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はじめに              

此の度は、ＭＫ－５のカラー版資料を送らせて頂きましてありがとうございました。 
ご覧頂いたご感想を伺いたく、一文をしたためました。 
まだご案内の機器を体験なさっておられませんので、本当の感想など出る筈も無いとは

存じますが、取り敢えず印刷物でのご感想などお聞かせ願えれば幸いと存じます。どうぞ

宜しくお願い申し上げます。 
その前に、私の感想をご披露させて頂きたいと存じます。 

ＭＫ－５  との出会い 

私の場合は、東京で、この機器で検査を受けている患者さんの評判を聞いて、同じ検査

を受けた私の友人が、治療の道４０年の私に、半信半疑の印象を解明して呉れないか、と

機器を持って治療家を連れ、土浦まで来訪して下さったことから接触が始まりました。 

検査前の姿   

文書的な資料は何も無く、いきなり持参のパソコンの前に、「どうぞ」、と座らされ、頭

からヘッドホンをかぶり、小型マイクのような物に向かい、パソコンの画面を見ているよ

うに指示されました。衣服は着用のままでした。 

基礎データーのパソコン入力         

治療家は、機器をセッティングし、マウスを動かして操作を進めておりました。 
準備が出来たようで、私の名前、年齢、性別、血液型を尋ね、パソコンに入力していき

ました。ＲＨ因子の＋－も聞かれましたが不明のため＋と入力しました。 

検査開始 

そして治療家は、「では検査を始めますよ。人体は脳内の血流の良し悪しが健康の基本に

なりますから、先ず、脳から検査を始めましょう。」と言うとマウスをクリックし始めまし

た。 
 途端にパソコン画面に人体頭部が写し出され、無数と思われる走線に沿って、黒い四角

のマークが走り移って行きました。 
 無数に見えたのは 初の印象で、実際には、それでも数十箇所はあると思われる定点を

黒い四角のマークが走り出し、走り終わるとびっしりと定点に鎮座していました。 

検査結果は直ぐ目で見える脳の検査       

 治療家は、やおら口を開きました。 
 「実は、この画面に現れた画像は、あなたの脳内の状態を示しております。」 
 「色の黒いのは、何らかの問題点を抱えている、と言うマークです。」 
 「どこか具合の悪いところはありませんか」と尋ねられました。 



私は彼の来訪に際し、私の健康状態について何一つ伝えてはありません。 
しかし、脳内に問題点があるようだ、と指摘された訳です。 

 正直、少なからず驚きました。事実だったからです。でも、まだ半信半疑でした。 
          
治療家は、「今の検査は、脳を側面から観察した映像です」。脳内だけでも３２項目   

も検査が出来ることを告げると再びマウスをクリックし始めました。 
  次に現れた画面は、明らかに頭部の横断面でした。 
  又、走線に沿ってマークが点灯し始め、あっと言う間に輪切りにした脳内が画面一杯

