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１０月の内容
■ご挨拶、意識外ストレスについて
カーラーバヒラバ
■商品紹介 ＳＶ－１、ＧＰ－１、ＰＢＷ、カーラーバヒラバ
■パルス波と不整脈、ホームページについて
ホームページについて

今月は、新商品
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今年の夏は異常に暑くて大変でした。７ヶ
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信となりますが、皆さんお変わりありませんでしたで
わりありませんでしたで

紹介です。

Tel.0294
Tel.0294-39-2134

しょうか。

定休日
定休日：土・日・祝日
営業時間 9:00～17:45

皆さんお久しぶりです。
「しばらく通信がこないけどどうなっていますか
がこないけどどうなっていますか？」
というメールやお電話を多数いただいておりまし
いただいておりました。
発行できなかった理由は、下記の３機種
機種の商品の開
発に没頭していて通信を作る時間が
がなかったのです。
また、３月に体調を崩してしまい通信
通信の発行ができ
ない状態でした。（詳しくは後ほど説明
説明します。）
毎月の通信を楽しみにしている皆様
皆様には大変申し
訳ございませんでした。でも、この期間
期間に素晴らしい
機械を完成させることができました。

上の写真は、この７カ月の間に開発
開発した３種類の機器です。左から「ＳＶ－１」、
、「ＧＰ－１」、「ＰＢＷ」です。
１月号の通信で「今年開発する商品」」を紹介いたしましたが、この商品ですべて完成
完成いたしました。これで、
これまでの治療家としての経験から
から「病気を治すために絶対に必要な商品 」がすべて揃ったのです。
」
やったぁ～ これで沢山の人を助けられるぞ
けられるぞ！！

するために
意識外ストレスに対応するために
現代社会は、ストレスだらけです。いろいろなストレスがありますが
いろいろなストレスがありますが、最近のストレス
のストレスはたちが悪く、精神的
に加え意識外のストレストが加わっているからです
わっているからです。「意識外ストレス」とは、ゼロバランス
ゼロバランス誘導調整装置を
開発しました山田先生がよくお使いになる
いになる言葉なのですが、「電磁波」「地磁気」「
」「化学物質」など自分たちが
意識しないで受けている目に見えない
えないストレスです。そしてそれらは「脳を混乱」
」させています。今回開発し
た３機種は、この「意識外ストレス」を
を測定し、そして改善するための装置です。
。それらを説明してまいりま
す。

心理・経絡セラピー機器「ＳＶ－
「ＳＶ－1」
ＳＶ－１は、「心理・経絡セラピー」と
と言う新しいカテゴリーのセラピーです。と
言いますのも私が考えたセラピーだからです
えたセラピーだからです。（笑）
この機器については、解説の冊子と
とＤＶＤを制作しましたので詳しくはそちら
をご覧いただくと理解いただけます。ここでは
ここでは簡単な説明としたいと思います。
ＳＶ－１は、手足のツボ（経穴）の電気抵抗値
電気抵抗値（バイオフォトン）を測定するこ
とで、その方がどのような精神的なストレスを
なストレスを持っているのかが分かる機械で
す。そんなバカな！！ と思われるでしょうね
われるでしょうね。でも、それが出来るのです。

冊子とＤＶＤ（1,980 円）

経絡を流れている光であることを説明してきました
してきました。そしてこの光が細胞
以前の通信でバイオフォトンが経絡
間の情報交換に使われているのですが
われているのですが、この細胞間のやり取りを「細胞の意識
意識」として考えたのです。ツボ
を測定したときに「インジケータドロップ
インジケータドロップ」と言う反応があった場合に、そのツボが
そのツボが「精神的なストレス」により
細胞が異常振動していると言うことがわかります
うことがわかります。そして、その異常振動を修正する
する「感情レメディ」と言う電
磁ホメオパシーを応用した情報を経絡
経絡に流し、そのストレスを消去するというセラピーなのです
するというセラピーなのです。
そもそも「生物は光でコミュニケーション
ーションを取っているのではないか」というのが
というのが「バイオフォトン」の最初の
発想でした。私は、それはこれまでのセラピーや
それはこれまでのセラピーや経験から間違いないと確信しておりました
しておりました。その仮説はＳＶ
－１で確実なものとなっていくと思っております
っております。

