森下自然医学 Topics
新設 お茶の水クリニック・八王子分院

『米壽庵』のご案内

米壽庵

米壽庵
【住

坂道を上ると、左手に米壽庵の玄関があり、右手に
は森下長寿研究所があります

所】〒 193 0842 東京都八王子市西浅川町 157
☎：042 669 5600
FAX：042 669 5601

【診
療】7 月 1 日（月）より診療開始
●診療受付：10：00 より、それぞれの方のご都合でご来院ください。
受診料―初診：16,200 円（税込）
＋MSD 測定（2 臓器 6,000 円）
再診：10,800 円（税込）
＋希望により MSD2 臓器 6,000 円
※クレジットカードはご利用いただけませんのでご了承ください。
●診療は、すべて電話での完全予約制になっています（同居家族の方も会員と同じよ
うに診療を受けることができます）
。米壽庵を初めて受診していただく際には、まず、
国際自然医学会・特別会員となっていただきます。未入会の方は、診療日に入会手
続きをしていただきます（年会費 6,500 円）
。
主な検査項目
・血圧測定
・身体測定
・骨密度測定
・血中酸素飽和度測定
・MSD（MK 5） ・森下氣能内相（毛髪）検査
・尿検査（必要に応じて）
●予約受付：14：00〜16：00（月〜土）
☎：042 669 5600
院長及びスタッフが自然医食療法を実践するために必要な食事法とその理論を指導
いたします（米壽庵では、酵素玄米ご飯をご用意しております）。
＊診療は、森下自然医学をご理解いただくことが何よりも大切と考えます。そのため、森下敬一院
長の著書を必読の上、お電話くださいますようお願いします。
＊ご家族の同意書のご記入をお願いしております。ご家族のご理解とご協力がいただけますよう
お願いします。
＊健康保険は適用外となっておりますので、ご了承ください。
＊入院設備はございません。
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【治療予定内容】森下流玄米・菜食法（適塩・適水）を基幹とする
MK 5 による氣能（波動）エネルギー注入法
1 臓器 3,000 円（税込）
2 臓器 6,000 円（税込）
第 1 チャクラ温活による体毒一掃法
7,000 円（税込）
はり
きゅう
鍼・灸・整体療法
5,000 円（税込）
カッピング療法
5,000 円（税込）
枇杷葉温圧療法
3,000 円（税込）
ホルミシス敷布睡眠療法
ハナビラ茸・乳酸発酵酵素療法
パワーストーン療法
バドガシュタイン式坑道型茶房（ヒマラヤ岩塩）療法
―経絡造血誘導を促す催眠術……近々開始予定
蜂針療法…………………………………………………………近々開始予定
※タオル（フェイスタオル）が必要になる場合がありますのでご持参ください。

木 曜 談 話 室

7 月 25 日は中止となりました。
日時：8 月 29 日（木） 13：00〜15：00
場所：米壽庵 1 階セミナールーム
会費：1,000 円
先着 25 名様（必ず事前に「米壽庵」にお申込みください）

※以上のことがらは、今現在の予定でありますので変更もあります。最新の本月刊誌で
ご確認くださいますよう、お願い申しあげます。

森下氣能内相（毛髪）検査のお申し込み方法
●検査対象・料金：初診の方も希望者にはおすすめしております。ご本人の「毛髪」から、森下
氣能医学に基づく内臓氣能値の測定、補助強化食品・薬草茶との相性、穀類や副食との相性等
を測定します。森下氣能医学の誇る最先端検査です（患者様のみ対象となります）。
検査料：20,000 円（税込）
宝石との相性検査をご希望の場合、追加 2,000 円（税込）
●毛髪郵送方法：ご本人の毛髪 1g（小筆 1 本分）をビニール袋（またはラップ）に入れ、アルミホ
イルに包んで、検査料と共に、現金書留郵便にて、米壽庵宛にご郵送ください。送状には、診
察券番号・氏名・生年月日・血液型・住所・電話番号に加えて、最近の体調・病状・食事内容
「結果郵送」の
等を詳しくご記入ください。また、診療予約日（郵送前に電話でご予約ください）、
有無も明記してください。
●検査結果：森下氣能内相検査受付日より約 2 週間〜1ヶ月後に診療の際にお伝えします。結果郵
送をご希望の方には院長の所見をまとめた食事箋をお送りします。所見結果の郵送料金として
別途 1,000 円を同封してください。
※お手持の宝石や疾患に合わせた宝石など、ご希望の宝石との相性検査等は、別途料金となりますが、それぞれご相談に応じます。
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●陽碌燦

森下グループ取扱い商品

・龍躍燦 （7 月入荷予定 5,460 円）

（6,825 円）

・まこと （6 月末入荷予定 10,500 円）

】
・和方茶【どくだみ
（997 円）
・よもぎ（1,102 円）
・くこ
（1,102 円）
・はぶ（945 円）

●印は商品がございます。・印は今後入荷予定です。
（6 月 6 日現在 代金は全て税込み価格）

（いずれも 7 月上旬入荷予定）

お茶の水クリニックの転院にあたり、いろいろとご不便をおかけしております。
6 月号にて、
「国際自然医学会・事務局」
（本郷・唐木ビル 3F 廊下突当り）にて、通販・販
売を行っている商品を掲載しましたが、改めて販売をしている商品、入荷時期、申し込み・
お支払い方法をお知らせします。ご確認の上、お申込みいただけますようお願い致します。

＊お申込み方法＊
◆住所

氏名

電話番号

カルテ番号又は会員番号

商品名

個数を明記の上、なる

べく FAX またはメール（E‒mail：info@morishita‒med.jp、ホームページの資料請
求）にて商品の注文をお願いいたします。

《クリニックの患者様のみの商品》
●春寿仙

●ハイクロα

（11,340 円）

●ハナビラ茸・乳酸発酵酵素

●ゲン

＊お支払い方法＊

（8,100 円）

●黒龍長寿茶

●特 A 茶・特 F 茶・特 R 茶

（FAX がない場合は電話でのご注文もお受けいたします）

◆現金書留、または商品受け取り時の代引きにてお願いいたします。

（4,320 円）

◆ハナビラ茸、ホルミシートは現金書留のみでの受付となります。ただし、送料は商

（各 4,320 円）

品引取り時に代引きでのお支払いとなります。

（13,800 円）
（7,020 円）

【国際自然医学会

《国際自然医学会 会員様のみの商品》
● ACT

〒113 0033

（7,350 円）

●南十字星

東京都文京区本郷 1 7 3

（火〜土曜日

（8,400 円）

●特 M 茶

商品受付】（唐木ビル 3 階廊下突当り）

TEL

（5,400 円）

唐木ビル 3 階

受付時間 9：00〜4：30）

03 3814 6786

FAX

03 3811 8571

・QRT（6 月中旬入荷予定 8,400 円） ・森の鼓動（6 月末入荷予定 3,990 円）

・萬緑胚（7 月末入荷予定 6,300 円） ・森の桂樹

（未定）

【ホルミシートのサイズ】

《どなたでもお買いもとめいただける商品》
●発酵ウコン粒
●天山薬蔘蜂蜜

●しじみエキス（ペースト）
●ナトキンパワー

22cm

13cm

（5,250 円）
（8,640 円）

17cm

17cm

17cm

（10,500 円）

●ホルミシート（セラミックシート） （大
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29cm

（7,140 円）
8,000 円）

（中

6,000 円）

（小

4,000 円）

大

8,000 円

中

6,000 円

小

4,000 円
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