
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般医療機器 

 

 
 



ライフウェイブパッチとは何か？ 
 

パッチはどのように機能しますか？  

 

体内の赤外線周波数を反射することによって動作します。 

日光が日焼けを助けるのと同じように、 ライフウェイブのパッチは軽い周波数を使って身

体に無線で通信します。  

 

 

パッチはどのようなものですか？  

このパッチは、体内に進入しないナノテクノロジーのホメオパシー成分を使用しています。

衣服の上から装着しても効果的に使用することもできます。 

この技術は最先端であるため、化学物質や薬剤や栄養が何も体に入らないのに身体に多大

のメリットを与えるという事を信じがたいかもしれませんが、その効果は絶大です。 

。  

               パッチは安全ですか？  

はい、ライフウェイブパッチは非常に安全です。 

体内に何も入らないので、カウンターサプリメントやハーブを引き継ぐ場合には懸念され

る薬物と相互作用しません。  



  

パッチはどのくらい速く働きますか？  

非常に迅速に。 

アイスウェイブパッチは、わずか 15 秒で痛みを軽減することができます！エネルギーエ

ンハンサーパッチのユーザーは、適用から 20 分以内に強度とスタミナとエネルギーの増加

を通知します。  

ナイトウェイブパッチは深くて安らかな睡眠を得るのに役立つように、1 日の睡眠と 3 週

間の連続した睡眠を取ることができます。  

SP6 コンプリートパッチによる食欲の減少は即座であり、一貫した使用により改善されま

す。  

グルタチオンパッチは、24 時間以内に重金属排泄を増加させ、48 時間の使用で 300％を超

えるグルタチオンレベルを上昇させます。 

 

市場では、この「アンチエイジング」抗酸化物質を Y-Age パッチよりも速くすることはで

きません。  

              科学的証拠はありますか？  

はい。 

ライフウェイブは、自社製品の有効性を証明する複数の独立した調査を実施している数少 

ないネットワークマーケティング企業の 1 つです。 

16 以上の二重盲検プラセボ対照試験が実施され、より多くが計画されています。  

研究論文や要約をダウンロードするには、http：//www.lifewave.com を閲覧してください。 

 

