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イブラヒム・カリム博士が発見した自然界最高の《調和》
すべての調和された空間には、３つのエネルギーが存在する

BG3のイメージ

ゴールド
エナジャイズと究極の
バランスへのつなが
り、神の叡智の放射

ネガティブグリーン
エネルギーや情報の伝
達、スピリチャルなエネル
ギーを運ぶエネルギー

ウルトラバイオレット
深いエネルギーの再活
性化、天使のいる雰囲
気、スピリチュアルな光

測定・分析用ペンデュラム2ヶ月に及ぶサツマイモ栽培実験

12のカラースペクトラム

　イブラヒム・カリム博士は、長年にわたるその画期的な研
究によって、高いバランスを作り出す力が、エネルギーの動
きのパターンの中心に表れてくることを発見しました。実際
的なエネルギーの動きの中心、あるいは、それらを作り出す
形、音、色、数も、バランスを作り出しているのです。その
バランスには、３つの特定のエネルギーが計測され、《BG3》
と名付けられました。
　それまで、エネルギーのバランス状態を調べるためには、
12のスペクトラムを計測し、エネルギーのバランスを作るた
めには、12のカラースペクトラム全体を整えていく必要があ
りました。しかし、この発見により、BG3の測定と利用だけで、
すべてのバランスを作ることができるようになったのです。
　エネルギーが調和している空間では、必ず BG3が存在して
います。したがってBG3の有無の検出を行うだけで、バラン
スの有無が簡単に判断でき、BG3エネルギーを与えるだけで、
エネルギーバランシングを行うことができます。バイオジオ
メトリー製品のほとんどは、この革命的な発見であるBG3を
有効に放つためのエネルギー原理が取り入れられています。

BG3 Balancing Qualities
① Horizontal Wave of  “Negative Green”

② Higher Harmonic of  “Ultraviolet”

③ Higher Harmonic of  “Gold”

002-123 
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バイオジオメトリー理論

イブラヒム・カリム博士
Ibrahim Karim

チューリッヒ工科大学卒。バイオ
ジオメトリーによるエネルギーの
質の転換を行う方法を発見。昨
今では、バイオジオメトリーを多
くの大学や大学院で指導。2005
年には、スイスのさまざまな地
域の電磁波汚染対策についての
功績が認められ、スイスの雑誌

『Anzeiger』にてマンオブザイヤー
に選ばれた。エジプトの健康・文
化・観光大臣に対してアドバイス
を行う立場にもあり、建築家とし
ても建築学や工業デザインに関す
る指導を行っている。

アベ・マーメット
Abbe Mermet

ルイス・ツゥレーン
Louis Turenne

バイオジオメトリー創設のルーツと
神秘のネガティブグリーンエネルギーの発見

　バイオジオメトリー創設のルーツは、古代エジプトの神秘形状エネルギー
学に遡ります。1930年代にフランスのダウザーがエジプトの隠された叡智、
神秘幾何学形状学を深く調査しそれをダウジングに応用し、宣教師であっ
たアベ・マーメットによって、サイキックやメンタルコマンドを使わず存
在の有無を測定するラディエスセシアという技術が確立されました。
　後に、フランスのラジオ技師のルイス・ツゥレーンが、その専門知識の
もと、人に影響を及ぼすサトルエネルギー（生体エネルギー）の研究を進め、
初めてカラースペクトラムと対応する11種類のエネルギーバンドを解明し
たのです。しかし、後に発見されるもっとも重要な12種目のエネルギーバ
ンドは、まだ未知の状態でした。
　さらに時は流れ、1933年にフランスのダウザーである、ベリザルとシャ
メリーにより、ツゥレーンが発見できなかった、エネルギーバンド《ネガ
ティブグリーン》を解明します（この名は、単にグリーンの対角線上にあ
るためで、緑色とは関係なく、また否定的な意味はありません）。いわゆる
ピラミッドパワーと呼ばれるエネルギーも、このネガティブグリーンのエ
ネルギーのひとつと言えます。

