プ レ バ ラ ン ス 通 信 Vol.４０
６月の内容
■光太郎のひとり言
■商品紹介・・・電磁波関係機器、グッズ、サービス
■医療アストロジー、イベントのご案内

【ご案内】
・６月１日（水）に週刊『茨城朝日』の「HEALING あなた
のオアシスみつけましょう」の広告コーナーにプレバラ
ンスが掲載いたします。是非ご覧下さい！
・バイオフォトンセラピー・スターライトに関するご質問、
機器に関するお問い合わせは『バイオフォトンセラピー
ホットライン（０１２０−６５２１３４）』へお掛けください。

光太郎のひとり言
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定休日：日曜
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【電磁波が人体に与える影響−③】

今回は、「地磁気」が人体に及ぼす影響についてお話しいたします。
【地磁気と睡眠障害】
＜症例１＞
先日、睡眠障害の子どもさん（１歳５ヶ月）のセラピーを行いました。お母さんのお話によりますと、夜中の１時半
から４時の間に５〜６回起きてしまい、熟睡できないという状況が生後から現在まで毎日続いており、病院で調べ
ましたが「原因はわからない」とのことです。早速バイオフォトンセラピーでチェックしましたら「スピン反転」してお
りました。そこでスピン反転の修正と、ホルモンバランスなどのエネルギー調整を行いました。その結果、セラピ
ーを行った日は朝まで一度も起きることなくぐっすり眠ったということでした。なんと「生後１年５ヶ月で始めて夜中
に起きることなく眠った」ということでお母さんはとても驚かれ、また感謝されておりました。
しかし、数日後また夜中に起きるようになってしまったということで来店されました。測定してみますと、やはり
スピン反転を起こしておりました。私は、原因は居住環境の問題と考え、電磁波測定器、地磁気測定器などでク
ライアントの家を測定させていただくことにしました。この方の家は、子どもさんが生まれる前に現在テレビＣＭで
話題の「オール電化」の家で新築しておりました。まず電界、磁界、マイクロ波を測定してみましたが特に問題は
ありませんでした。次に地磁気を測定しました。その結果、大変地磁気が低い結果がでました。私は、この地磁気
の影響でスピン反転を起こし、その結果睡眠障害が起こっていると考えました。次回、その詳しい内容と対策に
ついて説明いたします。
【磁気が生物に与える影響】
ここで、地磁気が生物にどのような影響を与えるのか簡単に説明しておきます。
磁気が体から出ていることはご存知でしょうか？病院では心磁図といいまして心臓から出ている磁気を測定する
機器があり、その波形から心臓の不整脈などを診ることができます。これらから人間が磁気を発生していることは
確認できます。地球が磁石になっていることは説明するまでもないと思いますが、この地球の磁力を「地磁気」と
言います。地球の平均的な磁力は約４００ｍＧです。日本は、地域により異なりますが関東では３５０ｍＧ程度とさ
れております。この磁力に対して先ほどの心臓の磁力は０．０１ｍＧと大変小さい値です。これを考えますと、地球
の磁力が人体に影響を起こしそうだということはなんとなくイメージいただけるでしょうか。
では、この地磁気が生物にどのように影響を与えているか説明いたします。皆さんは、伝書鳩がなぜ遠く離れ
た自分の巣箱に戻るか考えたことがありますか？それは、伝書鳩の頭の中には磁気センサーがあり、地磁気が
感知できるのです。自分の巣箱の磁場を記憶しており、そこを目指して帰ってくるわけです。それは他の動物でも
同じです。遠くに捨ててきた犬が戻ってきたという話を聞いたことはありませんか？蜂が、遠く離れた場所から自
分の巣に戻ってくることやイルカや鯨もこの大海原を迷わずに泳いでいられるのも、この地磁気を感知できるた
めです。人間についてもこれらの能力があります。ですから方向音痴という方は、この磁気センサーが壊れてい
るのかも知れませんね。
【地磁気が乱れているとどうなるか】
では、地磁気が乱れている環境では生物はどうなるでしょうか？地球上には地磁気が乱れている場所がありま
す。そこを飛ぶ渡り鳥は、方向がわからなくなって迷ってしまうそうです。最近、大量の鯨が迷って入り江に迷い
混んでしまったという報道がありました。これも地磁気の変動によるものと考えられます。詳しくは、後日お話しま
すが「磁気嵐」の影響によるものと思われます。もし人間が、地磁気が乱れている場所にいるとどうなるでしょう
か？それはスピン反転という現象を起こすようなのです。
【次回へ続く】

※『医療アストロジー』とは･･･
病気の根本原因を探る方法の一つとして、プレ
バランスが多くの症例を基に独自に確立させて
まいりました。その正確さに驚きの声を頂いて
おります。より医療的な観点からバージョンアッ
プしたソフトの開発に乞うご期待！（今秋予定）

