
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般医療機器 

 

 
 



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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lifewave.com/science


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。

衣服の上からパッチを貼っ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。 

 

既存市場では、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商品

はありません。  

              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、より多くの成果が実証されています。  

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 

X39 のユーザーは、痛みの即時緩和と運動性の改善を報告しています。 

 

・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 

 



X３９の使い方 

 

① グラス一杯の水を飲んで 

② 頸椎か丹田のどちらかに貼る 

③ 12 時間ほどで剥がします 

 

※体内水分量を保つよう水分補給は欠かさないで下さい。パッチの効果を左右します。 

※X39 は痛みのある箇所に直接貼っても効果があります。 

※基本的には 1 枚の使用でも十分効果は発揮ますが、より早いパフォーマンスを求められ

る場合は、複数枚貼るとさらに効果は倍増します。 

また他のパッチと併用する場合、同じツボに異なるパッチを重ねて使用することができま

す。 

また痛みや腫れの症状がひどい時、あるいは早くお肌をキレイにした場合などは、目的に応

じてパッチを貼る枚数を増やしてください。 

 

X39 はあなたの体自身の幹細胞を活性化するように設計された世界初の製品です。  

X39 はあなたの望みをどのように達成させるのでしょう？ 

ライフウェイブの全ての製品は、独自の特許取得済みの光線療法を使用しています。 

X39 は体内の銅ペプチド GHK-Cu を高めるように設計されています。 

これはあなたの体の天然に存在するペプチドで、年齢とともに大きく減少します。 

実際、60 歳を過ぎると GHK-Cu のレベルは 60％以上低下しています。 

 

この GHK-Cu に関しては独立した第三者臨床試験において、体の自然な創傷治癒過程のサ

ポートを含む、いくつかの注目すべき利点を明らかにしています。 

さらにもっと驚くべきことに、GHK-Cu は体内の遺伝子をより健康的な若い状態にリセッ

トします。  

Loren Pickart 博士による最初の臨床試験で、Pickart 博士は、GHK-Cu にさらされたときに

古い肝臓細胞がより健康な若い細胞のように機能し始めたことを発見しました。 

 

幹細胞とは何か？ 

 

幹細胞は多細胞生物の未分化細胞であり、同じ種類の細胞を無制限に生み出すことができ、

そこから他のある種の細胞が分化によって生じます。 

幹細胞は体内で多くの異なる細胞型に発達し、他の細胞を補充するために本質的に制限な

しに分裂する体修復システムの一部です。 

 



幹細胞は多くの理由で重要です。 

それらは心臓、肺、皮膚、精子、卵そして他の組織のような多くの特殊化した細胞型と器官

の全てを含む全身を生み出します。 

骨髄、筋肉、および脳などの一部の成人組織では、成人幹細胞の不連続な集団が、正常な消

耗、損傷、または疾患によって失われる細胞の代替品を生成します。 

 

幹細胞に関する研究は、生物が単一の細胞からどのように発達するのか、そして成体生物に

おいて健康な細胞がどのようにして損傷を受けた細胞を置き換えるのかについての知識を

進歩させ続けています。 

新しい X39 パッチは幹細胞を活性化するペプチドを高めるように設計されています。 

 

幹細胞と老化 

 

私たちは皆、老化との戦いで勝利したいと思っていますが、ローションやクレンジングで自

分自身を泡立てることが出来ないもので戦うのには十分ではありません。 

もしクリームや手術をしなくても、内側から老化プロセスに立ち向かうことができたらど

うでしょうか。 

 

年をとるにつれて、私たちは肌の弾力性を失い、時間が経つにつれてしわが目立つようにな

ります。 

さわやかで若々しい表情が衰え始め、それを減速させたり止めたりしたいのと同じぐらい、

ほとんどの人はあきらめて今までできることは何もないと考えています…。 

 

幹細胞が老化に強力な効果を及ぼすことをご存知ですか？ 

 

これらの細胞は私たちの肌の中でコラーゲンを複製して修復する能力を持っています。 

しわと肌の弾力を時間の経過とともに減らすのを助けます。 

 

幹細胞を活性化することが知られているペプチドを上昇させる能力を持つパッチを開発し

ました。エージングプロセスは、それが一致しているかもしれません！ 

 

幹細胞と頭痛 

 

片頭痛の経験は異なりますが、共通していることの 1 つは誰もこれを望んでいないという

ことです。 

疼痛および片頭痛の症状は、片頭痛の発症中４〜７２時間続くことがあり、そして社会的状



況においてまた日常生活において仕事中に機能する多くの患者の能力に深刻な影響を及ぼ

します。 

 

