素を取り込みます。
さらに出産後、母乳の原料もお母さんの血液
です。

つまり、母乳で育てられている赤ちゃんは、お
母さんの血液を「ご飯」にしているわけです。
赤ちゃんがきちんと育っていくには、お母さん
の血液がきれいで、流れが良い事が大前提。

そのためには、お母さんが日ごろどんな
「水」を飲んでいるかがとても重要なので
す。

毎日、どの位水を飲んでいますか？
お茶やコーヒーと言った飲料やアルコー
ルではなく「水」そのものを、です。
日本人の多くは慢性的な脱水症状に陥っ
ています。
「薬」や「食事」よりもまず、十分な
水で体を満たすことが何よりも効き目
があります。

健康な体に一番
大切なものは「水」
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私たちが生命活動を維持する上で重要な役割を
持っているのが体内酵素。
生きるために必要な酵素を私たちは全て体の中
に持っています。

食べ物の分解や消化、栄養分の吸収、栄養分の
細胞への輸送、細胞内でのエネルギーの生産、
新陳代謝の促進、免疫力の向上、酸化の防
止・・・・など数えきれないほどの役割が酵素
の仕事。

この酵素の力を活かすのに必要不可欠なのが
「水」
水が無いと酵素は働くことが出来ません。
さらに水の種類によっては酵素がうまく働くこ
とができません。
「健康によい水」とは酵素活性力の高い水で
す。

薬やサプリメントの効果がでない方も水不足
を解消するれば効果がでやすくなるという事
です。

体内酵素は水が無いと
働かない

私がお水にアルカリイオン電解水を勧めているのは意味があります！
「水が油を溶かす」というと、意外に思われるかもしれません。
容器に水と油を入れていくらかき混ぜても混ざり合うことはありません。
ところがアルカリ電解水に油を入れると溶けて乳化することが確認出来ます。
アルカリ電解水には油を溶かす力があるのです。

これは体内に入った水も同じです。
体内の脂肪分を溶かすことでのダイエット効果が期待できます。
さらに重要なのは脂肪が溶けることでそこに蓄積している合成化学物質や重金属も体
外に排出出来る事です。

私たちは日々食べ物や、空気、肌に触れる様々なものから合成化学物質や重金属を体
内に取り込んでいます。
これらの物質は油に溶ける性質があり、体に入ると脂肪分に溶け込みます。
脂肪が増えるとこうしたものも貯め込みやすくなってしまいます。

アルカリ電解水は脂肪を溶かすことで、こうした物質を体外に排出し、さらに溜
め込みにくい体へとつくり変えてくれるのです。

なぜ、アルカリイオン電解水を進めるのか？
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アルカリ電解水で
こんな症状が改善
する！

体験談を掲載

メタボ・生活習慣病に効果

アトピー肌がきれいに

肌が１０歳若返る

It makes sense to recommend alkaline ionized water for
my water!
Even if you take medicine, supplements, medicines,
supplements, exercise, yoga, massage, and diet, water
is the basis for reaching these affected areas, reaching
the body, and exerting effects.
Because the body is made of water.
And the water that is the best for the body to penetrate

and detox is alkaline ionized water.

疲れがとれ体のコリが無
くなる

血圧が正常値になる

血糖値が正常値になる

認知症が改善する

便秘・下痢が改善する

自立神経の回復

ぼっき不全、不妊改善
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アルカリ電解水を毎日飲むと体が大きく変わりま
す。
油を溶かす作用で、血液がサラサラになり、血のめ
ぐりが良くなります。
血液がドロドロ状態になるのは、水不足だけでなく
血中の脂質量が増えることも関係します。
食生活の乱れ、不規則な生活、ストレスなどが原因
です。
サラサラの血液と共に、アルカリ電解水は体の隅々
まで行き渡り、細胞ひとつひとつの不純物を溶かし
出し排出します。
そうすることで体の様々な不調が改善され、本来あ
るべき状態に戻っていきます。
細胞の活動が活発になるのです。
そうなることで新陳代謝が活発になり体温が調整さ
れ免疫力が上がります。
ここからは、30年以上アルカリ電解水の解析をさ
れて来た(株)生命の水研究所・所長の小羽田健雄
先生にご協力いただき、アルカリ電解水で体を改
善してきた方々の体験談を交えながら、体の様々
な変化をご紹介していきます。

アルカリ電解水を飲み始めてまず感じるのは、排尿のたびに疲労感が取れていくことです。
アルカリ電解水は浸透力が高く飲んだそばから体に吸収され、血液となり体中の様々な場所の老廃物を洗
い流し、排出に繋げます。

