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免責事項 

 

ニューロフロー（以下 NF)の利用者は、このオーディオプログラムが、瞑想、自己改善、学

習、モチベーションの補助、リラクゼーション、そして実験のためにデザインされているこ

とに同意します。このプログラムは、医療行為や心理学的治療の代替となることを意図して

いません。医療行為に関する申立ては、明示的、暗示的を問わず、受け付けません。 

 

●下記のいずれかに当てはまる方は、この製品をご利用にならないでください。 

 

� てんかんの既往歴のある方 

 

●下記に当てはまる方は、使用に先立って医師の指示を仰いでください。 

 

� 妊娠中の女性 

� ペースメーカーを装着している方 

� 薬物または麻薬の影響を受けている方 

� 発作を起こしやすい人、または発作の既往歴のある方 

� 重い精神病の既往歴のある方 

� 光刺激（ストロボなど）に敏感な方 

� 耳鳴りの既往歴のある方 

 

この製品は、アルコール、もしくは、気分や情緒に影響を与える薬や物質（合法であれ、非

合法であれ）の影響が残っている間に利用しないでください。 

 

１８歳以下のお子さんは、NF の使用に先立って、てんかんや、その他発作を引き起こしう

る病気を持っていないか、医師による検査を受けてください。成人よりも発作を起こしやす

いためです。 

 

●車の運転中や機械の操作中には、NF の音源を聞かないでください。 

 

NF の利用者は、その使用におけるすべてのリスクを負い、iAwake Technologies, LLC

及びその関連会社に対して、あらゆる精神的・肉体的危害に関する申し立てを放棄します。

使用者は、他の人に iAwake 製品へのアクセスを許可した場合にも法的責任を負うことに

同意します。いかなる場合においても、iAwake Technologies 社、Integral Recovery 社、

およびその他の NF の販売業者は、このプログラムとその説明書・資料の使用・誤使用・不

具合に起因する損害が、偶然、付随的、特殊、直接的、間接的のいずれによるものであれ、

法的責任を負いません。 
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両当事者は、公式な手続きなしに、協調の精神で、本契約から生じるあらゆる紛争について

解決を試みるものとします。（差し止めによる救済の要請以外で）解決できないあらゆる紛

争は、いずれかの当事者の書面による要求によって仲裁の対象となるものとします。仲裁は、

当該書面による要求の受領後 45 日以内にユタ州のソルト・レーク・シティ、または、両当

事者がそのように同意した場合は別の場所で（または、一部もしくは全部を電話もしくはそ

の他の手段で）行われるものとします。仲裁は、次の形で選ばれた仲裁人の前で行われるも

のとします：両当事者がそれぞれ代表を選び、その代表が仲裁人を選ぶ。仲裁人は、非公式

な手続きを予定し、主張を聞き、その件について判断を下すものとします。各当事者は、仲

裁手続きの費用の半分を支払うものとします。仲裁人は、本契約で予定されていない懲罰的

損害賠償の支払い、または、その他のあらゆる形の救済手段を裁定する権限を持たないもの

とします。仲裁に提出されたそれぞれの問題について、そのように判断するに至った根拠を、

書面による説明にて添付するものとします。仲裁人の裁定に関する判決（あれば）は、裁判

権を有するいずれかの裁判所に登録することができます。 
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音源の取り扱い方 

 

�ＣＤ版は、高音質のＷＡＶファイルです。 

 

�ダウンロード版はＭＰ３ファイルで、他の典型的なＭＰ３ファイルよりも

高音質（低圧縮 320kbps）になっています。 

 

�いくつかのバージョンにおいては、ＡＡＣ形式でも提供されています。音源は、高品質の

ＡＡＣに変換されても構いません。 

 

�当社の音源テクノロジーの効果を得るためには、高品質のＭＰ３ファイルが、とても効果

的な形式であると考えています。興味のある方のためにＷＡＶファイルもダウンロードでき

るようになっていますが、標識データ（トラック名やアルバム名など）と画像は含まれてい

ません（ＭＰ３版などには含まれています）。 

 