片頭痛はさまざまな状況で引き起こされる可能性があり、一部の人々は明るい光、匂い、ま

たは大きなノイズなどの刺激の結果として片頭痛を引き起こします。 

これらの引き金はすべて、顔の主な神経の 1 つである三叉神経を興奮させます。 

この神経は、顔から脳に感覚を伝える役割を果たします。 

 

脳細胞が片頭痛誘発因子によって刺激されると、三叉神経が炎症を起こします。 

これは血管の腫れを引き起こし、顔、顎、頭、または首に激しい痛みを引き起こします。 

ほとんどの人は疼痛を和らげるために市販薬を使用していますが、慢性の人たちは処方箋

片頭痛薬を使用することが多いのですが、残念ながらこれらの薬は長期間にわたってあま

りにも頻繁に使用されると、実際に片頭痛の頻度を高める可能性があります。 

 

SVF と呼ばれる治療法では、幹細胞を使用して三叉神経の炎症を治療し、それによって片

頭痛を軽減します。 

それらが活性化され得る場合、幹細胞は三叉神経の炎症と戦うように働くのです。 

 

2019 年 1 月に発売された私たちの新しいパッチ、X39 は、幹細胞を活性化することが知ら

れているペプチドを高める力を持っています。私たちはすでに X39 で片頭痛を素早く和ら

げることができた人からの証言を受け取りました。これはもちろん逸話ですが、私たちはこ

れをさらに研究することを楽しみにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            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 

その理由はデトックス 

 

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  

 

私たちが老化するにつれて、私たちの免疫系は弱くなります。 

グルタチオンパッチは、私たちが自然に持つ本来の免疫システムが、そのピーク時に機能す

るように保つことができる画期的な商品です。 

 

市場にはグルタチオンサプリメントもありますが、臨床研究によれば、一般的なグルタチオ

ンのサプリメント、粉末、飲み物は血中グルタチオンレベルを 30 日以内にわずか 10％〜

15％以上しか上昇させることができません。 

 

ライフウェイブの調査研究が実施され、Y-年齢のグルタチオンパッチ が血中グルタチオン

レベルに及ぼす影響を 5 日間にわたって独立して調査されました。 

24 時間のパッチ使用後、平均血中グルタチオンレベルはベースラインを 300％以上上回り

ました。 

 

 

それだけでなく 5 日間の研究期間の終わりまでに、彼らはその高い水準にとどまっていま

した。  

複数の研究により、ライフウェイブ Y-Age グルタチオンパッチが安全かつ自然な方法で血

中グルタチオンレベルを上昇させることが確認されました。 



血中グルタチオンレベル は、私たちの全体的な健康の最も重要な指標の 1 つであると特定

されています。 

 

体内の主な抗酸化物質であるグルタチオンは、フリーラジカルスカベンジャーとして作用

するなど、様々な代謝機能を有しており、不活性になった抗酸化物質（ビタミン C、ビタミ

ン E、ビタミン A）を活性状態に戻し免疫を維持します。  

タンパク質構造を支持し、肝臓から水銀などの重金属を除去します。  

  

グルタチオンレベルを上昇させようとする現在の方法はあまり効果的ではありません。 

グルタチオンの経口サプリメントは、胃酸によって破壊されます。 

グルタチオンは、3 つのアミノ酸からなるトリペプチドであり、これらのアミノ酸を食事に

加えることは、グルタチオンレベルの上昇を保証するものではありません。 

グルタチオンの注射は血液中のグルタチオン値の上昇に変換されるが、 この方法は毎日望

ましくなく、費用がかかり不便です。  

  

Y-Age グルタチオンパッチ  は、体内のグルタチオンレベルを高める新しい方法です。      

ライフウェイブパッチの技術は、グルタチオンレベルを高めるのに効果的かつ安全です。  

  

 



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。 

・ダイエット（エネルギー燃焼効率を上げる） 

・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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このパッチは、強さ、柔軟性、持久力を向上させ、これらが一体となって堅牢でアクティブ

なライフスタイルの基盤を形成します。 

 

