
エナジーエンハンサー体験談  

 

「私は 2009-2010年のワールドカップシーズン中とバンクーバーでの 2週間の競技期間中、

オリンピックの際に LifeWave のエネルギーエンハンスパッチを定期的に使用しました。

LifeWave のパッチは、私のエネルギーレベルが高く、意識の高まりを感じました。私は彼

らのスポーツ活動でその余分なものを探しているすべての選手にライフウェーブをお勧め

します。 

スティーヴン・D・ラングトン 

10 アメリカオリンピックボブスレーチーム 

レイクプラシッド (ニューヨーク州) 

 

プロゴルファーPGA シニア 

私の動きの範囲の増加は信じられないほどです 

 マイクビーバー、(D-) 

シカゴ・ベアーズ - フェミ・アヤンバデホ 

 

こんにちは。私の名前はオバフェミ・アヤンバデホです。私はグレッグ・スミスをコーチと

して私と兄のブレンドンに紹介してくれた喜びを持っていました。 

私を知らない人のために、私は 1992 年にサンタクズ高校を卒業しました。また、カブリロ

大学に 3 学期通い、サンディエゴ州立大学に奨学金をもらい、アメリカンフットボールを

代表していました。私は心理学の学位を持っています。この 11 年間 NFL で過ごし、ミネ

ソタ・バイキングス、ボルチモア・レイブンズ、マイアミ・ドルフィンズ、アリゾナ・カー

ディナルス、シカゴ・ベアーズでプレーしました。ボルチモアでプレーしていた時、私は

2000 年のスーパーチャンピオンシップチームのメンバーとして 3 年間いました。私はそれ

が私の 2 番目に高いチームの結果だと考えています。私の最大のチームの成果は、私が 1991

年にメンバーだった SCCL バスケットボールチャンピオンシップチームでした!!!! 

ご存知の方もいらっ的に言いますが、私はアリゾナ・カーディナルスでプレーしている間、

1 月に NFL のドーピングテストに合格しませんでした。それで今年はプレーできませんで

したが、2008 年に強く復帰するつもりですし、正直な競争の完全性に違反したことがない

ことをみんなに知ってもらいたいと思っています。私は禁止物質を含む 3 週間のサプリメ

ントを服用していました.禁止物質は、サプリメントを生産する会社によってボトルに意図

的に置かれました.また、サプリメントの成分リストから意図的に省略した。現時点では、

彼らはコロラドベースの ALRI 補充を訴えています。この事件の前に、私はどのレベルでも

ドーピングテストに合格する問題を抱えたことがありませんでした。これらは事実です。

USA Today は最近、テストされた 60 以上のサプリメントの 25% が禁止物質を含んでい

たことを発見した独立したラボからの情報を公開しました。.これらの物質は、エフェドリ



ンも含まれている蛋白同化ステロイドであることが判明しました。. 

多くの高校生と多くの大人がトレーニングでサプリメントを使用しています。これらの

人々の一部は、したがって、長期的な損傷を引き起こす可能性があり、これらの薬物にさら

されています.ステロイドを使用するあなたのコミュニティの十代の若者と大人がいると言

うことは公正です, HGH や他の違法物質.私は、誰もが故意に、または最終的に肯定的な効

果よりも害を引き起こす何かに自分の体を服従させない代わりを見つけるのを助けたいと

思います。ドーピングテストに失敗したので、私はもはやサプリメントを使用せず、デビッ

ド・シュミットのライフウェーブ製品を独占的に使用しています。休息や有機食品の食事も

効果を高めるのに役立ちます. 

___________________________________________________________________________ 

 

最近、私たちは素晴らしいジム機器を購入しました - ドアの支柱にインストールするリフ

トバー。それは私にとって特に謙虚な経験でした。私はこれらの演習がいかに難しいかをす

っかり忘れていた。腕を外側のグリップに伸ばして、1 本も作れきができませんでした!だ

から、私は腕が互いに平行な位置で、私の目の前で直立して働くように手を近づけました。

だから私は何とかそれの 2 を作ることができました。次の 2 週間で筋肉が強まったので、

先週の金曜日に、私は 7 を作ることができました。土曜日から木曜日まで筋肉を回復させ

るためにそれを取りました。 

 