バイオジオメトリーと生命エネルギー

　バイオジオメトリーは、エジプト人の建築家であり科学者でもある、イ
ブラヒム・カリム博士によって40年以上にも及ぶ研究の末、創設されまし
た。古代エジプトの叡智、そして、自然そのものが持つ、形、色、音、数、
動き、それらの特定の種類の持つ固有のエネルギー性質を調査研究し、体
系化したエネルギー理論です。
　その論理では、人、動物、植物、建築物、環境、電磁波の害などあらゆ
る分野に対し、特定のバイオジオメトリー形状が対応した特定のエネルギー
の性質を作り出し、生命エネルギーシステムのバランスを促します。バイ
オジオメトリー形状は、2～3のディメンションをもつ独自形状により、特
に地球のエネルギーフィールドと相互作用をもたらすようにデザインされ
ています。そのエネルギーの相互作用は、さまざまなレベルの生物上のシ
ステムにバランス効果をもたらします。

塩水で育てられたサツマイモ BG3エネルギーを含んだ塩
水で育てたられたサツマイモ

通常の真水で育てられたサ
ツマイモ

塩水で育てたサツマイモは萎んで枯れてしまいましたが、BG3エネルギーを転写した塩水で
育てたサツマイモは、通常に育って芽をだしました。そして、むしろ普通に真水で育てたサ
ツマイモよりも元気に育ったのです。

BG3の各エネルギー、サトルエネルギー、ジオパシックストレスの
エネルギーグリッドなどを測定・分析するために開発されたペンデュ
ラム。設定ダイヤルによって、有害（ヴァーティカル・ウェーブ）およ
び有益なエネルギー（ホリズンタル・ウェーブ）が探知できます。

ヴァーティカル＆ホリズンタル
ペンデュラム

ヴァーティカルペンデュラムとジオ
パシックグリッド測定用ポインター

green
blue

indigo

violet

ultra
violet

white
negative

green

black

infra
red

red

yellow

orange

visible spectrum
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BGHK3 
ホームエナジーバランシングキット ３キューブ
使用目的／ジオパシックストレスからのプロテクション、電磁波汚染領域からのプロテクション、部屋の電気設備の
エナジーハーモナイゼーション、建築構造上の形状エネルギー・位置エネルギーの改善、エナジーバランシング全般

◆セット内容
ホームエナジーバランシングキューブ     ×3
エレクトリックストリップアタッチメント ×7
ウォーターストリップアタッチメント      ×2
バイオジオメトリー クリアリングトレイ ×3

BGHK1

ホームエナジーバランシングキット
 1キューブ

◆セット内容
ホームエナジーバランシングキューブ 　 ×1
エレクトリックストリップアタッチメント ×7
ウォーターストリップアタッチメント 　  ×2
バイオジオメトリー クリアリングトレイ ×1

１キューブには、新しく設計されたバイオシグニ
チャーが施されています。それはエネルギーグリッ
ドが放つ害のあるエネルギーから、人のエネル
ギーフィールドをプロテクトする効果があります。

１キューブはもっとも多くの時間を過ごす場所か、家庭の中で子どもが長い時間を
過ごす場所にセットしてください。小さい子どもがジオパシックストレスの影響を
受けやすいからです。また、このキューブを車のダッシュボードに入れ、自動車内
の電磁波のバランスに使う方法もあります。
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ホームエナジーバランシングキット

ジオパシックストレスから家庭を守る
　ジオパシックストレス（8ページ）や電磁波汚染は身体に有害なこと
はわかっていますが、その対策には専門知識や技術を必要としてきま
した。さらには部屋のエネルギーを高めるにも風水・方位学・エネル
ギー学などの予備知識が必要です。しかしながら、このホームエナジー
バランシングキットを使うことで、誰でも簡単にジオパシックストレ
ス／電磁波対策や部屋のエナジャイズができます。
　このキットは、バイジオメトリーの原理に基づきエネルギーの質を
適正化していく設計がされています。３キューブタイプは、高いバラ
ンス効果を出したい時や広い空間のハーモナイズを行いたい時に使い
ます。３つのキューブがあたかも結界のように広い特定空間を作り出
しそこをバランス化していきます。1キューブタイプは、比較的狭い部
屋のバランス化に使います。キューブによる、高いバランスエネルギー
のオーバーレイ（放射）とともに、水道経路や電気配線の家を駆け巡る
エネルギーシステムの適正化も行うことで、家全体のエネルギー改善
が可能となります。