臨床研究は、カルノシンは私たちが年を取るにつれて体を若く保つための主な栄養素であ

るという知識を含み、驚くほど劇的な結果をもたらしました。  

アンチエイジングプログラムにおけるカルノシンの効果とその結果：  

これは、カルノシンが筋肉内の乳酸の蓄積を防ぐのに役立つため可能です。 

市場にはカルノシンサプリメントがありますが、一般的なカルノシンの丸薬、粉末、飲み物

は 30 日 間で血中のカルノシンレベルをわずかしか上昇させることができません。  

ライフウェイブは、Electro Interstitial Scanning（EIS）システムを使用してカルノシンパッ

チの生体 電気インピーダンス試験を完了しました。この研究は、細胞生理学的器官の機能

（状態）が試験し た 10 の臓器のうち 8 つで改善したことを示した。 これらの結果は、

ライフウェイブの開発以前は利用できませんでした。  

カルノシンは、年をとるにつれて悪化する閉塞性動脈疾患であるアテローム性動脈硬化の

初期段階の予防に有望です。 



中年の成人における冠状動脈閉塞と虚血性脳卒中の 有病率の低下にもかかわらず、これら

の血管障害は障害と死の主な原因のままです。 

アテローム性動脈硬化症になりやすいマウスにカルノシンを補充すると、大動脈弁のアテ

ローム性動脈硬化プラークの形成が減少し、アルデヒド複合体の蓄積が減少しました。 

大動脈弁狭窄症 は 70 歳以上の人に特に多く見られ、慢性心不全の原因となる要因です。 

カルノシンには、以下のように心血管疾患の危険因子を減らす可能性のある複数の特性が

あることが示されています。 

 • カルノシンは、危険な白い脂肪から有益なエネルギー燃焼性の褐色脂肪への変換を増加

させます。これにより、全体的な体脂肪量を減らすことができます。 

 • カルノシンは 、酸化ストレスによって損傷を受ける可能性のある循環脂質のレベルを下

げるのにも役立ちます。これは、動脈のプラークの直接的な原因です。（過剰な体脂肪、

酸化ストレス、不安定な LDL コレステロールは、老化プロセスに関連する慢性変性疾患

の危険因子です。） 

 • カルノシンは、酸化脂質とそのアルデヒド副産物を結合し、無害にすることで中和する

のに役立ちます。カルノシンは動物の体内でアルデヒドを「引き抜く」ことが示されてい

ます。 

 

 

 



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 

 

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 

Y-Age イオンパッチが結果を得る  

ライフウェイブでは研究が最優先事項なので、当社の製品は厳しい試験を受けています。 

Y-Age イオンパッチも例外ではありません。 

パッチの有効性を示し、この画期的な製品の大きなメリットを 明らかにするための調査が



実施されました。 

Y-Age イオンパッチは細胞器官機能を改善します （2010 年）  

Sherry Greenberg、MA、PhD  

  

ライフウェイブの研究は結果を示しています。 

臨床試験では、パッチ適用のわずか 10 分以内に自律神経系の平衡が示されました。 

これは静かでストレスのない状態の結果です。 

 

別の研究では、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。自分の人生の中で、自分の

目の 

前で老化しているように、非常にストレスを感じている人を特定することはおそらく可能

です。そし て、ストレスと老化との関連性の証拠は、単なる事例ではありません。 50 年

以上にわたり、生理学者は動物にストレスを与えることによって、動物が非常に早く老化す 

ることを知っています。ストレスは、組織や DNA に損傷を与える可能性のある有害なフ



リーラジカ ル（活性酸素）やその他の生化学物質を生成します。最近の研究はまた、慢性

ストレスが、寿命 に直接関係する強力なホルモンである DHEA（デヒドロエピアンドロス

テロン）のレベルを低下さ せ、老化の加速に関連したストレスホルモンコルチゾールのレ

ベルを増加を示しています。 しかし、我々はストレスと老化との戦いで強力な新しい武器

を手に入れました。Y-Age イオンパッ チです。この革新的な製品は、あなたの体の「抗ス

トレス」反応を促進するために設計されていま 

す。老化の加速に対処するのに役立つ、低レベルのストレスが示されています。イオンパッ

チは、 

免疫システムを刺激することが知られている鍼治療のツボに適用されるため、この製品の

最大の 利点を得ることができます。  

  

Y-Age イオンパッチは体内バランスを取る  

あなたの自律神経系は、おそらくあなたの体がどのようにストレスを扱うかを示す最も重

要な指標 

です。この規制システムは、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

を制 御します。ライフウェイブの研究は、Y-Age イオンが自律神経系のバランスをサポー

トし、最終的 に身体のストレス応答を減少させることを示しています。  

  

私たちは、イオンパッチが自律神経系をよりバランスさせると仮説を立てました。 

この結果は下記 のように発生したようです。 

"赤外線イメージングは 、作業時にイオンパッチの視覚的表現を提供します。 

10 分後、局所的な 温度がはっきりと低下し、炎症の減少を示すことができます。  

  