あなたは人生の質をどのように改善することを選択しますか？ 

もっとエネルギーが欲しいですか？ 

苦痛が少ない？より若々しい外観？  

ライフウェイブを使っているのは誰ですか？  

忙しいお母さんからオリンピック選手に至るまで、ライフウェイブは一般的な問題に対す

る包括的な健康ソリューションを探している多くの人々に恩恵をもたらしました。 

若くても老いも、ライフウェイブパッチはあなたが非常に素早く見た目と健康を手助けす

ることができます。 

ライフウェイブは、 馬、猫、犬などの動物にも大きな成果をあげました。  

アメリカベストセラーの健康作家、スザンヌ・サマーズは、彼女の最新ベストセラー、Knock 

Out に グルタチオンのがん予防効果に関する臨床効果など CEO、David Schmidt とのイン

タビューが掲載されています。  

多くのエリートやオリンピック選手がライフウェイブを支持し、世界記録も破られました。

これらのアスリートの話を読んでみるには、http：//www.lifewave.com/inthenews.asp にア



クセスしてください。 

David Schmidt  

創業者 CEO デビッドはライフウェイブ・テクノロジーの考

案者であり、ライフウェイブの創業者です。  

デビッドはニューヨークの Pleasantville にあるペース大学

で経営情報システムと生物学を学び、30 年以上にわたって事

業と製品開発を手がけてきました。 

その後、起業に 向けての努力を重ね、製造や製品開発に携わ

る複数の優れた企業を所有するに至りました。 

そのうちの一社、Advanced Applications Group 社は、軍事

および民事用 のエネルギー製造技術を専門とする研究開発

センターです。 

同社在籍時、David は 水素と酸素を生成する新たな手法を開発しました。 

さらに多重燃料の羽根なしタービ ン発電システムを設計･試作し、金属燃焼ロケットエン

ジンも建造していますこの革新を評価され、デビッドは国際栄誉殿堂の  Alexander 

Marinaccio 博士から名誉学位を 授与されました。 

さらに、General Dynamics 社と米国海軍向けの緊急酸素システムの設計において見せた活

躍により、海軍の次世代小型潜水艦プログラムに招聘されたのです。  

LifeWave Technology は、光線療法を通して人間の体に無線通信を行うことで脂肪の燃焼

を増加し、エネルギーやスタミナを自然に強化するデビッドの 3 年間の研究 から生まれ

ました。 

これを実現するために費やした 15 年間のデビッドの努力が実り、 現在、ライフウェイブ・

テクノロジーは一般に公開されています。  

デビッドは世界中で 100 件以上の特許を取得し、そのうち 70 件以上が再生科学とテクノ

ロジーに関して います。 

彼の発明の 1 つ、二重らせん伝導体はアイルランド科学基金の研究助成金 を受け、アイル

ランド国立大学ゴールウェイ校（NUIG）及び再生医療研究所 （REMEDI）による複数の

研究で評価されました。この研究プログラムにより、電磁場 と非電磁場の新しい組み合わ

せを作る本装置の使用により、創傷治癒の速度に幹細 胞の注入と同等の改善が見られるこ

とが明らかになりました。この経験は、デビッドに 人間の幹細胞の活性化を図り、若々し

い状態を作るために光線療法を手段として使 用する可能性を認識させました。この療法は、

高価で危険を伴う幹細胞の注射を必 要としません。その後 10 年間の研究の積み重ねを経

て X39 パッチが生まれました。 2002 年以降、ライフウェイブの最高経営責任者となった

デビッドは、当社のグローバ ルな経営を監督し、米国、アイルランド、台湾に支社を持ち、

世界中の国々に販売施 設を持つなど、100 国以上にその運営を拡大してきました。結果ラ

イフウェイブは Inc. magazine 誌の最も急成長した企業ランキングに複数回、ランクイン



しました。 

X39 

 

 

 

 

 

 

 

 

エックス 39（一般医療機器）定価 17500 円 

 

LIFEWAVEⅩ39 の特徴 

パッチを貼るだけで肝細胞を活性化しペプチドを上昇する最先端の再生医療！ 

 

・急速に痛みを軽減     

・精神的な明瞭さ     

・減少した炎症     

・創傷治癒のサポート 

・エネルギーとバイタリティ     

・スポーツパフォーマンスの向上    

・運動からのより速い回復     

・改善された肌の外観     

・薬物、化学物質、興奮剤不使用 

・睡眠の質と長さの劇的な改善。 

・急速な創傷治癒。 

・線やしわの発生が少なくなります。 

・傷跡の減少。 

・より大きなエネルギーレベル 

・性欲の改善。 

・若さへのリニューアル・・・・そしてもっと 

 



Y-Age グルタチオン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y-Age グルタチオン（一般医療機器）定価 9100 円 

LIFEWAVE グルタチオンパッチの特徴 

どのパッチよりも最優先で使うべきパッチ 

パッチ装着後 24 時間以内に体内グルタチオンレベルが平均 300％上昇！ 

驚異のデトックスサポート 

 

グルタチオンパッチは、私たちの身体の “Master antioxidant” 主たる抗酸化物質である体

内 グルタチオンレベルを上昇させる自然で安全な方法です。  

  

グルタチオンについての事実とアンチエイジングプログラムにおける利点 

グルタチオンは私たちの人体に自然に存在する物質です。 

 

・我々の体が老化するにつれ、グルタチオンのレベルが低下し始め補給の必要性がある。 

・グルタチオンは主な抗酸化物質であり、私たちの全体的な健康に重要な役割を果たす。  

・年を重ねるにつれて体内に毒素が蓄積することがある。 

・グルタチオンは毎日接触する多くの毒素から身体を保護する。 

・年齢を積重ねるうちに、食物や呼吸する空気の中で、多くの重金属を受ける。 

・グルタチオンは水銀などの重金属を体から取り除くことが知られている  

・グルタチオンは運動能力を向上させ、持久力を助けることが知られている  

 

 

 



Y-Age カルノシン 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Y-Age カルノシンパッチ（一般医療機器）定価 9100 円 

 

LIFEWAVE カルノシンパッチの特徴 

                 

多くのアスリートやフィットネス愛好家は、Y エイジカルノシンを使用して自分自身をさ 

らに推し進めていますが、日常生活の中で最高のパフォーマンスを体験できる人を助ける 

ことができます。 

・器官の生体電気的特性を改善する  

・集中力の UP（レーサーが額などに付けてレースに出場します） 

・細い線としわの出現を軽減するのに役立ちます*  

・スタミナが最大 125％増加することが臨床的に示されています*  

・強度と柔軟性を向上  

・全体的な健康を改善します  

・器官の生体電気特性を改善します 

・カルノシンは人体に自然に存在する体内物質である  

・体を老化すると、カルノシンのレベルが低下し始め、補給の必要性がある 

・カルノシンは抗酸化物質であり、私たちの全体的な健康に重要な役割を果たす 

・カルノシンに関する研究は、アルツハイマー病の原因の一つであるプラークから脳を保 

護できることを示している 

・カルノシンの研究は、他の栄養素よりも DNA をより良く保護することを示している 

・ カルノシンは、古い細胞を若く健康な細胞に変えるユニークな能力を持っている 

・ カルノシンは、結合組織の修復を介して創傷治癒を促進することが知られている 

・ 運動能力を改善するためにカルノシンを使用するための特許が発行されている  

・ 光線療法の特許取得済みの独自形式 



Y-Age イーオン 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y-Age：Aeon® 抗ストレスパッチ （一般医療機器） 

