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We all have Weaknesses, 
and those Weaknesses 

could show us 
very important clues 

in terms of 
How We Can Move Energy. 

and that's the "Business" 
We Should All Be In: 

The Business Of
Moving Energy. 

Enjoy It!. 





泌尿生殖器障害は、たとえば次のような生殖器系および尿路系に関連する非常
に広範囲の問題をグループ化します。

不妊症、腎臓と膀胱の問題、前立腺の問題子宮筋腫と子宮内膜症。

泌尿生殖器疾患強力な組み合わせ

主な強力な組み合わせ

泌尿生殖器疾患のすべてのケースについてテストできる主なツボの位置は次の
とおりです。

Ll4
LV3
SP6
CV17
CV4
それでは、どうすればパッチとの強力な組み合わせを構築できるでしょうか。
ここでは、「クラシック」パッチを使用する方法があります。
Ll4のエネルギーエンハンサーホワイト-右側
エナジーエンハンサータンLV3-左側

Ll4は、親指と人差し指の間
の柔らかな領域で、2番目の
中手骨の中点にあります。
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LV3は、足の背側、
第1中足骨と第2中
足骨の接合部から
遠位の中空にあり
ます。



次に、SP6 WRTLにENERGY ENHANCERを配置します 

SP6は下腿の内側にあり、内側く
るぶしの隆起よりも4本指上、脛
骨の内側稜に近いくぼみにあり
ます。

Lastly, place CARNOSINE on CV17 
and GLUTATHIONE on CV4 

CARNOSINE 

CY17 

CV17は、胸骨の下部、胸骨
の下縁の4本の指の上にあ
ります。 

CV17は、男性の乳首の間に
簡単に直接配置できます。

SP6 SP& 

CV4は、腹部の正中線、臍の4本の指の下に
あります。

GV14にイオンを追加してテストすることもできます 

GV14 
GV14は、7番目の頸椎
（C7）の下縁にあります。
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いつでも、できれば朝にこのメインパワフルコンビネーションを開始して、少
なくとも5日間は12～24時間実行してみてください。最大24時間使用した場合
は、新しいパッチに交換してください。

5日後、あなたの体が一般的にどのように反応するかについての考えを持って
いるかもしれません、そして、その時点で、あなたは1または2日間休んで、さ
らに5日間続けます。
もちろん、それはあなたの状況がどれほど深刻であるかに大きく依存します。
あなたの体は、特に泌尿生殖器疾患のような複雑な状態になると、アンバラン
スを修正するのに時間が必要であることを覚えておいてください。

しばらくお待ちください！。

非常に重要：
また、あなたが毎日消費しているものを非常に詳しく調べてみてください。あ
らゆる形態の乳製品、あらゆる方法または形態の精製糖、および小麦粉製品は
避けてください。自然の栄養源に集中し、もちろん、常に十分な水分補給を行
います。
次に、同じ強力な経穴の組み合わせを使用してX39プロトコルを実行する方法
を見てみましょう。
主な強力な組み合わせ-X39の使用
先に提案されたMain Powerful Combinationを実行することにより、応答がどの
ようになっているのかを理解できたら、これを実行することを選択できます
X39パッチを使用した簡易バージョン。
たとえば午前8時など、朝のある時間に開始してみてください。
Ll4のX39-右側-日中の4時間。

Ll4は、親指と人差し指の間の
柔らかな領域で、2番目の中
手骨の中点にあります。
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4時間後、X39パッチをLl4位置から外します。

次の4時間　LV3のX39-右側-日中、装着します。

LV3は、足の背側、第1
中足骨と第2中足骨の接
合部から遠位の中空にあ
ります。

もう一度、4時間後、X39パッチをLV3位置から外します。
次は4時間X39 on SP6-右側-日中、装着します。

SP& 
SP6は下腿の内側にあり、内側くるぶしの隆起
よりも4本指上、脛骨の内側稜に近いくぼみに
あります。

これらの最後の4時間後、および午前8時に開始した場合、3つの異なるAcupoint

ロケーションでX39を適用して完全な12時間を完了する必要があります。

あなたが好きならもっと早く始めることができます...したがって、夕方までに

次のように続けることができます。CV17のCARNOSINE-夕方と一晩中。

CV17は、胸骨の下部、胸骨の下縁の4本の指の上にありま
す。 CV17は、男性の乳首の間に簡単に直接配置できます。



次に翌日、同じことをすることができますが、代わりに夕方にCARNOSINEを
CV17に配置する場合、翌朝までCV4に配置します。
たとえば午前8時など、朝のある時間に開始してみてください。
Ll4のX39-右側-日中の4時間。

Ll4は、親指と人差し指の間
の柔らかな領域で、2番目の
中手骨の中点にあります。

4時間後、X39パッチをLl4位置から削除し、これを実行します。

LV3のX39-右側-日中、次の4時間。

LV3は、足の背側、第1
中足骨と第2中足骨の接
合部から遠位の中空に
あります。
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もう一度、4時間後、X39パッチをLV3位置から削除し、これを実行しま
す。X39 on SP6-右側-日中、次は4時間。

SP& 
SP6は下腿の内側にあり、内側くるぶしの隆起
よりも4本指上、脛骨の内側稜に近いくぼみに
あります。

その後、夕方までに次のように続けることができます。CV4のCARNOSINE-夕方と一
晩中。ここでは、3つの特定の経穴の場所でX39パッチをテストする非常に簡単な方法
があり、それを2つの異なる場所で夕方の時点でCARNOSINEと組み合わせて、前に紹
介した5つの主な経穴を完成させます。

1サイクルまたは2連続日を実行してテストできます。その後、必要に応じて、別のサ
イクルまたは2日間を合計4連続日でテストできます。その時までに、あなたはあなた
の反応がどうであるか、同じ戦略を続けるべきか、別のアプローチをテストするべき
かについてのアイデアを持っているかもしれません。

あなたの反応が良く、泌尿生殖器疾患が改善を示している場合は、この方法でエネル
ギーの移動を続けるか、または実際の症状により集中したプロトコルに集中するかを
選択できます。

, ........................................................................................................................................................................................................................................................... . 