ライフウェイブパッチの利点： 

・カフェインや覚醒剤を使わずにエネルギーを自然に増強する 

・ストレスと炎症を減少させる  

・あなたの睡眠を改善する  

・ 砂糖の渇望を軽減する  

・あなたのホルモンバランスをとる  

・より健康的な肌を内側から  

・あなたの体を安全に解毒する  

・ 損傷した DNA および組織を修復する  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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） 

弊社独自の非経皮パッチシステムは、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。  

文字通り、エネルギーの改善のために体内のエネルギーの流れを改善します。  

 

新エネルギー技術  

私たちは健康を改善するために何か（ビタミンや栄養）を私たちの体に入れなければならな

いと考えることに慣れています。 

適切な栄養、水分、運動は健康的なライフスタイルの必要な部分ですが、私たちの体はまた、



エネルギーの連続的な流れを必要とします。 

例えば、私たちの脳や神経 は電気信号を筋肉に伝達して、貯蔵された化学エネルギーを使

用して収縮させます。  

光の特定の周波数が人体内で特別な変化を引き起こすことが何千年も知られています。 

私たちが太陽の下で外出すると、光の周波数が原因で私たちの体がビタミン D を作ります。

別の周波数 の光（UV）が私たちの体に日焼けをもたらすメラニンを作る原因になります。 

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。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたのエネルギーを増やしてください。  

エネルギーエンハンサーは、体内のエネルギーを活性化するためのエコロジーで効果的な 

方法であるパッチの形のナノ生体電極です。 

ナノプラスタの物質はあなたの体に入ることはありません！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。 

静かに刺激し、身体のエネルギーを増加させるために、特定の場所で、正と負の電位を持つ

白と茶色のパッチが使用されます。  

  



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。  

私たちは、ENHANCER 製品を推奨しますか？エネルギーエンハンサーは、日々より多く

のエネルギーと集中力を必要とする人々のために作られています。エネルギーエンハンサ

ーは細胞間のコミュニケーションも向上させるため、身体的、精神的疲労の持久力を高めま

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。  

  

眠気にうんざりしていませんか？エネルギーENHANCER®TRY 臨床研究は、ナノテクノロ

ジー 

LifeWave®produkt エネルギーEnhancer®の使用はかなりのエネルギーと疲労強度を向上さ 

せることが示されています。 

 

そして、化学や覚醒剤を使用せずに、完全に自然で安全な方法でこれを行うことで、身体の

潜在能力を最大限に活用したい人は誰でも使用できます。  

臨床試験では、より強い強度、柔軟性、強さが示されています。 

 

 

 



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…  

今、あなたがアイスウェイブパッチが あなたのものだと想像してください。 

 

・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。  

  

 

 



新しい鎮痛技術  

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。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上の 2 つの赤外線写真は、首、肩、および背中の炎症領域を示しています。痛み緩和パッチ

であ るアイスウェイブパッチを適用してから 5 分以内に、温度および炎症の劇的な低下が

認められまし た。これらの写真は研究調査の一環として撮影されたものです。全体の結果

は、36 人のうち 34 人 がアイスウェイブパッチにした記のように反応したことでした。  

 

  

臨床試験はアイスウェイブパッチの有効性を示します  

医療用赤外線イメージングを利用することで、アイスウェイブパッチの独自の熱調節効果

が明確 に示されます。胸の中央に白色パッチを、痛みの部位に茶色パッチを適用するだけ

です。 各パッチは、最大 12 時間着用できます。  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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。  

  

新しい睡眠技術  

 

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。  

重要なのはどのくらいの睡眠ですか？  

1 日あたり約 8 時間、週 56 時間、月に 240 時間、年間 2,920 時間 

（私たちの生活の 3 分の 1）眠 っています。 



 

睡眠研究では、不十分な睡眠は米国で最大 7,000 万人に影響を及ぼすことを示しています。

これは、事故、医療法案、労働力の低下に毎年約 1000 億ドルかかります。（Brain Facts の

統計、Society for Neuroscience、2002）。 人々の年齢とともに睡眠パターンが変化する。幼

児は年長の子供や大人の時よりも睡眠時間が 長くなります。  

 