昨日、月曜日、私は実験をすることに決めました。私は一時的に私の足首(腎臓 3 - 私の最

高の場所)にエネルギーパッチを置き、エクササイズをするためにバーに行きました。今朝

は今日の午後 11 時と 9 時に間に合いました。これは、あるセッションから別のセッション

への飛躍です。 

フェリシアは 1 つでも作るのに苦労しています。彼はなんとか自分を持ち上げるが、なか

なかそうではないが、それでも体を地面から持ち上げることができない。今日、彼女は彼女

の膝(胃 36 - 彼女の最高のスポット)にパッチを試してみましたが、金曜日にはるかに良い

自分自身を引き上げることができました。 

パッチは本当に動作します!新しい SP6 修正プログラムを開始したら、そのまま書き直し

ます。 

忘れて しまった。私たちは、筋肉のテストの特別な形態でパッチのための最良の位置を決

定します, 関連しますが、適用されたキネシオロジーと等しくありません. 

敬具。 

ルー・B,アロヨ・グランデ,アメリカ合衆国 

______________________________________________________________ 

 

私はカナダのオステオパシーカレッジ(バンクーバーBC の支部)の 4 年生のオステオパシー



の学生です。ハミルトンの近くに位置するオークビルは、オステオパシーの別の教員、サザ

ーランドアカデミーの本拠地です。 

今年、秋には 60 歳になり、私は年齢関連の認知機能障害であると考えるものの対象となり

ます。ライフウェーブのエネルギーパッチは私の命を救った。 

大学の最初の 2 年間は、非常に深刻な記憶の問題によってマークされました.2005 年の秋、

私はエネルギーレベルを高めるために LifeWave エネルギーパッチを使用し始め、正常かつ

十分に機能していた認知機能の結果に非常に満足していました。 

私は LifeWave のエネルギーパッチが、オステオパシーの 4 年目に 3 年目の研究と難しい入

学試験を完了したおかげだと思います。 

誠に 

ミーシャ・ヌーナン 

チャールズ・パーデンに会う:パーソナルコーチ 

私は引退したニューヨーク市の警官です。過去 7 年間、私はパーソナルトレーナーとスピ

ニングインストラクターとして働いてきました。(スピニングは、音楽を持つ静止した静止

自転車のグループクラスであり、競争力のある屋外競争をシミュレートします。 

まず第一に、私はむしろ Wave エネルギーエンハンサーパッチに懐疑的だったと言いたい

と思います。私は多くの製品が持久力、健康と一般的な幸福を向上させることができると主

張を見てきました。正直なところ、私が過去に使用した飲み物や錠剤のほとんどは、私や私

の知っている人のために働いていませんでした。ナノテクノロジーに関する情報が最初は

目に留まった。 

私のスポンサーは私にパッチの 1 週間を送って、私はすぐにそれらを試してみました。私

は強さのショーで始まり、パッチなしで疲労のポイントに腕立て伏せ。私は 30 を完了し、

40 を通過し、その背後にある 2 つの手術で、それは悪いではありません。私は右肩の内側

に白いパッチを置き、茶色のパッチを左肩の内側に置いた。8 分後、私は腕立て伏せの第 2

セットを開始しました。驚いたことに、私はなんとか 45 を作ることができた。私はパッチ

なしで 6 とパッチで 12 を作ることができた妻と同じテストをしました。 

私はニューヨークのエリートヘルス&フィットネスクラブでスピニングインストラクター

をしています。私は非常に強烈な心血管紡績コースを教えています。通常、難しい持久力ク

ラス(抵抗)やレースデーの授業を行った後、乳酸が蓄積していると感じます。マラソンラン

ナーは、この状態を「壁にぶつかる」と呼んでいます。LifeWave エネルギーパッチは私の

スタミナを増加させ、私はもはやグリコーゲンの枯渇を経験しません。そして、筋肉疲労を

引き起こす乳酸の蓄積を感じなくなりました。 

私は 50-65%の心拍数で回復室で働いている自分自身を見つけない限り、私は LifeWave エ

ネルギーパッチなしで再び回転コースを教えることはありません。 

チャールズ・パーデン (ニューヨーク市) 

 



短い証 

こんにちはリッチ! 