非常に重要：何もうまくいかないようであれば、この本の最後の69ページの
「結論」というタイトルのセクションを読み続けてください。

............................................................................................................................................................................................................................................................. 
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この一般的な障害の強力な組み合わせのシリーズを作成する背後にあるアイデアは、
私たちのほとんどが非常に明確な弱点として示す可能性がある特定の領域に従ってエ
ネルギーを移動する新しいオプションを提供することです。

ガブリエル、11Clear11の弱点とはどういう意味ですか？説明してください。私たちの
人生の特定の11Stages11で、私たちはすべて「傾向11」を示します•••そして、私が
傾向と言うとき、私は例えば胃炎のような特定の症状を意味しません。

私の言っていることは、例えば私たちの消化器系のように、一つのメインエリアに
沿って問題を抱える特定の傾向です。私は14歳のときに胃炎と胃潰瘍の始まりを経験
しましたが、20代から40代の間に苦しんでいました
：裂孔ヘルニア、出血性痔核、IBSタイプC、持続性膨満感、およびこれらすべての症
状は主な消化器系に分類されます障害リスト

...したがって、振り返ってみると、私は消化器疾患を発症する「明確な傾向」、つま
り、私が長年にわたって明らかにII明らかにした主な弱点の1つが消化器系にあったと
言えるでしょう。

途中で発症する可能性のある11Kind11の症状とは関係なく...したがって、私ができる
ことは、その情報を私の目の前に置くことは、一般的に消化器疾患の非常に特殊な方
法で移動エネルギーに集中することです。

そしてそれを行うことの利点はこれです：非常に具体的になるのではなく、最も基本
的な方法でエネルギーを動かすことができます。それは「基本に戻る」のようなもの
です（もちろん、エネルギー的に言えば）。そしてそれが私が一般障害に従ってこの
一連の強力な組み合わせを作成した理由であり、エネルギーを移動する新しいオプ
ションを持ち、最も基本的な不均衡を最初に修正しようとしますレベル（エネルギッ
シュに話す）。
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消化器疾患強力な組み合わせ
したがって、消化器疾患に戻ると、消化器系に関連するさまざまな問題がグ
ループ化されます：裂孔ヘルニア、胃および/または十二指腸潰瘍、胃炎、
大腸炎、痙性結腸、痔、下痢、吐き気、および同様の消化器系の問題。

主な強力な組み合わせ消化器疾患のすべてのケースについてテストできる主
なツボの位置は次のとおりです。

Ll4 
LV3 
ST36 
SP6 
CV12 
CV4 
P6 

それでは、どうすればパッチとの強力な組み合わせを構築できるでしょう
か。ここでは、「クラシック」パッチを使用する方法があります。
Ll4のエネルギーエンハンサーホワイト-右側エナジーエンハンサータンLV3-
左側ST36のエネルギーエンハンサーホワイト-右側SP6のENERGY 
ENHANCERタン-左側

Ll4は、親指と人差し指の間の
柔らかな領域で、2番目の中
手骨の中点にあります。
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LV3は足の背側のく
ぼみにあります 



ST36は、膝の下4本の指と脛骨の前頭頂の
横にある1本の親指にあります。

s 

EE White 

SP6は下腿の内側にあり、内側くるぶしの隆
起よりも4本指上、脛骨の内側稜に近いくぼみ
にあります。

SP6 

EE Tan 

（連携する4つの重要なツボを含む非常に強力なクラスターの組み合わせ：Ll4-LV3-ST36-SP6）

注：強力な組み合わせの主題については、ブック＃6：Lifewave
パッチを使用した強力な組み合わせの詳細をご覧ください。

最後に、CARVOSINEをCV12に配置します。CV4のグルタチオン

CV12 

0 ,

cc 
CD 

CV12は、腹部の正中線、臍の6本の指の上に
あります。
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CV4は、腹部の正中線、臍の4本の指の下に
あります。



 また、GV14にイオンを追加してテストすることもできます

GV14 
GV14は、7番目の頸椎
（C7）の下縁にあります。

このメインの強力な組み合わせをいつでも、できれば朝に開始してみてください。
また、少なくとも5日間連続して12～24時間実行し、最大24時間使用した場合は新し
いパッチに交換してください。

5日後、あなたの体が一般的にどのように反応するかについての考えを持っているか
もしれません、そして、その時点で、あなたは1または2日間休んで、さらに5日間続
けます。

いつものように、もちろんそれはあなたの状況がどれほど深刻であるかに大きく依存
します。 特に消化器疾患などの複雑な状態になると、体がアンバランスを修正するの
に時間が必要であることを覚えておいてください。

だから、我慢してください！。非常に重要：また、あなたが毎日消費しているものを
非常に詳しく調べてみてください。 あらゆる形態の乳製品、あらゆる方法または形態
の精製糖、および小麦粉製品は避けてください。 自然の栄養源に集中し、もちろん、
常に十分な水分補給を行います。
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それでは、いくつかの強力な組み合わせを使用してX39プロトコルを実行する
方法を見てみましょう。

強力な組み合わせ-X39の使用以前に提案されたメインの強力な組み合わせを実
行することで、応答がどのようになっているのかを理解できたら、X39パッチ
を使用してこの簡易バージョンを実行することを選択できます。

X39オプション＃1-当日たとえば午前8時など、朝のある時間に開始してみてく
ださい。X39 on CV12-日中12時間。

CV12 

0 ,

!! 
::I 

10 
n, 

CV12は、腹部の正中線、臍の6本の指の上に
あります。

X39オプション＃1-夜間この例のように、午後8時にX39パッチを削除して

配置します。

CV12上のCARNOSINE-夜間12時間。

0 ,  .,, :r 
10 
n, 

CV12は、腹部の正中線、臍の6本の指の上に
あります。
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その他のパッチ代わりにX39パッチを使用する方が良いですか？
これはよくある質問です...これが私の答えです：私個人的には、どのパッチ
を使用するかという点で「良い」ということはありません。
私は本当にそれが1つの単一のパッチを配置するだけですべての問題が永遠
に消えるほど「魔法」であることを望みます...しかし、私たちの多くの現実
はまったく異なります。

代わりに「Think Energy」を選択します。ここで提案する戦略を確認する
と、まず「クラシック」パッチを使用してエネルギーを「移動」したいと思
います。

次に、X39をCARNOSINEデイタイム/ナイトタイムシーケンスで配置しま
す。違いが巨大であることを知っています...クラシックパッチを配置するこ
とで、EEパッチの2つのセットとY-Ageのフルセットを1つ使用し、X39を配
置することで、2つのパッチを配置します。

ただし、ここでの意図は、前に述べたように「オプション」を提供すること
です。すべての人が平等ではなく、すべての消化器疾患の状況が同じである
わけではありません...ここで見ているすべての主要な一般障害領域の下には
非常に多くのシナリオが考えられます。

そのため、オプションを用意することで、自分や他の人のために機能したこ
とをテストし、自分でそれらのオプションを確認できます。私がこの本を書
き始めたのは、移動エネルギーの「ビジネス」について話したことを思い出
してください。

そして時々、このビジネスに参加するには、「代替ルート」、「迂回」、予
期しないターンをする必要があるので、パッチを開始する前に、これらの代
替案をあなたの目の前に置くことを考えました...あなたは何が正しい強力な
組み合わせであるかを決して知りません。
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強力な組み合わせ-X39の使用（続き）X39でテストできる他の強
力な組み合わせはありますか？ 
私たちは確かにそうします。X39オプション＃2-1日目-当日たとえ
ば午前8時など、朝のある時間に開始してみてください。

Ll4のX39-右側-日中6時間。

Ll4は、親指と人差し指の間
の柔らかな領域で、2番目の
中手骨の中点にあります。

6時間後、L39の位置からX39パッチを取り外し、これを行います。

LV3のX39-右側-日中、次の6時間。

LV3は、足の背側、第1
中足骨と第2中足骨の接
合部から遠位の中空に
あります。
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X39オプション＃2-1日目-夜間この例のように、午後8時にX39パッチ
を削除して配置します。

