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はじめに

安全上のご注意

火災・感電・人身障害の危険を防止するには

以下の指示を守って下さい

△

△

△

●本製品を使用する前に、以下の指示をよく読んでくださしも

●ACアダプターを使用する場合は、必ずAClOO＞の電原コン

セントにACアダプターを差し込んでくださしも

●次のような場合には直ちに電原を切り、電池やACアダプターを

取り外して（ACアタフターを使用時はコンセントから抜きます。

そして、アクティ・21または、お買い上げになった販売店に修

理を依頼してください。

OACアダプターの電原コードやプラクが破損したとき

○液体や異物が内部に入ったとき

○製品が（雨などで）ぬれたとき

○製品に異常や故障が生じたとき

●次のような場所での使用や保存はしないでくださし七

〇温度が極端に高い場所（直射日光のあたる場所、暖房機器の

近く、発熱する機器の上など）

○水気の近く（風呂場、洗面aぬれた床など）や湿度の高

い場所

○ホコリの多い場所

室室とと
吉⊂コ

受●イl安里／／／部品の交換などで、取扱説明書に書かれている以外の

ことは、絶対にしないでくださしt

●ACアダプターのコードを無理に曲げたり、上に重いものを

乗せたりしないでくださしもコードに麦がつき危険です。

●本製品に、異物（燃えやすいもの、硬貨、針金など）や液体

やジュースなど）を絶対にいれないでくださしも

●本製品の上に、クレジットカード、テレフォンカード等の磁

気カードまたは磁気に弱い電子機器等を置かないでくださ

い。

●本製品およびACアタフターを分解したり、改造したりしな

いでくださしも

△注意
●本製品は正常な通気が妨げられることのない所に設置して、使用

してくださしt

●本製品はマイクロコンピュータを使用した機器です。このため他

の電気機器を接近して同時にご使用になりますと、他の電気機器

から本製品が雑音を受けて誤作動する場合があります。

●ACアダプターl射出の電気機器の電源コードといっしょにタコ足

配線することは危険です。

●長時間使用しない場合はACアダプターをコンセントから抜い

ておいてくださ几また、電池をお使いの場合は電池を取り出し

ておいてくださしt電池の液もれにより火災、けが判司囲を汚損

する原因となることがあります。

●スイッチやツマミに必要以上の力を加えますと占郊章の原因となり

ますので注意してくださしt

●ACアダプターをコンセントから抜くときは、絶対にコード

を引っぼらないでくださしも古郊章の原因となります。

●外装のお手入れは、必ず乾いた柔らかい布で軽く拭いてくだ

さしもベンジンやシンナー系の液体は絶矧ここ使用にならな

いでくださしt（コンパウンド賀、強軟性のポリッシヤーも

不可）。

●製品をお買い上げいただいた日より一年間は、保証期間とな

り、修理は無償となります力も保証書に購入店での手続きが

ない場合は無効となります。保証書は必ずお求めになった販

売店で所定の手続きを行った後、大切に保管してくださしも

●今後の参照のために、この取扱説明書はお読みになった後も

大切に保管してくださしも

また次のような万はコ吏用をお控えください。

●　 手や足などの骨を固定するために金属を使用している万。

●　 心臓にペースメーカーをご使用の方。

●　 妊娠中の方。

『はじめに

この度は、波動転写装置「FlT」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

波動転写装置「FlT」を末永くご愛用いただくためにも、取扱説明書をよくお読みになって正し

い方法でご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

1．主な特長

●lNとOUTに同様の磁界を発生させるため、磁界の強制引き込現象によりINの情報力＼

OUT側へとコピー（転写）される。

●惜幸陳云写の強度ボタン（MSl～4）の採用により、情幸陳云写の強度選択が容易に選択でき

ます。

●スタートボタンカ＼6回、12回、18回と3種類あるので、転写の回数に応じて選択でき

ます。

●書込回数力＼デジタル表示されるので現在の状況が確認でき、経過・残り時間等力腎つかりや

すい。

2．各部の名称とはたらき