【ＳＶ－１説明・体験会】
■内容：ＳＶ－１の基本的な説明と
と参加者全員に実際のセラピーを体験（１５分程度
分程度）していただきます。
■日時：１０月２８日（日）、１１月４日
日（日） １０時～１２時
■場所：プレバランス本部
■定員：５名（先着順）
■ 参加費：５,０００円
■その他：
参加者全員に「プレバランス・ウォーター
プレバランス・ウォーターの情報転写水」をプレゼント（詳しくは
しくは３頁で説明）
■お申し込み、資料請求はフリーダイアル
はフリーダイアル：０１２０－６５－２１３４

地磁気測定器「ＧＰ－1」

寝ている場所の磁場の問題で
病気になるとしたら馬鹿らし
くありませんか？

不動産を選ぶ前に、まずは地磁気
地磁気を測定しましょう！！
これまでの通信で「スピン偏極（反転
反転）」という現象については何度となく説
明してまいりました。意識外ストレスとして
ストレスとして私は、人体において電磁波と地磁
気の変動が大変なストレスであると考
考えております。ＧＰ－１は、「地磁気の変
動」を測定する機器として開発しました
しました。これまでスピン偏極を起こしている人
の多くは、この地磁気の変動の多い場所
場所で寝ていたりしました。
また、ＳＶ－１は、とても精妙な機器ですから
ですから地磁気の変動が多い場所でのセ
ラピーでは効果が出にくいばかりか、
、機器が正常に機能しないこともあります。
。
そのような点からもＧＰ－１は必要なアイテムとして
なアイテムとして開発されました。

ＧＰ－１セット
98,000 円（税込）

【科学風水講座
科学風水講座 その１：スピン偏極と地磁気について
について】
■内容：数回にわたって科学風水の
の説明と実際の機器を使っての体験をしていただきます
をしていただきます。今回は、
ＧＰ－１を使って地磁気の乱
乱れている場所の測定方法などを学びます
びます。
■日時：１０月２７日（土）、１１月３日
日（土） １３時～１５時
■場所：プレバランス本部
■定員：５名（先着順）
■参加費：５,０００円 （ＧＰ－１を購入
購入された方は無料）
■ お申し込み資料請求は、フリーダイアル
フリーダイアル：０１２０－６５－２１３４

プレバランス・ウォーター製造装置「ＰＢＷ」
「スピン偏極（反転）」を起こす環境は、ドンドン拡大しております。ＳＶ－1 との機能の中に「スピン偏極」を
修正する「スピン調整」があります。スピン偏極は、この機能を使って修正できますが、それを「水を飲むだ
け」でスピン調整できるようにと開発してきたのがこの「ＰＢＷ」です。それは、「意識外ストレスの環境で暮ら
しても大丈夫なように人間を進化させる」と言うことを目指して開発したのです。
この機器は、山田先生のご協力をいただき完成できたのですが、ちょっと凄い装置でこの水の可能性は
計り知れません。

【PBW ができるまでの工程】
1.
2.

3.

4.

ＰＢＷは、単体では使用できません。ゼロバランス誘導調整装置の
基づけタイプ（３７Ｈ、４８Ｈ、ＳＶ－111 など）が必要です。

最初に右の写真のゼロバランス誘導調整装置を説明します。
まず、水道水の水に含まれる不純物や塩素などを右側の二本のフィ
ルターで除去します
次に１本目の装置で水の情報をフォーマットします。これは、水が記
憶している様々な情報をバイオプラズマという強い電位の中を通す
ことで初期化しています。パソコンなどで使うフロッピーディスクを初
期化してデータを消去していると同じとお考えください。
次の工程で、水の振動数を整えています。水の振動数は本来水晶と
同じように安定しています。水晶は、時計の発信器として使われるよう
ゼロバランス誘導調整装置
に正確なリズムで振動しています。水も本来、水晶と同じ振動数なので
資料請求：0120-65-2134
すが、現在の水は様々な影響（例えば電磁波）から乱れてしまっていま
す。これの乱れた振動の水を飲むことで私たちの体の水も乱れ、それが細胞の異常振動となり病気になるとも考
えられます。その水の振動をα（アルファ）波に誘導するのが装置の次の働きです。リラックスした時の脳波がα
波であることはご承知のことと思います。「ゼロバランス水を飲むと眠くなる」と言う方がいますが、それはこのた
めです。
２本目の装置では、水に情報を入れています。１本目までは、フォーマットと振動数の調整ですが、ここでは水に
「生物に必要な生命情報」を書き込みます。この工程を経て水は「古代の水」になるのです。

さあここからが、ＰＢＷ（プレバランス・ウォーター）の説明です。
5.