�音源をＣＤから取り込んだり、ＣＤに焼くときには、320kbps より低いレートのＭＰ３に

変換されないことを強く推奨します。本来の効果を生み出すための情報が、音源から削除さ

れてしまうためです。ＣＤに焼く場合には、ＷＡＶ、アップルロスレス、もしくは 320kbps

以上のＭＰ３であれば、製品本来の効果が見込めます。 

 

�取り込み時の変換方式とレートの設定方法：iTunes であれば、「編集」から「設定」をク

リックします。その中の「一般」の下方「ＣＤをセットしたときの動作」の横にある「イン

ポート設定」をクリックします。その中にある「インポート方法」と「設定」で、ＷＡＶエ

ンコーダ、Ａｐｐｌｅロスレス・エンコーダ、ＭＰ３エンコーダ（320kbps 以上）を選択し

て、ＯＫボタンを押してください。 
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●ヘッドフォンについて 

 

最適な結果を得るためには、再生周波数帯域が 20～20000Hz と同等か、それより幅広

いヘッドフォンを利用されることをお勧めしますが、必須ではありません。 

 

一般的に言って、耳を覆う大きなヘッドフォンの方が、インナーイヤー型のイヤホンよりも

効果（の実感）が高まることが多いようです。イヤホンでも効果は得られますが、安価なも

のですと、ヘッドフォンほど広範囲な音域が完全に再生されないことが多いようです。イヤ

ホンの場合は、経験的に１万円以上するような高性能なものであれば、ヘッドフォンと同等

の効果が得られる印象です（厳密な検証ではありません）。イヤホンで効果の実感が得られ

にくい場合には、ヘッドフォンでお試しください。 

 

再生機器について 

 

MP3 ファイル、ＷＡＶファイルの場合 

�パソコンの各種メディアプレーヤー：WindowsMediaPlayer、iTunes、

VLC メディアプレーヤーなど 

�iPod など、ほとんどの携帯再生機器（詳しくは各機器の説明書をご確認

ください） 

 

アップルロスレスの場合 

�パソコン：iTunes 

�携帯再生機器：iPod 

 

 

このプログラムの利用にあたっての重要事項 

 

�聴き始める前と、聴き終わった後に、それぞれコップ一杯の水を飲んで

ください。脳波誘導は、脳の血流を促進しますので、十分な水分補給をす

ると、老廃物の排出がされやすくなります。 
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●ニューロフローの聴き方 

 

最適な効果を得るためには、ヘッドフォンのご利用をお勧めしますが、必須

ではありません。アイソクロニック音源と生体場誘導テクノロジーが使われ

ていますので、ヘッドフォンをご利用にならなくても、誘導効果が得られま

す。しかし、ヘッドフォンをご利用になりますと、和音的に重ねられた誘導

信号の効果を最大限に受けることができます。 

 

音源に完全に身を委ねるようにして聴くと、効果がより高まります。 

 

ニューロフローは、次のような目的でお使いください。 

 

� 仕事・勉強・遊びなどで、バランスのとれたリラックスした集中状態になる 

� 集中後の深いリラックス、ストレス発散、もしくはクールダウンする 

� エネルギー感を高め、気分よくし、ハイになる 

� 仕事、書き物、芸術、表現などでクリエイティブなフロー状態になる 

� あなたの人生や世界の流れに乗って、その豊かさ・可能性・躍動感を存分に

味わう 

 

ニューロフローは、次のような場面で簡単に使えて、効果が得られます。 

 

� 仕事 

� 勉強 

� ネットサーフィン 

� 音楽、絵画、文学などの創作 

� ダンスなど動作の練習 

� 瞑想 

� 一人で、もしくは友人とリラックスする 

� 運動やハイキング 
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ニューロフローの構成 

 