①ACアダプターさしこみ□

付属のACアダプターをこのジャックに最後まで差し込んでください。

②電源スイッチ

本体後面にあります。電源をONにするとLEDランプが点灯します。



はじめに

③lN
情報を取り入れる側のエリアです。人間の場合は、通常右手をおきます。（右手の上に

左手を重ねれば、より効果的です。）

④OUT
情報を放出する側のエリアです。人間の場合は、通常左手をおきます。（左手の上に右

手を重ねれば、より効果的です。）

⑤残回数表示部

デジタル表示にて、残りの回数を表示します。

⑥進行状況表示部

1回数分の進行状況を1／16にわけて表示します。

⑦MSボタン（強度設定）

磁力の強さをOUT側の転写先毎に設定します。

［1］人体、水に転写する場合

［2］乳液状のものに転写する場合

［3］クリーム状のものに転写する場合

［4］固形物に転写する場合

⑧スタートホタン

書込回数に応じて、6回、12回、18回のいつれかのボタンを押すと転写がスタート

します。（通常は、「6」のボタンを押します。）

⑨キャンセルボタン

情報転写を途中で、終了したいときに押します。

ご使用方法

1 ．本装置の使用方法について

①付属のACアダプターを本体後ろのアダプター専用ジャックに最後までセットしてください。

②ACアダプターをAClOOVの電源コンセントにセットしてください。（アダプターの取扱いに

ついては、アタフターの取扱説明欄をお喜売みください。）

③本体の電源スイッチをONにします。このとき、操作パネル上のランプカ堅氷JLます。

④MSボタン（転写強度）を選択します。

［1］人体、水に転写する場合　　　　　　　　［3］クリーム状のものに転写する場合

［2］乳液状のものに転写する場合　　　　　　［4］固形物に転写する場合

このときの強度は、3．75ガウス～30ガウスとごく小さい磁気ですので、電子機器等への影響については、ほとんどありません

机クレジットカード、テレフォンカード等の磁気カードまたは磁気に弱い電子機器等は置かないでくださしt

⑤スタートボタンを［6］、［12］、［18］の中から選択します。このときの、［6］、［12］、［18］は

パイロットランプの点灯終了（16秒）を1サイクルとして、6回、12回、18回の意味です。

通常の場合は、6回を選択します。

⑥パイロットランプが点灯し、本装置力当乍動します。このとき、残りの回数がデジタル表示され、

デジタル表示が［0］になり終了ブザーカⅦ鳥れl£情報転写が終了します。

スタートから終了時問の目安は、6回で2分弱、12回で4分弱、18回で5分弱です。

※長時間ご使用にならない場合は、ACアダプターをコンセントから抜いておいてください。

2 ． 使っ てみよ う＿

①気の流れを整え、集中力をUP！

右図のように手を置き、スタートスイッチの

［6］を押してください。このとき、MSス

イッチ（磁気強度）は「1」です力＼自分に

応じて、「2」もしくは「3」でお試しくださ

い。

「気」の流れの調整は、特に自律神経に関係があるといわれて

います。自律神経はいろいろな月蔵器の機能を調整しています。

呼吸、脈粗血圧、体温、発汗、排尿、排便といった作用が自

律神経によって、コントロールされています。従って、自律神

経失調症の症状は、疲れやすい、めまいがする、頭が癌し＼血

圧が十定しなLL．eh複合的にあらわれてきます。「気」の流

れが整うことは、これらの症状の軽減に役立つことになるでし

ょう。

石手のひらを蓼Nに、左手のひらをOUTに交差す

るようにのせてください。



ご使用方法

④自矧ヱ合ったモノに！

右手をINに置きます。（写真のように左手

を重ねても結構です）自分の気（波動）を

転写したいものをOUTに置きます。

自分に合った化粧品や、アクセサリーにし

たり、食べ物や飲み物を自分に合ったもの

にします。

（参良い気（波動）を自分の中lZ！

OUT側に左手を置きます。（写真のように

左手に右手を重ねても結構です）自分自身

に取り入れたいモノをOUT側に置きます

漢方薬やその他の薬を自分に転写したり、

良い波動のモノを自分に取り入れたりしま

す。

または、OUT側に自分の手だけでなく、

飲み物や食べ物、化粧品やアクセサリーを

置いて、それに良い波動を取り入れること

もできます。

lNに自分の手を置き、OUTに情報を入れたいものを置く