6.

7.

8.
9.

ゼロバランス誘導調整装置から出てきた水は、まずＰＢＷ装置の中で「愛」のエネル
ギーを持つとされるパワーストーンにより「愛」のエネルギーがチャージされます。さら
にその「愛」のエネルギーは、次の工程でエネルギーが増幅されます。
次の工程では、ベリリウムという金属を含む宝石のエネルギーがチャージされます。
このベリリウムは脳に刺激を与える働きがあります。情報転写水としては、この働き
が重要なわけです。つまり、感情レメディが有効に聞くためには、ストレスを記憶した
脳のバランスを取る必要があるからです。また、この宝石のエネルギーはすべての
ＰＢＷ製造装置
「バランス」をとる働きがあるとされています。
738,000
円（税込）
ここでお気づきと思いますが、「愛」と「バランス（調和）」をとるエネルギーがチャージ
されているということで、プレバランス（愛と調和の意味）ウォーターとしたのです。
最後の工程は、水分子の回転を右回転にすることです。ＳＶ－１でスピン偏極を直すときに、右回転のスピン調
整コイルで右回転のエネルギーを体に流します。ＰＢＷ装置の中で、この右回転のエネルギーの流れを作ってい
ます。この水を飲むことで、スピン偏極が直せるのですが、それはこの工程で行っております。
まとめますと、ＰＢＷは水の持つ情報を初期化して水本来の振動と情報に戻した水（ゼロバランス水）に「愛と調
和」のエネルギーと右回転のエネルギーを与えることで、すべての不調和を元に戻す水であるということです。
私は６年前、チャネリングにより自分の守護霊に次の質問したことがあります。
【Ｑ：質問】
「いろいろな悩み、そして病気で苦しんでいる人を救う方法はありますか？」
【Ａ：守護霊からのメッセージ】
「どのような悩みも病気も愛と調和で解決する」
「多くの人は、愛に満たされず悩んでいる。その愛のバランスが崩れていることが悩みと病気の原因である」
「愛とは、命であり、自然であり、親（先祖）である」

「命や自然、親を大切にしないことがすべての悩みと病気の原因である」
「生活の中の不自然な部分がないか？親（先祖）との関係？命を優先しない生き方などを調べてみなさい」
「必ず、その中に根本の原因があるはずだ」
「だから解決策も簡単なのだ」
「愛と調和である」「すべては愛（命、自然、親）とのバランス（調和）をとればいい」
「あなたはいつもそのことをプレマ（愛） バランス（調和） という言葉を意識して生きなさい」
そして、最後に「プレバランス」と言う名前をいただいたのです。
プレバランス・ウォーターは、このメッセージを基に作られた「愛と調和」の水です。この守護霊からのメッセージの
通り、「どのような悩みも病気も愛と調和で解決する」と私は信じております。この水が、多くの人を救うことができれば
嬉しい限りです。

【ＰＢＷをお試し下さい】
プレバランス・ウォーター（ＰＢＷ）を試してみたい方にお分けいたします。
ご希望される方は、同封の申し込み用紙をＦＡＸの上ご連絡ください。
■情報転写水の効果
ＳＶ－１のセラピーでは、通電の他に「も感情レメディ」を転写した水を飲むことでセ
ラピーを行います。それには理由があります。
それは、脳がストレスのエネルギーを記憶していますので、その脳に働きかけるた
めには、舌下から脳に情報を送った方がよいと考えるからです。

プレバランス・ウォーター
（お試し用：１ﾘｯﾄﾙ×３本）
約１ヶ月分

■感情レメディがバランスを崩す!？
水のゼロバランス状態を崩す情報が「感情レメディ」と考えて下さい。その水を飲
むことで元に戻ろうとする力（免疫力）が働きます。ゼロバランスとは、普段は隠れ
ているのに、バランスが崩されるときに出てくるこの「元に戻ろうとする力」を言います。ＳＶ－１で採用されている「感
情レメディ」は、精神的なストレスへの免疫力を高める働きをします。
■情報転写水
感情レメディの情報を転写してお渡しすることもできます。詳しくはお問い合わせください。 0120－65－2134