CV12上のCARNOSINE-夜間12時間。

0 ,
"11 s· cc 
CD 

CV12は、腹部の正中線、臍の6本の指の上にあ
ります。

X39オプション＃2-2日目-当日たとえば午前8時など、朝の
ある時間に開始してみてください。

 ST39のX39-右側-日中6時間。
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ST36は、膝の下4本の指と脛骨の前頭頂の
横にある1本の親指にあります。



6時間後、X39パッチをST36位置から削除し、これを実行します。SP6
のX39-右側-日中、次の6時間。

SP& 

SP6は下腿の内側にあり、内側くるぶしの隆
起よりも4本指上、脛骨の内側稜に近いくぼみ
にあります。

X39オプション＃2-2日目-夜間この例のように、午後8時にX39パッチ
を削除して配置します。

CV4上のCARNOSINE-夜間12時間。

CV4は、腹部の正中線、臍
の4本の指の下にあります。

ご覧のとおり、X39 / CARNOSINEの2日間シーケンスで強力な経穴の組み合
わせを実行する方法があります。
最初にOPTION＃1を実行し、次に進捗状況に応じてOPTION＃2を実行する
ことを選択できます。
非常に重要：このプロセスでは、どのポジションがより有利であるかを常に
確認してください。
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パワフルな代替（ジャストインケース）消化器疾患の他の症状とは別に、吐
き気を感じている場合は、他のすべてのパッチを停止してこれを行うことが
できます。
P6-WRTLにENERGY ENHANCERを配置します

P6は、腱の間の手首の横方
向の折り目の上の3本の指に
あります。

または、次のこともテストできます。

P6のイオン-右側 

P6は、腱の間の手首の横方
向の折り目の上の3本の指に
あります。

あるいは：P6のX39-右側 

P6 

P6は、腱の間の手首の横方
向の折り目の上の3本の指に
あります。

P6 

P6 

P6 

c., 
- n
:i" 
cc 
CII 

c., 
::!1 
:::, 
cc 
CII 





了解しました。これは、一般的な障害によると、この強力な組み合わせのシ
リーズの3番目です。

最初に私たちは泌尿生殖器障害について話し、次に消化器障害について話し
ました。

それでは、呼吸器疾患についてお話ししましょう。ただし、ここでの目的は
一般的な弱点について詳しく知ることであり、孤立した症状に集中すること
ではないことを忘れないでください。

しかし、違いは何ですか？呼吸器疾患について話す場合は、アレルギー性副
鼻腔炎と副鼻腔炎を含む喘息、気管支炎、咳、副鼻腔の問題、風邪、特に上
部呼吸器感染症、肺炎、さらには慢性肺疾患まで調べています。

さて、前に言ったような1つの孤立した症状だけでなく、これらの症状のグ
ループのいずれかを自分の人生で特定できれば、おそらく呼吸器系に明らか
な弱さが見られます。

その場合は、これらの強力な組み合わせを実行することができます。呼吸器
疾患の強力な組み合わせ主な強力な組み合わせ呼吸器疾患のすべてのケース
についてテストできる主なツボの位置は次のとおりです。

LU1 
LU7 
P6 
TW5 
CV17 
BL2 
ST2 

それでは、どうすればパッチとの強力な組み合わせを構築できるでしょう
か。

ここには、テストする優れたオプションがあります。
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ENERGY ENHANCER白LU1-右側ENERGY 
ENHANCERタンLU7-左側ENERGY ENHANCER白
TW5-右側ENERGY ENHANCERタンP6-左側

LU1は胸の外側にあり、親指1本はLU2の真下にあり
ます。鎖骨の四肢、肩、胸の間のLU2にある柔らかい
場所に親指を置きます。 
LU1は胸側のポイント1つ下の親指の腹にあります。

LU7• 

LU7の位置を特定するには、「タイガーマウス
グリップ」を使用し、両手の親指と人差し指を
広げて交差させ、右手の人差し指が左下の腕に
乗るようにし、手首を曲げないようにします。 

LU7は、人差し指の先端の真下のV字型の溝にあ
ります。
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TWSは、手首の3本の指
の橈骨と尺骨の間のくぼ
みにあります。

P6 
3 Fingers 

P6は3本空けた間にありま
す 。

（連携する4つの必須の経穴を含む強力なクラスターの組み合わせ：LU1-LU7-P6-TW5）

最後に、CARVOSINEをCV17に配置しますCV21のグルタチオンまた、GV14にイオンを
追加してテストすることもできます。

CV17は、胸骨の下部、胸骨の下縁の4本の指の上にあり
ます。
CV17は、男性の乳首の間に簡単に直接配置できます。

CV21 

GV14 

CV21は胸骨の上部、CV22の真下に
あります。
鎖骨または鎖骨の間の骨のような領域。

GV14は、7番目の頸椎
（C7）の下縁にあります。



いつでも、できれば朝にこのメインパワフルコンビネーションを開始して、
少なくとも5日間は12～24時間実行してみてください。
最大24時間使用した場合は、新しいパッチに交換してください。

5日後、あなたの体が一般的にどのように反応するかについての考えを持っ
ているかもしれません。そして、その時点で、あなたは1または2日間休ん
で、さらに5日間続けます。
いつものように、もちろんそれはあなたの状況がどれほど深刻であるかに大
きく依存します。

特に呼吸器疾患などの複雑な状態になると、体がアンバランスを修正するの
に時間が必要であることを覚えておいてください。
だから、我慢してください！
非常に非常に重要：また、あなたが毎日消費しているものを非常に詳しく調
べてみてください。あらゆる形態の乳製品、あらゆる方法または形態の精製
糖、および小麦粉製品は避けてください。

自然の栄養源に集中し、もちろん、常に十分な水分補給を行います。バナナ
の摂取もやめます。
なぜなら、それは私たちが避けたいと思う多くの痰を引き起こすことが判明
した果物だからです。
この強力な組み合わせの説明LU1とLU7は肺の経路にある2つの主要な経穴で
あり、したがって肺に影響を与えます。CV17は私たちの呼吸器系に利益をも
たらす非常に強力な経穴であり、P6は胸全体に利益をもたらすもう1つの強
力な経穴であり、TW5は風邪やインフルエンザの最初の段階。

最後に、BL2とST2はまだ含めていません。これらは副鼻腔の問題の2つの局
所的なポイントであるため、これらのポイントを組み合わせて、副鼻腔を含
む呼吸器疾患に使用できます。瞬間...