なので、アルカリ電解水を飲むと尿が頻繁に大量に出るようになります。
そうやって、疲労の原因となる体内の老廃物や、活性酸素をしっかり排出してくれます。
つまり、すっきりデトックス（毒出し）してくれるのです。
さらには、首や肩、背中のコリの解消にもつながります。

疲れがとれ体のコリが無くなる

�を�えると

血流が変わる

体験談のご紹介

コリの大きな原因は、筋肉の酸素不足です。
その結果、乳酸などの老廃物が溜まって筋肉
が固くなり、コリとなってしまうのです。
アルカリ電解水によって、酸素をたっぷり
届け、老廃物を排出し、コリ知らずの体を
つくっていけます。

整体師、手技セラピストの方の施術サポー
トになります。
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アルカリ電解水によって血流がよくなると、血液に関する不調もだんだんと解消していきます。
そのひとつが「血圧」です。
アルカリ電解水を飲み始めると、高血圧だった人は血圧が下がり、低血圧だった人は血圧が上が
り、正常値になっていきます。
血圧の強さは、心臓が送り出す血液の量や、血管の弾力性、血液内の成分などによって影響を受け
ます。
水分不足でチョロチョロ流れている状態では、血圧は低くなりがち。
一方、ドロドロで粘度が高ければ押し出す圧力が必用になり、血圧は高くなります。
血液の水分不足が解消され、サラサラに流れていれば、血圧の問題は解消されていきます。

中高年の人にとって、糖尿病の指標となる「血糖
値」は気になるところです。
血糖値とは、血液中のブドウ糖濃度のことで、こ
の数値が高い「高血糖」の状態が慢性的に続く状
態が糖尿病です。
アルカリ電解水はこの、血糖量をグッと減らす効
果があります。
たくさんの方からのデータを集め続けた結果、多
くの方の数値が減っていたことから、糖尿病の改
善に極めて有効であると確信するに至っていま
す。
ただ、その理由は今でもよく分かっていません。
アルカリ電解水は、高い酵素活性力を持っている
ため、それにより体内の消化吸収や代謝が活発に
なり、血糖値が正常範囲に戻っていくのではない
かと推測しています。

血糖値が正常値になる

血圧が正常値になる
体験談のご紹介
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中高年の人にとって、糖尿病の指標となる「血糖値」は気になるところです。
血糖値とは、血液中のブドウ糖濃度のことで、この数値が高い「高血糖」の状態が慢性的に続く状態が
糖尿病です。
います。

アルカリ電解水は油（脂）を溶かす作用があるため、ダイエットに効果的です。
ダイエットだけでなく、「生活習慣病」の改善効果が期待出来ます。
なぜなら、これらの犯人は「内臓脂肪の蓄積」と言われているからなのですが、内臓脂肪と生活習
慣病を同時に抱えていると、動脈硬化による内蔵器の疾患（心筋梗塞、狭心症、脳梗塞、閉塞性動
脈硬化など）が起こりやすくなります。
いわゆる「メタボリック・シンドローム（代謝症候群）」の状態です。
アルカリ電解水は脱メタボ、動脈硬化を防ぐ効果もあるのです。

認知症が改善する

メタボ・生活習慣病に効果
体験談のご紹介

アルカリ電解水はこの、血糖量をグッ
と減らす効果があります。
たくさんの方からのデータを集め続け
た結果、多くの方の数値が減っていた
ことから、糖尿病の改善に極めて有効
であると確信するに至っています。
ただ、その理由は今でもよく分かって
いません。

アルカリ電解水は、高い酵素活性力を
持っているため、それにより体内の消
化吸収や代謝が活発になり、血糖値が
正常範囲に戻っていくのではないかと
推測しています。
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この方はかなり重症でしたし、学生さんでしたので、アル
カリ電解水を体重の１割飲みながら短期間での改善に取り
組みました。
好転反応の辛い時期を乗り越え、みごとに人生を転換させ
ました。

アルカリイオン電解水でないと体重の1割を飲むのは不可
能に近いです。

また、好転反応の時期を乗り越えなければならないので寄
り添った治療が必要です。

アレルギー性皮膚炎は、特定の物質に体が過剰反応することで起こるアレルギー反応です。
そこで効果的なのがアルカリ電解水による「体内クリーニング」。

体内にあるアレルギー反応を起こす毒素を排出することで改善につなげますが、完全に治癒するま
でにさまざまなトラブルが起こります。「好転反応」と呼ばれるものです。

程度や期間は人によって異なりますが、平均すると半年から1年くらいでしょうか。
「好転反応」の重さ、長さ、はステロイド剤使用の長さに関係していると考えられます。
ステロイド剤を使用していると、体がもともと作っていたステロイドホルモンの量が減っていきま
す。