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。  

 夜勤で働く人は、およそ午後 4 時真夜中まで、病気や夜勤で働いている人たちが増えてい 

ます。午前 0 時から午前 8 時または午後 11 時午前 7 時までには、さらに多くの病気が

あります。そして最後に、スイングシフトが 1 か月 1 シフト、翌月が別のシフトで働いて

いる人は、病気になる確率が極めて高いというデータも出ています。  

 不眠症の治療に使用されている多くの薬がありますが、しばしば「望ましくない」副作用

といった側面があります。また抗うつ薬は、ほとんどの場合、治療のみに使用されると多く

の望ましくない効果もあります。心理学者の推薦で、私はライフウェイブパッチで睡眠の効

果を研究しました。 ナイトウェイブ®パッチは睡眠を強化するために特別に設計されてい

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 

 

ダイエットに欠かせない６つのステップを踏むことで、ダイエットを確実なものとする意 

を込めての製品名です。  

 

 

完全な食欲調節  

午後または深夜の渇望はあなたの減量努力を妨害していますか？  

SP6 完全食欲コントロールパッチを試してみる必要があります！  

・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  

 

飽食の現代、エネルギーの過剰摂取が社会的な問題となり、メタボリックシンドロームなど 

の現代病に悩んでいる方も多くなりました。  

本来、人間はそれほど過剰にエネルギーを摂取しなくても正常に体は機能し、むしろ健康体 

でいることができます。  



  

近年の研究で、体内の腸内細菌がエネルギーを欲するために、脳へ空腹を感じさせるための 

信号を送っていることがわかりました。  

この信号を受け取った脳は、身体維持のためではなく、腸内細菌のために食べ物を摂取しよ 

うと反応してしまうのです。  

  

それにより、本来ならば必要のないエネルギーを取り入れてしまいます。  

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）  

 

抗酸化レベルを高めて免疫システムの機能を向上させる製品があった場合、食欲を水分補 

給で身体に供給し、適切な脂肪損失をサポートする栄養素を同時に摂取することで、自然で 

長続きするエネルギーレベルを提供します...  

 

IT'S A FACT Sinai School of Medicine は、被験者のグループの 100％が血液と尿に平均 

91 の工業毒素を含んでいたと報告しました。   

 

これらの毒素のうち 76 個が癌を引き起こすことが知られています。  

これらの毒素のうち 91 個が脳損傷を引き起こすことが知られています。 

これらの毒素のうち 79 個が先天異常を引き起こすことが知られています。  

生殖障害脳損傷代謝の低下、腎臓または肝臓のトラブル、先天異常癌神経系機能障害、ホル



モン機能障害、呼吸器疾患、炎症心血管疾患、自己免疫疾患、消化器系の問題、、、  

それは事実です。 

環境毒素は深刻な健康上の問題を引き起こしますが、環境毒素もあなたを太らせる可能性

があることを知っていましたか？ 

 

新しい臨床研究は、多くの人々が単に脂肪に閉じ込められた毒素のために体重を減らすこ

とができないことを示しています。  

SP6 の良いサポート受けるほとんどの人にとって、体から毒素を取り除くと、余分な脂肪が

抜けます。  

 

SP6 良いサポートを受け、体から毒素を取り除き、余分な脂肪が抜ける毒素が体に戻って

来ないようにして、健康で健康に保つことができます。 

脂肪を燃やしているときに毒素を除去することが不可欠です。 

体は体脂肪に毒素を蓄積します。  

あなたの体を解毒すると同時に、より多くの脂肪を燃焼させるのに役立つ製品があった

ら？  

 

それが SP6 コンプリートパッチです。  

 

SP6 は抗酸化レベルを高めます。  

SP6 は免疫システムの機能を改善します。  

SP6 は食欲をコントロールします。   

SP6 は水分補給であなたの体を提供します。 

 

安全で自然な自己粘着性の SP6 コンプリートパッチ食欲抑制パッチは、古代の鍼灸の原理

を利用して、何千年 もの間、食欲のバランスとコントロールに使用されてきた身体のツボ

を静かに刺激します。  

その結果、薬物、覚醒剤、または針が身体に入ることなく、飢えや食糧欲求が自然に減少し

ます。  

 

鍼治療  

 

鍼灸は、今日も利用されている最古の医療モダリティである東洋医学の古代形態です。 

実際、鍼灸は世界で最も広く使われている治療法です。 

 

開業医は、身体からの自然治癒応答を開始するために針、圧力、または他の技術を使用して



身体の内部制御システムを刺激します。 

このプロセス は、痛みや不快感を和らげ、緊張に関連する病気を予防し、全体の健康を促

進します。  

 

すべての形態の鍼治療は、伝統的な中国内科の主旨を共有しています。 

治療の究極の目標は、 身体全体のエネルギーフロー（Qi）の自然なバランスと調和を回復

させることです。  

 