新しいコンセプトよく見ると、Lung Channelで、同じチャネルの2つの異なる
位置を使用しています。右側にLU1、左側にLU7です。
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同時に相互作用する2つの強力な位置を使用しているため、影響を受ける
チャネルでエネルギーを移動する非常に便利な方法です。
Channel、It's All About Synergy、これは私が11年間のパッチングに沿って個
人的に学んだコンセプトであり、ブック＃6：Lifewaveパッチを使用した強
力な組み合わせで詳しく説明しています。

特記事項：この強力な組み合わせは、子供を含むあらゆる年齢の誰にでも使
用できます。子供で実行する場合に私が提案するのは、パッチは睡眠を妨げ
るかもしれないので、夜間にチェックしてください、それだけです。
同じことが高齢者にも当てはまります。その場合は、日中に上記で提案した
すべてをテストするか、午前8時のように午前中に開始する場合は12時間テ
ストしてください。
したがって、午後8時までに、すべてのパッチを削除し、おそらく唯一の Y-
Ageは一晩中パッチを当てています。
自分またはパッチを適用する人に最適な方法をテストしてください。

強力なバリエーションパッチをテストする非常に強力な方法の1つは、同じ
ツボの組み合わせのバリエーションを作成することです。
そしてここに私はバリエーションの1つの例を含めます：
LU7のエネルギーエンハンサーホワイト-右側LU1のENERGY ENHANCERタ
ン-左側P6のエネルギーエンハンサーホワイト-右側TW5のENERGY
ENHANCERタン-左側

この強力な組み合わせは次のページに続きます
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LU7の位置を特定するには、「タイガーマウス
グリップ」を使用し、両手の親指と人差し指を
広げて交差させ、右手の人差し指が左下の腕に
乗るようにし、手首を曲げないようにします。 
LU7は、人差し指の先端の真下のV字型の溝にあ
ります。

• LU7

LU1は胸の外側にあり、親指1本はLU2の真下にあります。
鎖骨の四肢、肩、胸の間のLU2にある柔らかい場所に親指
を置きます。 LU1は胸側のポイント1つ下の親指の腹にあ
ります。

3 Fingers 

P6は、腱の間の手首の
横方向の折り目の上の
3本の指にあります。
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TW5は、手首の上の3本
の指と橈骨と尺骨の間の
くぼみにあります。



これは、同じ強力なクラスターの組み合わせを介してエネルギーを移動する
別の方法です。
これらの4つの不可欠なツボを組み合わせて使用すると、LU1-LU7-P6-TW5
最後に、CARVOSINEをCV21に配置しますCV17のグルタチオンまた、GV14
にイオンを追加してテストすることもできます

CV21 

CV17は、胸骨の下部、胸骨の下縁の4本の指の
上にあります。
CV17は、男性の乳首の間に簡単に直接配置でき
ます。

GV14 

GV14は、7番目の頸椎
（C7）の下縁にあります。
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CV21は、胸骨の上部、CV22の
真下、鎖骨または鎖骨の間の
「骨」領域にあります。



強力な追加呼吸器障害の他の症状とは別に、副鼻腔の問題があることに気付
いた場合は、これを先に提案した主な強力な組み合わせに追加してテストで
きます。
ST2 -WRTLのエネルギーエンハンサー

目を正面から見て、ST2は、瞳孔のすぐ下
の1 Thumbにあり、眼窩下孔。
ロケーションノート眼窩下孔は、眼窩骨の
縁から下方に触診することで感じることが
できます。パッチを少し下にしてエリアを
カバーするようにしてください。目の近く
に貼らないようにしてください。

次に、すべての準備が整ったら、BL2の位置に「指圧」を適用できます。

はい、そうです。指を使うだけで、おそらく両方の親指を使ってその位置に
静かに圧力をかけることができます。
1日あたり数回のセッションを4～5回、各セッション1～2分間、右と左の両
方の位置に同時に圧力をかけてください。

経穴の場所を見つける次のページ-+
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BL2は、内側の目頭よりも眉側のくぼみ
の内側にあります。

ロケーションノートその内側の端から眉
に沿って横方向に触診し、くぼみを感じ
ます。
この点は、触診で圧痛を感じることがよ
くあります。

ご覧のように、BL2はパッチを適用するのに適した位置ではないので、指先を

使用して（前述したように）圧力を加えて双方向で刺激することをお勧めし

ます。

非常に良いガブリエル、しかし、世界で呼吸器疾患の私の目でこの立場をと

ることは何ですか？はい、わかっています、わかっています...

時々、エネルギーを移動するビジネスは、この「予期しない」方向転換をし

ます...ここでの考え方は、BL2 Positionだけを使用するのではなく、まったく

使用することです。 ..アイデアは、他のポジションと一緒に使用することで

す。先ほど言ったことを思い出してください。

それはSynergyのすべてです。

これが、コンビネーションでさまざまなポジションを使用する方法です。そ

れがまさにこの本のすべてです。 強力な組み合わせ。 パッチ間の組み合わ

せ、また、ツボの位置間の組み合わせ。
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それでは、いくつかの強力な組み合わせを使用してX39プロトコルを実行す
る方法を見てみましょう。

強力な組み合わせ-X39の使用以前に提案されたメインの強力な組み合わせを
実行することで、応答がどのようになっているのかを理解できたら、X39
パッチを使用してこの簡易バージョンを実行することを選択できます。

X39の使用-1日目-当日たとえば午前8時など、朝のある時間に開始してみて
ください。X39 on LU1-右側-日中6時間。

LU1は胸の外側にあり、親指1本はLU2の真下にあり
ます。鎖骨の四肢、肩、胸の間のLU2にある柔らかい
場所に親指を置きます。 LU1は胸側のポイント1つ下
の親指の腹にあります。

6時間後、X39パッチをLU1位置から削除し、これを実行します。

LU7のX39-右側-日中、次の6時間。
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LU7の位置を特定するには、「タイガーマウスグ
リップ」を使用し、両手の親指と人差し指を広
げて交差させ、右手の人差し指が左下の腕に乗
るようにし、手首を曲げないようにします。
LU7は、人差し指の先端の真下のV字型の溝にあ
ります。

X39の使用-1日目-夜間この例のように、午後8時にX39パッチを削除して

配置します。

CARVOSINEをCV17に-夜間12時間。

CV17は、胸骨の下部、胸骨の下縁の4本の指の上にありま
す。 CV17は、男性の乳首の間に簡単に直接配置できます。

X39の使用-2日目-その日中

たとえば午前8時など、朝のある時間に開始してみてくださ

い。 X39 on TW5-右側-日中6時間。

TWSは、手首の3本の指
の橈骨と尺骨の間のくぼ
みにあります。
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6時間後、X39パッチをTW5の位置から取り外し、これを行います。
P6のX39-右側-日中、次の6時間。

P6は、腱の間の手首の
横方向の折り目の上の3
本の指にあります。

P6 

X39の使用-2日目-夜間この例のように、午後8時にX39パッチを削除して

配置します。CV21のCARNOSINE-夜間12時間。

CV21 CV21は、胸骨の上部、CV22の真
下、鎖骨または鎖骨の間の「骨」領
域にあります。

ご覧のとおり、X39 / CARNOSINEの2日間シーケンスで強力な経穴の組み合
わせを実行する方法があります。

「クラシック」パッチの強力な組み合わせオプションを最初に実行し、その
後、進捗状況に応じて、X39 2日間の強力な組み合わせオプションを実行す
ることを選択できます。
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非常に重要：このプロセスでは、どのポジションがより有利であるかを常に
確認してください。 その後、独自の新しいパッチオプションをテストする場
合は、これらの位置にパッチを続けることができます。