【ウォーターデトックス】
知人の美容室では、ゼロバランス水による「デットック（毒素排泄）」を行っています。ゼロバランス水は、皮脂を溶
かす働きが強いのですが、この水で循環機を使ってマッサージしながら１０分ほど洗髪してもらいます。すると次の頁
の写真のような体内毒素がでてきます。
私は、ストレスの多くは脳の電気的な流れ悪くなっているために起こっていると思っております。つまり、精密コンピュ
ーターである脳が静電気を帯びていたり、電気抵抗が多くて混乱（誤動作）している状態です。脳波計でわかるように
脳は電気信号で動いています。最近異常な犯罪が多いのもそのためだと思います。また、うつ病や若年層の認知症
もそれらが原因だと思っております。
その脳は、化学物質（石油）が入ったシャンプーやカラー剤の影響で絶縁（電気が流れに
くくなる）されています。また、携帯電話の電磁波でダメージ（脳が熱を受けるホットスポット
など）を受けています。ですから、このゼロバランス水による化学物質などの絶縁物質の除
去を行う「デトックス」はとても素晴らしいと思います。
さらに、このサロンでは「SV-1」により感情コードを転写したゼロバランス水によるデトック
スをおこなうので、脳がもっている「感情ストレス」を中和することも同時に行っています。
例えば、側頭部の片頭痛は「胆嚢経」が問題であることが多いのですが、そのようなお
客さまには「怒りやイライラ」といった感情レメディ（中和する情報）を転写したゼロバランス
水でデトックスするのです。
ＳＶ－１で情報転写本）
その情報転写水が毛穴から入っていき、物質的（絶縁物）な浄化と精神的な浄化
が同時おこなわれるのです。特に精神的な疲労がある方にはとてもお勧めですね。

【ウォーターデトックス説明・体験会】
■内容：ウォーターデトックスの説明と体験
■日時：１０月３０日（火）、１１月６日（火） １３時～１６時
■場所：ぎんざ美容室（茨城県日立市助川 1-17-16）
電話 0294-21-0478
■定員：５名（先着順）
■参加費：５,０００円 美容師、理容師の方はぜひご体験ください。
■その他：
参加者全員に「プレバランス・ウォーターの情報転写水」をプレゼント
■お申し込み、資料請求はフリーダイアル：０１２０－６５－２１３４

体験会の様子

パルス波と不整脈

【意識外ストレスを自ら体験】

【不整脈】
通信を発行できなかった理由の一つに「体調不良」がありました。実は、不整脈になってしまったのです。この病

気の原因が私自身も気づかなかった電磁波の「パルス波」であることを知った時に、「電磁波の人体への影
響」を研究している私がこの病気になった事は、今後の研究で大きな意味があると思います。

【不整脈の原因】
不整脈の要因は、いろいろあると思います。その中の大きな要因に電磁波が関係していると考えておりま
す。これまでの通信で電磁波の怖さを伝えていた本人が、その影響を受けていたのでは笑われてしましま
すね。でも、言い訳するわけではありませんが、今回の電磁波は私自身があまり重要視していなかった無線
ＬＡＮの電磁波でした。

【パルス波】
インターネットの普及によりご家庭で無線 LAN の環境で使われている方は増えています。私も３年ほど前
からこの無線 LAN を使っています。配線なしでどの部屋でもインターネットが使えるので大変便利ですよね。
今回問題となったのは、パルス波という電磁波です。パルスとは「脈拍」の意味なのですが、デジタル信号
は、このパスル波に乗せて飛ばすのです。簡単に言いますと、勢いよく飛ばすために心臓の鼓動のように電
磁波を送るのです。

【心臓と電磁波の共鳴】
心臓はご存知のように脈を打っております。その心臓の脈拍と同じリズムで脈を打つ電磁波があったらどう
でしょう？まるで心臓の鼓動のように脈を打つ無線 LAN（パソコン）の動画を私のホームページ（ムービーコ
ーナー）で紹介しておりますので、ぜひご覧になってください。