黒い四角のマークに埋め尽されました。 
黒一色は、紛れもなく問題点あり、の表示です。 
私は、ここで半信半疑の気持ちを少しばかり変えました。 

心臓の検査 

そこで、今度は心臓の画面に変えて貰い、検査を頼みました。 
操作方法は脳の場合と同じでした。変わらないのは脳の検査結果と同じで、ものの見事

に四角い黒のマークが鎮座していました。 
 
勿論、治療家に心臓についての健康状態のことは何も話してはおりませんでした。 
しかし、この映像で見る限り、何らかの問題点がある筈、と言うのが治療家の見解でし

た。そして、「病院での検査診断を一度受けられたら如何でしょうか」、と続けました。 

胃の検査 

そこで、私は、健康状態としては何ら異常を感じていない胃の検査を頼みました。 
結論から申しますと、パソコン画面に表示されたマークは、綺麗な黄色のマークの羅列

でした。問題点は何も無いことを現している、と治療家は明るい顔で伝えてくれました。 

この機器が図示するマークの種類と内容 

この機器は、人体各器官の健康状態を６段階に分類し、６は、黒の四角印で問題点あり、

２は黄色の六角形印で現在は問題点無しを表し、１，３，４，５と、夫々意味と形が色別

に出るように作られている話も、其の時に聞きました。 
更に、脳、心臓は勿論、人体殆んどの器官が、細胞、遺伝子レベルまで測定でき、230

項目に及び検索、検証可能なスグレモノの機器であり、且つ、見つけた問題点を修復と言

うか、治療と言うか、調整する能力をも兼ね備えていることも説明されました。 

調整機能が命運を分ける         

そこで、黒マークの脳に向け、調整用のクリックに切り替えて貰い、色の変化を観察し

ていたところ、黒色のマークが次々と紫紅色に変わってきました。 
でも、その形は下向きの三角で、数値で言うと４でしたから、少しだけ改善されたと理



解するにとどまりました。 
更に、クリック操作を繰り返しておりますと、次第に同じ三角でも上向きに変わってき

ましたが、その日の体験では、問題点が全く無い黄色マークには遂になりませんでした。 

この機器の信頼性と「凄いっ」の称号        

実は、この変化しなかったことが、かえって私にとっては、この機器の信頼性を高めて

くれる結果となりました。 
画像上で完全改善しなかったことが、機器の信頼性につながったのには訳があります。 
この検査器ＭＫ－５の体験は、今年の１月下旬のことですが、実は、昨年１０月、私は

ＭＲＩで脳検査の結果、脳梗塞一歩手前を指摘され、すんでのところで命拾いをしてきた

ばかりだったのです。約２週間入院し、血管拡張の特殊点滴治療を受け、現在も月に一度、

点滴を受け、投薬も続けております。 
 病院での治療を受けているのは脳だけでなく、実は、心臓も肥大しているとの診断で同

じ病院で加療中だったのです。 
私も７７歳ですから、どこかが具合悪くなっても不思議ではないのですが、症状も何も

告げずに問題点をあぶり出したこの機器に、「凄いっ」、の称号を与えることに何の躊躇も

ありませんでした。  

画像検査の結果は数秒で分かる           

もっと「凄いっ」と感じたのは、この画像検査に要した時間です。 
脳の側面で実働時間数秒、断面でも数秒、心臓でも側面だけでしたがやはり数秒、断面

も検査出来ますが同じように黒マークになることは明白で今回はカットしておきました。 
胃の検査も、数秒で黄色マークの羅列を見ることは同じでしたが、１月は初回、デモは

お終いにして調整のための次回来訪を依頼いたしました。   
つまり、治療家にとってはリピート予約が出来たことになります。（治療師同士の内輪話） 

ダウジングという検査法          

私は、セミナー受講生の皆さんご存知のように、ダウジング操作に精通していると自認

しており、事実、患者さんの施術に際し、その疾患の原因箇所を探り、且つ、治療点に対

する施術法まで確証出来る技術にまで育て上げておりますし、現実、このダウジングの結

果に基づいて数多くの患者さんに病院での検査をお勧めもして参りました。 
なぜなら、私の専門は整体ですから、脳関係を含め、内臓諸器官を原因とする疾患につ

いては領域外になるからです。 
内臓体表反射理論と言う学説もあり、現に肩こりは勿論、腰痛、膝痛にいたるまで内臓

諸器官、殊に脳内血流の良し悪しにも十分な配慮と、優先治療が必要なことを認識している

からです。つまり施術にも、どこから矯正し始めててゆくかが問われることになります。 
 優先順位をはずすと、整体師がいくら頑張っても、肩こりすら改善出来ないだろう、と

言うのが私の持論です。 



 当然のことながら、私は自身にダウジングを試み、ＭＲＩの検査受診を希望した訳です。 

大病院の検査予約            

脳内と心臓に異常があることをダウジングは示しており、且つ、自覚症状もあるのです

から当然の成り行きで、地元の総合病院にＭＲＩの予約を申し込みました。 
しかし、受診は３週間先でした。     
その結果に対する処置法の指示相談は更に、２週間先になることも告げられました。 
検査結果にある程度の時間がかかることは分かりますが、こんなに結果が先延ばしにな