ホームキットの使用方法
◆ キューブ／開放的でエネルギーのよい場所に配置します。3キュー
ブタイプを使用する場合は、3m以上離して置くようにしてください。
キューブは毎日1 回、クリアリングトレイの上に1～2分置いて、エネ
ルギー浄化をします。ただし、トレイの上にキューブは置いたままにし
ないで、必ずトレイから外して使います。キューブは電気製品の上や
鏡の前に置いたり、引き出しの中に入れたりして使わないでください。
BG3エナジーペンデュラムをお持ちの方は、どの位置にキューブを置く
ともっともエネルギーが高まるかを測定して配置場所を決めるのも、よ
り高い効果を得るためのよい方法です。キューブの置く場所を変えなが
ら、専用のペンデュラム（14ページ）でBG3エネルギーを測定します。
もっともBG3が高まる場所がベストポジションと言えます（もしその測
定ができないとしても、基本のルールを守って配置していただければ、
十分な効果は出ますので、安心してお使いください）。

◆ウォーターストリップアタッチメント／ひとつをメインの水道管に、
もうひとつをお湯用の水道管に、両面テープかビニタイで取り付けます。
家の中を流れる水のエネルギーをバランス化します。

◆エレクトリックストリップアタッチメント／家の配電盤や電気メー
ターに両面テープを使って取り付けます。さらに電気製品の電気コード
にストリップの穴にビニタイを通して固定します。特にベッドや書斎な
ど、長い時間を過ごす場所にある電気製品に優先して取り付けます。金
属のコードでストリップを固定しないようにしてください。その金属に
エネルギーが帯電してしまいます。絶縁されていない電気回路や部品に
は、けっして取り付けないでください。◆キューブサイズ 43×43×43mm

◆重量98g（1個あたり）

3キューブシステムはバイオジ
オメトリー製品の中で、もっと
もパワフルなエネルギー効果
があります。丸いドットが円状
に描かれている面を下にして使
用します。同じ模様の2つの
キューブは環境に対するエネル
ギーバランスに作用します。残
りのひとつのキューブは、その
空間にいる生物に対してのバラ
ンシングに作用します。3つの
キューブはエネルギー的に交信
し合い、広くパワフルなBG3の
エネルギー空間を作り出すよう
に設計されています。

キューブはエネルギーの悪い場所ではな
く、エネルギーのよい場所に置き、そこ
からよいエネルギーを広げていきます。

エレクトリックストリップアタッチメン
トは、電気製品のコードや配電盤に取
り付けて、電気のエネルギーの質を整
えます。

ウォーターストリップは、水のパイプ、
冷水のパイプと温水のパイプの両方に
取り付けます。水もエネルギーを帯び
ますので、こうして適正化します。
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SSC1

シリウス オデッセイ
バイジオメトリー
バランシングＣＤ

L66SKP10

エナジーバランシングL66
BGステッカー（10ペアセット）

◆30mm×20mm◆全体重量 0.2g （1個あたり）

L90SKP10

エナジーバランシングL90
BGステッカー（10ペアセット）

◆30mm×20mm◆全体重量 0.2g （1個あたり）

CPHSG  

携帯電話用
BGハーモナイズストラップ

◆バイオシグニチャー23mm×12mm　L66メタ
ル19mm×13mm ◆全体重量3g ◆専用のバイ
オシグニチャーとBG-Lシェイプによる電磁波か
らプロテクション

CPHSK 

携帯電話用
BGハーモナイズステッカー
BGエナジークリアリングトレイ付

◆ 14mm×11mm ◆全体重量 3g ◆携帯電話
と使用者のエネルギー共鳴をハーモナイズ◆
BGエナジークリアリングトレイ付

BGCTP 

BGエナジークリアリングトレイ

◆ 84mm×54mm ◆全体重量 7g ◆さまざま
なネガティブエネルギー浄化に。1～2分このト
レイの上に置いて浄化を行います。

SSC  

エナジーバランシング
サイレントサウンドCD

◆日本語解説書付

BG3エネルギーが記憶されたＣＤ
　サイレントサウンドCDは、オーディオサウンドがまったく、
ない、その名のとおり無音のCDです。しかし、このCDを再生
すると、非常に高いレベルのBG3エネルギーが放たれます。こ
のCDは、バイオジオメトリーの形状、場所、デザイン、適切
なカラー配置のされたBG3エネルギーでハーモナイズされた場
所の記録です。それはエネルギーに正確にチューニングされた
機器によって記録されています。このCDが再生されると、人
のエネルギーに対して繊細にBG3エネルギーが共振共鳴するた
め、高いバランス効果があります。