私はパッチの有無にかかわらず腕立て伏せと手首のカールで実験をしました。私は見返り

が 50%増加していることに気づいた。今日仕事に行く前に母に申し込んだ。私は 1 時間ほ

どそれらを着ています。私は間違いなく一定のエネルギーを感じます。炭水化物、砂糖、カ

フェインなどの一時的なエネルギー刺激にどのように慣れるのか不思議です。私は違いを

感じないことを読んでいたが、この以前のコンディショニングは、覚せい剤で得るものと同

じような「エネルギーのピーク」を期待していたことを意味した。私が乗っているかどうか

に違いを感じないのはほとんど不思議ですが、それでも私はそれをより良くすることがで

きます。私が気づいたもう一つの違いは、覚せい剤とは異なり、パッチからのエネルギーは、

特定のどこからも来ていないようです。奇妙に思えるかもしれませんが、今はエネルギーが

そこにあるような気がします。ちょうどそこにある。ほとんどどこからともなく。覚せい剤

は、私はしばしばエネルギーが私の体の特定のポイントから来たように感じさせ、それは私

がこれを感じる体の同じ部分ではありません。それはとてもクールです! 

コートニー 

 

簡単な証 II 

こんにちはリッチ! 

私はちょうどビデオ「華麗な報酬」に加えて、以下のビデオを見ました。私の年齢でこれら

のことを学ぶことは本当に幸運だと言うことは些細なことでしょうか?(20) ライフウェー

ブとの機会を持つ。私は正直に驚いています。 

経済的に自立し、私が楽にやっていることを通して充実感を感じる機会を持つことは、あな

たを脅かす可能性があります。そして実際、私は自分が持っているコントロールに少し威圧

されています。しかし、私は個人的なパスとして、そして財政的にも、これに非常に興奮し

ています。一言で、成功は私にかかっていると知って心強いと思います。私は自分の不安に

直面し、私を抑えているものを克服することができます。正直なところ、他のビジネスチャ

ンスや「仕事」や「キャリア」が私にすべてを与えるとは思いません。多くの人は、毎日自

分の人生を稼ぐために何をしているかに改善されたり、影響を受けたりしません。私はより

良い人になるために支払うことができる一方で!おそらく、より良い何かがあります!そうは

思いません！ 

コートニー 

______________________________________________________________________________ 

 

「27 年後、私は 1 日に 1 本半のタバコを吸って、私はやめることができました。私はそれ

ができるとは思わなかったし、ライフウェーブのパッチのおかげでバランスが達成したと

思います。今は週に 3 回、4 匹の子犬を散歩に連れて行くときに 2 時間運動します。この 15



年間、私は運動ができなかった。パッチが私に与える余分なエネルギーのおかげで長い日を

楽しむことができるので、私はコンピュータ上で読んで作業したり、コロラド州で人生が私

たちに提供する素晴らしい経験を楽しむことができます。生まれ変わったような気がする! 

タミ・ゼクマン 

 

努力なし 

私は LifeWave パッチを使用し始めて以来、私はヨガやスピニングセッション中に自分自身

を疲労しようとしません。続けていける気がする。今、私は過去に私の腕や足が約 1 分後に

震えた位置よりもはるかに長く保持することができます。私はまた、私はより簡単に呼吸で

きることに気づいたし、それはより効率的な呼吸であるように私には思えます。最初は、激

しいヨガの授業の後、次の日に苦労すると思っていました。今、私は疲労と痛みはもはや私

のルーチンの一部ではないことを理解しています。私は長い間、これらのパッチを使用する

と思います。彼らは素晴らしいです! 

健康と光の中で、 

ジャスティン・ピッケン、ヨガインストラクター 

 

コートニー・ザブニは 2006 年のために立ち往生します! 

私の名前はコートニー・ザブツキで、私はアメリカのそりチームのメンバーであり、2002

年のオリンピックチームのメンバーです。 

私の理学療法士は数週間前に私にパッチを紹介し、私は懐疑的でしたが、私はそれらを試し

てみました。 

私のキャリアの素早いタイムラインを与えるために、私は 13 年間競争してきたし、私は 4

年間私を悩ませている突出した椎体ディスクを含むいくつかの怪我をしました。私がパッ

チを使用したとき、私は本当に違いを感じませんでしたが、4 日目の後、私はそれらを使用

しなかったとき、私は大きな違いに気づいた。エネルギーが上がったので、自分の体の違い

が信じられませんでした。私はとても驚いたので、偶然だと思ったので、とても気持ちが良

かったです。だから私は別の 3 日間パッチを試してみましたが、パッチは私に余分なブー

ストを与えたことに気づきました! 