るなんてことは想像しておりませんでした。 
今まで何人もの患者さんに、病院での検査を気軽にお勧めしていた認識不足を悔いもい

たしました。さぞ患者さんは、イライラなさって結果を待っておられたのでしょうね。 

ＭＲＩによる検査結果           

症状から推察したり、ダウジングで予測は出来ていたとしても、そんなに悠長に検査や

結果を待つ気持ちの余裕も時間もありませんでした。 
幸いに同じ整体師の仕事をしている息子の治療院を、院内に併設して下さっている内科

病院の院長に相談したところ、何と脳血管の専門医師が勤務している総合病院に、週一回、

応援診療に出向していて早速その病院を紹介して下さいました。 
院長紹介のお陰で、即日、ＭＲＩを含めた諸検査が受けられ、結果も数時間後に分かり、

やはり脳梗塞一歩手前も判明、直ちに入院、血管拡張剤の点滴治療が開始されたことは前

述の通りです。ＭＲＩの検査には、脳の部分だけでも２５分ほどかかりました。 

私の見立て 

脳血管専門の医師は、今年 2 月、その病院の院長に就任されましたので、何かと融通を

利かせて頂けるようになり、ダウジングで脳に不安が感じられる患者さんを、積極的に、

この病院に紹介するようになりました。 
紹介した患者さんのすべてが、病院でのＭＲＩの検査結果がダウジング通りでして、お

蔭様で私の見立ては、その病院では的確だ、と評判になっているそうです。 
 
しかし、検査費用だけでも数万円。 
完全に病気と認定されれば、入院費も含め健康保険も利きますが、検査だけですと自費

負担になりますから病院診察も作戦が必要ですよね。 
 
さて、話を元に戻しますが、このような疾患治療を続けている状態のさ中に、私はこの

機器の体験をしたことになります。 
後だしジャンケンのような形になりましたが、結果としては私のダウジングも、病院の

ＭＲＩも、この機器も全く同じ結果になっていたことに私は驚きと感動を覚えました。 
 



私の受けた治療家の検査料金            

この時の画像検査料金は、請われるままに 5 千円をお支払いしましたが、この治療家は、

どなたにも 5 千円で診てあげているそうです。 
因みに、東京のある病院では、この画像検査機器を使い、脳なら脳で１項目、１万円、

複数項目では３万円の検査料がかかることも聞きました。 
 
５千円は、時間的にも費用的にも格安と思いますが、だからこそ、ひっきりなしに画像

検査を受けに来たり、検査後の調整に何回も通って呉れるのではないだろうか、とも治療

家は話してくれました。 
この画像検査と調整は、健康保険は利きませんので、この格安さは、患者さんもさぞ喜

んでいることでしょう。 
私は、その後、週１回のスケジュールで往診を頼み、好転を期待しての調整を続け、検

査後の経過を観察いたしました。 

調整治療の回数と目標 

検査は一項目、数秒で完了ですが、調整は黒マークが黄色マークに変化するのを期待し

て実施しますので、時間の許す限り繰り返せますから時間は無制限です。 
私の場合、何回繰り返しても、好転したポイントでも黄色の箇所はポツポツで、精々下

向きの三角印、大半は上向きの三角、紫紅色のマーク４までしか変わりませんでした。 
しかし、その筈です。 
先月、半年振りにＭＲＩで病院の検診を受けましたが、脳内血管の詰りは、前回よりは