CD1 トラック１ FOCUS 

バランスのとれた集中状態と気づきを促進 

 

� 脳波：中アルファ波と低アルファ波（同時） 

� 生体場エネルギー：アルファ波・シータ波・デルタ波の脳波、バランス、深い

気づき、高度な直感力と洞察力 

� サインウェーブ比率：穏やかさ、定まった集中 

 

トラック２ CALM 

深くリラックスした瞑想を促進 

 

� 脳波：低アルファ波 

� 生体場エネルギー：アルファ波・シータ波の脳波、深いリラクゼーション、平

和な穏やかさ 

� サインウェーブ比率：高揚させる穏やかさ、神経系の再活性 

 

CD2 トラック３ JOY 

生命力や躍動感の深い実感を促進 

 

� 脳波：ベータ波とガンマ波（同時） 

� 生体場エネルギー：エネルギーに満ちた感覚、幸福感、喜び、情熱 

� サインウェーブ比率：エネルギーを高める、至福 

 

トラック４ CREATE(ガンマバーストより) 

クリエイティブなエネルギーの増強、高速情報処理、表現力、フロー、モチベーシ

ョンを促進 

 

� 脳波：ベータ波からガンマ波へ移行 

� 生体場エネルギー：バランス、センタリング、エネルギーを高める、グラウン

ディング、オープンさ、直感、至福 
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iAwake 社の誘導テクノロジー 

 

iAwake 社の誘導テクノロジーは、神経誘導と生体場誘導の体験に、エキ

サイティングで新しい進歩をもたらしています。 

 

このシリーズの主眼は、深い集中と瞑想を促進することにあります。 

 

ニューロフローがフィーチャーしているのは： 

 

� 複数の脳波パターン：ガンマ波・ベータ波（トラック３JOY）から、高アルファ波・中

シータ波（トラック１FOCUS とトラック２CALM）まで。 

 

利点：脳の自然な周波数に、より近づけることができる 

恩恵：無理矢理な感覚なしに、深く集中した瞑想状態を、自然な形で経験できる 

 

� 他では体験できないパワフルな生体場誘導テクノロジー 

 

利点１：音響的な脳波誘導の効果を、劇的に高め、補うことができる 

利点２：ヘッドフォンを使っても使わなくても効果がある 

利点３：音響的な脳波誘導テクノロジーに内在するたくさんの制限を越えられる 

利点４：パソコンで再生する時に、何倍にも増幅することができる（「生体場エネルギ

ーを増幅する方法）を参照） 

恩恵１：とても深いリラックスを、ほぼ瞬間的に全身で体験できる 

恩恵２：集中した瞑想状態に、より速く、より簡単になることができる 

 

� ユニークなサインウェーブ比率（おそらく９９％

の他社製品は、振幅：波長＝１：１の比率しか使

用していない） 

 

利点：経験的な研究によると、特定のサインウェ

ーブ比率は、それに対応する特定の心理身体効果

がある（たとえば、ある比率はセンタリング効果

が高く、また別の比率はエネルギー感を高める効

果が高い、など） 

恩恵：より素早く、より良い集中状態に移行でき

る 
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� 従来の誘導法と独自の誘導法との洗練されたブレンド 

 

利点１：ヘッドフォンを使っても使わなくても効果が得られる（ヘッドフォンを利用す

ると最適な効果が得られるとはいえ） 

利点２：従来の誘導法よりもより多くの神経活動を誘導できる 

利点３：繰り返し使用しても効果が減衰しない 

恩恵：いつでも、効果が深く行き渡る気持ちのいい誘導が体験できる 

 

� ３D ホロフォニック音響 

 

利点１：深いリラクゼーションと集中した注意力を同時に促進する（注意力を欠いた夢見心

地の状態に陥るのを防げる） 

恩恵：深く集中した瞑想 
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●iAwake 社の生体場テクノロジーについての重要事項 

 