この目標を達成するために、鍼治療は、器官およびその影響範囲を含む身体の活力および代

謝機能を調節しようと試みます。  

伝統的な中国医学（TCM）では、胃、脾臓、腎臓は食欲と関連しています。 

 

これらの器官の 1 つま たは複数が過度のストレスまたは不均衡になると、食欲が貧弱また

は過度になる可能性があります。  

SP6 Complete Appetite Control Patch  は、胃、脾臓および腎臓の正常な機能に通常関連す

る 点の軽度の刺激を通じて、食欲を調節するために中国薬の原理を利用します。  

 

 



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

います。   

副腎、甲状腺、下垂体、肝臓の統計的検出力は少なくとも 99％です。  

また前頭葉は最も顕著な効果サイズを示しました。 

結果は、腎臓と膵臓の機能状態において少なくとも 90％の平均統計力を持つ非常に有意な

改善も明らかにしました。  

腸は、30 日間にわたって 10 人の被験者で有意な改善に達しませんでした。  

これらの発見により、仮説を真実として受け入れます。 

つまり、新しい ALAVIDA アンチエイジングパッチを 1 週間に 5 連泊し、30 日間で 2 



泊休むことにより、さまざまな臓器の細胞生理学的機能状態が大幅に改善される研究でた

が公開されているのです。  

※研究実施：シェリー・ブレイク・グリーンバーグ MA、HMD  

 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。  

  

銅ペプチド GHK-Cu は Loren Pickart PhD によると、多くの組織、皮膚、胃、腸の裏地、 

骨組織の治癒を増加させることができます。 

ALEVIDA テクノロジーパッチは、松果体で産生されるペプチドであるエピタラミンを高

めるように設計されています。 

これは、製品トレーニングウェビナーの 1 つで David Schmidt によって述べられました。  

  

 松果体は非常に小さな腺で、脳の中心に位置し、概日リズムの維持と生殖ホルモンの調節 

を助けるホルモンであるメラトニンの生産で主に知られているエンドウ豆の大きさです。  

エピタロンは、ロシアの科学者ウラジミール・カビンソン教授によって作成されました。  

 

 ヒトの臨床研究では、エピタロンとエピタラミンの両方が、60〜65 歳と 75〜80 歳の人々 

の血球のテロメア長を有意に増加させ、それらの有効性は互いに匹敵していました。  

  

 テロメアは、細胞が分裂するときに DNA が適切にコピーされるようにするために重要な

役割を果たします。 

したがって、アンチエイジングと健康を維持する能力に結び付けられます。  

アラビダパッチには、エピタラミンのレベルを体内で自然に必要なレベルに戻す潜在的な

利点があります。  

（YouTube の David Schmidt は、ウェビナーLifeWave X39 製品トレーニング-英語のみ 

2018 年 12 月 11 日、ウェビナーの 17 分で記録しました。 ）  

  

ALEVIDA の光はどのように身体に働くのか ？ 

  

Epithalon（エピタロン） 人は体で作り出されるポリペプチド Epithalamin （エピタラミン）

の総合的なものです。  

ポリペプチドエピタラミンは脳の松体腺で自然に産生されるポリペプチドエピタラミンの 

合成バージョンです。  

  

エピタロンの主な役割は、細胞が私たちの DNA の保護部分であるテロメアを再生するの



に役立つ天然酵素であるテロメラーゼの自然産生を増加することです。  

これにより、DNA の複製が可能になり、身体が新しい細胞を増殖させ、古い細胞を若返ら 

せることができます。  

  

若い人は比較的大量のテロメラーゼと長いテロメアを産生します。  

テロメア鎖が長ければ長いほど、細胞の健康状態と複製が向上します。  

しかし、年齢を重ねるにつれて、テロメラーゼの産生は低下し、その結果、細胞複製と健康 

が低下します。 

つまりこれが、人々の老化が早まる主な理由です。  

また、代謝を調節する役割を果たしています。  

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。 

 

エピタロンの利点:  

  

エピタロンのテロメラーゼ生産に及ぼす影響の結果、利点はユニークで広範囲に及び、次の 

ものが含まれます。  

  

・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  

・がん、心臓病、認知症などの年齢関連疾患の遅延と予防  

・脂質酸化および ROS(活性酸素種)を正常化 T 細胞機能と共に減少させることにより抗

酸化剤として機能する。  

・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  

  