強力な組み合わせ-X39の使用-バリエーションVARIATIONSの概念を紹介し
ましたが、クラシックパッチを使用してそれを実現したので、X39を使用し
て同じ概念を適用できますか？
きっと...この以前のX39パワフルな組み合わせからバリエーションを作成す
る方法を紹介しましょう。
X39バリエーションの使用-1日目-当日たとえば午前8時など、朝のある時間
に開始してみてください。

LU1のX39-左側-日中6時間。

LU1は胸の外側にあり、親指1本はLU2の真下にあります。
鎖骨の四肢、肩、胸の間のLU2にある柔らかい場所に親指
を置きます。 LU1は胸側のポイント1つ下の親指の腹にあ
ります。

なに？、X39は左サイドに置いた？
はい、オプションはありますか？ 
...反対する前に、ぜひお試しください。 結果がどうなるかわからない、特
に、現在行っている結果が期待したものと正確に一致していない場合、さら
に以前のすべてをすでに実行している場合はなおさらオプションとあなたの
応答はまったく有利ではありません。
 ..私が言ったように私たちはオプションを持っています...
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6時間後、X39パッチをLU1位置から削除し、これを実行します。LU7
のX39-左側-日中、次の6時間。

LU7の位置を特定するには、「タイガーマウス
グリップ」を使用し、両手の親指と人差し指を
広げて交差させ、右手の人差し指が左下の腕に
乗るようにし、手首を曲げないようにします。 
LU7は、人差し指の先端の真下のV字型の溝にあ
ります。

X39バリエーションの使用-1日目-夜間この例のように、午後8時にX39

パッチを削除して配置します。

CARVOSINEをCV17に-夜間12時間。

CV17は、胸骨の下部、胸骨の下縁の4本の指の上にあります。
CV17は、男性の乳首の間に簡単に直接配置できます。
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X39バリエーションの使用-2日目-DU：RING THE DAYたとえ
ば、午前8時など、朝のある時間を開始してみてください。 
TW5のX39-左側-6時間の日中。

TWSは、手首の3本の
指の橈骨と尺骨の間のく
ぼみにあります。

6時間後、X39パッチをTW5の位置から取り外し、これを実行します。
P6のX39-左側-日中、次の6時間。

P6 
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方向の折り目から上の指3
本分にあります。



X39バリエーションの使用-2日目-DU：RING THE NIGHTこの例のよう

に、午後8時にX39パッチを削除して配置します。CARVOSINEをCV21

に-夜間12時間。

CV21  CV21は胸骨の上部、CV22の真下、
鎖骨または鎖骨の間の「骨」領域
にあります。

いつものように、このプロセスの間、どちらのポジションがあなたにとって
より有利かを確認してください。 その後、独自の新しいパッチオプションを
テストする場合は、これらの位置にパッチを続けることができます。応答が
良く、呼吸器疾患に改善が見られる場合は、この方法でエネルギーの移動を
継続するか、実際の症状に焦点を絞ったプロトコルに集中するかを選択でき
ます。

非常に重要：何もうまくいかないようであれば、本書の最後の69ページの「結
論」というタイトルのセクションを読み続けてください。
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これは、一般障害によるこの強力な組み合わせのシリーズの最後です。最初
に泌尿生殖器障害について話し、次に消化器障害について話し、次に呼吸器
障害について話し、そして今から頭痛障害について話します。

ええと、私は実際にそれを障害ではなく頭痛の弱点と名付けるべきですが、
私たちは一般障害シリーズにいるので、続けましょう。私が頭痛障害と言う
とき、私はこれについて話している：片頭痛、緊張、群発、ストレス、高血
圧などによるあらゆる種類の頭痛、または多くの片頭痛は、ホルモンの不均
衡を伴います。

TCMによると、同じような結果の背後には多くの異なるメカニズムがあり、
単純な頭痛が実際には結局それほど単純ではありません。

..数年前、私は私たちのフォロー・ザ・ルート・エリア内にセクション全体
を捧げ、頭痛のみについて話し、そして次の2つのパートの特別タイトルを
作成しました。

頭痛スペシャル-パート1＆頭痛スペシャル-パート2しかし、現在、私たちは
それを症状としてではなく、弱点として見ています...覚えていますか？あな
た自身に尋ねるべき質問はこれです

：頭痛は私によくある/いつもの11State11ですか？考えてみれば、頭痛はよ
り複雑なメカニズムの物理的な兆候にすぎません。

この頭痛障害と強力な組み合わせの中で、この弱点のさまざまな11フレー
バー11に従ってエネルギーを移動するさまざまな方法を調べます。いい？そ
れでは、始めましょう。
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頭痛障害強力な組み合わせ

主な強力な組み合わせ頭痛障害のすべてのケースについてテストできる主な
ツボは次のとおりです。

Ll4 、LV3 、SP6 、TW5 CV4 、LU7、 BL2 、ST2 

YINTANGエクストラポイントOhh My !!
..それで、多くのポイント...、あなたは言うかもしれません。
今回はまったく異なるアプローチを使用するので、心配しないでください。
さまざまな状況と、パッチでエネルギーを移動する方法を見ていきます。

一般的な頭痛または顔面の痛み私が2008年にパッチを書き始めて以来、ほと
んどのLifewaveミーティングで、Acupointは皆、Ll4として頭痛を伴うほとん
どすべての状況に推奨しました。
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Ll4は、親指と人差し指の間の
柔らかな領域で、2番目の中手
骨の中点にあります。



顔の痛みにも対処するための素晴らしいツボ。 
しかし、私が個人的に見つけたのはこれです：私たちは、ツボの非常に特定
の組み合わせから多大な利益を得て、必要な場所でエネルギーを実行するこ
とを試みることができるため、体内のバランスをすばやく回復できます。

それは、使用するパッチの種類にも依存します...それでは、いくつかの強力
な組み合わせから始めましょう。
Ll4-WRTLにICEWAVEまたはENERGY ENHANCERを配置します

 Ll4は、親指と人差し指の間の
柔らかな領域で、2番目の中手
骨の中点にあります。

どのパッチでも、どのパッチが適切に機能するかをテストできます。 
（EEパッチは痛みに効果的です）。
5～10分間実行し、結果に応じて次のように実行できます。
陰陽エクストラポイントにイオンを配置します。

インタンエクス
トラツボがある
眉毛の内側の四
肢の間の中点。

これは、心を落ち着かせ、ストレスを軽減するための優れた強力な組み合わ
せです。
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あなたはそれが必要だと感じたときにいつでもその組み合わせを実行するこ
とができます。次に、別のアプローチを見てみましょう。
ただし、現時点では、以前の強力な組み合わせにLV3を追加します。
LV3は頭からエネルギーを引き寄せるのを助けるので、頭の中でエネルギー
の過剰を伴う頭痛に対処するための優れたポジションです。
だからこれは私ができることです。
：Ll4のICEWAVEまたはENERGY ENHANCER白-右側ICEWAVEまたは
ENERGY ENHANCERタンLV3-左側

