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エナジーペンデュラム
E n e r g y - P e n d u l u m ®



◆約110mm×約30mm ◆全体重量 約296g ◆約75mm×約22mm ◆全体重量 約87g ◆約50mm×約15mm ◆全体重量 約27g

002 - 0031  32,000円（税別）

Isis
イシスペンデュラム XL

002- 003  18,000円（税別）

Isis
イシスペンデュラム L

002- 002  7,450円（税別）

Isis
イシスペンデュラム M

◆約26mm×約8mm ◆全体重量 約5g ◆約58mm×約15mm ◆全体重量 約32g ◆
６セルバージョン◆よりパワフルになり、エネル
ギーの影響範囲が広くなります

◆約34mm×約10mm ◆全体重量 約8g ◆６
セルバージョン◆よりパワフルになり、エネル
ギーの影響範囲が広くなります

002- 001  5,200円（税別）

Isis
イシスペンデュラム S

002- 0021  8,950円（税別）

Super Isis
スーパーイシスペンデュラム M

002-0022  6,200円（税別）

Super Isis
スーパーイシスペンデュラム S

002- 022  9,950円（税別）

◆約25mm×約21mm ◆全体重量 約30g

Nova
ノバペンデュラム
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Isis  イシスペンデュラム

エナジーペンデュラムとは？
　このカタログには各種の「エナジーペンデュラム」が紹介され

ています。エナジーペンデュラムはそれぞれの機種が、それぞ

れ独自のエネルギーを放ちます。まさにそれは、エナジーディ

バイスにコードが付いたもので、そのラディオニクスツールと

ペンデュラムの複合はさまざまな独自の機能を実現します。

　エナジーペンデュラムは、もちろん通常のペンデュラムと同

じ使い方もできますが、その独自の特性を生かした使い方をし

ていくことで、さまざまなエネルギーヒーリングや空間のハー

モナイジング、各種のセンシングや遠隔技法などその用途は飛

躍的に広がっていきます。

幾何学形状のエネルギー
　一定の幾何学形状がそれに応じて特定のエネルギーを放つと

いうエネルギー自然科学法則が、エナジーペンデュラムには使

われています。その英知は古くから広く知られ古代のバビロン、

エジプト、インドでもその法則が使われていました。

　また、アステカ文明、アメリカインディアンの文化、さらに

は古代の巨石文化ですらその知識が使われた痕跡が明らかに確

認されており、ピラミッドやストーンヘンジはその秘法ともい

える英知を象徴しています。

　フランスのダウザーが発見したエジプトの神秘図形がダウジ

ングの歴史とともにイギリスで体系化され、エナジーペンデュ

ラムが誕生しました。そして、再発見された古代の英知が、今

日では多くの欧米のダウザーやヒーラーたちに活用されるよう

になったのです。

最初に持つべき代表機種
　イシスペンデュラムは用途が広く、最も多く使われているエ

ナジーペンデュラムです。統合されたエネルギーは初心者から

トップヒーラーまで安心して有効に使うことができます。

上部を取り外すことができ、ストリングの長さ調
整や交換ができます。ストリングにはマーキング
スリーブが付いています。

エナジーディバイスとしての基本的機能、つまり
エネルギーを伝達したり変換したりする機能のも
と、明確な意図をもって使うことが重要です。

イシスペンデュラムは、エジプトの女神の名にち
なんでつけられており、それはエジプトの生命の
象徴でもあります。

イシスのチャクラバランスヒーリング
　イシスペンデュラムの円盤状の部分は、セルともバッテリーとも呼
ばれ、エネルギーを増幅する役目を果たします。人のサトルエネル
ギーはさまざまな事柄の影響を受けますが、それはチャクラに反映
されます。イシスペンデュラムを使って、各チャクラのバランスの
チェックとハーモナイズを行うことができます。

　イシスペンデュラムには自浄効果があり、また統合されたホワイト
カラーのエネルギーを放ちますが、メンタルコマンドによりエネル
ギーカラーを変えて使う、より高度な使い方も可能です。その適用範
囲は非常に広く、食べ物、ハーブ、レメディ、トリートメントなどのテ
スティング、あるいはさまざまな物質や絵や写真や場所のセンシング
調査にも使えます。



002- 010  25,000円（税別）

Osiris
オシリスペンデュラム L

002- 009  9,900円（税別）

Osiris
オシリスペンデュラム S

002- 0081  8,300円（税別）

オシリスペンデュラム
Beech ブナ M

◆約75mm×約28mm ◆全体重量 約238g ◆約38mm×約15mm ◆全体重量 約30g ◆約87mm×約30mm ◆全体重量 約25g

002 - 007  8,950円（税別）

Karnak
カルナックペンデュラム L

002- 006  6,700円（税別）

Karnak
カルナックペンデュラム M

002- 005  5,250円（税別）

Karnak
カルナックペンデュラム S

◆約67mm×約14mm ◆全体重量 約45g ◆約45mm×約9mm ◆全体重量 約15g ◆約30mm×約7mm ◆全体重量 約5g

002 - 004  4,850円（税別）

カルナックペンデュラム
Beech ブナ M

◆約78mm×約17mm ◆全体重量 約6g
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Osiris  オシリスペンデュラム