結論：多くの研究は、老化の症状と戦う上でテロメラーゼ産生とテロメア若返りの重要性を 

示しています。 

エピタロンはテロメラーゼの産生を増加させ、テロメアを強化し、長くすることが示されて

いるように、これはエピタロンが老化プロセスを減少させ、人間の長寿を延長する上で重要

な役割を果たすことができることを意味します。  

エピタラミンはエピタロン、エピタロンおよびエピタラミンとも呼ばれ、高齢者、特に進行 

した心血管疾患を有する人々の健康寿命を延ばすることが証明されている松体腺ペプチド 

製剤です。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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。 



当然のことながら、科学的に証明されています。 

3 つの画期的な製品。 シンプルで非常に効果的なアンチエイジングソリューション。  

科学と自然を融合した肌の栄養への 24 時間 365 日のアプローチにより、アラビダは肌が

かつて持っていた輝きを再生します。  

美しさは楽しさです。  

結果はすぐに。  

 

これのどれも。私たちが入れたものと同じくらい重要なのは、私たちが立ち入らないように

選んだものです。   

これらはアラビダには含まれていません  

パラベン    硫酸塩    フタル酸塩    合成/人工香料    尿素  人工の色または染料 

 

アラビダパッチ＆デイ＆ナイトクリームのご使用方法  

  

  

使い方は簡単です。  

 

① デイクリームは、朝のお化粧前にワンプッシュ手に取り顔全体になじませます。  

  

② ナイトクリームは、夜お休み前にワンプッシュ手に取り顔全体になじませます。  

  

③ アラビダパッチは、翌朝起床 12 時間前に、同封したパンフレットの貼付位置第二頸椎

か丹田に皮膚の上から直接貼ります。 

お肌が弱い方は、肌着の上から貼っていただいても効果はあります。貼り付ける前に必ずコ

ップ 1 杯のお水を飲んでください。（お茶やその他の水分は NG です）  

  

機能と利点独立して機能する 3 つの革新的な製品。  

一緒に使用すると、結果は即座に、長続きし、人生を変えます。   

自然と科学の美しい融合。  

内部の科学。アラビダの製品は、すべての肌タイプで機能するように開発されており、健康

と顔色にプラスの効果があることが証明されている天然由来成分に複雑な科学を適用して

います。  

それでも、ソリューションはそれを超えています。  

テストされた製剤と革新的なデリバリー方法は、画期的な結果を生み出しています。 

 結果は、長い試用期間だけでなく、すぐに、それを経験したすべての人によって見られま

した。  



 原材料： 

ネクター：水、マカダミ酸エチル、カプリル酸/カプリン酸トリグリセリド、グリセリン、

モリンガ油/水素化モ 

リンガ油エステル、ジョホバエステル、グリセライド、テトラヘキシルデシルアスコルビン

酸、オリザサトラバ、ライ 

スブラン、オリザサチバ レシチン、セチルアルコール、C12-16 アルコール、グリセリル

ステアレート、PEG-100 ステ 

アレート、パルミチン酸、キサンタンガム、ケイ酸マグネシウム、ジナトリウムエダ、フェ

ノキシエタノール、カプリ 

リルグリコール、クエン酸、香料。  

  

ナイトクリーム：水、マカダミ酸エチル、モリンガ油/水素化モリンガ油エステル、グリセ

リン、プロパンジオール、ホホバエ 

ステル、乳化ワックス NF、セチルアルコール、グリセリルステアレート、PEG-100 ステ

アレート、グリセリンジェリ 

ド タンパク質、トコフェロール、ケイ酸アルミニウム、EDTA、ナトリウム、フェノキシ

エタノール、カプリルグリコ 

ール、香料。  

製造元：LIFEWAVE、INC | サンディエゴ、CA 92123 | ALV-LBL-USA、L-519 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



パッチをご使用になる前の注意事項 

 

以下の必要条件は、ライフ・ウェイブのパッチ製品すべてに適用されます。 

 

➢乾いた清潔な皮膚にパッチを貼りましょう。 

➢パッチ使用前に水分を十分摂り、パッチ使用中も引き続き水分を補給してください。 

➢効果的な貼付け位置が見つかるまで、パッチの裏シールの半分は剥がさないで下さい。 

➢パッチは最長 12 時間効果があります。※但し外したあとも効果は継続します。 

➢使用済みパッチは、効果がうすれていますので再使用しないでください。 

➢パッチは、衣服の上に貼っても使用できます。※逆を言えば、粘着テープが付いたままで

も、体温に反応してしまいます。財布やポケットなどの体の近くでパッチを保管しないで下

さい。 

➢強力な電磁場（電子レンジ等）を発生させる場所での保管は避けてください。 

➢パッチは極力冷暗所で保管してください。また使用前に長時間日光に当てることは避け

て下さい。 

水分補給の重要性 

 

