
アイスウェーブ体験談 

 

私はアイスウェーブの痛みパッチを使用して素晴らしい結果を得ました。 

医者は私にさまざまな種類の鎮痛剤を処方していましたが、IceWave を使い始めてから鎮

痛剤を飲んでおらず、今は釣りに行くたびに友達と共有しています。 

- クリス・ビーズリー、ベンソン、NC 

 

私は 18 ヶ月間右足に痛みを感じた。私は 3 人の医者で安心していましたが、30 秒以内に足

の痛みはなくなりました。 

インシデント、それは本当に動作します! 

- アンディ・F (ノースカロライナ州) 

 

首に一定の痛みがあった。1 から 10 のスケールで、10 最悪の痛みで、私のはレベル 5 でし

た。 

しかし、20 秒で痛みはなくなりました。 

- レベッカ M,イーズリー,サウスカロライナ州 

 

私は腰痛、レベル 6 は 1 から 10 のスケールで持っていました。90 秒以内に痛みはなくな

りました。 

- ブルース S、グースギリシャ、サウスカロライナ州 

  

私は 1 から 10 のスケールで強度 6 の腰痛を持っていました 

私は 5 年間それに苦しんできましたが、私は私のシャツにアイスウェーブを固定した後、

30 秒後になくなりました。私が数日間苦しんできた股関節の痛み、レベル 7 は、20 秒で消

えました。数年間、私は左足の小指に感受性を持っていませんでした。ジョンはエネルギー

パッチの束を取り、私のストッキングと靴にそれらを押し込み、私がつま先の感受性を取り

戻した場合、スタンドに戻るように言いました。私はいくつかのパッチを買うために 15 分

後に戻ってきました。つま先に対する感受性が戻ってきました。それは本当に素晴らしいで

す。 

トニーD (サウスカロライナ州) 

 

私は 1 から 10 のスケールでレベル 5 の中背痛を持っていました。45 秒後に痛みはなくな

りました! 

スコット H , ユニオン (サウスカロライナ州) 

  

サウスカロライナ州のプロのオフショア釣りガイド 



私がボートに乗っているとき、非常に強烈な首の痛み。今日、痛みはレベル 6 です。25 秒

以内に彼の首の痛みは完全に消えていた。 

これらのパッチには何がありますか? 

フレッド・R 

 

膝の痛みは、犬が足を離そうとしたことによって引き起こされたレベル 3 でした。30 秒で、

IceWave パッチが衣服の上に適用され、膝の痛みはなくなりました。 

分かりませんが、うまくいきます! 

ベン・スミス (サウスカロライナ州コロンビア州) 

 

背中の痛みは 1〜10 のスケールでレベル 5 であり、20 秒以内に痛みはなくなりました。私

もレベル 8 の右手の痛みを持っていましたが、30 秒でそれもなくなりました。 

すごいです。 

ジョン・G (サウスカロライナ州) 

 

数年前の自動車事故のため、腰の痛みはレベル 3 でした。60 秒以内に痛みはなくなりまし

た。 

アイスウェーブありがとう! 

ホープティリア(ノースカロライナ州ローリー) 

 

私は 5 年以上左股関節の骨疾患のために毎日 15 の非常に強い鎮痛剤を服用しています。 

ジョンは 3 月 20 日に私の左股関節に IceWave パッチを貼りました。今日は 3 月 22 日で、

20 歳から痛みを感じていないし、3 月 20 日から薬を飲んでいません。痛みがなかったおか

げで、5 年以上で本当の睡眠の最初の夜を過ごした。アイスウェーブのおかげで、私は生き

る喜びを取り戻しました。私はもう痛みが私の人生をコントロールさせるつもりはありま

せん。3 月 21 日、私は再びサイクリングをしていて、何年もできなかったので、家を上か

ら下まで掃除しました。この会社とアイスウェーブについて私の話を聞きたい人全員に話

します。 

デビッド・S,ファームビル(ノースカロライナ州) 

 

娘が家に駆け込み、レクリエーションセンターに 10 秒で肩の痛みを消し込んだ男がいると

言いました。背中が長い間痛かったので、私は何でも喜んで試してみました。痛みは 1~10

のスケールで 9-10 の強度で、22 秒で消えたなんて信じできません。 

牧師に言わなきゃ 

エセル・サンプソン (ノースカロライナ州ニューバーン) 

 



私は 2 年前に肩の手術を受けました。痛みは 1~10 のスケールでレベル 5 でした。10 秒以

内に痛みはなくなりました。 

私はとても驚きました。何年も激しい腰痛に苦しんでいる母を迎えに家に帰るために車に

飛び乗った。 

アイスウェーブありがとう! 