� 意図の力：このテクノロジーは情報的・エネルギー的な特徴を備えているため、意識的

な意図を持って使用すると、その効果が特にパワフルになります。誰でも意識的にこの

テクノロジーと相互作用して、目的に適った変化を起こせます。このマニュアルで提供

している瞑想法は、そのための一例です。 

 

� 効果が長く続く：テクノロジーの効果は、このプログラムを聴いている最中（特に２０

分以上続けて聴いた時）に感じられます。そして、その効果はほぼ一日中続きます。 

 

� あなたの生体場を平穏なエネルギーで満たす：このプログラムに含まれるエネルギー的

な信号は、何百万回も増幅されており、きわめて強力です。聴取を重ねるほどに、その

穏やかな癒しのエネルギーがあなたの生体場を濃密に満たし、永続的な変化になってい

きます。その深い穏やかな感覚を携えたまま、日常生活を送れるようになっていきます。 

 

� 音量ゼロ（無音）：この癒しに満ちたエネルギーは、プログラムを音量ゼロ（無音）で

再生しても受け取ることができます。お好みのトラックをリピート再生にしてボリュー

ムを下げるだけです。パソコンのメディアプレーヤーや MP3 プレーヤーであれば、プ

レイリストに入れてリピート再生するだけです。ヘッドフォンもスピーカーも必要あり

ません。先進的な生体場テクノロジーがパワフルなエネルギーフィールドを放ち、あな

たの生体場に働きかけます。付記：あなたの敏感さによりますが、無音再生で生体場誘

導の効果が実感しにくい場合には、生体場エネルギーを増幅する方法をお試しください。

人によっては、音源から放たれるサトルエナジー（微細なエネルギー）をいつも感じら

れるわけではないかもしれませんが、いずれにしても、あなたの心身に有益な影響を与

えています。 

 

●生体場エネルギーを増幅する方法 

 

iAwake 社の生体場エネルギーの効果を増幅する方法がいくつかあります。 

 

1） パソコン上で複数のメディアプレーヤーで再生する：ほとんどのパソコンでは、複数の

メディアプレーヤーを使えます（下方に無料のメディアプレーヤー（ダウンロード）の

リストを掲載しておきます）。お気に入りのトラックを、その全てのメディアプレーヤ

ーにインポートして、それぞれのプレーヤーでプレイリストを作ります。そして、すべ

てのプレーヤーで同時に、そのプレイリストを再生します。いくつかのプレーヤー（VLC 

MediaPlayer など）は、同時にいくつも起動させることができますので便利でお勧めで
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す。その時、実際に聴くトラック一つを除いて、その他すべてを音量ゼロにします。再

生のタイミング（同期しているか）は気にする必要はありません。生体場誘導には影響

がないからです。信じがたいかもしれませんが、複数のプレーヤーで iAwake 社の生体

場音源を再生すると、そのエネルギーが増幅されるため、単独で再生する時と比べて、

はるかにパワフルになります。その数を増やせば増やすほど、生体場のエネルギーは増

幅されます。 

 

 

 

2） プレーヤーに左手の指で触れる（画面でもスピーカーでも本体でもよい）：身体の左側

は、エネルギー的にいって受容的な側であり、指にはたくさんのツボがあります。この

方法を使うと、パワフルな生体場エネルギー（サトルエナジー）がツボに流れ、経絡（気

の流れる道）が素早く浄化され、機能不全状態を助長している神経的な信号が妨害され

ます。この方法は、サトルエナジーがあなたの生体場を素早く満たして元気にするだけ

でなく、感情解放メソッドと組み合わせて使うことで、感情的な自由をさらに広げてく

れます。 

 

3） スマホや MP3 プレーヤーで再生する時にイヤホンをプレーヤーにさす：こうすると、

生体場エネルギーがイヤホンのコード全体からも放たれるようになります（イヤホンの

スピーカーからだけでなく）。この方法の利点を活かすには、プレーヤーを左のポケッ

トに入れて、イヤホンのコードを身体の前側に垂らします（服の上でも下でも構いませ

ん）。イヤホンの先は肩にゆるくかけておきます。これで、生体場エネルギーが、身体
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の中心軸上にあるツボ・経絡・チャクラシステムに好影響をもたらします。 