毎回チャート例をもとに、具体的な解説方法・セラピー内容をご紹介します。

①≪出世図≫： 「勇気・精神的な強さ」を示す３室
にラーフがあると「うつ病、引きこもり」を意味する
ことが多い。
②≪出世図≫： 「性格」を示す１室に３（ふたご
座：水星支配）があると、相手の心を読む能力（分
析能力）があり、相手の心を読み過ぎてしまい、
人間嫌いになる場合がある。
②≪出生図≫： 「悩み・敵・障害」を示す６室に水
星があると、相手の心を読む能力（分析能力）が
あり、相手の心を読み過ぎてしまい、人間関係が
悩みとなる場合がある。
③≪アスペクト≫：水星と土星が９０度でアスペク
ト（交差する）場合、「臆病」になったり、「話すこと
が苦手」になったりすることがある。
③≪特別アスペクト≫：水星と土星が特別アスペ
クトの場合、「臆病」になったり、「話すことが苦手」
になったりすることがある。
④≪ダシャー≫：ダシャーのマハダシャー（ＭＤ）が
ラーフ期【２３歳〜２６歳】 に入るとうつ病を発症
する場合が多い。また、試練の土星期【２８歳〜３
１歳】、人間関係で悩む可能性がある水星期【３１
歳〜３４歳】も気をつけなければならない。

ラーフ
３：ふたご座
（支配星：水星）

水星

うつ病は、特に性格が関係するため、性格の分析が
重要。このケースの場合、水星の影響をよく分析し
なければならない。また、肉体的には、肝臓が弱くなると勇気と自信
を喪失してしまうため、バイオフォトンセラピーやサプリメントにより肝
臓のケアを行う。ラーフ期には、うつの傾向が強まるため、カウンセリ
ングによるケアも必要である。

ＭＤ

※ 病気に関係する情報（惑星・アスペクト・ダシャー）のみ表示しております。

スピン反転とは･･･
原子核の周りを回る電子の自転（電子スピン）が、
電磁波などの外部磁場の影響が及ぶことにより、ス
ピン反転を起こします。【右回り（高いエネルギー状
態）⇒左回り（低いエネルギー状態）になる。】

スピン反転が原因でおこるとされる病気
アレルギー（アトピー・花粉症など）・慢性疲労・睡眠
障害・夜尿症・てんかん・白血病など

スピン反転が起こる原因
電磁波、放射線、マイクロ波などの影響・地磁気障
害（水脈・断層など）・電磁波過敏症
※「電磁波過敏症」とは、通常よりも電気に敏感な人で、エ
レベーターや携帯電話などでも反応する人がおります。現
在欧米では、社会問題となってきております。

『バイオフォトンセラピー』測定とセラピー
バイオフォトンセラピーでは、経穴（ツボ）から簡単に
スピン反転の測定、わずか２分でセラピーを行い、
電子スピンの方向を通常に戻すことができます。

『ライフフィールドセラピー』対策
スピン反転のセラピーを行っても、電磁波・地磁気
の影響が強い環境に戻ると、スピン反転を起こして
しまいます。こうした場合、環境を整えることが必要
となります。
① 電磁波・地磁気の測定を行う
② 電磁波が出ているヶ所をシールドする
③ 地磁気の乱れているヶ所を安定させる
※「ライフフィールドセラピー」とは、実際に現地へ伺い、電
磁波や地磁気による影響を科学的に究明し、住居や職場
の環境改善を行うセラピーです。

「スピン反転」が原因
による睡眠 障害・ 慢性
疲労がうつ病へと発展
していく可能性があると
云われております。
様々な現代社会で生
き る私た ちは、人 間関
係 や 仕 事に よる スト レ
スだけではなく、高圧電
線・家電製品・携帯電話
など多くの環境ストレス
を受けているのです。

ライフフィールドセラピーとは、実際に現地へ伺い、地磁気・電磁波測定電磁波や地磁気による影響を
科学的に究明し、住居や職場の環境改善を行うセラピーです。
ライフフィールドセラピー
（地磁気、電磁波、水脈、レイラインなどの現地測定）

調査費用： ３０，０００円〜
（別途御見積り）

【地磁気・電磁波障害測定の内容】
ライフフィールドセラピーで使用する測定器と測定内容をご紹介いたします。
尚、測定器のみのレンタルも行っております。詳しくはプレバランスまでお問い合わせください。
ライフフィールドセラピーについて
①地磁気測定器
地磁気を測定いたします。この数値が高いとこ
ろがイヤシロ地、低いところがケガレ地と言わ
れています。数値にばらつきがあると、身体に
大きな影響を及ぼす可能性があります。

私は、バイオフォトンセラピーを通じて３０〜４
０％の方が「スピン反転」を起こしていることを知
りました。先日、都市部で同じようにバイオフォト
ンセラピーを行っている方に状況を聞いてみまし
たらクライアントの７０％近い方がスピン反転して
いるとのことでした。都市部では、電磁波などの