ネガティブグリーンのエネルギー
　ナイル川の神として知られる「オシリス神」にちなんでその名が付

けられています。セミスフィア（半円球）はエジプトの形状エネルギー

学上、最もパワフルなエネルギーを放つものと言われます。

　オシリスペンデュラムはグリーンマイナス（negative green）のエ

ネルギーを発します。グリーンマイナスのエネルギーがなぜプラスの

ヒーリング効果を出すかは、長い間ダウザーにとって謎でした。エネ

ルギーダウジングの先端技術を使う機種です。

適用と使用方法
　オシリスペンデュラムは、リサーチ目的、テレダウジング、エネル

ギー分析、そしてその独自のエネルギーヒーリングに使います。

　ヒーリングセラピーなどに使う時は、ペンデュラムのコードの後ろを

アースします。たとえば、木のテーブルや椅子にひもを結びつけ、それ

をペンデュラムのコードに結びます。そうすることでトリートメントを

受けているヒーリーが、不快なエネルギーを感じるのを避けられます。

オシリスペンデュラムでヒーリングトリートメントをした後は、プラス

のエネルギーを放つイシスペンデュラムやラディオニックペンデュラム

を使って、エネルギーを再チャージすることをお勧めします。

ピラミッドパワーという言葉をほとんど
の人が知っていることでしょう。その着
目されたパワーとは、ピラミッドの「王
の間」がある、底辺から１／３の位置の
エネルギー場でした。1940年代には
その位置のエネルギー「グリーンマイナ
ス」のエネルギー実験がなされ、1970
年代には、ピラミッド内部で深い瞑想
状態になることが判明されました。ダ
ウジング・ラジエスセシア・ラディオニ
クスの分野でも独自にそのグリーンマ
イナスエネルギーの研究がされていっ
たのです。

グリーンマイナスエネルギーは、時とし
て強い害を及ぼすことがあるため、オ
シリスペン デュラムは 経 験と知 識
のある上 級 者 が 使った 時、高 い 効
果 をあげます。使わない時はエネル
ギーを遮断するシートに包むか、アルミ
ホイルにくるんでおいて安全に保管し
ます。また、自浄効果のあるイシスペン
デュラムとともに保管するのもよい方
法でしょう。

Karnak  カルナックペンデュラム

高いセンシビリティとサーチングアビリティ
　ナイル川中流域のルクソールに古代エジプト最大の神殿遺跡カルナック神殿があります。その
西岸には歴代の王の眠る〝王家の谷〟があり、そこの石棺から見つかった石製のペンデュラムをも
とにしてカルナックペンデュラムは作られています。そのカルナックペンデュラムは、寸法再現
精度の正確さのちがいこそあれ、世界中に広がっています。正確な寸法のカルナックペンデュラ
ムは、独自の幾何学形状からとても高いレベルのダウジングセンシビリティを持ちます。
　超感覚的なダウジング・遠隔テクニックに優れた適性を示します。水脈・鉱脈のサーチング、
食事のコントロールやレメディの選択、エネルギーヒーリングに使われます。

遠隔やサイキックなダウジングに
　超感覚的なダウジングに優れた適性を示します。また、水脈・鉱
脈のサーチング、食事のコントロールやレメディの選択、ヒーリング
方法の選択、エネルギーヒーリングなどに使われます。特にマップ
ダウジング、遠隔ヒーリング、ディスタント・コミュニケーションに
おいて多くの成功例が報告されています。いわゆるダウジングのポ
ピュラーな使い方に向いているわけです。

　カルナックペンデュラムは、その幾何学形状から常にエネルギー
を放射します。このペンデュラムの場合は、使用しない時はふたつ
に分解しておきます。ふたつに分解して、完全なフォームをなして
いない時はエネルギーを放射することができないからです。イシ
スペンデュラムと同じく、カルナックペンデュラムは特性的にダウ
ザーのエネルギーロスがない優れたペンデュラムです。