好転しているものの、まだ詰まっている箇所がある、との結果でした。 
ここでもＭＲＩと、画像検査機器とは全く同じ結果になっていた訳です。 
 
ＭＲＩは検査だけですが、この機器は検査後の調整機能まで持っているのですからスグ

レモノとも言えます。 

どこがどう悪いのか、素人には分らないＭＲＩの写真    

又、ＭＲＩは、焼き付けた写真を医師が見て判断し、患者さんに説明してくれますが、

写真を見せられても、どこが、どう悪いのか、判る患者さんは恐らくいないでしょう。 
しかも、判るのは検査結果であり、後に続くであろう治療行為の参考にするのが目的で

す。直接、治療が出来る機能はありません。 
 
実は、私のダウジングも、考えて見ますとＭＲＩと同じで、問題点の発見と、治療方針

の確定までは出来ますが、施術行為そのものは、横山式筋二点療法なる技術を使い、治癒

に向けての施術に入らなければなりません。 
検査と治療は別個の行為になると言うことになります。 



ところが、この画像機器は、マウスのクリックの押し方は全く同じでありながら、検査

から調整、つまりセラピーに移れる機能ソフトが付いているのです。 

この画像検査機器の操作法            

マウスをクリックするだけですから力は全く要りません。 
 しかも、検査したり、調整したいと思う箇所は、あらかじめパソコンの中にインプット

されていて、脳内から爪先に至るまで２３０項目もの箇所が簡単に取り出せる仕組みにな

っています。染色体、遺伝子レベルまで測定出来るのには只只驚きでした。 
人体の解剖学や、生理学の知識の余り無い、いわゆる家庭人でも簡単に操作出来るスグ

レモノであることも分かってきました。 
 一般家庭にも結構な台数が使われている話も、成程と頷けました。 
  
私に限らず、まして治療業や、エステサロン、人様の健康に携わっておられる方には、 

正に垂涎の代物に感ずるだろうな、と強く感じました。 

治療師は想像よりも過酷な仕事        

 ところで皆さん、私は日頃から或る持論を持っております。 
 それは、私自身も含めて、「治療師は、患者さんより患者である」、と言う持論です。 
 治療師の仕事は、想像以上に過酷な仕事であることに起因します。 
 重症な肩こり、背部痛、腰痛、足のむくみ、それに指圧するにも指が痛くて押圧が出来

ない、等等、我慢しながらの施術に従事されておられる方が少なくないようです。 
 でも、治療師は、沽券にかかわるのか、他所の治療院には中々行きたがらないのも通例

のようです。 
 
 我慢の連続ですから私の例のように、脳梗塞予備軍の方が意外に多いようです。 
 現実に、私のセミナーの受講生の中にも既に何人かは脳梗塞で倒れられ、その後の治療

行為は自分自身に対して行わざるを得ない方もおられます。 
 恐らく同じ苦難の道に入られた治療師の方は少なからずおられる筈だと思っております

が、さて、倒れられたと仮定して、人様の疾患を治して上げられた技術があったとしても

自分自身の疾患を治すことは、もはや不可能だろうと思わざるを得ません。 

この画像検査機器は自分自身の治療調整も可能       

 このような状態になった場合、当然、病院での手術、注射、点滴、投薬などの治療も必

要でしょうが、平行して、この機器での調整セラピーが、身近で、毎日、しかも時間に制

限無く何時間も続けて出来れば、どんなに心強いだろうな、と真剣に考えました。  
 
 「凄いっ」、の一語につきる、このスグレモノの画像検査機器を、欲しくて、欲しくて堪

らなくなっても何の不思議もない、との思いでした。 



この画像検査機器の正式名称と販売価格 

 この画像検査機器の名称は、「音調装置ＭＫ―５」。又、「生体情報測定器」、「ヘルスケア

画像検査器」とも言われていて、ロシアからの輸入機器、販売価格は３９９万円です。          

すべて現金一括払い、リースも、分割販売も一切無し、と言うデーラーの強気の話しは

既に聞いていて、私はこれまで、頭から私には高値の花、と購入のことなど全く考えるこ

ともなく、只、調整セラピーにお出で頂いている、との認識しかありませんでした。 
 
しかし、調整回数が増えるにつれて、この検査器への購入欲望が日に日に強くなってき

たことは事実です。兎に角、治療師である私にとって、こんな魅力のある治療用具は今ま

でお目にかかったことはありませんでしたから。 
  

 それにしても、こんな高価な機器を良く買えたな、この治療家は。 
 治療家でも、ピンからキリまで、この治療家は余程のお金持ちなんだな、と本当に思い

ました。そして、一般家庭でも結構購入していて使っていることも聞いておりましたから

有る所には有るんだな、と羨ましくも感じました。 
 
 そして、恐る恐る、冗談まじりに、しかし、不躾な質問を切り出して見たのです。 
 「こんな高価な機器を、良く買う勇気がありましたね。感心しますよ。 
 それにしても、あなたはお金持ちですね。」と。 

