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2月 には冬季オリンピックがソチで開催されます。
そして東京で 2020年 にオリンピックが開催されることが決まり、日本中が喜びに沸いています !
今回は、アイスホッケー日本代表選手として札幌オリンピックを始め 3大会に出場された若林修氏と、
株式会社三旺インターナショナル代表取締役 ・前田健司氏の対談をお届けします。



若 林 修 氏 (写真左佃1)の 略歴

1944年 カナダ ・オンタリオ州生まれのアイスホッケー選手 ・指導者。
1969年 西武鉄道入団。翌年からのリーグ3連覇に貢

献 し、西武黄金時代を支えた。

1971年 に日本国籍を取得 し、翌 1972年 の札幌オ

リンピックに全日本のメンバーとして出場。以後インス

ブル ック、 レークプラシッドと 3大 会連続出場。 レーク

プラシッドでは開会式の旗手を務めた。

西武鉄道では 1977年 から選手兼任監督に就任。監督

の 4年 間も含め日本 リーグ 7度 の優勝に導いた。

現在は北海道札幌市在住。

若林さんは数年前からバイオ ・ノーマライザーを食べて、様々な効果を実感 しておら

れます。

このたびフィリピンを訪れ、バイオ ・ノーマライザー製造工場や自社農場を視察され

ました。



スポーツも、仕事も、自分の能力を最大限に生かすには 「気合さえあればうまくい

く !」…という訳ではありません。

元一流アスリー トの若林さんは、今でも現役のビジネスマンとして世界を股にかけ

活躍 していらっしゃいます。スポーツや仕事で簡単に集中力を高め、しかもそのパワー

を維持する夢のような方法を見つけて喜んでおられます。その方法とは… ?

コンディシ∃ンを整えて自己ベス トを出したいあなたに、きっと参考になる素敵な

対談です。

「生涯現役 !」がモットーです

前田氏 :若林さんにバイオ ・ノーマライザーをご愛用頂いていることを大変光栄に思います。

早速ですが、 1985年 に現役を退かれて28年になりますが、現在はどのような活動をな

さっているのですか。

若林氏 (以下敬称略):本 社がバンクーバーにあります Miura Golfと いう会社の役員をし

ております。

現在アジア地区総支配人として海外出張も多く忙 しい日々を送っています。

今はアイスホッケーにかかわる時間はなかなか取れないのですが、今までの恩返しの気持

ちで、子供達の指導にあたったりしています。

前田 :御年69歳の若林さん。

実年齢よりずっと若々しいですが、何か秘訣はありますか。

若林 :現役を退いてからも筋 トレとランニングは続けています。アイスホッケーもシニアチー

ムでたまに楽 しんでいます。

でも、一番大事なことは、年齢を意識せずに常に前向きな気持ちで過ごすことだと思いま

す。「生涯現役 |」がモットーです。

体調管理はバイオ ・ノーマライザーに頼りつきりです

前田 :素晴らしいですね、その考え方はぜひ見習いたいと思います。

若林さんは海外出張も多いと聞いておりますが、体調管理はどのようにされていますか。

若林 :バイオ ・ノーマライザーと出会ってからは、時差ボケに悩まされることが無くなり、大

変助かっています。それまでは、特に北米への出張時は、時差も大きく、大変でした。

睡眠によって簡単に体を現地時間に合わせるということが出来ず、気休めにビタミン剤を

飲む程度のことしか出来ませんでしたが、効果も乏しく、帰る頃にやっと体が現地時間になっ

たなという感 じでした。そして日本に戻ってから、また時差との戦いです。(笑)