L90L66SK5 

エナジーバランシングL90&L66
BGステッカー（各5ペア×2）

◆30mm×20mm◆全体重量 0.2g （1個あたり）

空間エネルギーバランスの基本ツール
　Ｌ字パターンは、カリム博士が発見したバイオジオメトリー形状の
中でも特に重要で、いかなるローテーションの動きも中心を作り、そ
こにBG3エネルギーを発生させるという基本原理が生かされていま
す。エナジーバランシングステッカー L66は電気的エネルギーの改善
のためにコンセントや電気器具に貼り、L90はエネルギーを放射する
窓や鏡に貼ることで空間をエナジャイズします。BG3ペンデュラムを
使って、より効果的な取り付け箇所を見つけていくこともできます。

ESK-S

エレクトリカル
エナジーバランシングL66　

メタルステッカー S

◆ 30mm×19mm ◆ブロンズ製◆全体重量 1g 
（1個あたり）

ESK-M

エレクトリカル
エナジーバランシングL66　

メタルステッカー M

◆ 42mm×30mm ◆ブロンズ製◆ 全 体重量
2g （1個あたり）

EBTR 

エナジーバランシング
チャージングトレイ

◆ 155mm×87mm ◆全体重量 54g 

バイオジオメトリーミュージックＣＤ
　バイオジオメトリー理論をベースに、シリウス星・宇宙との
エネルギー共鳴を意図して新たに制作されました。このCDを
かけるだけで、人や空間に最高次元のバランシングエナジー
BG3が共振共鳴し、メンタル、フィジカル、スピリチュアル、
さまざまなレベルで高いバランス化
が行われるので、瞑想的な効果も期
待できます。心肺呼吸器系、脊柱、
消化器系、内分泌系の バイオシグニ
チャーと日本語解説書も付属。◆日本語解説書付
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バイオジオメトリー関連製品

BGステッカー（L66）はコンセント付近
などに貼り付けます。パソコンのモニ
ターなど、使用頻度の高い電気製品に
も使用できます。
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ジオパシックストレス概要

Illustrated by Dr. Joseph Kopp ◆ジオパシックストレスをつくるエネ
ルギーグリッドの交わるポイントが
もっとも害があると言われ、その場
所には雷が落ちやすくなっています。

◆ジオパシックストレスのラインの上
にある樹木は、その影響で木の癌
になります。ジオパシックストレス
上では事故が起きやすく、草木も枯
れたり弱ったりします（樹木の塀が
ライン上のところが傷んでいます）。

◆このケースでは、住人のベッドが
ちょうどエネルギーグリッドが交
差しているところにあり、そこで眠
ることで、長時間ジオパシックス
トレスの影響を受ける為、病にか
かりやすくなります。

◆左図の家周辺では、ダウザーがエ
ネルギーを測定しています。

パワースポットとジオパシックストレス

　日本では古くからエネルギーレベルの低い場所を「ケガレチ」と呼んでいました。その場所では
商売はうまくいかず、災害や事故が多く、病に苦しむ人が多く、動物や作物もよく育ちません。逆に、
エネルギーレベルの高い場所を「イヤシロチ」と呼んでいました。そこでは、商売が繁盛し、作物
がよく育ち、鶏もよく卵を産み、そして人が健康で幸せになるといわれます。
　場所にはエネルギーがあり、そしてその場のエネルギーレベルに人や動物や植物が大きく影響
されることは、多くの国で古くから信じられています。人間には、経絡やツボというエネルギー
の線やポイントがあることは広く知られていますが、地球にもその人間の経絡やツボに相当する
ものがあるのです。いわゆるパワースポットとは、高いエネルギー場のことをいい、よいエネルギー
や高いエネルギーを示し、生きているものにプラスの影響を与えます。古代イギリスの巨石遺跡
群で有名なレイラインは、その高いエネルギーの線を指します。つまり、そこは地球における聖
地であり、日本で言うイヤシロチともいえます。多くの遺跡群や聖地ではダウザーたちによる調