このときのMSスイッチは

［1］人体・水など　　　［3］クリーム状のもの

［2］乳勧犬のもの　　　［4］固形のもの

1ただ＜ために

はじめのうち、人によっては何も感じないことがあります力＼気になさらずに使い続けてください。

何回も繰り返して使っているうらに、手のひらに弱いピ1」ピリ感やかすかな温度を感じるようになりま

す。手のひらの経絡が開き、気が入りはじめた兆しです。

自律訓練法では、手に温度が感じられるようになると、自律神経が安定してくる、といわれていま

す。ですから、「FIT」をお使い頂く目安として「手や体がぽっと暖かくなる」状態力＼ベストとお

考えください。

また、上記のご使用方法の他に、手のかわりに両足（lNに左足、OUTに右足）をのせても、より

効果的です。その他にも、人間同士、ペットなどにも応用できます。

保証規定

ご注意（必ずお読みください）

この製品は、当社の厳密な製品検査に合格したものです。万一保証期間内に製造上の不備に起因する

故障の生じた場合は下記の保証規定により無償修理いたします。

保証条件

1．保証書の有効期限はお買い上げより1ヶ年です。

2．次の場合の修理は保証期間内であっても有料保証となります。

●消耗品（ACアタフターなど）を交換する場合。

●お取扱い方法が不適当のために生じた故『邑

●天災（火災、浸水等）によって生じた故障。

●故障の原因が本製品以外の、他機器にある場合。

●アクティ・21及び、アクティ・21の指定以外の手により修理、改造された部分の処理が不

適当であった場合。

●保証書に販売店、お買い上げ日など力等己入されていない場合あるいは、字句を書き換えられた
場合。

●本保証書の指示がない場合。

●日本国外で使用される場合。

尚、当社が修理した部分が再度故障した場合は保証期間外であっても、修理した日より3ケ月内

に限り無償修理となります。

3．保証期間が切れますと修理は有料になります玖引き続き、製品の修理は責任を持ってさせてい

ただきます。ただし、外装部品の修理は類似の代替品を使用することもありますのでご了承くだ
さい。

4．お客様が呆証期間中に移転された場合でも、保証は引き続きお使いいただけます。移転先の販売
店もしくは、アクティ・21までお問い合わせください。

お原臥1

本保証書に販売年月日の記入がない場合は無効となります。

※修理は、お買い上げの販売店もしくは、アクティ・21に必ず保証書を提示の上、ご依頼くだ

さい。記入不可能な場合はお買い上げ年月日を証明できる領収書と一緒に保管してください。

※本書は再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

保証書（日本国内有効）

品名：波動転写装置「FlT」
本書は上記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日

から満1年の間に万一故障が発生した場合は、製品と共に本書をお買い上げの販売店にご

持参の上、修理をご依頼ください。

お買い上げ日　　　　年　　月　　　日

販売店名



地球上のすべてのものは、それぞれ国有の「非常
に弱いエネルギー」を発しています。この「非常に
弱いエネルギー」をわたしたちは「波動」と呼んで
います。この波動のうち、人間の発している波動を「気」
といいます。

「人気がある」「運気がつよい」「雰囲気がいい」な
ど「気」を使ったことばは非常に数多くあります。こ
れは人間の発している「気＝波動」が日常生活に大
きな影響を与えていることの証明といえるでしょう。
この波動は簡単な測定器では計れないほど微弱な
ので、これまでは研究の対象になりませんでした。
それでも「気配を感じる」「気味が悪い」など人間
の五感では何かの存在を感じることができますね。

自然界はすべて調和に向かっています。
わたしたちは、すべて自分自身に同調する波動に
囲まれているとき安定し幸せです。
ところが身につけている物（眼鏡、時計、ピアス、ネ
ックレス、宝石、化粧品、パーマ液、薬、コンタクトレ
ンズなど）の波動が、自分に同調していないときは、
微妙に疲れたり、体を傷めたりします。特に化学合
成品などの人工製品は、この傾向が顕著です。

この目に見えない波動を自分自身に同調するもの
にするのが、「FIT」なのです。
そのうち研究が進んでいろいろな機器が開発されて、
これらの波動がもっともっと身近に感じられるよう
になるでしょう。