海外出張の場合、機内ではなかなか眠れない方だったのですが、今は、食事の後にバイオ ・

ノーマライザーを 1本 (3グ ラム)食 べて睡眠…という形が取れる様になりました。機内で

睡眠が取れると到着 してからの体調が全然違います。

今では、国内海外を問わず、出張時の体調管理はバイオ ・ノーマライザーに頼 りっきりで

す。



前田 :―流アスリー トとして活躍 しておられた現役時代、自己管理をしっかりなさっていたと

思いますが、いかがですか。

若林 :体力的には、筋肉を落とさず体重を維持しなければなりませんでしたので、食事は、肉

類をメインにバランスのとれた食事を心掛けました。

そして毎日の筋カ トレーニングとランニングは欠かせませんでした。

日々の トレーニンクメニューや食事などが、如何に自分にとって大切なものであるかを実

感させてくれるのは、怪我などで戦線を離脱 した時です。

特に トレーニングについては、本当に一日休んだだけでも、復帰後、体力の違いを感 じさ

せられます。

しかし現役中は 「食の安全」に関しては、情報が少なかったこともあり、無頓着だったか

もしれませんね。

昨今様々な情報に触れ、如何に我々が危険な状況下にあるのか知ってからは、化学物質、

添加物、遺伝子組み換え作物などを極力摂らないように気をつけていますね。バイオ ・ノー

マライザーは、この様なことを意識するきっかけを作ってくれました。

また精神面では、アイスホッケーはチームプレーのスポーツですから、とにかくチームメ

イ トとのコミュニケーシ∃ンをはかって、チームの一体感を常に保つように努めていました。

バイオ ・ノーマライザーは単なる健康食品ではない

前田 :バイオ ・ノーマライザーとの出会いはいつごろからですか ?

若林 :もう 3年 ほど前になりますが、妻に勧められたのがきっかけです。

確かにそれまでは、実に様々なサプリメントを摂っていました。選手時代は体力の維持や

回復のためにマルチビタミンを飲んでいました。

バイオ ・ノーマライザーに出会った時も 最初は巻に溢れるサプリメン トの一つくらいに

しか認識 しなかったのですが、資料やホームベージを読む中で、これは他とは違うなという

ことを感 じました。

情報が実にアカデミックで、単なる健康食品ではないことは容易に理解出来ました。

前田 :は じめてバイオ ・ノーマライザーを食べた時のご感想は?

若林 :恐る恐る国にしましたが、あまりの美味しさに驚きました。こんなに食べやすいものは、

他に見たことがありません。

翌日の起床時の爽快感は、直く
"に

実感出来ました !

前田 :現在、どんな時にバイオ ・ノーマライザーを使用 していらっしゃいますか。

若林 :夜寝る前に食べるという基本は勿論ですが、多くの場面で使用 していますよ。

いつも何本か携行 しており、疲労感を感 じた時や、集中力を必要とする時などは、外出先

でも必ず摂取 しています。
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前田 :どんな効果を体感 していらっしゃいますか。

若林 :少 しお話 しましたが、時差ボケの解消や疲労回復は日々実感 しています。

仕事では国際電話会議が多いのですが、英語と日本語が飛び交い、長時間にわたる会議が

多いので、とても神経を使います。

以前は、途中で集中力が途絶えてしまったりしていましたが、今はス トレスを感じること

無く、集中し続けることができています |

これには特に助かっています。

また、小さなスプレーボ トルに溶液を入れ、常備 していますが、傷や発疹や炎症などが直

く
Ⅲ
に治まりますね。まるで 「魔法の水」のようです。

最近は、自分にあった食べ方のタイミングや自分に合う量が分かってきて、より効果が実

感出来るようになってきました。

自分に合った量や、摂取のタイミングを知ることは重要ですね。

前田 :休暇の時にはゴルフをされるそうですね。競技前にバイオ ・ノーマライザーを食べるこ

とで成績や体力に変化はありますか。

若林 :もちろん、違いは大きいですね。

今は、競技前に必ず摂取していますが、バイオ ・ノーマライザーに出会う前と今では、まっ

たく違います。

競技前30分から 1時間前に必ず食べるのですが、ボールがまるで拡大されたような感 じで

しっかりと目に入ってくるのです !

それに不思議なほどにスタミナが違います。最後まで疲労感無くラウン ドを回ることが出

来ますからね。

バイオ ・ノーマライザーは、アスリー トにとって重要な 「体力」、「集中力」の面で非常

に大きな効果が期待できると思います。

スポーツ界には、国内外に知人が多いので、今後是非現役のアスリー トたちにもバイオ ・

ノーマライザーについて啓蒙して行きたいと思っています。

国際会議やゴルフなどのスポーツ時の集中力の違いはいつも実感じ
ありがたく思っています
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効果の確かさを実感、自信を持つてお薦めします

前田 :実際、ご友人にもお薦め下さつているそうですね。何か体験談があれば教えていだけま

せんか。

若林 :自分自身が効果の確かさを実感 していますから、友人知人にも自信を持って薦めていま

す。

前田 :素晴らしい体験談をありがとうございます。

最後になりますが、今後バイオ ・ノーマライザー (商品)や 弊社に期待することはありま

すか。

若林 :バイオ ・ノーマライザーは、原材料の品質、製造工程、品質の管理体制と、どれを取つ

ても、他に類の無い素晴らしい商品です。もっともっと多くの人に知ってもらいたいと切に

思います。

私もバイオ ・ノーマライザーとの出会いがきっかけで、一

般のサプリメン トの製造で行われている成分の抽出であると

か、精製するとかの意味とその弊害を初めて知 りました。

その結果、目から鱗が落ち、これまで善かれと思って摂取

してきた様々なサプリメントは一切やめ、今は、バイオ ・ノー

マライザーのみを食べています。

他社製品をけなすという意味ではなく、原料が良いものであっても手の加え方で、良い成

分も化学物質と化し、体に負担をかけてしまうことを殆どの人は知 りません。私も添加物に

ついては極力避けたいと注意 しながら、長年サプリメン トでせっせと化学物質を体内に蓄積

してきたことに気付き愕然としました。

業
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お酒が大好きの友人が、いつも二日酔いに悩んでいると聞き、薦めたところ、