【デジタル機器のパルス波】
右の写真の高周波測定器（ドイツ製）は、このパルス波を測定するこ
とができます。この機器がなければ、不整脈の原因がわからずに今も
苦しんでいたかも知れません。（買っておいてよかった～）
この機器で最近のデジタル機器である FAX、電話などからからも驚
くほどの高周波がでていました。それは最近の電話はデジタルになっ
てきていて子機が付いている場合、親機のアンテナから強い高周波
のパルス波が出ているのです。これらをすべて撤去し、昔使っていた
アナログの電話機や FAX に変えました。最近は、パソコンに無線ＬＡ
デジタル高周波測定器
Ｎが内臓されている機器が多いので、気になる方はそのスイッチを
※価格など詳しくはお問い合わせく
切ってください。これにより私の住環境からは高周波のパルスの電
ださい。
磁波はまったくなくなりすっきりしました。その後、二か月も続いた
不整脈は改善してまいりました。
この話を、ある方に話しましたら「最近妻がうつ病気味で困っているのだけれど、そういえば無線 LAN に
変えてからですね。」というのです。その日から無線 LAN を止めたそうですが、最近お会いしましたら「妻は
あれからとても元気になりました。」と言うことでした。

【伝えること】
電磁波の健康への影響については、まだまだ検証が必要です。そのような段階で今回の内容をお伝えす
ることは「電磁波への恐怖心をあおることになってしまわないか」と考えました。しかし、今回の私自身が経
験したことを考えますと、同じ原因で苦しんでいる方がたくさんいるはずと考えました。また、これからもさら
にこのような電磁波での体調不調となる人は増えることでしょう。そう考えますと、この情報は「伝えるべき」
と思ったのです。

この電磁波と健康への影響と対策について、第二回目の「科学風水講座」で１１月にお伝
えする予定です。詳しい日程などはホームページに掲載してまいります。
ホームページのアドレスは最後の頁を参照ください。

シバ神のパワーがあなたを守ります。

魔除けのペンダント「カーラーバヒラバ」
「カーラーバヒラバ」とは、シバ神が最強の神に変身した時の呼び名です。また、インドのシバ神は、日本に渡り不
動明王となり、いかなる魔界の悪魔たちでも太刀打ちできない力を持っています。シバ神が人々に与える恩恵は計り
知れないほど深く偉大。その力を象徴するヤントラ（最強の神が出現するときに出入りする扉に浮き出る模様で、悪い
要素を取り除き、良い要素を高める図形）をヴェーダの強力な手法で製作、魔除けのペンダントとしました。このペン
ダントは「邪気」から完全に守ってくれるものが欲しい。多くの人を救いたい・・・との思いから生まれました。
魔界からの影響を始め、人や霊的な存在から嫉妬、憑依（霊障）など、あらゆるネガチィビチィを破壊し、守ってくれ
ます。
【このような人に】
１． 憑依体質の方
２． 多くの人と接する方（美容師のように金属・ハサミを使ってお客様に接する仕事の方）
３． 思わぬアクシデントなど、人生での事故的な出来事から大切な人を守りたい方
４． ヒーラー、セラピストの方

【体験談：１】
このペンダントをつけて２週間ほどたったある日、車を運転していると突然目の前に大型のトラックが飛び出してき
て正面衝突の事故を起こしてしまいました。原因は、トラックが進入禁止の道路を分からずに入ってきたのです。ちょ
うど曲り角でしたので、ペンダントをつけている方も見えませませんでしたし、まさか進入禁止の道路にトラックが入っ
てくるとは思っておりませんでした。その結果正面衝突の事故を起こしたのです。
しかし、奇跡なのです。ペンダントをつけていた方は、無傷です。それだけはなくその方の車も無傷なのです。
トラックの運転手は、強い衝撃があり急いで降りてきて「大丈夫ですか」と血相を変えて駆け寄ってきました。
ペンダントをつけていた方は、「大丈夫です」と答えましたが、本人もいったいどうなっているんだろうと不思議に思っ
たそうです。
翌日も、その運転手がお見舞いにきてくれたそうですが、本人も車もなんともなかったので、「もう本当に大丈夫で
す」と伝えたそうです。