査がなされ、そこにはさまざまなエネルギーラインや
パワースポットが存在していることが明らかになって
います。

ゆがみが出ている木。ジオパシッ
クストレスのためと考えられます。

横に曲がることで、木がエネルギー
グリッドラインを避けて育っている
ケース。

ある寝室のエネルギーラインの測定結果。部屋の中央部には、

地下断層があります。南北方向には、大きい地下水脈がありま

す。さらに、この部屋には東西南北に2m×2.5mの格子状に

形成されるハートマングリッドがあります。ラインが交差してい

るポイントがもっとも悪影響があるのですが、それが複数重なる

と、状況はさらに悪化します。左側のベッドの位置は、地下断層、

地下水脈、ハートマングリッドの交差点のすべてが交わっていま

す。このケースは、非常に危険な状態なので、ベッドの位置を

直ちに移動させる必要があります。

Points of Cosmic energy by BlancheMerz

「なぜ、ガン患者の80％が10％の居住地区に集中していたのか？」
その研究から生まれた、革新的な環境エネルギー分析法

　その研究は、1920年代にドイツのウインザーとメル
ツァーによりなされました。シュットウットガルト地域
のガン患者の多発地域の土地に地層的な欠陥（断層）が
あることを発見したのです。
　1930年にはグスタフ・フォン・ポールにより、有名な
調査がされました。ビルスブルグというガン患者の多発
地域において、ガン患者の80％のケースが居住地区の
10％に集中しているという驚くデータが示され、さら
に彼の示す地下水脈のラインとガン患者の発生場所とが
一致していたのです。ところが、ビルスブルグの人口が
8300人程度だったこともあり、水脈との因果関係につい
ての彼の調査は懐疑的に受け取られました。そのため彼
は、次にグラフェナラという非常にガン患者の少ない地
域の調査を行いました。結果は同じで、彼の調査した地
下水脈ライン上に、多くのガン患者がいたのです。

ジオパシックストレスの原因と影響、対策法

　ジオパシックとは、ギリシャ語のgeo（地球）とpathos（病気）を組み合
わせた造語です。病や不調を生む原因＝ジオパシックストレスは、水脈、
エネルギーグリッド、断層によって作られ、そのラインが複数交差して
いる場所がもっともエネルギーが悪く、現代ではそこに電磁波が加わり、
害の程度が非常に大きくなっています。
　対策としては、まず人が長時間過ごす場所、寝室のベッド付近のエネル
ギーをチェックします。もし、ベッドがジオパシックストレス上にあれば、
移動させます（その場所を避けることがもっともよい対策です）。その他、
エネルギーラインを曲げたり、エネルギーをバランス化させるテクニッ
クや、土地に針を打つようなテクニック、アースパンクチャーという古
典的な方法もありますが、いずれにしても専門的な技術が必要です。
　ジオパシックストレスの対策は、①避ける、②曲げる、③バランス化
させる、④オーバーレイ（よいエネルギーを広げて空間のバランスをとる）
に分類されます。エネルギーグリッドを計測したり、エネルギーの質を変
えるなどの特別なテクニックがなくても、導入が簡単なキット（4ページ）
もあります。

スコットランド中央部ケアンパップ
ルヒルにて、イギリスダウジング協
会会長 Grahame Gardner 氏による
エネルギーグリッドの調査結果。

青＝水脈
赤＝各聖地につながるレイライン
金＝メールドラゴンライン
紫＝フィーメールドラゴンライン
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バイオシグニチャーペンダント＆リング