Ll4は、親指と人差し指の
間の柔らかな領域で、2番
目の中手骨の中点にあり
ます。

LV3は、足の背側、
第1中足骨と第2中足
骨の接合部から遠位
の中空にあります。

次に、イオンをLV3-右側に配置しますまたは、LV3にイオンの代わりにグル
タチオンまたはカルノシンを配置してテストすることもできます-右側

LV3は、足の背側、第
1中足骨と第2中足骨
の接合部から遠位の
中空にあります。

IWパッチとEEパッチの中で、どちらのパッチが適切に機能するかを必ずテ
ストしてください。
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これで、この強力な組み合わせのREVERSALを次のようにテストすることもで
きます。
アイスウェーブまたはエナジーエンハンサーホワイト、LV3-右側Ll4の
ICEWAVEまたはENERGY ENHANCERタン-左側

LV3は、足の背側の、
第1中足骨と第2中足骨
の接合部から遠位の中
空にあります。 

Ll4は、親指と人差し指の間
の柔らかな領域で、2番目の
中手骨の中点にあります。

次に、イオンをLl4-右側に配置しますまたは、Ll4-右側にイオンの代わりにグ
ルタチオンまたはカルノシンを配置してテストすることもできます

Ll4は、親指と人差し指の間
の柔らかな領域で、2番目の
中手骨の中点にあります。

Ll4 

頭痛障害のエネルギーを移動する非常にシンプルで非常に効果的な方法。
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首の痛みと緊張を伴う頭痛Triple Warmer Chi経路が腕と首と頭を結ぶた
め、その領域の首の痛みと緊張を伴う頭痛の場合に使用できる主なツボは
TW5です。
だから、これはあなたができることです。
：ICEWAVEまたはENERGY ENHANCERをTW5-WRTLに配置します

TW5 

TW5は、手首の3本の指の橈骨と尺骨
の間のくぼみにあります。

それを5～10分間実行し、結果に応じてこれを実行できます。

イオンをGV14に配置します。

GV14 GV14は、7番目の頸椎
（C7）の下縁にあります。
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テスト：GV16のイオン

GV16は正中線上、
首のうなじ、外側後頭
隆起のすぐ下のくぼみ
にあります。

頭と首の部分で局所的にストレスを軽減するもう1つの優れた強力な組み合
わせ。繰り返しますが、IWパッチとEEパッチの中で、どちらのパッチが適
切に機能するかを必ずテストしてください。さて、私たちができることは、
以前の組み合わせで使用したのと同じ概念を組み合わせることです。
：Ll4のICEWAVEまたはENERGY ENHANCER白-右側TW5のICEWAVEま
たはENERGY ENHANCERタン-左側

Ll4は、親指と人差し指の
間の柔らかな領域で、2番
目の中手骨の中点にあり
ます。
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TWSは、手首の3本の
指の橈骨と尺骨の間の
くぼみにあります。 



イオンはTW5-右側に配置できます次に、GV14にGLUTATHIONEまたは
CARNOSINEを配置してテストすることもできます

GV14 

TWSは、手首の3
本の指の橈骨と尺
骨の間のくぼみに
あります。

GV14は、7番目の頸椎
（C7）の下縁にあります。

この強力な組み合わせのREVERSALを次のようにテストすることもできます。

TW5のICEWAVEまたはENERGY ENHANCER白-右側ICEWAVEまたはENERGY 
ENHANCER Ll4の黄褐色-左側

TWSは、手首の3
本の指の橈骨と尺
骨の間のくぼみに
あります。
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Ll4は、親指と人差し指の間の
柔らかな領域で、2番目の中
手骨の中点にあります。



Ll4-右側にイオンを配置できます。
次に、GV16にGLUTATHIONEまたはCARNOSINEを配置してテストすることも
できます。

Ll4は、親指と人差し指の間
の柔らかな領域で、2番目の
中手骨の中点にあります。

GV16は正中線の首
のうなじにあり、外後
頭隆起のすぐ下のくぼ
みにあります。

今、頭痛が首の痛みと背中の緊張と一緒ならエリア、したがっ
て、11Command11ポイントはLU7です。
 だから、これは代わりにテストできるものです。
：Ll4のICEWAVEまたはENERGY ENHANCER白-右側LU7のICEWAVEまたは
ENERGY ENHANCERタン-左側

Ll4は、親指と人差し指の間
の柔らかな領域で、2番目の
中手骨の中点にあります。
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LU7e 

LU7の位置を特定するには、「タイガーマウス
グリップ」を使用し、両手の親指と人差し指を
広げて交差させ、右手の人差し指が左下の腕に
乗るようにし、手首を曲げないようにします。 
LU7は、人差し指の先端の真下のV字型の溝にあ
ります。

イオンはLU7-右側に配置できます次に、GV14にGLUTATHIONEまたは
CARNOSINEを配置してテストすることもできます。

GV14 GV14は、7番目の頸椎
（C7）の下縁にあります。
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この強力な組み合わせのREVERSALを次のようにテストすることもできま
す。
ICEWAVEまたはENERGY ENHANCER白LU7-右側ICEWAVEまたは
ENERGY ENHANCER Ll4タン-左側

LU7の位置を特定するには、「タイガーマウス
グリップ」を使用し、両手の親指と人差し指を
広げて交差させ、右手の人差し指が左下の腕に
乗るようにし、手首を曲げないようにします。 
LU7は、人差し指の先端の真下のV字型の溝にあ
ります。

イオンをLl4に配置できます

-右側TW5を使用するまったく同じアプローチ。
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Ll4は、親指と人差し指の間
の柔らかな領域で、2番目の
中手骨の中点にあります。



ホルモンの不均衡による偏頭痛ホルモン不均衡の場合に使用できる経穴の組
み合わせはSP6-CV4であるため、この問題に関連する頭痛、特に女性の月経
周期の頭痛の場合に使用できる強力な組み合わせです。

これはあなたがテストできるものです：ICEWAVEまたはENERGY 
ENHANCERをSP6に配置する-WRTL

SP6は下腿の内側にあり、内側くる
ぶしの隆起よりも4本指上、脛骨の
内側稜に近いくぼみにあります。

Then, place SP6 COMPLETE on CV4 

SP6 SP6 

CV4は、腹部の正中線、臍
の4本の指の下にあります。

エネルギーを移動し、11Tune Up11•にも最適なパッチの組み合わ
せまたは、CV4にSP6 COMPLETEの代わりにAEONまたは
GLUTATHIONEまたはCARNOSINEを配置してテストすることも
できます。
自分のケースに適したパッチの組み合わせを確認してください。
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また、このより高度で強力なクラスターの組み合わせをテストすることもでき
ます。
ST36のエネルギーエンハンサーホワイト-右側SP6のENERGY ENHANCERタ
ン-左側

ST36は、膝の下4本の指と脛骨の前頭頂
の横にある1本の親指にあります。

s 

EE White 

SP6は下腿の内側にあり、内側くるぶしの隆
起よりも4本指上、脛骨の内側稜に近いくぼ
みにあります。

次に、SP36 COMPLETEをST36-左側に配置します 

ST36は、膝の下4本の指と脛骨の前頭頂
の横にある1本の親指にあります。
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CV4のイオンCV6のグルタチオンCV12のカルノシン