BiowaveConverter＋気2

⑳波動転写機能に加えて、「いきいき」「リラックス」波動書込み機能付き
㊧新書版5冊分の軽量化

⑳電源アダプター内蔵タイプ　　定価￥185，000（税別）

製品仕様

容大きさ　幅295×奥行215×高さ33（mm）

㊨重　さ1．1kg
瑳電　源　ACl00V50Hz／60Hz

蓼付属品　ACアダプター　取扱説明書
昏国産品

華定　価　￥77，000（税別）

上記の仕様は製品改良の為、お客様にお断りなく変更することが
ありますので、こ了承くださいませ。

萱からだに一番フィットする健康飲料

「磁場共鳴水」

海草、深海塩から抽出し

た微量ミネラルを多く含

む転写用飲料水。イオン

化されたミネラルが波動

情報を確実に記憶、保持

します。「FlT」を使って

あなたのオリジナル健康

水を作りましょう。

穏45cc・l本、携帯用10cc・2本　定価￥6，000（税別）
1000倍に薄めてこ使用下さい。

販売店

A蒜彗1：ごこ：；
〒101－0021東京都千代田区外神田5－4－9

ハニー外神田第2ビル
3839－6675／FAX（03）3839－6682
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「波動」実用化の時代へ

・；二十∴㍉∴∴ご∴●∴よお亨

一　一一、二l・‾　一一　‾1・、‥二手て

こ‾　∴－　∴ご二一・∴∴ 二…羊

大気汚染、電磁波障害、食品添加物、化学肥料・農薬などなど人工的な波動は人問に同調せず、

いつの問にかじわりじわりと、わたしたちの体をいじめています。

毒華≒転　大自然の法則はリズム同調作用。自分に同調する波動に囲まれた、からだにやさしい暮らしを提案します。

化粧品も自分に合わせた
マイブランドに！
化粧品に自分の波動を入
れれば、自分だけの化粧
品に早変わり！また、肌に
馴染みやすく、お肌のトラ
ブルが出にくいと評判です。

自分に合わせた飲み物だから、
からだにやさしい。
たかが水、されど水。人間の体は
約70％の水から出来ていると言
われています。自分の情報を飲み
物にフィットさせれば味はマイルド

になり、からだにやさしくなります。

ヤ㍉㍉予言至宝二・十一・　十　二・十‥十二十∴十∴

手・足をのせて気（波動）をめぐらすだけで私流気

功術。気の流れの調整は、特に自律神経に関係

があると言われています。

自律神経は様々な臓器の働きを調整し、呼吸、脈拍、

血圧、体温、発汗、排尿、排便といった作用をコント

ロールしています。したがって、自律神経を活性イヒ

すれば、疲れやすい、めまいがする、東が痛い、血

圧が一定しない、動博がす

る、食欲不振、便秘、下痢、

肩こり、不眠症などの症状

の軽減に役立つと思います。

あなたもやってみましょう。

アクセサリ一一も
フィットさせれば安心＝
ピアス・ネックレスなど身に着けたいけれど、

どうしても肌に合わないというあなたに。

波動をフィットさせれば、肌のトラブルがで

にくいという人が多くいます。

薬撃健康蔑義塾
波動を冒オ慧潜塗蜜遠彗夏
今、飲んでいる薬や健康食
品に自分の波動をフィットさ
せると、今まで以上の効果
が期待できます。

三島
ゥィ．、・

垂すでに8，000人に喜ばれています

’95　　’96　　’97　　’98

海どうしてこうなるの？
「FIT」のtNと0UTに磁場を発生させ、これを

交互にある一定のリズムで繰り返すと、リズム同

調作用という現象が発生しlN上の磁場波動が

OUT上にも出現するようになります。

たとえば、時計屋さんの同じ長さを持った振り子

時計は、はじめはバラバラに振れていたものが

2～3日経つと、みんな同様に右、左、右、左と振

り子の振り方が一緒に同調するようになります。

これも同調作用のひとつです。

また、夕方の蛍は、夕暮れどきはバラバラに点滅

していますが、夜も更けてくると、いつの間にか

みんな一緒に同調して、同時に点滅するように

なります。これも自然界のリズム同調作用のす

ぼらしさです。

これを物理学では、「相互ひきこみ現象」ともい
うそうです。