BSPSS  

メダリオンペンダント
スターリングシルバー

◆ 36mm φ◆全体重量 13g ◆ BGエナジーク
リアリングトレイ付

BSPYB 

メダリオンペンダント
イエローブロンズ

◆ 36mm φ◆全体重量 11g ◆ BGエナジーク
リアリングトレイ付 

メダリオンペンダント
オキシダイズドシルバー

BSPWB

◆ 36mm φ◆全体重量 12g ◆ BGエナジーク
リアリングトレイ付

BSPSS-ABL  

メダリオンペンダント
スターリングシルバー
with ブルーアゲート

◆ 36mm φ◆全体重量 14g ◆ BGエナジーク
リアリングトレイ付 

製品にネックレスチェーンは含まれません。

BSPSS-AG 

メダリオンペンダント
スターリングシルバー
with グリーンアゲート

◆ 36mm φ◆全体重量 14g ◆ BGエナジーク
リアリングトレイ付 

BSPSS-ABR  

メダリオンペンダント
スターリングシルバー

with ブラウンアゲート

◆ 36mm φ◆全体重量 14g ◆ BGエナジーク
リアリングトレイ付 

BSPSS-T 

メダリオンペンダント
スターリングシルバー

with ターコイズ

◆ 36mmφ◆全体重量 14g ◆ BGエナジーク
リアリングトレイ付

BSPSS-Z  

メダリオンペンダント
スターリングシルバー

with ジリコン

◆ 36mmφ◆全体重量 14g ◆ BGエナジーク
リアリングトレイ付 

人間のエネルギーシステムに呼応する
機能性ジュエリー
　バイオシグニチャーペンダント＆リングを身に付けると、
その人のエネルギーシステムに呼応し、対応する臓器や器官
とのエネルギー共鳴により各機能のバランスを整えていきま
す。それはまるで電源を入れることでチップに電気が通り、
コンピューター回路が動き出すようなものです。このペンダ
ント＆リングを身につけると、身体のスイッチがオンとなり、
臓器の内側から自然にエネルギーが起こり始めます（通常のエ
ネルギーバランスは体の外側のエネルギー体からのアプロー
チなので、この方法はパワフルで画期的です）。

BGCQ1  

バイオシグニチャーペンダント
サイキックプロテクション

◆スターリングシルバー製◆ 34mm×18mm ◆
全体重量 2g ◆サイキックレベルのプロテクショ
ンをあげるためのペンダント

BGCQ4  

バイオシグニチャーペンダント
電磁波ストレス対策

◆スターリングシルバー製◆ 34mm×18mm ◆
全体重量 3g ◆電磁波ストレスによる各種の障
害や頭痛などに。

BGCQ5  

バイオシグニチャーペンダント
総合的エナジーバランス

◆スターリングシルバー製◆ 40mm×26mm 
◆全体重量 3g ◆人間の体の内部の各器官のエ
ネルギー機能のバランスをとる

BSRSS-S,M,L  

バイオシグニチャーリング
スターリングシルバー S,M,L

◆S 内 径17mmφ 全 体 重 量 6g ◆M 内 径
18.5mmφ 全体重量 7g ◆ L 内径20mmφ 全
体重量 8g ◆ BGエナジークリアリングトレイ付 

BSPWB  

メダリオンペンダント
ホワイトブロンズ

◆ 36mm φ◆全体重量 12g ◆ BGエナジーク
リアリングトレイ付 
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人間の臓器・器官に共振共鳴する幾何学シンボル
　シンボルが特定のエネルギーを放つことはよく知られていますが、最
先端の幾何学エネルギー学であるバイオシグニチャーにおいては、各臓
器や器官に応じたシンボルが存在しています。人の体の臓器には、ひと
つひとつ異なるエネルギーの方向性があり、各臓器のエネルギーバラン
スを適正化するために、それぞれ別のエネルギーの動きをつくるバイオ
シグニチャーを使います。このペンダントとリングは、人の体のすべて
の臓器や器官に対応したバイオシグニチャーが施されています。
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L66PST 

L66ペンダント
シルバートーン

◆ 30mm×20mm ◆ブロンズ製（銀メッキ）◆
全体重量1g ◆電磁波に対するプロテクション

L66PGT

L66ペンダント
ゴールドトーン

◆ 30mm×20mm ◆ブロンズ製（金メッキ）◆
全体重量1g ◆電磁波に対するプロテクション

L90PST 

L90ペンダント
シルバートーン

◆ 33mm×22mm ◆ブロンズ製（銀メッキ）◆
全体重量 1g 

L90PGT  

L90ペンダント
ゴールドトーン

◆ 33mm×22mm ◆ブロンズ製（金メッキ）◆
全体重量 1g 

L66PSS 

L66ペンダント
スターリングシルバー

◆ 30mm×20mm ◆全体重量 2g ◆電磁波に
対するプロテクション

L90PSS 

L90ペンダント
スターリングシルバー

◆ 33mm×22mm ◆全体重量 2g 

L字型のペンダントは、さまざまなバイオジオメトリーエネルギー原理が組み合わされたもので自然のエネルギーバランスを作り
出します。「Ｌ」の形はエネルギーを帯びることがないため、クリアリングプレートを使った浄化などは一切必要がありません。