【体験談：２】
美容師はお客様と密接に関わる仕事です。ですから体調不良の方を応対すると疲れを感じることがあります。でも
このペンダントを付けてからそれはなくなり、しかも、ガンを患っておられる方を担当した後は、ペンダントに黒い斑点
ができるのです。きっとペンダントが身代りになって黒くなってくれたのでしょう。そんなことがあって今はこの「カーラ
ーバヒラバ」が手放せなくなりました。

ペンダントの中に入るヤン
トラ、聖なるシンボル。ま
たペンダントの中にはビブ
ーティ（聖なる灰）が入っ
ています。

カーラーバヒラバ
98,000 円（税込）

黒く変色したペンダントとチェーン
※体調の悪い方から連絡を受け写真にと
らせていただきました。

ホームページでの情報発信
実は、お休みさせていただいている期間にも、これまで以上に情報発信をしておりました。
それはホームページです。ホームページには、３月からほとんど定期的に「ブログ」を書いています。ここで
通信では書けないような日々私が思っていることなどを自由に書いています。また、ムービーコーナーを作
り、実際の電磁波の実験やＳＶ－１の専用ページを制作して詳しく紹介しております。このようにホームペー
ジを充実させることで、これまで以上の情報提供ができることができました。
ホームページがなかなかみる環境がない方々も何とかみていただきたいものです。

プレバランス

検索

http://www.prebalance.com
【最近書いたブログの一例】

２００７．９．２２の「光太郎のひとり言」ブログより

毎朝テレビをつけると毎日のように「殺人事件」のニュースをやっています。
もううんざりです。
殺人事件をあんなに詳しく（リアルに）報道することで、視聴者に何かプラスになることがあるのでしょうか？
一日のスタートが「殺人事件」の悲惨な話でスタートするのは、一日が暗くなってしまいます。
朝から流れる「悲しい話」「怒りを覚える話」「恐怖の話」にはこのことが知らず知らず私たちに恐怖心や人間不信な
どを植え付けています。
メディアの社会へ与える影響はとても大きくなっています。今の報道では、みんなが人も政治も信じなくなり、私たち
の心の中に恐怖や怒りの感情が増幅してしまうでしょう。ニュースはＮＨＫの報道の仕方がいいように思います。民放
は、視聴率を上げるために面白おかしく脚色して報道してしまいます。
殺人や犯罪を犯しているのはほんの一部の人で、圧倒的に良い人の方が多いと思います。どこの放送局でもいい
から「人間の信頼を回復する番組」を流してくれるところはないでしょうか。
例えば、日テレの２４時間テレビのような番組です。
年に一回だけでなく、あのような人と人が助け合い、励ましあう内容の番組が毎朝流れたらきっと私たちも感動し、何
か人のために役立ちたいとか思うようになるのではないでしょうか。いじめの報道を流すより、人が助けあっている報
道を流す方がいじめは減るでしょう。
地球温暖化による危機的な情報を流すことも必要かも知れないけれど、それを何とかしようとして頑張っている人
たちの姿を報道する方が「自分にも何かできないか」という思いがうまれると思うのです。みんなが悪いことやっている
と自分もやってもいいかと思ってします。逆にみんなが良いことをやっていると、自分も良いことをしようという気持ち
になります。
悪い報道３割（脚色せず報道）、良い報道を７割にすると良いでしょう。一日の始まりの朝はとても大切です。
朝一番で入ってくる情報が「楽しい情報」と「怒りや悲しい情報」ではその日一日が違ってきます。それは、もっと大き
な意味では「朝は未来をイメージさせます」ですから、朝一番の情報は「未来をイメージさせてしまう」のです。
生きる希望や喜びや楽しみがいっぱいの未来をイメージできる番組を作って欲しいと思います。

私は、それぞれテーマに分け下記の３つのブログを定期的に書いています。
１．「エネルギーセラピー」・・・ＳＶ－１を中心としたエネルギーセラピーのブログ
２．「光太郎のひとり言」・・・風水、占星術、霊的な体験など不思議な話のブログ
３．「医療占星術」・・・占星術から病気の原因を追究するブログ

では、また次回の通信をお楽しみに！！ 次回は１２月を予定しております。