今、私はパッチを着ている間、私は背中でエクステンションを行うことができ、今まででき

なかったヨガのポジションを取ることができます! 

私はパッチを引き続き使用し、彼らが 2006 年にイタリアのオリンピックに行くのを助ける

ことを知っています。今、私は真の変換とディストリビューターです。 

コートニー・ザブッティ 

 

サッカーアカデミーで 

ライフウェーブエナジーエンハンサーは、サッカー選手に利益をもたらします。子供たちと



その親は、私がパフォーマンスに役立ち、一般的にエネルギーレベルを高める製品を知って

いるかどうかをよく私に尋ねます。ご存知のように、同様の主張を行う製品が市場に何千も

あるのですが、そのような主張が正当化されていることを確認するにはどうすればよいで

しょうか。信頼できる友人や同僚は最近、私の狂気のスケジュールと子供たちとスポーツを

過ごした時間を与えられた LifeWave エネルギーパッチに私を紹介しました。年間を通じて

1000 人以上の選手がサッカーのトレーニングプログラムに参加しているので、トレーニン

グのスケジュールが忙しいのでやってみようと思いました。自然に懐疑的なので、いつもこ

ういうことを聞いているので、LifeWave が強度と持久力を向上させるのに本当に効果的な

製品であるかどうかを調べるために必要な研究とテストを行いました。絶対に何も私の体

に入らないし、それは完全に自然です。アスリートがより良いトレーニングを行い、スポー

ツをしない人が、よりエネルギッシュで回復力があり、日常の活動に取り組むのを助けるこ

とができると信じています。私は正直に言って、私は私の全体的なエネルギーレベルに関連

して、一日の終わりに顕著な違いを経験したと言うことができます。また、長い目で見れば

問題を引き起こす可能性のある化学物質を一切服用していなかったので、自分自身につい

ても良い感じがしました。私は日中にそれを改善することを可能にする完全に自然なもの

を使用していました。 

男の子と女の子、男性や女性、スポーツ選手や両親、12 歳以上は本当に安全で効果的なの

で使用することができます。繰り返しますが、体を貫通するものは何もなく、完全に自然で

す。 

パトリック・ムルカイ 

ネットサッカーアカデミー、メリマック、ニューハンプシャー州 

 

編集長より:パトリックはプロサッカーをプレーし、全米各地で、アメリカのオリンピック

開発チームと国際的に活動しています。 

 

ライフウェーブパッチがマークを打つ! 

初めて LifeWave のエネルギーパッチを使用したのは、ジムにいました。友達がパッチのこ

とを話してくれたので、次の日にやりました。私は練習のセットと一日の残りの間にかなり

抵抗が増加を感じましたが、本当に大きな驚きは、翌朝 6 時に目が覚めたとき、私は仕事に

戻る準備ができていたということです!私は驚きました。私は独立したミュージシャンです。 

自営業者とは、自分が望む以上の仕事を持っていることを意味します。疲れているときに誰

かがあなたの代わりをするように、自分のクローンを作らなければならないという冗談を

言ったことがありますか?私はあなたがこのライフウェーブエネルギーパッチを試してみ

ることをお勧めします!現時点では、私は私の新しい CD シミュレータを促進するために懸

命に働いていると私は利用可能なすべてのエネルギーを必要とします。LifeWave パッチは、

私の人生に入るためにより良い時間を選択することはできませんでした。私はあなたがそ



れが作ることができる違いを証明する機会を持っていることを願っています。 

 

- ミキアル・ロバートソン、プロのミュージシャン 

(作曲家、演奏者、プロデューサー、インストラクター)、ミルフォード、ニューハンプシャ

ー州 

 

ライフウェーブ: "...「行方不明のエネルギーの捜索は終わった」 

 

