
秋 田

20since 1999 th anniversary

創立 周　年

地 球 環 境 蘇 生 セ ミ ナ ー

雪 解 け を 祝 う

懇親会参加者には2019 年の

無濾過純米「和一郎」生酒を１本プレゼント！ 容量：300mL

018-874-9316株式会社STS プロジェクト本社お問い合わせ／

〒019-2611 秋田県秋田市河辺戸島字七曲台 120-10
 TEL ／

入場
無料3.17

2019

定員120 人

STS プロジェクト本社２F
〒019-2611 秋田県秋田市河辺戸島字七曲台 120-10

場所

STS PROJECT　代表

共に生きるすべての生態系と調和のとれた水を念頭に

置き、蘇生エネルギー情報水調整装置を開発。

刻々と変化する環境に耐えうる蘇生器を次々に発表。

正しい思い、正しいテクノロジー、それに伴う行動を

提唱し「後世に誇れる水を届けたい」と邁進中である。

半田 和憲

特別講演
懇親会

開始時間 17：30～

のお知らせ

セミナー終了後、同会場で行います。

参加者プレゼント！

※和一郎･･･Sky ハーモニーウォーターで仕込んだ日本酒です。

懇親会費 2,400 円 ( 税込 ) ※お弁当代

会員限定 完全予約制



2019.2

＜紹介者さんより　ひとこと＞

株式会社エステーエスプロジェクト
本　　社 〒019-2611

秋田県秋田市河辺戸島字七曲台 120-10
TEL 018-874-9316　FAX 018-874-9312

※販売の内容は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。※特別販売は、STS 会員限定の販売となって
おります。予めご了承ください。※販売製品によって、数に限りのある場合がございます。予めご了承ください。

⑤優雅【５個セット】
（１個１００ｇ×５個）

7,500
5 個セット 15,120円 ( 税込 )・10,000P のところ

円 ( 税込 )・Pなし

使うほどに生態系を蘇生する
全身用蘇生多機能石鹸

④メビウスエイト
（１箱１ｇ×３０包入り）

10,000
1箱20,412円 ( 税込 )・10,000P のところ

円 ( 税込 )・Pなし

究極の高濃度糖鎖　全細胞を蘇生し
自らの免疫機能を高める機能性食品

特別
販売

30,000
10 箱セット 48,600円 ( 税込 )・30,000P

円 ( 税込 )・Pなし 70,000
30 箱セット 129,600円 ( 税込 )・90,000P

円 ( 税込 )・Pなし

10,000
3 箱セット 16,200円 ( 税込 )・9,000P

円 ( 税込 )・Pなし

アミノ酸と複合発酵ポリフェノール配合
ＳＴＳスペシャルドリンク

●バイオアミノ 30
　にはバランスよく
　重要な成分が含ま
　れています。

複合発酵
ポリフェ
ノール

燕巣抽出
糖鎖

希少糖

クエン酸

バナジウム水

含有アミノ酸
・L- アルギニン
・L- シトルリン
・L- オルニチン

・L- バリン
・L- ロイシン
・L- イソロイシン

③バイオアミノ 30【30箱セット】
（１箱３０ｍＬ×３本入り×3０箱）

①バイオアミノ 30【3箱セット】
（１箱３０ｍＬ×３本入り×３箱）

②バイオアミノ 30【10箱セット】
（１箱３０ｍＬ×３本入り×１０箱）

通常会員価格

通常会員価格 通常会員価格配送料無料 配送料無料

XXXBioAmino

1セット20,412円 ( 税込 )・10,000P のところ

10,000 円 ( 税込 )・Pなし

通常会員価格

特別価格特別価格

特別価格

特別価格 特別価格

特別価格

通常会員価格通常会員価格

至秋田南 IC

至協和 IC国際教養大学
至秋田空港

河辺
戸島野球場

日本海東北自動車道
秋田自動車道

七曲臨空港工業団地

至大仙
至秋田市内 国道１３号線

和田駅
岩見川

ADK
システム

河辺 JCT
STS プロジェクト本社

〒019-2611
秋田県秋田市河辺戸島字七曲台 120-10

アクセスＭＡＰ◎講師
蘇生エネルギー情報水調整装置開発者

STS プロジェクト代表　半田和憲

佐　賀

松　本

東　京

福　岡

セミナー
情報

◎定員 120 名

◎定員 70 名

場所 佐賀市文化会館 １F イベントホール
佐賀市日の出１丁目 21-10 TEL 0952-32-3000

場所 松本市勤労者福祉センター ３F（3-1 会議室）
松本市中央４丁目７－２６ TEL 0263-35-6286

①排ガスの無害化②燃料の省エネ化③パワー
アップ等のテーマを『テラエネルギー』と
『光触媒エネルギー』の活用によって実現化。

⑥プラズマ X
（1 本 100ｍL×X-1 ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ用
1 本 100ｍL×X-2 ﾗｼﾞｴｰﾀｰ用）

◎参加費 無料

3 ／ 31（日）

場所 グランパークプラザ３F 301 大会議室
東京都港区芝浦 3-4-1 TEL 03-5441-2100

4 ／ 28（日）

4 ／ 14（日）

5 ／  5（日）

◎定員 190 名

場所 福岡国際会議場５F 国際会議室（501）
福岡県福岡市博多区石城町 2-1 TEL 092-262-4111

◎定員 200 名

13:30～16:00

（受付 12:30～）

13:30～16:00

（受付 12:30～）

10:00～17:00

（受付 9:00～）

10:00～17:00

（受付 9:00～）

活動者研修会

会員限定・完全予約制

活動者研修会

会員限定・完全予約制