◆ 28mm×20mm ◆ 全 体重量2g （1
個あたり）

L66ESS 

L66イヤリング　
スターリングシルバー

BG3ペンダント＆イヤリング

1312

フィクショナルコーンペンデュラム

002-101 

フィクショナルコーンペンデュラム 
アクリル製

◆ 42mmφ×127mm ◆全体重量 23g ◆取扱
説明書付

002-107

フィクショナルコーンペンデュラム 
木製

◆ 42mmφ×127mm ◆全体重量 13g ◆取扱
説明書付

002-108 

フィクショナルコーンペンデュラム 
ブラス（真鍮）製

◆ 25mmφ×60mm ◆ 全 体重量 18g ◆取扱
説明書付

古代エジプトの叡智を復活させた機種
　古代エジプトでは、当時最先端のエネルギー学を活用していました。
そして、1930年にラジエスセシア研究家であり、ダウザーでもあるフ
ランス人のベリザルとシャメリーがエジプトの遺跡よりさまざまなエ
ネルギーを放つ幾何学神秘図形を発見しました。彼らがその形状エネ
ルギー学を研究する中で、エナジーディバイスやペンデュラムの先端
部のアングルに着目し、その角度によってそれぞれ異なるエネルギー
と共鳴していることに気がついたのです。

エネルギー探知用ペンデュラムの完成形
　赤外、レッド、オレンジ、イエロー、ポジティブグリーン、ブルー、
インディゴ、バイオレット、紫外、ホワイト、ネガティブグリーン、ブラッ
ク、これら12のエネルギーには、それぞれ共振共鳴する角度があり、
このペンデュラムは、リングの位置を動かすことでディテクトするエ
ネルギーを選択できます。ロッド先端部とリング下部の位置で仮想の
三角錐状の形状が表れます。これが、各エネルギーと共鳴する形状《フィ
クショナルコーン》です。人、形、音、空間のカラーエネルギー測定な
どを行えます。昨今ではジオパシックストレス対策のためのエネルギー
ラインの測定や対策後のエネルギーチェックにも多く活用されていま
す。また、BG3エネルギーの個別の測定検出も可能です。

ロッドに書かれているアルファベット文字
は、前述のエネルギーの種類を示します。
リングはスプリング入りのピンが入ってい
ます。ロッドの中を通して動かすことがで
き、このピンで位置を固定します。

リングの設置位置を変えて、測定するカ
ラーを選択します。また、リップの向きを
変えることで、測定エネルギーのディメン
ションを変えます（製品には、詳しい取
扱説明書が付属しています）。

古代の叡智が隠された「Ｌ」のプロテクト
L66は特に電磁波を無効化するエネルギー

を放ち、L90はサイキックアタックからのプ
ロテクションに役立ちます。体感は個人差が
あるものの、多くの使用者が体の内側から湧
き上がる力強いエネルギー、あるいは温かい
エネルギー感覚を得ています。
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　ワジィとジェドピラーという2つの古代エジプトの神秘図形
のコンビネーションから作られたペンデュラムです。底面が広
く平らなため、広い範囲のポイントにヒーリングスティックと
して使うことができます。また、立てることができるので、下
に品物や写真などを置いてペンデュラムを立たせてエナジャイ
ズすることもできます。ペンデュラム、エネルギーウィットネス、
エネルギー転写させたい対象物という順番に並べてエネルギー
転写に使うこともできます。

◆使用目的／BG3エネルギーのディテクトとエミット、広いポ
イントのBG3チャージ、エネルギー転写

カリム博士によって設計さ
れた、中心部に16のディスク
を持つエナジーペンデュラム
です。BG3のディテクト（計
測）とエミット（放射）を行う
シンプルでいてとても役に立
つ基本機種です。バイオジオ
メトリープラクティショナー
必携の機種。まずはこのペン
デュラムによってBG3エネル
ギーの取り扱い法を覚えるこ
とをお勧めします。