CV4は、腹部の正中線、臍の4本の指の下にあります。

0 ,

cc 
CD ... 
Ill 

CV6は、腹部の正中線、臍の2本の指の下にあります。

CV12は、腹部の正中線、臍の6本の指の上にあります。

より複雑な状況へのより複雑なアプローチ。

ここでの考え方は、ホルモンの不均衡によって引き起こされる不均衡に対処
することです。
つまり、上記の例は片頭痛のプロトコルではなく、より複雑な状態を改善す
るためにテストできる強力な組み合わせです。 

他の問題とは別に、頭痛の種。さて、あなたがホルモン不均衡の症例に直面
した場合、私の意見では、あなたはa / soをよく見て、個人的なライフスタ
イルを見直すべきです。 以下のタイトルの最後のセクションを確認してくだ
さい。
最後にいくつかの一般的な推奨事項を含め、これらの強力な組み合わせを実
行する方法を説明しています。 52



副鼻腔＆前頭頭痛この本の前半で、呼吸器疾患の強力な組み合わせのセク
ションで副鼻腔炎と前頭葉の頭痛について話しましたが、ここでも、テスト
するための新しいオプションをいくつか紹介します。

ST2とBL2は、副鼻腔炎と前頭頭痛に使用できる2つの優れた局所ツボです。 
ただし、次のより完全なアプローチを実行できます。ST2-WRTLに
ICEWAVEを配置します

目を正面から見て、ST2は、瞳孔のすぐ
下の1Thumbにあり、眼窩下孔。

ロケーションノート眼窩下孔は、眼窩骨
の縁から下方に触診することで感じるこ
とができます。
パッチを少し下にしてエリアをカバーす
るようにしてください。目の近くに貼ら
ないようにしてください。

次に、Ll4のICEWAVEまたはENERGY ENHANCER白-右側LV3の
ICEWAVEまたはENERGY ENHANCERタン-左側

Ll4は親指の間の柔らかい領
域にあります。そして人差
し指、2番目の中点中手骨。

LV3は、足の背側、第1
中足骨と第2中足骨の
接合部から遠位の中空
にあります。



イオンインタンエクストラポイントグルタチオンLV3-右側のカルノシンCV17

LV3は、足の背側、第1
中足骨と第2中足骨の接
合部から遠位の中空に
あります。

Yintangは、眉毛の内側の四
肢の間の中点にあります。

pointは、眉毛の内 側の四肢の
間の中点にあります。

CV17は、胸骨の下部、胸骨の下縁の4本の指の上にあります。

CV17は、男性の乳首の間に簡単に直接配置できます。
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BL2は、内側の目頭よりも眉側のくぼみ
の内側にあります。

ロケーションノートその内側の端から眉
に沿って横方向に触診し、くぼみを感じ
ます。
この点は、触診で圧痛を感じることがよ
くあります。
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最後に、すべての準備が整ったら、BL2の位置に「指圧」を適用できます。
指を使うだけで、おそらく両方の親指を使ってそっとその位置に圧力をかける
ことができます。

1日あたり4～5回、右と左の両方の位置に同時に圧力をかける各セッションで
約1～2分間のセッションをいくつか実行してみます。



X39はどうですか？はい、はい、私はそれを忘れていません。 

..次に、X39を適用して、以前のすべてのシーケンスを確認します。 

一般的な頭痛または顔面の痛みオプション1：X39をLl4に配置-右側-日中12時間。

Ll4は、親指と人差し指の間
の柔らかな領域で、2番目の
中手骨の中点にあります。

次に、夕方までにX39を取り外し、次のように続けます。

イオンをYintang Extra Pointに配置します-夜間と一晩中。 

Yintangポイント（ツ
ボ）は眉毛の内側の四
肢の間の中点。

Yintang Extra Pointで、AEONの代わりにCARNOSINEをテストすることもできます 

56 



オプション＃2：X39をLl4に配置-右側-日中6時間。 

Ll4は、親指と人差し指の間
の柔らかな領域で、2番目の
中手骨の中点にあります。

6時間後、L39の位置からX39パッチを取り外し、これを行います。LV3

のX39-右側-日中、次の6時間。

LV3は、足の背側、第1
中足骨と第2中足骨の接
合部から遠位の中空に
あります。

次に、夕方までにX39を取り外し、次のように続けます。イオンをYintang 
Extra Pointに配置します-夜間と一晩中。
Yintang Extra Pointで、AEONの代わりにCARNOSINEをテストすることも
できます（どちらのオプションが適しているかを確認してください）。

インタンエクストラツ
ボがある眉毛の内側の
四肢の間の中点。



首の痛みと緊張を伴う頭痛X39をTW5に配置-右側-日中12時間。 

TWSは、手首の3本の
指の橈骨と尺骨の間の
くぼみにあります。

次に、夕方までに、X39を取り外して、このように続けます。
イオンをGV14-夜間および夜通しに配置します。

GV14 GV14は、7番目の頸椎
（C7）の下縁にあります。

以下を配置してテストすることもできます。
GV16上のCARNOSINE-夜間および夜間。 
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GV16は正中線の首

のうなじにあり、外後
頭隆起のすぐ下のくぼ
みにあります。



頭痛が背部の首の痛みと緊張と一緒である場合は、代わりにこれをテストし
てください：X39をTW5に配置-右側-日中6時間。

TWSは、手首の
3本の指の橈骨と
尺骨の間のくぼ
みにあります。

6時間後、TW5位置からX39パッチを削除し、これを実行します。

LU7のX39-右側-日中、次の6時間。

LU7の位置を特定するには、「タイガーマウスグ
リップ」を使用し、両手の親指と人差し指を広
げて交差させ、右手の人差し指が左下の腕に乗
るようにし、手首を曲げないようにします。 
LU7は、人差し指の先端の真下のV字型の溝にあ
ります。
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次に、夕方までに、X39を取り外して、このように続けます。
イオンをGV14-夜間および夜通しに配置します。

GV14 GV14は、7番目の頸椎
（C7）の下縁にあります。

以下を配置してテストすることもできます。
GV16上のCARNOSINE-夜間および夜間。 
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GV16は正中線の首
のうなじにあり、外後
頭隆起のすぐ下のくぼ
みにあります。



ホルモンの不均衡による移行の頭痛X39をSP6に置きます-右側-日中12時間。

SP& 

SP6は下腿の内側にあり、内側くるぶしの隆
起よりも4本指上、脛骨の内側稜に近いくぼみ
にあります。

次に、夕方までにX39を取り外し、次のように続けます。

SP6COMPLETEをCV4-夜間および夜通しに配置します。 

CV4は、腹部の正中線、臍
の4本の指の下にあります。

または、CV4にSP6 COMPLETEの代わりにAEONまたはGLUTATHIONEま
たはCARNOSINEを配置してテストすることもできます。

自分のケースに適したパッチの組み合わせを確認してください。
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副鼻腔＆前頭頭痛オプション＃1-1日目