私は体重を持ち上げ、数年間フリーレスリングをします。私は 187 ポンド(85 キロ)のフリ

ースタイルカテゴリーに入っていて、10 個の金を含む 22 個のメダルを獲得しました。私は

自分が素晴らしい体調を保っていることを知っているし、そのようにとどまるためにすべ

ての正しいことを続けています。私は正しいものを食べ、たくさんの水を飲み、定期的に訓

練します。私がエネルギーパッチを発見するまで、私ができなかった唯一のことは、リフテ

ィング演習の後、ランニングやフリーレスリングを含む他のことを行う強さを見つけるこ

とでした。私は通常、良いシャワーと休息に興味がありました。 

パッチでの最初のトレーニング中と後、私は行方不明のエネルギーの検索が終わったこと

に気づきました。イージングを中断することなく改善を続け、トレーニングを終えた後もト

レーニングを続けています。 

私はあなたがこの技術とこの素晴らしい製品について学ぶ機会を提供されている場合は、

あなたが決定する前にそれを試してみることを強くお勧めします。あなたは失うものは何

もなく、利益はあなたを驚かせるでしょう。 

マーティ・ワイコフ(高校カウンセラー) 

 

チャック・ポッター -- 懐疑的から信者へ! 

私の名前はチャック・ポッターで、私は 62 歳です。去年の冬はかなり多く(サイズ 34 から

40 まで)、いつも疲れを感じていました。例として、芝生を刈らなければならなかった方法

は次のとおりです。家の前を刈って、休みなさい。家に横を刈って、休みなさい。反対側を

刈り、休みなさい。家の後ろを刈って、寝なさい。初めてパッチを試した時(肩に)私は 4 つ

の部分をすべて刈り取り、雑草を排除し、庭を元に戻し、ガレージをクリーンアップするこ

とができました。このすべては、時々、水の一口だけで。仕事の終わりには、昼寝さえする

必要がなかった。最初、友人がパッチについて話してくれた時、私はとても懐疑的でした。

今、私は信者になり、私は余分なエネルギー、強さとスタミナを見つける方法を皆に伝えて

います。ライフウェーブありがとう! 

チャック・ポッター, スプリングフィールド, ミズーリ州 

 

非信者はライフウェーブの利点を発見! 



まず、私はそれが動作することができると絶対に信じないことを、この製品を試してみまし

た。 

事故！私は生き生きと強さに満ちていると感じたことがありません。私はそれが何である

かを理解しようとした。年の初めから、週に 2 回のセッションでヨガに専念していました

が、プロのインストラクターとフィットネスプロモーターとして、ヨガは異なる利点を生み

出すことを知っています。この製品は素晴らしいです。私のワークアウトとエクササイズは

決して良くならない。私のコースを受講するメンバーでさえ、私は「新しい」エネルギーを

持っていることに気付きました。私の持久力レベルは急上昇し、集中し続ける能力は長持ち

します。しかし、私のような「A」タイプの性格であっても、私はこの製品とそれがこのよ

うな短い期間で私のために何をしたかに本当に驚いています。 

本当に変わったことの一つは、毎日午後に「自分を強めるために」(1 時間)昼寝をしたこと

です。しかし、私は製品を試してみましたので、私はより多くを作っていません。私も眠ろ

うとしたので、とても面白いですが、エネルギーが多すぎて目を閉じられません。 

この素晴らしい製品に私を紹介してくれてありがとうジーン。私はライフウェーブに参加

し、単語を渡す方法の詳細を待っています。 

JJ ジョンソン, 

ハワイフィットネスプロフェッショナル協会会長 

_______________________________________________________________________ 

 

6 月初旬、私はサンフランシスコからロサンゼルス(938 キロ)まで自転車でカリフォルニア

エイズライフシクルに行き、HIV/エイズ患者の生活を改善するためにお金を集めました。

旅行は非常に素晴らしく、非常に成功し、個人的には、私はエネルギーパッチの使用に最も

起因します。私は 1 時間あたりの平均キロメートル数、私の強さ(特に斜面を登る場合)と私

の持久力の大幅な増加に気づいた。1 日平均 136km の旅をした後も、夕方には残りのイベ

ントを楽しむのに十分なエネルギーを持っていました。 

 

このイベントを大成功に導いてくれて、私が違いを生み出すのを手伝ってくれてありがと

う! 

アウレリウス(レオ)ラモス、サンディエゴ、カリフォルニア州 

 

ライフウェーブエナジーセロッティ:引退したが、アクティブなメジャーリーグの投手のた

めに良い! 