嘘のようにそれが無くなったそうです。飲酒の前に食べるのがコツで、今はバ

イオ ・ノーマライザーを手放せないと言つています。

家族が抗がん剤治療のあと、一応退院はしたものの、その副作用からか全く気

力を失ってしまい、体力、気力ともに日に日に衰えて行くのをただ見ている状

態で辛い。…という話を聞きバイオ ・ノーマライザーを紹介 しました。みるみる

内に体力が回復 し、今ではカラオケ通いを楽 しんでいるそうで、感謝されてい

ます。

イギリスの友人に自転車レースを趣味にしている人がいるのですが、私のゴル

フの時の経験から、試合前の摂取を薦めたところ、いきなり優勝してしまいま

した !

集中力や瞬発力が増すようで、今も好成績を維持 しているようです。

業
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最終判断を下すのは、我々消費者ですので、正 しい判断を下す為の判断材料を分かりやす

い形で発信 して頂ければと思います。

バイオ ・ノーマライザーについて、研究室では、更なる向上に向けて日夜研究がなされて

いると聞きました。ますますの発展を期待しています。

私も本業の方で、今は世界の拠点づくりに励んでいると

ころです。

その中で、各国においてバイオ ・ノーマライザーの素晴

らしさも合わせて伝えていきたいと考えています。

前田 :あ りがとうございました。

「生涯現役 |」でのご活躍にバイオ ・ノーマライザーがお役に立つよう、私共もよりいっ

そう励んでまいります !

若林さんはなぜ、バイオ ・ノーマライザーを食べることで、良い睡眠と疲労回復、朝の爽快な

目覚めを手に入れることができたのでしょうか。また、なぜバイオ ・ノーマライザーはス トレ

スを処理 し時差ボケを解消 し、大切な時に集中力を保つのに有効なのでしょうか。

《疲労回復 》

疲労は活性酸素で傷ついた細胞が修復されないまま蓄積 している状態です。

倦怠感、コリや筋肉痛という形で現れます。

バイオ ・ノーマライザーはこの 「活性酸素」を消去する作用があるので、若林さんの疲労の蓄

積を防ぎ、快活な毎日のお手伝いができたというわけです。

《脳神経の保護 》

良い眠りもス トレスの解消も集中力の向上も全て
｀
1図神経

″
の働きが重要です。

実は脳にはどんな栄養でも届く訳ではありません。 しかし、バイオ ・ノーマライザーは非常に

稀なこととして、脳関門を通過できることがわかっています。

そして脳を興奮させる物質が出過ぎないように抑えたり、 リラックス状態にする
｀
副交感神

経
″

を高めたりします。おかげで安眠でき、不安を抑え、パフォーマンスの高い仕事が出来る

ようになるという訳です。

(研究 :岐阜大学大学院連合農学研究科 ・岡山大学医学部分子細胞医学研究施設)

あなたの素晴らしい能力を最大限に生かすのに

バイオ ・ノーマライザーがお役に立ちますように !



若林さんはパルナバクリニックも訪問され、子供たち、スタッフと触れ合いのひと時をすごさ

れました。

バルナパクリニックは、フィリピンのスービックにある小さな産院です。

ここで日本人の冨田江里子さんが看護師と助産師の資格を用いて、お産だけでなく

貧 しくて病院に行けない様々な患者さんを看ています。

病名もわからない状態の人、高熱、やけど、腎不全、白血病、がん、エイズといっ

たかなり厳 しい病態の方にバイオ ・ノーマライザーを食べてもらい、良い結果を得

ています。

子供たちに
アイスホッケーを教える

子供たちとスタッフに囲まれて記念撮影

この会報は、会員の皆様にバイオパシー協会の活動目的

である、医療情報の提供を目的として制作しています。

商品の購入は自己責任でご決定くださるよう、お願いい

たします。

この会報の著作権は、バイオパシー協会に帰属していま

す。いかなる目的であれ、無断で使用することを固く禁じ

ます。