：X39をST2-右側-12時間の日中に配置します。 

目を正面から見て、ST2は、瞳孔のすぐ
下の1Thumbにあり、眼窩下孔。

ロケーションノート眼窩下孔は、眼窩骨
の縁から下方に触診することで感じるこ
とができます。

パッチを少し下にしてエリアをカバーす
るようにしてください。目の近くに貼ら
ないようにしてください。

次に、夕方までにX39を取り外し、次のように続けます。

カルノシンをLl4に配置します-右側-夜間と一晩中。 

Ll4は、親指と人差し指の間
の柔らかな領域で、2番目の
中手骨の中点にあります。
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オプション＃1-2日目：X39をST2-左側-12時間の日中に配置します。 

目を真正面に向けて、ST2は瞳孔の真下
の1 Thumbにあり、眼窩下孔のうつ病に
あります。

ロケーションノート眼窩下孔は、眼窩骨
の縁から下方に触診することで感じるこ
とができます。

パッチを少し下にしてエリアをカバーす
るようにしてください。目の近くに貼ら
ないようにしてください。

次に、夕方までにX39を取り外し、次のように続けます。

カルノシンをLV3に配置します-右側-夜間と一晩中。 

LV3は、足の背側、第1
中足骨と第2中足骨の接
合部から遠位の中空に
あります。
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副鼻腔＆前頭頭痛オプション＃2-（高度なオプション）-1日目：

X39をST2-右側-12時間の日中に配置します。 

目を正面から見て、ST2は、瞳孔のすぐ
下の1 Thumbにあり、眼窩下孔。

ロケーションノート眼窩下孔は、眼窩骨
の縁から下方に触診することで感じるこ
とができます。

パッチを少し下にしてエリアをカバーす
るようにしてください。目の近くに貼ら
ないようにしてください。

次に、これを同時に配置します。
Ll4のICEWAVEまたはENERGY ENHANCER白-右側LV3のICEWAVEまたは
ENERGY ENHANCERタン-左側

Ll4は、親指と人差し指の間
の柔らかな領域で、2番目の
中手骨の中点にあります。

64 

LV3は、足の背側、第
1中足骨と第2中足骨
の接合部から遠位の中
空にあります。



最後に、夕方までに、X39とIW / EEパッチを削除し、次のように続けます。

イオンをLV3のYintang Extra Point GLUTATHIONEに配置-右側とCV17の
CARNOSINE

LV3は、足の背側、第
1中足骨と第2中足骨
の接合部から遠位の
中空にあります。

インタンエクスト
ラツボがある眉毛
の内側の四肢の間
の中点。

CV17は、胸骨の下部、胸骨の下縁の4本の指の上にありま
す。 CV17は、男性の乳首の間に簡単に直接配置できます。
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オプション＃2-（高度なオプション）-2日目

：X39をST2-左側-12時間の日中に配置します。 

目を真正面に向けて、ST2は瞳孔の真下の1 
Thumbにあり、眼窩下孔のうつ病にありま
す。
ロケーションノート眼窩下孔は、眼窩骨の
縁から下方に触診することで感じることが
できます。
パッチを少し下にしてエリアをカバーする
ようにしてください。

目の近くに貼らないようにしてください。

次に、これを同時に配置します。
ICEWAVEまたはENERGY ENHANCER LV3の白-右側
ICEWAVEまたはENERGY ENHANCER Ll4のタン-左側

LV3は、足の背側、第1
中足骨と第2中足骨の接
合部から遠位の中空に
あります。

66 

Ll4は、親指と人差し指の間
の柔らかな領域で、2番目の
中手骨の中点にあります。 



最後に、夕方までに、X39とIW / EEパッチを削除し、次のように続けます。

イオンをLV3のYintang Extra Point GLUTATHIONEに配置-右側とCV17の
CARNOSINE

LV3は、足の背側、第
1中足骨と第2中足骨
の接合部から遠位の
中空にあります。

インタンエクストラツ
ボがある眉毛の内側の
四肢の間の中点。

CV17は、胸骨の下部、胸骨の下縁の4本の指の上にありま
す。 CV17は、男性の乳首の間に簡単に直接配置できます。

この2番目のオプションは、必要に応じて、より高度なアプローチを示しています。

67 



これらの強力な組み合わせを実行する方法いつでも、できれば朝に、
任意の強力な組み合わせを開始して、少なくとも5日間は12～24時間
実行し、最大24時間使用した場合は新しいパッチに交換するように
してください。

5日後、あなたの体が一般的にどのように反応するかについての考え
を持っているかもしれません、そして、その時点で、あなたは1また
は2日間休んで、さらに5日間続けることができます。

いつものように、もちろん、それはあなたの状況がどれだけ厳しいか
によって大きく異なりますです。

特にあなたが直面する頭痛がより複雑な結果である場合、あなたの体
はアンバランスを修正するために時間が必要であることを覚えておい
てください例えば、ホルモン不均衡のような状態。

だから、我慢してください！。非常に非常に重要：また、あなたが毎
日消費しているものを非常に詳しく調べてみてください。

あらゆる形態の乳製品、あらゆる方法または形態の精製糖、および小
麦粉製品は避けてください。

自然の栄養源に集中し、もちろん、常に十分な水分補給を行います。
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結論
私たちがしなければならない「ビジネス」は、エネルギーを動かすことであ
り、この本の中にいくつかの良いオプションがあります。

ただし、テストした後、すべてがここで提案され、何も機能しないようです
が、別のアプローチを取ることをお勧めします：

あなたが持っている症状について考えるのをやめようとする
そして「エネルギーを考える」を開始します。

これは最初は奇妙に聞こえるかもしれませんが、私が個人的に私が過去に抱
えていたすべての問題に対処しなければならなかったことは正確です。
私は自分が持っているすべての状態について考えるのをやめ、自分の不均衡
と、どうやってエネルギーを動かすことができるかについてもっと学び始め
ました。そのためには、パッチプロトコル内のBEYOND DETOXトレーニング
プログラム、完全な4週間の「シーケンス」があります。

ここでは、自分の弱点を理解し、私が個人的に呼んでいる非常に有
用な戦略、つまり自分自身の観客であることを適用することで、自
分の立場を見つけることができます。
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次に、ブック＃6：Lifewaveパッチを使用した強力な組み合
わせを確認することもできます。
パッチを使用して不均衡を修正するプロセスに関して、非常
に有用な提案があるからです。

特定のプロトコルまたは強力な組み合わせただし、特定の状況には適し
ていますが、使用しているポジションが現在の状態に対して正しい場合
でも、根本的な原因は私たち全員で異なる可能性があるため、結果が私
たちにとってうまくいかないようです。 ..さて、私の経験では、それは基
本に戻り、最も重要な領域でエネルギーを移動するのに非常に良い時期
です。覚えておいてください、私たちは自分自身のためにエネルギーを
動かす方法を学ぶ必要があるだけです。

それで全部です。この本をお読みいただき、誠にありがとうございます。

ガブリエル・ディアス・エンリコ
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公然と共有しないでくださいこの本の内容。

この本を作成するには大変な労力を要しました。

コンテンツを提供するのではなく、ソースから読むように他
の人を招待していただければ幸いです。 

どこでも共有できるのは魅力的ですが、より多くのサポート
があれば、価格を低く抑えることができ、誰もが確実にその

恩恵を受けることができます...

どうもありがとうございました！