LIFEWAVE イーオンパッチの特徴 

第三者機関により、装着後、わずか 10 分で自律神経バランスがサポートされた研究結果が

実証済 

消化、代謝、心拍数など、あなたの身体の不随意活動の大部分の働きをサポート 

Y-Age イオンパッチは、かつてないほどユニークな製品です。  

ライフウェイブが実施した臨床研究 では、パッチには次のような利点があることが判明し

ました。  

 

・身体のストレスを軽減するための臨床試験  

・炎症を減少させる臨床試験  

・便利で使いやすい  

・体内に薬品が入らない  

・自律神経調整のサポート 

・精神統一が必要とされるスポーツのサポート 

究では、赤外線イメージングは 、イオンに応答して炎症の減少を示しました。 

他の臨床試験は、イオンが C 反応性タンパク質（炎症に応答して上昇する）を低下させる

ことを実証しました。  

炎症は、しばしばストレスの症状であり、健康な組織や DNA を損傷する可能性があるた

め、これは重要です。  

アンチエイジングの新しい時代  

日常生活のストレスは、私たちの加齢に大きな影響を与えます。 

 



エナジー・エンハンサー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エナジー・エンハンサーパッチ （一般医療機器）定価 9100 円 

LIFEWAVE エナジー・エンハンサーパッチの特徴 

急速で薬物を使わないエネルギーを想像してみましょう…  

・持続エネルギー  

・有害な薬物や興奮剤はない  

・便利で使いやすい  

・速い結果  

・アスリートのパフォーマンス UP 

・ハードワーカー（肉体労働者の活力） 

・脂肪燃焼効率の UP（ダイエットサポート） 

エネルギーエンハンサーパッチは、この知識を使用して、身体の鍼治療のツボを刺激し、エ

ネルギーの流れを改善し、使用して数分以内に薬物を含まないエネルギー増強をもたらし

ます。  

  

アスリートによるパッチの使用はドーピングではなく、WADA（World Anti-Doping 

Organization）の肯定的意見によって確認されています。 

いつでもより多くのエネルギー、強さ、集中力「オリンピック選手たちが使用する新技術 

は、今でもご利用いただけます。  

世界ではプロスポーツ選手のエリートによって使用されています。  

  

 



アイスウェイブ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アイスウェイブパッチ （一般医療機器）定価 9100 円 

LIFEWAVE アイスウェイブパッチの特徴 

 

急速で化学薬品を使用しない安全な痛みの軽減を想像してみてください…  

・安全で自然な痛みの軽減  

・全身および局所痛みに使用できます  

・便利で使いやすい  

・速い結果  

弊社独自の非経皮パッチシステムは、痛みや不快感を改善するために、文字通り身体のエネ

ルギーの流れを改善する鍼治療のツボを静かに刺激する新技術を使用しています。  

アイスウェイブパッチが結果を得る

実際の前後の写真を見て、どのように

「ホットスポット」の減少がはっきり

とわかるかを確認してください。 

この局所的な熱作用は、過剰な熱が傷

ついた領域に減少し、続いて痛みの軽

減、痛みの 軽減、および特定の損傷部

位への運動範囲の回復を意味するの

です。  

 

 

 



ナイトウェイブ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナイトウェイブ（一般医療機器）定価 9100 円 

LIFEWAVE ナイトウェイブパッチの特徴 

 

ドラッグフリーの睡眠を想像してみましょう…  

今はライフウェイブパッチがあなたのものだと想像してください。  

 

・睡眠改善のための自然の代替 

・服用する薬や薬はありません  

・良質な睡眠 

・便利で使いやすい  

・旅行などの環境変化に最適 

 

ライフウェイの非経皮パッチシステムは、睡眠改善のために身体のエネルギーの流れを改

善するために使用される、鍼治療のツボを静かに刺激する新技術を使用しています。  

ナイトウェイブパッチは、この知識を使用して、エネルギーの流れを改善し、薬物を含まな

い睡眠を生成するために身体のツボを刺激します。  

1 ヶ月以内に不眠症が職場での過度の眠気につながることを示す研究。 

 気分障害、エラーの増加、事故の増加、家族や社会的問題。  

慢性不眠症は、心血管疾患、糖尿病、肥満の発生率がはるかに高く、消化器疾患、欠勤、懲 

戒問題、分離、離婚および死亡の問題と病気の発生率は、一般に通常の午前 8 時から午後 

5 時以外の仕事パターンが多いということが統計的な数値としては傾向値が高いデータが

出ています。  



SP6 コンプリート 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP6 コンプリート（一般医療機器）定価 9100 円 

LIFEWAVE SP6Complete パッチの特徴 

 