治療家はこうして高価なＭＫ－５を購入した 

 彼の答えは意外なものでした。 
 「私も 初、この機器の値段を聞いたとき、とても手の出せる機器ではないと思いまし

たよ。私も、そんなお金持ちではありませんからね。」と、笑って答えました。 
  
「でも、これまでも時代の先取りと言いますか、沢山の人様が取り入れる前にこそビジ

ネスチャンスがある、と信じてきましたし、これからの健康志向と、病気になる前の段階

で食い止める未病対策への厚労省の切り替え政策から考えても、この機器の果たす役割は

大きく、ビジネスとしても将来有望だと結論づけたのです。」 

未病対策とＭＫ－５           

 「どうしても欲しい。でも、お金は無い。でも欲しい。 
 今でも思います。どうしても欲しい、手に入れたい、と思う気持ちが唯一、解決してく

れた道でした」、と。 
いつの間にか、治療家は熱弁を展開していました。 
 
「健康産業にも色々な分野がありますが、病気になってしまった人への治療や、病気に



かかりそうな状態の方のお役に立つことが出来る、この機器を使った今の仕事に、生き甲

斐を感じています。」と、熱い思いを語ってくれました。 
 
治療家冥利に尽きる、と語る彼の言葉には、若いけれど、しっかりしているな、と言う

印象を強く感じました。 
 
帰り支度に入った彼を引き止めたのには訳がありました。 
どうしても聞きたいことがあったからです。 
「お金は無かった」、と言う彼が、どうして高額な、この機器を手にすることが出来たの

か、についてです。 

彼の資金調達の一部始終          

お金が無いと言っても、当時１００万円位は手持ちが、あったそうです。 
でも、全然足りません。そこで細君の実家に事情を話し、１００万円を借りたそうです。 
でも、まだ足りません。銀行に相談したところ１００万円なら貸すとのこと、勿論、借

りました。実際は銀行が窓口となる信販会社からでしたから利息はやや高めでした、との

こと。 
後、９９万円になった時、親しい友人から思いもかけない提案を貰ったそうです。 
「それは私もメンバーになっている或るサークルの集まりの席でのことでした。」、と治