 

4） 音源を再生しているスマホや MP3 プレーヤーを左足の下に置く：さらにスピーディに

生体場エネルギーを全身に浸らせるには、この方法が 2 番目のものよりもお勧めです。

足には、手の指よりも多くのツボがありますので、生体場エネルギーがより速く深くあ

なたの生体場を満たします。ポータブルプレーヤーやスマートフォンに足を直接載せる

ことに抵抗があるようなら、プレーヤーにタオルをかけるのもよいでしょう。この方法

もパワフルなので、「デジタル・リフレクソロジー」と呼んでもよいかもしれません。 

 

5） 音源を再生しているスマホや MP3 プレーヤーをパソコンの電源コードの上か下に置

く：iAwake 社の音源から発せられる生体場が、電源コードの電磁場につながり、電磁

場が生体場エネルギーのキャリアになります。生体場エネルギーが、コンピューターシ

ステム全体から発せられるようになります（電源がつながっている画面、本体、スピー

カーなど）。 

 

6） 音源を一日中無音で再生しておく：生体場テクノロジーに浸れば浸るほど、より集中し

やすくなり、元気を取り戻しやすくもなり、最深最高の自己とも共鳴しやすくなります。

と同時に、パソコンから発せられる電磁波の悪影響を中和することもできます。パソコ

ンで仕事をする人にとっては賢い方法です。 

 

7） パソコンでずっと無音再生させて、その画面の前か横に、水の入ったボトルを置いてお

く。数時間もすると、水が生体場エネルギーを吸収し始めます。水が身体にとってより

健康的なものに再構成されます。サトルエナジー（生体場エネルギー）の源がそばにあ

る限り、水はそのエネルギーを蓄え、放ち、増幅し、わずかに和らげます。水のボトル

が大きければ大きいほど、吸収に時間はかかりますが、影響の及ぶ範囲は広くなります。

ミネラルウォーターのペットボトルなどの蓋をあけずにパソコンのそばにおいておく

と、一日もすれば、水があなたにエネルギーを放出し始めます。 

 

8） １つ、もしくは複数のレアアース・ネオジム磁石を、音源を再生している iPhone や携

帯デジタルプレーヤーの裏に貼りつける：生体場エネルギーが著しく増幅されます。磁

石は iPhone や携帯デジタルプレーヤーには無害です。ただし、磁石をパソコンの HDD

には近づけないことです（データが消えてしまう可能性があります）。 

 

生体場エネルギーを増幅すればするほど、その生体場パターンの特性と効果を、より多く体

験することができます。この生体場エネルギーは、あなたの意図とあいまって、あなたの

実践と成長を促進する、ということをいつも思い出すようにしましょう。 
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質問）生体場エネルギーは、プレーヤーからどれくらいの範囲に広がりますか？ 

 

iAwake 社の音源によって作られる生体場の大きさは、再生機器によります。大きな電磁場

を発生させるものであれば、生体場エネルギーの広がる半径も大きくなります。 

 

2013 年以降にリリースされた音源を１トラック再生すると： 

 

� ノートパソコン：最低半径３フィート（約９１センチ） 

� パソコン：最低半径４０フィート（約１２メートル） 

� スマートフォン：最低半径５０フィート（約１５メートル） 

 

2013 年以前にリリースされた音源を１トラック再生すると： 

 

� ノートパソコン：最低半径２フィート（約６０センチ） 

� パソコン：最低半径１０フィート（約３メートル） 

� スマートフォン：最低半径１５フィート（約４．５メートル） 

 