002- 024  45,000円（税別）

ラディオニックペンデュラム
UPES 5.4

◆直径約50mm ◆全体重量 約56g ◆ 4セル
内部バッテリー・セル構造

002- 0241  55,000円（税別）

ラディオニックペンデュラム
UPEL 6.6

◆直径約60mm ◆全体重量 約100g ◆ 6セル
内部バッテリー・セル構造

木製専用ケース、機能構造説明 DVD付（英語）

※日本語の説明書は同封しておりません。
※コッパーマーキング部を上にして保管してくだ
  さい。

002- 029  11,900円（税別）

Radion
ラディオンペンデュラム

◆約51mm×約19mm ◆全体重量 約57g ◆エ
ネルギー論理の知識があり、エネルギーヒーリ
ングまたはライトワークの経験がある上級者用

中のアンプルがプログラミングの記憶部となり、
エネルギーをチャージしたり、プラクティショ
ナーによりプログラミングをすることができま
す。ヒーリング時にクライアントの必要に応じ、
適切に、ペンデュラムのエナジーレベル・クオリ
ティを事前設定することができます。

002- 0292  9,300円（税別）

２ピースダブルポイント
ペンデュラム

◆ 約54mm×約16.5mm ◆ 全 体重量 約42g
◆フォーカシングを強くするためのダブルポイント

002-0211  5,800円（税別）

Ball
ボールペンデュラム

◆約20mm×約20mm ◆全体重量 約28g ◆
キャビティ付本格的ボールポイントペンデュラム

プログラミングペンデュラム

必要に応じて自 由 で ピュアなプログラミングを行う
　ラディオンペンデュラムのトップを外すと、中にアンプルが入っています。このアンプルによっ
て、エネルギーチャージやプラクティショナーによる各々のプログラミングができます。
　行うヒーリングの種類によってペンデュラムのプログラムをしたり、ウィットネスの情報をプ
ログラムしたり、エナジーレベルやクオリティを事前設定できるわけです。つまり、必要に応じて、
いろいろなエネルギーのペンデュラムに自由にできるという新型のペンデュラムです。もちろん、
使用のたびに、クレンジング（浄化）、リチャージ、リプログラミングなどのエネルギーメインテ
ナンスをする必要があります。

エネルギーサンプル
の活用
従来、キャビティルームは
ウィットネスを入れ、対象に
つながりやすくするサインと
して使われることが多かった
のですが、昨今ではエネルギー
のブロードキャストのための
エネルギーサンプルを内部に
セットすることが増えました。
まさにラディオニクス的な新
しい使用方法です。

大きいキャビティルーム内部のポイントと合わ
せて強いフォーカスを作ります。上部の部分だ
けを取り外し小型のセンシングペンデュラムとし
て使うこともできます。
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ラディオニックペンデュラム

エナジーペンデュラムの最高機種
　ラディオニックペンデュラムは、1936年にエジプト神秘図形学を

もとにChaumery, de Belizal, Morelの3名のフランス人ダウザーに

より開発されました。その偉大な業績は近年まで広く知られることが

なく埋没していましたが、近年イギリスのダウザーにより再発見され、

体系化されることになりました。さまざまな独自の可能性をもつユ

ニークで画期的なペンデュラムです。エネルギーフィールドの分析や

エネルギーヒーリングなどに活用できます。

ラディオニックペンデュラム
　ラディオニックペンデュラムは、最新のラディオニクス機器がそこに集約されています。通常

のペンデュラムとは大きなちがいがあり、〝現代ペンデュラムの最終形〟とまで言われます。「UPE」

の作動には一切、電気は使われていません。いわゆる各種類のコスモエネルギーを引き出し共鳴

することで機能します。

　UPES5.4には直径5cmで内部に4セルのエネルギーバッテリーがあり、UPEL6.6には直径 6cm

で内部に6セルのエネルギーバッテリーがあります。ラディオニクス機器とのちがいは、「UPE」

は地球のような円球の形状でコードとバーにより自由に位置調整ができるため、エネルギーの種

類をさまざまに調整していくことができることです。ペンデュラムには1本のイクエーターライ

ンと2本のメリディアンラインがあり、各カラーエネルギーに対応したマークが施されています。

球体内部にはアルミ製のセルバッテ
リーと呼ばれる半球状のものが複数、
極軸に取り付けられています。そして球
体は銅の半円の金具に取り付けられ、
コードはそれに取り付けてあります。全
体が360度ローテイトできる構造です。