療家は、思い起こすかのように話を続けました。 
 
「彼が今、買おうとしている機器は、素晴らしいらしいし、或る研究会の友人に聞いた

話だが、 近は国家財政の中での医療費の占める割合も鰻登りで、その抑制策として厚労

省も病気になる前に予防する、いわゆる未病対策に力を入れてゆく政策を検討しているら

しいよ。」 
「これから彼がやろうとしている事業は、まさしくそこに目をつけて、そのために有効

な機器に巡り合った、と言うことだ。」 
「どうだ、俺たちもこの話に一丁乗ってみないか。後９９万円、俺たちで作らないか、。」

と言う思いもかけない提案でした。 
 
「当然、そこで詳しく MK－5 の素晴らしさを説明した訳ですが、結局、衆意即決、一人、

１０万円づつ出し合うことで話しが纏まりました。」 
 
「正確な言い方をすれば、出資、と言うことになるのでしょうが、親しくしている友人

同士。配当がどうの、返済がどうの、などの話もなく、数日後には１００万円が集まりま

した。」 
「この時こそ友人の有り難さを知り、又、サークルで、わいわい騒ぎながらも日ごろか

らの活動が、信頼に繋がっていたことを実感したことはありませんでした。」、と。 



 「実は、この時の資金の集め方が、資金不足で機器の購入を足踏みせざるを得ない状態

の方への有効な助言になり、この方法で購入を果たされた方からは、今でも、えらく感謝

されています。」 
「こんな例もありましたよ。」と治療家は話続けました。 
「或る治療院では、矢張り購入資金の調達に苦心して、信頼してくれている患者さんに

声をかけ、一人１０万円づつ出資して貰い、その方々には、１０万円分に相当する検査調

整券を差し上げる方法で MK-5 を購入されました。」「どうせ、調整セラピーには、今後、

何回かは通わなければならないだろうし、家族の検査調整にも使えるし、もっとユニーク

な作戦は、交付されたこのチケットを、知人や友人に売って貰っても良いことにした、こ

とでした。」 
「１０万円分と言いますと、１回の検査料が５千円としても、２０回分のチケットを差

し上げれは良い訳ですし、しかも、交付されたチケットを他人に譲っても良いとなれば、

そんなに負担とは思われないようで、患者さんの紹介にも繋がった、と反って良い反響に

なった、と言っていましたよ。」、と。この方法は、使えるな、と私は感じました。 
 
又、「金融公庫は、銀行などと違い、比較的容易に長期返済で融資してくれるようですよ」、 
ここまで一気に治療家は話してくれました。 
 
人様の懐具合まで聞き出されるとは、治療家も想像していなかったでしょうが、私とし

ては、何か、先行きに明るい光を感ずる一日になりました。 

治療家は遂にＭＫ－５購入          

かくして、旬日の後には、この機器が治療家の元に届き、大活躍の日々がスタートした、

とのことでした。 
私の所へ来られたのは、丁度、機器を購入して半年立つか立たないかの時だったそうで

すが、操作も説明も納得させるのに十分な運び方に感じました。 
 
週一の往診で、私の黒マークは、黄色マークが所々に見られるまでに好転してきました

が、まだ上向きですが三角マークが多く点在していました。 
しかし、有効に調整機能を進めている実感はありました。 

ＭＫ－５を手元に置きたい！！         

同時に、再び、この画像機器を手元に置きたい。そして、毎日、自分自身で出来る調整

治療を計りたい、との思いが、いやが上にも高まって参りました。 
手元にあれば、自分も出来るし、第一、患者さんにも当然掛けて上げられる。 
むしろ、患者さんに掛けて上げ、未病発見に助言すべきではないのか、真剣に考え始め

ましたが、とどの詰まりは、資金調達の難関突破をどうするか、で一頓挫。 
私は７７歳、主人は８４歳、もう金融機関から縁遠いことは百も承知でしたから。 



探せば必ずある隠された金脈         

 でも出ました。打出の小槌。 
 裏方に徹している主人の才覚、又、爆発してくれました。 
 窮すれば通ず、まさに窮余の一策が主人の頭から飛び出したのです。 

得々特別キャンペーンに活路         

 それが、私のセミナーで使っている教材ＤＶＤの「得々特別キャンペーン」での割り引

き販売でした。 
 既に、定価でお買い下さった何千人もの受講生諸氏には申し訳なかったのですが、この

機器の購入で、受講生の方々にも多分近い将来、恩恵をお与え出来る筈との思いで立案し

た、と主人は話しておりますので、必ず、そうなると信じてのキャンペーンでした。 
 
 私か原理発見、開発した治療技術は、「横山式筋二点療法」と言いますが、この技術をお

教えするセミナーにご参加頂くのには、先ず、実際のセミナー会場での技術指導の場面を

撮影したＤＶＤを視聴してから実技セミナーに参加できるシステムを構築しておりますの

で、どなたも、この教材ＤＶＤを購入して頂かないと先に進めないことになっております。 
 
予備知識を持って実技指導を受けますと、理解吸収が格段に高い事実が検証されたからで

す。 
 
 「基本技術篇１３巻」、「難疾患治療法篇１９巻」、「整体エステ篇８巻」を刊行しており

ますか、１巻は、夫々、１３，０００円で販売しております。 
 
 「得々特別キャンペーン」では、この価格を一括購入の方に限り、１巻、８，０００円、 
実に、５，０００円の割引価格に設定しての販売に踏み切った訳です。 
 
 破格も破格、大奉仕の作戦でした。 
 しかし、この企画は大当たり。裏方先生、又又のヒット大作戦でした。 
 購入された受講生も、確かに、得々ですから大喜びは勿論でした。 