大学生Mさんのアトピー
改善例

アトピー肌がきれいに
体験談のご紹介

外から入る薬に体が頼ってしまうの
です。

ですので、ステロイド剤を止めて
も、すぐに症状を抑えるだけのステ
ロイドホルモンは生成されません。
長期間ステロイド剤を使用していた
人ほど、治癒までに時間がかかって
しまうのはそのためです。

時間はかかりますが、必ず良くな
ると信じて、アルカリ電解水を飲
み続ける事が大切です。
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アルカリ電解水を飲み始めて２～３日後には「肌の調子が変わった？？」と感じはじめ、１カ月も
すれば周りの人から「肌、きれいになったね！」と言われるようになるでしょう。

皮膚には「強力な再生力」があり素早く効果があらわれます。

皮膚が再生していくサイクルは「皮膚の新陳代謝（ターンオーバー）」と呼ばれ、その周期は20代
のうちは一般的に28日前後。加齢と共にそのスピードが緩やかになっていきます。

ただし、肌の新陳代謝がいくら活発でも、基底部（肌が生まれる部分）の細胞が弱っていると、再
生される皮膚も元気を失ってしまいます。

便秘のお悩みもお問い合わせが多いです。
便秘薬を飲んでいたりしませんか？薬は常習化すると、排便機能が弱まり、自然の排便が出来なくなっ
てしまうこともあります。
何事も薬に頼りすぎるのは危険です。
便秘も下痢も、原因は同じ。善玉の腸内細菌が少ないことで、栄養や水分をうまく吸収できずに起こり
ます。
腸はとても重要な器官です。
私たちが健康を維持できるかどうかは、「腸内細菌が握っている」ともいえるのです。

便秘・下痢が改善する

肌が１０歳若返る
体験談のご紹介

腸内には善玉菌と悪玉菌が存在しま
す。それぞれの役割を見てみましょ
う。

アルカリ電解水は腸内環境を整え、
「善玉菌」を増やすので便秘や下痢
を解消してくれます。

腸内をすっきりクリーニングして、
腸から健康になっていきましょう。

アルカリ電解水を飲んでいると血流
が良くなり、基底部の細胞も生き生
きしてきます。

元気な細胞たちによって、シミや
シワと無縁のお肌の再生を進めて
行きましょう。

エステサロンでもお客様に飲用し
て頂き喜ばれています。
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全て血流の改善で症状が治まっていくので、アルカリ電解水をしっかり飲んでサラサラでめぐりの
良い血流に改善してほしいのです。

血流が改善されると体温がアップします。
人間の体温は36.5度～37度あたりがベスト。

この体温の時、最も全身の細胞に酸素や栄養分が行き渡り、老廃物が速やかに排�されます。
体内酵素も活発になり、病気を寄せ付けない体になります。
ですが最近の日本人をみると、平均が35度台という低体温症の人が増えています。
体温が低いと、免疫力が落ちたり、基礎代謝が落ちたりすることで、まずこんな自覚症状が出て来
ます。

低体温のときに感じる症状

�、生活習慣病、さまざまなアレルギー症状、自律神経失調症など、女性の場合は不妊、子宮内膜症、
子宮筋腫、生理不順といった婦人科系の疾患など

低体温の改善策は運動や食事、ストレスの改善、などと言われますが、まずアルカリ電解水をしっかり
飲むことが最も簡単でパワフルな方法です。

血流の流れが良くなれば、細胞レベルで体が活性化していきます。
細胞はエネルギーを生み出しますから、自然と体が温まっていくのです。
実際アルカリ電解水を飲みはじめた人たちを見ると、0.5度～1度上がっています。

「水は体を冷やしそう・・・」などという心配はありません。

自律神経失調症のおもな症状

低体温が引き起こしやすい病気や症状

自立神経の回復
体験談のご紹介

ボッキーズのぼっき不全改善と不妊改善
はこの効果を最大限に活かす様にコンサ
ルタントしています。

肩こり、不眠、便秘、下痢、疲労感、冷え性、血圧異常、イライラ、食欲不振、吐き気、頭
痛、めまい、立ちくらみ、のぼせ、ほてり、しびれ、腰痛、生理不順、勃起不全、頻尿、動
�、息切れ、四十肩など…

冷えやすい（�に指先など末�）

�りやすい

疲れやすい
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水道水に入っている代表的な殺菌成分の「塩素」。