ベティ・サンプソン (ノースカロライナ州ニューバーン) 

 

肘の痛みは 1 から 10 のスケールでレベル 7 で、10 は最悪の痛みでした。痛みは 30 秒で消

えた。 

左右の膝の痛みはレベル 6-7 だった。痛みは 60 秒以内に両膝から消えた。 

シフ・ドナルド・ラソン (ノースカロライナ州ニューバーン) 

  

チャールズ・アップチャーチ 72 年のベテラン私は 20 年以上慢性的な肩と手の痛みに苦し

んでいます。 

戦争退役軍人援助委員会は、それができる限りのことをしましたが、実際には、彼らは痛み

と一緒に暮らすことを学ぶように私に言いました。 

3 月 12 日月曜日、私はフォーオークスのキングスレストランで食事をしていました。 

ノースカロライナ州、デール・ノリスが昼食に来た時彼と一緒に会ったことのない人がいた。 

ジョン・チャンスは私を見て、彼が最初に言った言葉は「私は彼女を知らないが、彼女が多

くを苦しんでいるのを見る。あなたが私を許してくれるなら、私はあなたを助けようとしま

すが、それはあなたに一銭もかかりません。だから、長い話の短い話で、ジョンは私の肩に

2 つの茶色のパッチと私の手に 2 つの茶色のパッチを貼りました。数分以内に私は違いを感

じ始めました。 

デールとジョンが立ち上がったとき,私はジョンにいくら借りているか尋ねました。彼は、

私が彼に何も借りていない、そして誰かが何かを借りているならば、それは私が国のために

してくれたことのために私に恩義を受けたのは彼だと答えた 

肩や手の痛みを経験していないのは数年ぶりです。 

私はこの製品を売ることができると思います。 

チャールズ アップチャーチ, フォー オークス, ノースカロライナ州 

 

マーク・アンドリュース、真実で唯一の Chickenmanusa.com。マークは何年もの間、訓練

を受けた鶏をイベントで使ってきた。あなたは動物の惑星、ペットテレビ、今夜のショーと

デビッドレターマンにマークを見たことがあるかもしれません。 

ノースカロライナ州ダンにあるジョンのオフィスに、膝に整形外科のブレースを持って歩

いた。医者は私が手術を受けなければならなかったと言った。IceWave パッチを着用してか

ら数分以内に、私はブレースなしで歩うことができました。アイスウェーブパッチは私にと



って大丈夫です。 

マーク・アンドリュース (11) 

 

私の最も親しい友人の一人が LIFEWAVE について私に話しに来て、私は「はい、もちろん、

何も体に入っておらず、私の睡眠を助け、痛みの軽減を提供します」と思いました。 

さて、サイレントナイトパッチで 3 日目の夜の後、私は彼らが本当に動作することを確信

しました。私は友人に、このパッチが彼女の慢性的な背中の痛みで私の母を助けることがで

きれば、私は変換するだろうと言いました。(母は腰痛のため 2 年間教会に行けなくなりま

した。画像のアール・フラー左テリー・リッチ教授、右 

IceWave パッチを使用した最初の週から,母は教会に戻ることができました。IceWave パッ

チはまた、私が足と足に感じた痛みを排除するのに役立ちました。今は LIFEWAVE ALL 製

品をお勧めし、今日はライフウェーブコンサルタントです。 

テリー・リッチ、4 度の世界ソケシップ殿堂教授、エド・パーカー・ケンポの第 7 ダン 

3 ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ映画のファラー 

AMAA 法執行の殿堂と軍事トレーナー 

クリントン・マーシャルアーツのオーナーは 30 年間 

 

「私は 100 キロ近く自転車に乗り、45 キロ後に四頭筋に痛みや乳酸を感じ始めましたが、

最後の 12 キロの間に斜面で回復しました」 

プリンビル、OR 

 

「私はしばらくの間、手根管症候群のために手と手首の痛みに苦しんでいます。アイスウェ

ーブはすぐに副作用のない腫れや痛みを和らげます。私は胸骨に白いパッチを置き、私に最

大の問題を引き起こす手に薄茶色のパッチを置きます。私は通常、数分以内に違いを得ます。 

アトランタ (ジョージア州) 

 

「私は自転車で仕事に行くと、パッチが完全に右肩の痛みを解決できることを見つけます。

エネルギーレベルは高いままで、感情的にも肉体的にも人生に直面することがわかりまし

た」 

D.S.(ポートランド) 

 

昨日、私は 3 年前にオートバイの事故に巻き込まれた男性に IceWave パッチを適用しまし

た。彼の右足は圧迫され、膝の下で曲がっていた。医者は彼の足を救う可能性が 5%あると

言った。彼らは成功し、今日、彼は歩くことができるが、彼は彼の胃の問題を引き起こす多

くの薬を服用する必要があります。 

そこで、右膝の外面に白いパッチを、同じ膝の内面に茶色のパッチを、白い方と反対の位置



に置きます。救済は瞬時だった。その後、私は彼が痛みを感じた右肩のポイントに別の茶色

のパッチを適用し、12 時に対応する位置で茶色のものの上に約 5cm の白いパッチを適用し

ました。繰り返しますが、あなたの腕を動かすことで瞬時に救済。 

私は白いパッチの正しい位置を選択したことを確認するために、私は 3.00、6.00 と 9 時に

対応する位置に移動しようとしましたが、彼らは彼の顔の表情に不快だったので、私は再び

それを移動しました午後 12 時に彼はほっとため息をついた。 

私の手紙を読んでくれてありがとう 

マーク・K,ライフウェーブ・ディストリビューター 