②ﾄﾘﾌｨｰﾙﾄﾞﾒｰﾀｰ

影響で住環境がさらに悪いということを表わして

磁界、電界、マイクロ波を測定します。特に磁

いる結果なのだと思います。 アレルギーをはじ

界の強いところ、マイクロ波の強い環境にいま
すと体調不調となる可能性があります。

め原因不明の病気にはこの住環境の問題が起
因しているものが相当多いものと感じておりま
す。このような状況では、いくらスピン反転を改
善しても、住環境が改善されないことには、また

③L−ロッド

再発してしまいます。プレバランスでは、根治を

先端が閉じたり、開いたりして水脈や鉱脈を教
えてくれるとても不思議な器具です。地下水脈
の健康への影響は無視できません。

目的とする原因療法を推進しておりますので、今
後は住環境を測定、改善することで健康を取り
戻すための「ライフフィールドセラピー」の推進と
「ライフフィールドセラピストの養成」に力を入れ
てまいります。ご興味ある方は、６月１１日に行わ

④方位磁石

れます「スピンインバージョン講座」に是非ご参

方位のズレにより、磁場の乱れを視ます。磁場
の乱れは、健康へ大きな影響を及ぼします。

加してみてください。

紫波光太郎

※６月より科学風水はライフフィールドセラピーと
いう名称に変更いたしました。

①ﾅﾁｭﾗﾙﾀﾞｲｵｰﾄﾞ

ナチュラルダイオードは、私たちの生活環境を取り巻いている電気製品から発生する電磁波によっ
て乱された生体エネルギーのバランスを整え、体内に蓄積した有害電磁波を無害化する製品で
す。 携帯に便利なコンパクトなサイズです。

５，０００円（１個）
②炭シート
静電気を除去し、消臭、抗菌、マイナスイオン効果がありますので、部屋の中に敷くと、空気の浄化
につながります。また、シックハウス対策にも有効で、竹炭は有害な科学物質を取り除くのに優れ
たフィルター機能を持っています。ぜひご家族でご活用下さい。１ｍ単位で切り売りをしています。

１，０５０円（１ｍ）

原因不明の病気に、電磁波や地磁場などが影響しておこる「スピンインバージョン」が関係しているケースが
少なくありません。これまでバイオフォトンセラピーを通じて解明できたエネルギーと人体と住環境の関係を、
実際の測定方法を含めお伝えいたします。

■場所 （株）ＩＨＭ セミナールーム（東京） http://www.hado.com/
（住所）東京都台東区柳橋 1−1−11 イーストサイドビル１F （TEL）０３−３８６３−０２１１

■日時 ６月１１日（土） １０：３０〜１６：３０

■受講料 １２，６００円

■場所 （株）ＩＨＭ セミナールーム（東京） http://www.hado.com/
（住所）東京都台東区柳橋 1−1−11 イーストサイドビル１F （TEL）０３−３８６３−０２１１

■日時 ６月１２日（日）
１０：３０〜１２：００ 『無料説明会』
人間の細胞から放たれるバイオフォトン（光子）の測定を可能にした最先端の波動機器「スターライト」の、素晴ら
しい機能の数々を実際の症例や実験なども交え、ご説明いたします。どうぞお気軽にご参加ください。

１３：００〜１６：００ 『体験会』（■参加費 ５，０００円）
※ユーザーは無料：体験セラピーについては有料３，０００円
バイオフォトンセラピーの基本である経穴（ツボ）の正しい測定方法や、基本操作など、セラピーを行う上での基
本技術をご説明いたします。また、セラピストによるセラピーを実際に体験して頂きます。今後フォトンセラピー器機
の購入をお考えの方も是非ご参加ください。

スターライト新規購入者向けのセミナーです。バイオフォトンセラピーの原理、各種 機能、基本操作、測定指導を集
中的に３日間行います。
■場所 プレバランス（茨城）
※宿泊を希望される方は事前にご連絡ください。

■日時
■日時
■日時

６月１７日（金） １３：００〜１８：００
６月１８日（土） １０：００〜１８：００
６月１９日（日） １０：００〜１６：３０

■受講料 ①スターライト新規購入者：無料
②その他ユーザー：６万円
③一般：３０万円
※スターライト購入時は全額返金致します。

「Ｂａｓｉｃコース」受講後、再度受講されたい方、または既存ユーザーで希望する方へ、基本操作の確認と測定指
導を行います。

■場所 プレバランス（茨城）

■日時 ６月１９日（日） １０：００〜１６：３０

■受講料 １０，０００円

【お申込み先、お問い合わせ先】０２９３（３２）２１３４ プレバランス（鈴木）

６月

やすらぎの空間

（ ）内の表示はボイドの期間を表します。
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ボイド時間帯は次のことを確認してください。
1.計画を見合わせて下さい。2.重要な話し合いは避けて下さい。3.結論は保留にして下さい。

１１
セミナー・東京

１８
セミナー・茨城
(00：03-06：24)

２５