塩素は除菌・殺菌効果が高いため、病気や感染症を防ぐこ
とを目的に病院の設備やプールなどで使用されています
が、濃度をごく薄くして水道水にも使用されています。

すでに説明したように、腸内細菌の中でも「善玉菌」は体
全体を支える大切な菌です。

しかし、塩素の強力な殺菌力は悪玉だけではなく、体に必
要な善玉菌も殺してしまいます。

腸の健康のことを考えると、塩素の入った水道水を飲むの
は避けた方がよいでしょう。

また、料理に使う水も、塩素が入っていると他の物質と化
学反応を起こし、発がん性物質でもある塩素化合物を生み
出します。
やはり水道水からは塩素をカットしましょう。

埼玉医科大学との協同実験では、水道水で飼育したマウスより、アルカリ電解水で飼育したマウスの方
が皮下脂肪が少ない事が分かりました。

アルカリ電解水で育てたマウスの方が、餌をよく食べ、水をよく飲んだにもかかわらず、です。
水を飲んで脂肪を溶かすことができるのは、ダイエットしたい人には嬉しい水ですよね。
さらに、同じ研究で、マウスの生存率が全く違うこともわかりました。

その差100日！人間に換算すると11年です。

健康寿命をのばし元気で美しく人生を楽しむた
めにこれからますます注目のアルカリ電解水！

水道水
殺菌力が強すぎると善玉菌も
殺してしまう！
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◆４０代以上の男女6,000名にアンケート
健康機器メーカーのオムロンヘルスケアでは、2019年8月に実施した40代以上の男女6,184人のアン
ケート結果を公開しています。
◆老後の不安は「お金」と「健康」
老後に不安が「ある」と答えた人は8割を超えています。
不安の内容で、一番多いのは「お金」で半分以上の人が挙げています。
2番目から5番目までは、「認知症」「自分自身の介護」「寝たきり」「脳血管疾患や心疾患などの疾
患」と、自分自身の健康に関する項目が並びます。
老後の不安要素は「お金」と「自身の健康」の2つが主役のようです。

人生最大の不安は「お金」と「健康」

この大きな2つの不安を、老後にまで持ち越してはいけません。
少しでも若いうちに不安を解消し、心から人生を楽しむことが大切です。
そのためにはまず、丈夫で健康な体作りが欠かせません。

今現在、新型コロナウイルスへの感染が社会問題となっています。
ですがどんな菌やウイルスも、免疫力が高い健康そのものの人は必要以上に恐れることはないので
す。
丈夫な体で、しっかりと社会のために働くとこでお金の不安は解消します。
計画的に貯蓄を考えていくことも出来るでしょう。
実はアリカリ電解水を生活に取り入れることは家計の大きな節約にも繋がります。

アルカリイオン電解水で人生最大の不安を
解消できます！
しかも日常の水を変えるだけで！簡単です！
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幸せな人生の基本は「健康であること」と考えています。
ぼっき不全であれ、不妊であれ、改善して子供が産まれても、子供も、自分も、家族も健康でなけれ
ば質の高い人生は送ることができません。

健康な体作りの根底にある「水」を飲むようにして頂き、体の水分量を多く保って下さい。

最後までお読み頂いてありがとうございます。

水で最高の人生を創ろう！

ぼっき不全、不妊以外に健康や病気で気になることがございましたらお気軽にご相談下さい。
アルカリイオン電解水を使用しての症状の改善例は10万件以上あります。
あなたのお悩みを解決できるよう尽力します。

アルカリイオン電解水の健康ビジネスにご興味がある方
エステサロン、飲食店、学習塾でも定期顧客化やファン作りにご利用頂いています。
活用事例などもたくさんございますのでご興味がある方はご連絡下さい。

一度、お水を飲んでみたい方は事務所にて試飲とお持ち帰りができますのでこちらもお気軽にご連
絡下さい。
お持ち帰りにはペットボトルなどをお持ち頂きますようお願い致します。

ご相談、お問い合わせはこちらから
Facebookの友達申請お願いします。
Messengerでご連絡下さい。

事務所
住所；東京都中央区新富1-4-5　東銀座ビル5階　F&K東京銀座スタジオ
GoogleMAP　https://goo.gl/maps/3iRdaGdjECnM3LcC8
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もうひとつの収入源構築をお手伝
いしています。
アルカリイオン電解水を使った新
しいサービスや販売による収益ア
ップをお手伝いしています。

https://www.facebook.com/takahi
ro.ishizuka.33

https://goo.gl/maps/3iRdaGdjECnM3LcC8
https://www.facebook.com/takahiro.ishizuka.33