➢水分補給によって、体内の電流の流れが改善されます。 

➢生体電流として知られる電流が絶えず体内を巡っていることは、科学的研究で明らかで

す。 

➢効果を体験できない方のほとんどは水分不足です。経絡は帯電した水結晶の通り道です。 

➢エネルギーが体内を流れるようにするには、水分補給が欠かせません。 

➢水分補給のバランスが悪いと、頭痛、筋肉のけいれん、細胞変性に繋がる可能性がありま

す。 

➢同時に、一度に大量の水分を摂り過ぎるのも致命的となる恐れがあります。 

 

※体内の水分バランスを保つため、一日中こまめな水分補給をしましょう。 

排泄の頻度と特徴をチェックしましょう。3 時間から 5 時間ごとに膀胱がいっぱいになって

無色の尿が出る場合、十分な水分を摂取している可能性が高いです。また膀胱がいっぱいに

なるのに 5 時間以上、または一日かかり、尿の色が濃い場合は水分不足になっている可能

性があります。原則として自分の体重の半分の水をオンス単位で飲むようにしましょう。1

オンス約 28.4ｃｃですから例えば体重が 50Kｇの人は半分の 25 ㎏×28.4 ㏄＝約 710 ㏄の

水分が一日の基本摂取量ですが、水が原則です。（コーヒー、お茶なども NG です） 

注意：腎臓や副腎に問題がある場合、または利尿薬を服用している場合は、一日に摂取すべ

き水分量について医療専門家にご相談ください。 

              



解毒時に起こる肉体反応 

 

パッチ固有の効果に加え、すべてのライフ・ウェーパッチはある種の細胞解毒を促します。 

これは特に Y-Age シリーズのグルタチオン、カルノシン、イオンパッチにおいて見られる

現象です。解毒中、体から老廃物や汚染物質、重金属、ニコチン、その他有毒物質が取り除

かれます。解毒プロセスに肉体反応はつきものですが、一時的なものに過ぎません。 

 

 

解毒に伴う兆候は、口の渇き、口内の金属味、倦怠感、鼻水、頭痛、軽い発疹やニキビ、眠

気、吐気などです。体をプールとして考えてみてください。腎臓とリンパ系が血液やその他

の体液をろ過するのと同じように、ポンプを使って汚れをろ過してきれいにするのです。そ

して体内に溜まった毒素を清掃するのが間に合わないほどのペースで泥が巻き上がってし

まいます。こうなると腎臓やリンパ、その他臓器にどれほどストレスがかかるか想像できる

でしょうか。プールの側面や底をすくい取ればますます汚れが浮遊し、水が汚く濁ってきま

す。これこそが体内を移動している毒素なのです。フリーラジカルや毒素のつまった細胞が

どんな様子か、そして内蔵にどれほどのストレスが及ぶか、想像してみてください。 

覚えておいていただきたいのは、体から毒素が排出されると解毒兆候がおさまるという点

です。 

解毒兆候があまりにもつらい場合は、以下をお試しください。 

 

➢毒素を洗い流して常に十分な水分を保つため、多めの水分を摂ってください。 

➢ビタミン C を摂ってください。C は特にニコチンなどの毒素を素早く排出する効果があ

ります。 

➢必要に応じてライフ・ウェーブパッチを 1〜2 日間外し、様子を見てから使用を再開して

ください。 

※体が毒素を排出するスピードを上回る速さ毒素が移動すると、解毒に伴う不快感が生じ

ます。この場合はパッチの使用期間を短くしてみてください。 

 

 

安全上の注意事項 

 

➢これらの製品は、病気の診断、治療、治癒または予防を目的とするものではありません。 

➢製品利用による成果は個人により異なります。 

➢気分が悪くなったり、皮膚に炎症が発生した場合は、すぐにパッチを取り外してください。 

➢パッチを切断しないでください。 

➢水を十分に飲んでください。 



➢傷口にパッチを直接貼らないでください。※衣類の上から貼っても効果はあります。 

➢健康上の問題を把握されている場合は、ご使用の前に医療専門家にご相談下さい。 

➢妊娠中、または授乳中は使用しないでください。 

➢禁忌は確認されていませんが、ペースメーカーを装着している場合は、ご使用の前に医療

専門家にご相談ください。 