◆ 使用目的／BG3エネルギー
の デ ィ テ ク ト と エ ミ ッ ト、
ニュートラルペンデュラムとし
てのエネルギー測定、自然界の
7つの意識エネルギーとのエネ
ルギー共鳴とバランス

BG3-16ペンデュラムの
アップグレードタイプ

バイオジオメトリーでは、
自然界全体の意識エネル
ギーレベルを7つに分類し
て認識し、各々にエネル
ギー共鳴する形状が発見
されています。その７つの
すべての要素を持ちます。

BG3-16ペンデュラムは、BG3の有
無で対象や空間が調和されているか
の判断とBG3エネルギーでのバラ
ンスという、ふたつのシンプルで最も
重要なことを行います。IKユニバー
サルペンデュラムはさらに自然界の
７段階の意識エネルギーとコネクト
した総合的なヒーリングや、エネル
ギーの反応状態や程度をニュートラ
ルペンデュラムとして使用して判断
することもできます。この2つのペ
ンデュラムはヒーリングスティックの
ように使用することもできます。先
端からは常にBG3エネルギーが放
たれているからです。先端がポイン
ト状になっているので小さい経絡点
に対して使うことができます（広い
領域にはジェド・ワジィコンビネー
ションペンデュラムを使います）。ま
た、ペンダントとして身につけ、自分
自身が BG3エネルギーと響き合う
ように使うこともできます。

1514

IKUPMS 

IK ユニバーサルペンデュラム
BG3エミッター Ｓ

◆ 11mmφ×50mm ◆ブラス（真鍮）製◆全体
重量 26g

IKUPML  

IK ユニバーサルペンデュラム
BG3エミッター L

◆ 15mmφ×77mm ◆ブラス（真鍮）製◆全体
重量 64g

DWCPW

ジェド・ワジィコンビネーション
ペンデュラム BG3エミッター

◆ 19mmφ×140mm ◆木製◆全体重量 17g

16PS 

BG3 -16ペンデュラム
BG3エミッター Ｓ

◆ 11mmφ×55mm ◆ブラス（真鍮）製◆全体
重量 26g

16PL  

BG3 -16ペンデュラム
BG3エミッター L

◆ 15mmφ×76mm ◆ブラス（真鍮）製◆全体
重量 62g

NtrP  ◆ 27mmφ×43mm ◆アクリル製◆全体重量 15g

BG3エナジーペンデュラム®

ニュートラルペンデュラム
　球状の形のためエネルギーとして方向を待たず、アクリル素材
のためエネルギーが転写されません。そのため、ニュートラルな
状態でエネルギーの反応による測定が可能です。

◆使用目的／極性の測定、エネルギーの強弱の測定、バランスとイ
ンバランスの測定、エネルギーのバイブレーションの種類の識別

バイオジオメトリー実践者必携のエナジーディバイス
　一般的にダウジングは、Yes-No Question やさまざまなプログラムや
コードを使った（たとえば、どのような時にどのような動きを作るなどと
言った設定をすること）、いわゆるメンタルダウジングのことを思い浮か
べるかと思います。しかし、BG3エナジーペンデュラムはメンタル、そし
てサイキックな要素は一切使わず、純粋なエネルギーの共鳴や反応を利用
することで、その固有の力を発揮していきます。この3機種は、自然界の
最高レベルの調和であるBG3エネルギーを作り出すことができる、バイオ
ジオメトリー論理により作られた専門のペンデュラムです。

BG3ペンデュラムの使い方① BG3エネルギーのディテクト（計測）
対象物や空間にBG3エネルギーがあるかどうかを調べます。BG3がある
場合は、時計回りにBG3ペンデュラムは回転します。その回転の度合い
が大きいほど、BG3エネルギーの量が多いことを示します。

BG3ペンデュラムの使い方② BG3エネルギーのエミット（放射）
BG3エネルギーの放射をすることで人・動物・空間・食べ物・飲み物・物質
などのヒーリングやエナジャイズができます。人や動物に対しては、オー
ラ体やチャクラにアクセスして適切なバランスを促します。ペンデュラム
は静止時でもエネルギーを放ちますが、必要に応じて右回りの回転を加え
ることで、エネルギーを強くすることができます。