ＭＫ－５の購入資金準備完了         

かくして、機器購入代金の調達は無事クリアー出来ました。そして購入出来ました。 
DVD をご購入下さった多くの受講生には、重ねて御礼申し上げる次第です。 
 
以来、私自身への調整操作は、当然毎日続けておりますが、来院される患者さんにも掛

けて差し上げる時間も大幅に増やしました。 
しかし、いつものように整体施術の後、掛け始めてみて驚きました。 



主訴である疾患部分は当然ですが、それ以外の箇所、例えば多いのが矢張り脳内、次に

心臓、そして、大腿部の血管、肝臓、膵臓、胃、大腸、子宮、卵巣、前立腺などに、黒マ

ークが発見される患者さんが少なくありませんでした。 

患者さんの大多数も黒マーク 

これには、さすがに私も驚きを隠せませんでした。 
未病、病気一歩手前、いや既に病気になっていて、暢気に、しかも悠長に肩こりなんか

治している場合かっ、と叱ってあげたいような気持ちになる患者さんもおられました。 
 
これらの事実は、病院のＭＲＩなどの検査と違い、患者さん自身の目で、現在の自分の

体内状態を、画像を見ながらの判断ですから納得せざるを得ないことになります。 

手術・注射・点滴・投薬のための病院紹介      

黒マークが多い場合、二三度、調整は試みますが変化が遅い場合、躊躇することなく、

病院での精密検査をお勧めしており、患者さんへのきめ細かい奉仕を心がけております。 
 
一項目、数秒で出来る、この機器による画像検査は、年齢や、時間的にも制約が無く、

これからも大いに役立ってくれることと期待している昨今です。 
 
地元の皆さんには、広告媒体を使い、パンフレットを配布いたしましたが、日頃、健康

不安を感じておられる市民の方は、意外に多く、連日、検査予約が入ります。 
私の治療院でも、検査並びに、調整料は、治療家にならい約 1 時間で５千円に設定いた

しましたが、投下資金の回収は、予想よりも早く実現できそうです。有難いことです。 
 
東日本では、福島の原子炉爆発で、飛散した放射線の被曝量が問題視されており、殊に、

幼児、青少年の内部被爆による「甲状腺」への影響が心配されております。 
当然、MK－5 も「甲状腺」に万一の影響があれば、黒マークが出る筈ですので、その発

見に一翼を担うべく、医師団と諸準備の協議を進めているところです。 

感謝、感謝、感謝 

この機器を開発したロシアの科学者に感謝、この機器の輸入に踏み切った、デーラー、

株式会社アルマローズ・ジャパン、西川昌男社長の先見の明と、勇気にも感謝、そして、

今回の治療家との出会いに感謝、勿論、引き合わせてくれた友人にも。 
同時に、購入に際しての見事な役割を演じた錬金術師の主人にも感謝。 
      
いつの日か、私も誰かさんに感謝されることを夢見ながら、今後も MK-5 の有効な使い

方を研究し、精進を続けたいと思っております。 
研究すれば、研究するほど奥が深い生体情報測定画像検査器、それが MK―5 です。 



おわりに 

 
この機器との出会いから、検査並びに、調整治療に至る経過の数々、それに購入に際し

ての資金調達と投資資金の回収作戦まで、これまでの経緯についての感想を書かせて頂き

ました。 
 
末尾になりましたが、資料をご覧下さって、関心をお寄せ下さるお気持ちになられたあ

なた様にも感謝申し上げたいと存じます。      
 
 ごく近い将来、あなた様にも、実際にこの機器による検査を体験して頂く機会を作りた

いと思っておりますが、取り敢えず、お送り申し上げました文書によるご感想をお聞かせ

願えれば幸いです。是非、お願い申し上げます。 
 
 私の構想と致しましては、せめて各県の数個所に、このＭＫ－５の拠点を催け「人間ド

ック」に近い形で、「未病サポートドック」を展開する情報交換綱を作り、日本全国に未病

発見が出来る体制が作れる様になれば良いなあと考えております。 
  
 放射線の影響を受け易いとされる幼児、青少年の甲状腺の検査、調整に関する研究も既

に始めております。 
  
又、「体験ものがたり」では書きませんでしたが、この機器には、検査の結果を踏まえた 

サプリメントや、漢方薬などの適否も表示されますから、今後の研究課題にしたいと思っ

ております。 
更には、当然、皮膚、毛髪、筋肉、爪に至るまで検査、調整が可能の特性を活かし、美

容、エステの分野での展開も有望視されており、関心は各方面に広がっているようです。 
 
人助けになり、しかもビジネスにもなり得る、ＭＫ－５の設置運動に、是非、お力を賜り

たいと念願しております。 
 
 現時点で、私の治療院ではＭＫ－５を２台保有、１台は来院の患者さん用、１台は購入

希望の方へのデモ用として全国をかけ巡り始めております。 
 検査体験をして頂きませんと、この機器の真価は正直分かりません。 
百聞は一見に如かずと申します。体験ご希望の方、どうぞご一報下さいませ。 

                                     
平成 24 年 6 月 24 日記 

                                

敬具 