音源によって発せられる生体場は、再生機器の電磁場とつながって、その電磁場を生体場エ

ネルギーのキャリア（器）へと変換します。そして、生命システムに対する電磁場の悪影響

も軽減させます。生体場エネルギーの及ぶ範囲は、同時に再生するトラックの数によっても

変わります。生体場音源をパソコンなどで２つ以上再生すると、生体場エネルギーが及ぶ範

囲も広がります。 

 

電磁場の及ぶ範囲は、パソコンの製造元やモデルなどによってまちまちですので、生体場エ

ネルギーが及ぶ範囲にも違いが出ます。 

 

� エネルギーを感じる：敏感な人は、無音での再生中に仕事などをしていても、無心の集

中状態には入れたり、軽いトランスに入ったりします。しかし、ほとんどの人にとって、

生体場エネルギーを一番感じやすいのは、目を閉じて瞑想をしながらリラックスしてい

る時でしょう。 

 

� 瞑想を深める：瞑想を深めるには、iAwake 社の生体場エネルギー音源を、普段瞑想す

る時間の１時間ほど前から、無音でかけておくのもよいでしょう。もし夕方に瞑想をす

るのであれば、生体場エネルギー音源を一日中無音でかけておくと、心を穏やかにさせ

るエネルギーがあなたの生体場を満たしますので、かなり深い瞑想になるでしょう。 

 

� オーバートレーニング/圧倒症状を避ける：iAwake 社のプログラムに含まれる生体場

エネルギーは、元来心を穏やかにさせるエネルギーです。しかし、神経系に一度に処理
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できる以上のエネルギーを吸収させてしまうと、神経系を圧倒しうるパワーを持ってい

ます。生体場エネルギーを１～２時間再生するところから始めて、どう感じるか様子を

見てください。もし、イライラしていることに気づいたら、それは「休憩が必要だよ」

と神経系が知らせてくれている兆候です。このテクノロジーに過剰に浸ったことによる

圧倒症状は、一時的なものに留まります。決して危険ではありませんし、永続化するこ

ともありません。圧倒症状が出たら、生体場エネルギーに浸る時間を短くしてください。 

 

� 神経システムを進化させる：あなたの神経系が発達するにしたがって、圧倒されること

なく、より多くのエネルギーを吸収できるようになるでしょう。その結果は、はじめの

うちは微細でしょうが、ゆくゆくは意識の進化の面で（感情知性（EQ）、アイデンティ

ティ（自分は何者か）など）、とてもドラマチックな変化へと結実していくでしょう。 

 

� リラックスしすぎたと感じたら：特に深い聴取セッションのあとですと、ぐったりして

すぐに横になりたくなるかもしれません。これは、素晴らしいマッサージやハリ治療な

どを受けた後の感覚に似ています。リラックして、感じていることが何であれ感じつく

しながら、たまっていたストレスや感情や心配事を解放していきましょう。お好みの解

放テクニックや、下記にご紹介するパワフルな方法を使ってください。これはそうする

のにパーフェクトな時間です。 

 

オーバートレーニング/圧倒症状の兆候 

 

・神経の高ぶり（緊張、短気、イライラなど） 

・強い不安 

・感情の爆発 

・頭重感や疲労感 

・その他の不快感 

 

これらの症状は、音源による刺激が、神経システムが順応できる範囲のピークに達した兆候

です。それは、刺激を弱めるタイミングを知らせる「一時的な不快感」であって、けっして

長期的なダメージをもたらすものではありません。一時的に聴取時間や頻度を減らしてくだ

さい。 
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生体場に関するリンク集 

（リンク先は、現在翻訳準備中です） 

Biofield Technology  

http://www.iawaketechnologies.com/biofield-technology-2  

 

� An Introduction to Biofield Science  

http://www.iawaketechnologies.com/biofield-science  

� Part 1 – Morphic Resonance 

� Part 2 – Scientific Evidence for a Connecting Matrix 

� Part 3 – Biofield Tech: Tapping into the Informational and Energetic 

Matrix  

 