ニューヨーク・ヤンキースのピッチングの時に、エネルギーエンハンサーのパッチが手に入

っていたらなあ。私が作った数字を想像してみてください。私のプロ野球投手としてのキャ

リアは腰の問題で終わりました。今はボルチモア・オリオールズの投手コーチを務めていま

すし、その役割を維持するためにトレーニングを続けなければなりません。 



パーソナルトレーナーの息子は、週 4 日走り、他の日に自転車に乗るときに使い始めた

LifeWave エネルギーパッチを送ってくれました。私が気づいたのは、スタミナが増え、時

間が良くなり、走ったり、自転車を走ったり、投げたりするにつれて、より強い力を持って

いることです。 

6 年前、私はローテーターカフを修復する手術を受け、LifeWave のエネルギーパッチのお

かげで、次の日にあまり痛みなく、より多くの打ち上げを行うことができます。LifeWave

は、薬や覚醒剤を使用しない運動性能を向上させるためのより安全で自然な方法です。ライ

フウェーブは野球にとって素晴らしいことだと思います。 

ニューヨーク・ヤンキースとテキサス・レンジャーズの元投手、ラリー・マッコールはボル

チモア・オリオールズの投手コーチ。 

編集長より:ラリーはテキサスとニューヨーク・ヤンキースのメジャーで投手をしています。

ニューヨーク、ボルチモア、クリーブランド、トロント、テキサスのマイナーでプレー。 

 

...「使用と有効性のイース」 

LifeWave パッチの使用の最初の 2 週間以内に、私は私の心血管能力の有意に肯定的な増加

に気づいた。使いやすさと有効性は、製品に自信を持たせた 2 つの特徴です。それらをテス

トするために、私は私の黒いベルトのいくつかにこれらのパッチを試してみました。1 時間

半の激しいトレーニングの後、各学生は可能な限り多くの腕立て伏せを行い、その後、パッ

チを貼って 3 分間待った後、腕立て伏せを続け、5 人中 4 人が 10%以上を完了することが

できました。もう一つのテストは、私のインストラクターの一人が有酸素キックボクシング

のクラスの間にパッチを着用したときでした。800 カロリーのワークアウトを行った後、イ

ンストラクターは別のものを行うことができると感じました。 

私の個人的な経験は、黒帯のクラスでのトレーニングです。戦闘の 1 時間を通して、授業を

始めた時と同じレベルで身体運動を維持することができました。クラスの他のインストラ

クターや生徒を見ると、エネルギーレベルが下がってみんな息が切れなっていることに気

がつきました。私はパッチが私の心血管系を助け、戦いの間に私の体のための回復時間を短

縮したと思います。 

私にとっては非常に特別な結果であり、私の経験と製品を持つ学生の経験を反映して、私は

結果を自信を持っており、将来的に他の人と共有することを楽しみにしています。 

ブライアン・D・マンナ、国際マスターインストラクター、フェイマーの殿堂、FBI サンデ

ィエゴ市民アカデミー200 

 

83 歳の頃も 

私は 83 歳の独身女性で、活発で比較的健康です。そして、私は私の体が言うことに注意を

払います。私の娘は私に LifeWave パッチの 1 週間のトライアルパッケージを持ってきまし

た。いつもの活動を行っているその週の間に、私は私の体の働き方の変化、小さいながらも



信じられないほどに気づいた: 

1.毎日のストレッチエクササイズは、私はよりスマートで軽い感じにしました。 

2. 重力ハンガーで足首からぶら下がって、私が行うことができた腕立て伏せの最大数は、

最初の日に 10 から 15 に増加し、次に 2 日目に 20 に増加し、週末には 26 まで増加しまし

た。これは私に汗をかかせることによって心拍数を増加させましたが、それはまた、私に利

用可能な余分なエネルギー感を与えました。 

3.私は手すりに寄りかからず、上にさえならず、3 階のアパートへの階段を登ることができ

ました。 

4.関節炎の影響を受けた背中を曲げてマシンに出入りすることは、もはや剛性のためにウイ

ルを伴うものでした。 

5.頑丈な椅子に座っている位置から立ち上がると、体を前方に曲げて押し上げるのではなく、

一度試みる必要が出た。 

6.私のバランスは、地元のサービスに到達するためにいくつかのブロックを歩くことではる

かに改善され、私の足の関節ははるかに良く働きました。 

7.私のエネルギーレベルはもはや午後遅くに減少しないし、私は本を読むために座っている

場合、私は眠りに落ちない。 

8. エクスプレス宅配便で発送を依頼して、最初の 1 ヶ月のパッチを注文できない方法は? 