・あなたの食欲を制御し、調整するのを助けます  

・あなたの渇望を減らすのに役立つかもしれません  

・便利で使いやすい  

 

ダイエットパッチ（ＳＰ６）は、腸内細菌からの信号を遮断し、人間が本来必要な分だけの 

食欲・空腹感を取り戻すことができます。  

勘違いしてはいけないのが、食べられなくなる・食べないではありません！  

あくまでも、過剰な摂取をしなくなるサポートになります。  

ダイエットパッチ（ＳＰ６）により適切な食生活を取り戻し、本格的なダイエットに取り組

むには、エナジー・エンハンサーとカルノシンを使用して効率的に脂肪燃焼運動をすること

で、リバウンドのないダイエットを可能にすることができます。  

６ステップ  

 

STEP 1 Use our amazing new patch to control your appetite!（パッチを使用する）  

STEP 2 Use a liquid detox and meal replacement!（体に悪い食事をやめる）  

STEP 3 Eliminate the bad foods, add the good foods!（正しい食事・栄養を摂る）  

STEP 4 Hydration!（水分を多く摂る）  

STEP 5 Exercise!（適度な有酸素運動を行う）  

STEP 6 The Emotional Factor（ポジティブな気持ちで日々を過ごす）  



アラビダ 

 

 

 

 

 
 

 

アラビダ（一般医療機器）定価 9100 円 

LIFEWAVE ALAVIDA パッチの特徴 

ALAVIDA アンチエイジングパッチは、体のフリーラジカルの生成を減らすことによって、

内側から肌を清潔にすることを目的としています。 

しかし LifeWave ALAVIDA 非経皮的アンチエイジングパッチは、単なる美容パッチではあ

りません。  

第三者機関における研究データは、 アラビダパッチを 1 週間に 5 泊連続で 30 日間 2 

泊休むことにより、前頭葉、視床下部の生理学的機能状態が大幅に改善されることを示して 

 創業者であり CEO の David Schmidt は、2 種類のパッチしか使用できない場合は、Alevida 

と X39 を使用することを 2 つのパッチを組 

み合わせて使用することを強くお勧めしています。  

ALEVIDA の光はどのように身体に働くのか ？ 

  

アラビダはその自然なホルモンの影響に視床下部の感受性を高める, 下垂体前視の機能を

正規化し、体内の性腺トロピンとメラトニンのレベルを調節します。 

・ヒト細胞におけるテロメアの延長による人間の寿命の増加  

・より深い睡眠の促進  

・年齢関連疾患の遅延と予防  

・皮膚の健康と外観の改善  

・傷ついた筋肉細胞の治癒と悪化筋細胞  

・老化のために松葉機能を失った高齢者のメラトニンレベルを復元し、正常化する  

・感情的なストレスに対する抵抗を高めることができる  



アラビダスキンケアセット 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アラビダ（一般医療機器）定価 23800 円（2 ヶ月分） 

LIFEWAVE ALAVIDA パッチの特徴 

初日から活気のある肌が実現  

  

・およそ 90%のモニターが、3 週間後には全体的な外見が大幅に改善したと答えました。 

・モニター全員が、使用後すぐに肌のうるおいが大幅に改善されたと答えました。 

・モニターの 70%以上が、わずか 3 週間後に肌のハリが大幅に改善されたと答えました。 

・およそ 80%のモニターが、6 週間後には肌の輝きが大幅に改善されたと答えました。 

・大小のしわを見えにくくします。 

・明るい肌ツヤを演出し、若々しい輝きを取り戻します。 

・お肌の色むらを均一化します。 

・毎日 24 時間、うるおいを与えます。 

・お肌のハリを取り戻します。 

即効性で効果の長続きするアラビダは、使い始めたその日から、お肌を美しく保ち、若々し

い輝きを取り戻すお手伝いをします。また、皮膚科専門医によるテストおよびアレルギーテ

ストを実施しており、あらゆるタイプの肌に使えるよう開発されています。さらに人工保存

料不使用で、安心してお使いいただけます。 



注意事項 

 

このテキストは LifeWave のパッチを使って医学上の主張をしていません。 

創業者デビッドは、一人の開発者であり研究者です。 

従ってこの製品案内はライフウェイブ製品に関する医学的な主張は行っていません。 

あくまでも第三者機関を通じた技術的な研究結果の情報であり、その情報を共有するため

のもので、私達のいかなる製品においても医療的な効果を保証するものではありません。 

本製品の研究報告は、https://lifewave.com/science にて開示されているものです。 

目的は、ライフウェイブ社が提供するフォトセラピーパッチを詳しく説明する資料です。 

したがって特定の疾病に関することは、適切な免許を持った医療従事者による適切な診断

と治療の代わりになりません。 

会員および非会員は、特定のケースに対する特定の治療について資格のある医療従事者に

相談することを強くお勧めします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