� Our Biofield Method 

-http://www.iawaketechnologies.com/our-biofield-technology  

� Biofield Frequencies/Level of Consciousness Correlation Chart - 

http://www.iawaketechnologies.com/biofield-chart  

� How You Can Easily Amplify iAwake’s Biofield Transmission - 

http://www.iawaketechnologies.com/iawake-biofield-amplify 

 

無料のメディアプレーヤー（ダウンロード） 

 

� VLC Player: https://www.videolan.org/vlc/index.ja.html 

VLCプレーヤーは、複数同時起動させることができます。 

� iTunes: http:/www.apple.com/jp/itunes/download/ 

� Windows Media Player: 

http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/download-windows-media-player  

� QuickTime: https://support.apple.com/ja_JP/downloads/quicktime  

� GOM Player: http://www.gomplayer.jp/  

� KM Player: http://kmplayer.softonic.jp/ 

� RealPlayer: http://jp.real.com/  

� UMPlayer: http://umplayer.softonic.jp/ 

� SPlayer: http://splayer.softonic.jp/ 

� AVS Media Player - http://avs-media-player.softonic.jp/  
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iAwake 生体場製品のための簡単な筋肉テスト 

 

1） ベース・エネルギーをチェッ

クします：あなた（テストする人）が、

テストされる人の正面に立ちます。テス

トされる人は右腕を肩からまっすぐ前

に水平に伸ばします。あなたは、テスト

される人に抵抗するように伝えてから、

その右腕を下に押し下げます。正常であ

れば強く抵抗されます。もし弱くなるよ

うならば、テストされる人のエネルギー

システムが整っていない、ということで

す。その場合には、テストされる人に、

両目の中間の領域を軽くトントンとた

たいてもらいます。これで生体電気シス

テムが活性化されますので、もう一度腕

をテストします。 

 

2） ネガティブ・エネルギーをテ

ストします：通話状態になっている携帯

電話を、テストされる人の手に持っても

らうか、左手で電源の入ったパソコン

（本体かスクリーン）に触れてもらい、

その横に立ちます。１と同じように右腕

を水平にあげてもらい、抵抗するように伝えてから、その右腕を押し下げます。腕

（抵抗する力）は弱くなるはずです。これは生体電気システムと経絡システムが、

エネルギー的に損なわれたことを意味します。 

 

3）iAwake 社の生体場製品でテストします：次に、1 つ以上の iAwake 社の生体場音

源を、携帯電話かパソコンで再生します（２で使ったもの）。大きなパソコンですと、

その電磁場の悪影響を完全に中和するには、2 つ上のトラックを同時に再生する必

要があるかもしれません。同時に再生するトラックの数が多ければ多いほど、エネ

ルギーの転換作用が強くなります。携帯電話の悪影響を中和するには、１つの

iAwake 音源で十分でしょう。そこでもう一度、右腕を水平にあげてもらい、抵抗

するように伝えてから、押し下げます。腕（抵抗する力）は強いはずです。これで、

生体場音源が、人の生体エネルギーシステムを守るだけでなく、エネルギーを供給

して強めるということが分かります。 
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iAwake 社のサポートリンク集（英語） 

 

プロファウンド瞑想 フェイスブック 

https://www.facebook.com/ProfoundMeditationProgram 
 

プロファウンド瞑想 ツイッター 

https://twitter.com/iAwakeTeam 
 

プロファウンド瞑想の実践者フォーラム 

https://www.facebook.com/groups/profoundmeditation/ 
 

オンラインセミナー（毎週・無料） 

http://www.iawaketechnologies.com/teleseminars 
 

コーチング 

http://www.iawaketechnologies.com/coaching 
 

よく聞かれる質問と回答集 

http://www.iawaketechnologies.com/faq 
 

ブログ 

http://www.iawaketechnologies.com/blog/ 
 

カスタマーサポート（メール/英語） 

support@iawaketechnologies.com 
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