 

ありそうもないが、真実 

「エネルギーレベルを上げる 10 分」というのは、私には不可能に思えました。この声明は、

体に何も入らない製品のために作られたので、それは特に奇妙に思えました! 

問題の製品を食べたり、摂取させたり、注射し、他の既知の方法で身体に浸透させたりして

はならない場合、製品があなたのために働くかどうかをどのように証明しますか? 

私はちょうど 69 歳に達し、私はまだ健康でアクティブな生活の多くの年を期待しているの

で、私は明らかに製品が提供するものに興味を持っていました。 

しかし、「証拠」が非常に主観的であり、プラセボ効果を無視できない場合、肯定のより強

さとエネルギーの真実性を証明するための客観的な基準を確立する方法?これは、新しいパ

ッチ技術について学んだ時に直面したジレンマです。 

私がパッチについて読んだ優れた証言と二重盲検研究のほとんどは、ジムやウェイトルー

ムから来ていたので、私はジムに行って、驚いたことに、私は 50-60%の繰り返しの第二の

セットを増加させたことに気づきました! 

しかし、私は「ジムに固定」(私は 6 ヶ月に一度そこに行く)ではないので、私のためのこの

実証された強度の増加は、定期的にパッチを使用するための十分な動機ではありませんで

した。また、ウエイトリフティングはニッチで市場が限られており、ビジネスを築くために

刺激を受けすぎていると思いました。 

したがって、私の最初のパッチの供給は数週間未使用のままでした。そして、ある日、散歩



する前にシリーズを応用することにしました。私は好きな登山道を持っていて、4 キロぐら

い走りましたが、今年と去年は走る代わりに歩かなければならなかったことが多かった。 

実は、この 3 年間で 13 キロもゆっくり買いすぎて、70 歳になったことでジョギングよりも

楽しい歩き方ができたのです。しかし、彼らはまだ山の中を活発に歩くのに十分なフィット

感です。 

私が選んだ道は、急な水路に沿って連続的に登り、ヘビのように、苔ととげのある栄誉で覆

われたオークを通って、すべての曲線をたどります。800 メートル間隔で道順を示す美しい

道なので、経過時間を考慮に入れることができます。 

この特定の日、胸の上によくパッチを置き、肩に近く、何を期待していいのか分からず、私

は散歩を始めました。数分後、私は走りたい気分でした。私は疲れを感じるまでジョギング

することに決め、それから歩くことにした。最初の 800 メートルのインジケーターに達す

ると、私のクロノグラフは、私が過去に走っていたときよりも数秒遅かったことを私に示し

ました。疲れを感じなかったし、自分を追い込んでいるような気もしなかったので、休める

登頂までやってみようと思った。 

1,000 フィートのマークに上がったとき、私はすべての時間の中で最高の時間のわずか 20

秒遅れていたので、私は休まずに先に行くことにしました。疲れすぎて、足がまだ丈夫で、

息が止まらなかった。 

私は、特に疲れや息切れを感じることなく、私の絶対的な最高の時間の数秒以内に終わる 4

キロメートルのコース全体のジョギングを続け、ほぼ 1 年間レースをしませんでした! 

私は驚きました! 

「筋肉特有」のワークアウトを理解している人は、運動をやめると体力と持久力を失い、私

は何ヶ月も走っていないことを理解しています!私の結果は間違いなく可能性が低かった!

これは本当に客観的なテストであり、過去の収量と同じ距離で、結果がプラセボ効果による

ものである可能性は低すぎました。 

私はパッチの上流の科学的側面と定期的にその使用の多くの可能な健康上の利点について、

より多くのことを学び続けています。 

私はあなたについて知りませんが、私を助けた何かを発見したとき、私はそれを共有したい

と思います。 

デビッド・タナー() 

______________________________________________________________________  

「私はちょうどフォートローダーデール(A1A)でハーフマラソンを走り、数年で最高の時間

を過ぎました。3 週間前にマイアミで走った最後の走りは速かったけど、それでも 2.5 分で

降りることができた。私は両方の大会でパッチを着用し、それについて友人に話しました。 

ゲイル・ベイリー(ゲイル・ベイリー) 


