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明けましておめでとうござ
います。
今年も皆様とともに新しい
年を迎えられましたことと、日
頃からのご愛顧に対し厚く深
く感謝申し上げます。
昨年はアベノミクスや東京
オリンピックの誘致成功等明
るい展望の兆しが見える一方
で、急激な円安による輸入品の
高騰などで、
まだまだバランス
良くとは行かないようです。
特に皆様に提供しているＬ
Ｐガスや灯油も値上がりし、御
迷惑をお掛けしております。し
かしまだ少量ですが、今年４月
からアメリカよりシェールガ
スの輸入が始まります。
（只、パナマ運河をタンカーが
通れないので喜望峰を回って
来ます）来年２０１５年にはパ
ナマ運河拡張工事も完成して、
大分状況も変わって来ると予
想されます（ロシア産天然ガス
の動向も含め）。いづれにして
も今のＣＰ制度（中東からの一
方的な価格通告）が輸入先の拡
大により撤廃または無力化さ
れる事を切に願うところです。
現状の日本は資源に乏しい
国、輸入に依存せざるを得ない
のは仕方ないですが、将来的に
国内で生み出せるものでエネ
ルギーを賄う（原発以外）方向
での研究も進んでおります。そ
の中でも日本が最先端技術を
持つ燃料電池に使われる「水素」
もそのひとつ。昨年の東京モー

木

正 人

ターショウにも燃料電池車が
展示される等、家庭用エネルギ
ーと共に一段と拍車がかかる
のではと期待されております
（２０２０年の東京オリンピ
ックの聖火はこれまでのＬＰ
ガスに替り水素かも？）
。
また、インフラの改革による
電力の自由化、ガス事業の自由
化等の変化が今後どのような
枠組みになるかは未だ予断は
許しませんが、島国の日本にと
って他国に頼らず（周りの海等
から）エネルギーを作り出せた
らと地産地消の夢想をしてし
まいます。
当社ではどんなエネルギー
ソースでも扱える基盤が整っ
ており、これからも世の中の変
化に応じ何時の時代も皆様に
より快適でより便利な生活提
案をお届けする事を約束しま
す。
本年もどうぞ宜しくお願い
申し上げます。
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茨石のお客様紹介
茨石のお
のお客様紹介
今回は昨年の暮れに、とても
有り難いお便りが届きました
ので、皆様にご紹介させて頂き
ます。
瓢箪から駒ならぬ

種野

頂き物から健康ＵＰに！
昨年７月頃知人から
草と野菜の発酵液を頂きまし
た。ＣＭなどで酵素他種々健康
食品があることは知っていた
が余り感心は無く、まぁせっか
く頂戴した品なので夕食前に
飲用を始めた所、思った以上に
飲みやすく水、牛乳、豆乳など
で割って飲んでいます。
成分を
見ると多種の野草、野菜が入っ
ていてとても毎日の食事では
摂取する事が不可能な品とわ
かり、飲み続けようと夫婦で話
し合い、知人に販売先をお聞き
した所、茨石商事で売って居る
とのこと、ガス、灯油の取引も
以前からあり、早速買い求め毎

しめ費用も１日約７円弱で、年
金生活者の私共にとっても健
康増進になれば真に有り難い
品であると、
最初に飲用のきっ
かけを作って頂いた方に感謝
して居ります。今後の体調変化
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を楽しみにして居ります。
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原文のまま

社員一同新年に際し気を引

有り難うございました。

Ｙ・Ｔ様貴重なご意見、誠に

のでは？

顧客へ訪問することも必要な

と思います。
１ヶ月に１度位は

相当な方が理解し買い求める

足）です。対面して説明すれば

方が大部分（品に対する理解不

にのっているだけでは見ない

たことは残念です。ただチラシ

も関わらず今まで知らなかっ

年の貴社との取引があったに

ってＰＲすべきと思います。長

品はもっと積極的に自信をも

この様な万人向けの良い商
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き締めお客様に喜んで頂ける

アンチエイジング ダイエッ
アンチエイジングにダイエッ

内側 から温
めるほっと 発酵液
内側から
から 温 めるほっと発酵液

冬の夜に良く合う寒い体を

楽しみ頂いた発酵液。

夏場は冷たい水で割ってお

てまいりました。

なり、コートが手放せなくなっ

だんだんと寒さが本格的と

ほっと発酵液のご
ほっと発酵液
発酵液のご紹介
のご紹介

ほっとする！
ほっとする！

内側から
心も体も内側から

発酵液をお勧めします。

種の野草と野菜の

さんご存じの発酵食品。
その中

すっぽんエキスを配合！

新年ご奉仕価格
3500 円(税込)
税込)にて！
補助
ト補助に

納豆、豆腐、みそ、漬物、皆

定価：
定価：4750
4750 円(税込)
税込)を
でも、近年注目されている発酵
液とは

消化や吸収を助けるなど、体
内において必要不可欠な酵素。
しかし、そのものだけではスム
ーズに働けないものが多く、そ
れら酵素の働きを助けるのが
発酵液なのです。
発酵液をバランスよ
つまり、発酵液をバランスよ
摂取することで、
酵素を活性
く摂取することで
することで、酵素を

、

させ、代謝や
代謝や抗酸化作用を
抗酸化作用を高
化させ、
める事ができます！
ができます！
める事
さらに、コエンザイム
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よう、頑張ります。

をご提案させていただきます。

カラダの代謝を高め、内側から

ぽかぽかに、女性に多い冷え性

対策
対策にもおすすめ！男性
男性も
男性も 気

かないうちに 体 を 冷 やしが
付 かないうちに体

ち ですので晩酌
晩酌にもほっと
晩酌にもほっと発
にもほっと発

酵液 で 健康習慣を
健康習慣 を 続 けましょ
酵液で

う！

☆作り方☆

１．発酵液１に対して、お湯を

９の割合で入れる（温かいと甘

みが増すので、水割りよりも薄

めに☆）

２、お好みでレモンを浮かべて

カロリー控え目レモネード風

のほっと発酵液のできあがり。

☆アレンジレシピ☆

焼酎や梅酒のお湯割りに加

えても、 美味しくあたたか
美味 しくあたたか

に！

ワクワク通信では皆様から

のお便りお待ち致しておりま

す。

〒
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石岡市府中
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ワクワク通信まで

茨石商事(株)
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日飲用している。飲み始めてか
ら、約４ヶ月経過したが夫婦
共々便通が良くなったことは
飲用の効果だと思っています。
１本あれば夫婦で１カ月楽
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