002- 015  4,800円（税別）

Conical
コニカルペンデュラム L

002- 016  4,000円（税別）

Conical
コニカルペンデュラム S

002- 0291  6,500円（税別）

ボールポイントペンデュラム

◆約38mm×約15mm ◆全体重量 約20g ◆
ベーシックなスタイルで、動かしやすくポイント
も明確に示しやすい

◆ 約26mm×約10mm ◆ 全 体 重 量 約5g ◆
ベーシックなスタイルで、動かしやすくポイント
も明確に示しやすい

◆ 約29mm×約17.5mm ◆ 全 体 重 量 約25g
◆一般のダウジング以外に、繊細なサーチング
にも適します

002- 017  4,800円（税別）

Round - Conical
ラウンドコニカルペンデュラム L

002- 018  4,000円（税別）

Round - Conical
ラウンドコニカルペンデュラム S

002-100  8,400円（税別）

Bovis Biometer
ボヴィスバイオミター

◆約27mm×約15mm ◆全体重量 約20g ◆
古典的に一番使われてきているベーシックなス
タイル

◆約22mm×約15mm ◆全体重量 約15g ◆
古典的に一番使われてきているベーシックなス
タイル

◆約269mm×約121mm ◆「6500」を基準値
としてエネルギー値を測定します

002- 025  17,500円（税別）

Mer-Isis
マー・イシスペンデュラム L

002- 026  12,700円（税別）

Mer- Isis
マー・イシスペンデュラム M

002- 027  10,750円（税別）

Mer- Isis
マー・イシスペンデュラム S

◆約45mm×約39mm ◆全体重量 約84g ◆
マーメットペンデュラムとイシスペンデュラムの
複合タイプ。繊細なヒーリングが可能

◆約33mm×約29mm ◆全体重量 約32g ◆
マーメットペンデュラムとイシスペンデュラムの
複合タイプ。繊細なヒーリングが可能

◆ 約22mm×約19mm ◆ 全 体 重 量 約8g ◆
マーメットペンデュラムとイシスペンデュラムの
複合タイプ。繊細なヒーリングが可能

002- 011  10,800円（税別）

Mermet
マーメットペンデュラム

◆約32mm×約25mm ◆全体重量 約50g ◆
基本モデル。エネルギーヒーリング、ホメオパ
シー、マップダウジングに適応

002- 012  8,950円（税別）

Double-Mermet
ダブルマーメットペンデュラム

◆約40mm×約15mm ◆全体重量 約27g ◆
マーメットシェイプを二重にし、セルバッテリー
効果でパワーアップ

002- 014  8,700円（税別）

Double - Mermet U
ダブルマーメットペンデュラム U

◆約33mm×約20mm ◆全体重量 約35g ◆
ダブルマーメットエネルギーのフォーカス度を高
めた新しくデザインされたタイプ

ねじを緩めると大きいキャビティルーム
があり、クリスタルのような大きいエネル
ギーサンプルを使うこともできます。

Mermet  マーメットペンデュラム

伝説のヒーリングペンデュラム
　近代ラジエスセシアの創始者のひとりである、かの有名なフランス
人ダウザー Abbe Mermet （アベ・マーメット）によって設計されたペ
ンデュラムです。そのエネルギー形状学と背景にあるヒーリング理論
は、現在でも世界のヒーラーに高く評価されています。キャビティルー
ルには、エネルギーサンプルを入れてブロードキャストしたり、ウィッ
トネスを入れてアクセスサインとして使います。ホメオパシーをする
方にも広く使われています。
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センシング用ペンデュラム

ダウザー＆ヒーラー必携のベーシックモデル
　選択のためのダウジング、チャートダウジング、あるいはボビスバイオミターでエネルギー測
定する時は、シンプルな形状のペンデュラムが適しています。それゆえ、ダウザーやヒーラーは
必ず手元にこのようなセンシング用のペンデュラムを携帯しています。
　ボビスバイミターは、ダウジングをしてエネルギー数値を測定するスケールとして、唯一のイ
ンターナショナルな共通エネルギー測定ボードでその使用者が多くいます。共通の基準のもとコ
ミュニケーションができるため、多くのダウザーやヒーラーがこれを使っています。土地や空間
のハーモナイズを行う方、Feng Shui 風水をする方にも便利なツールです。



ダブルマーメット
beech ブナ M002- 013　5,700円（税別）◆約67mm×約22mm ◆全体重量 約8g →

002- 020  6,850円（税別）

ＵＦＯペンデュラム S

◆約25mm×約25mm ◆全体重量 約20g ◆独
特のセンシビリティと反応を持ちます

002- 028  9,800円（税別）

Spiral
スパイラルペンデュラム

◆約66mm×約28mm ◆全体重量 約23g

002 - 023  25,000円（税別）

Atlantean
アトランティスペンデュラム

◆約36mm×約15mm ◆全体重量 約44g ◆
アトランティス神秘図形が導入されている

機能性ペンデュラム

Atlantean
アトランティスペンデュラム アルミ

自然エネルギー工学を導入した機種
　ハワード・カーターのアトランティスリングで有名な、高い肉体的
物理的なプロテクションを意味するアトランティス図形をペンデュラ
ムに導入。アルミ製は大きいサイズのプロヒーラー仕様。エネルギー
セラピー、特にエネルギーバランスを目的としたヒーリングに高い効
果があります。また、このペンデュラムを使用することで、テレパシッ
ク、サイキックな能力を引き出してくれる力があるとヨーロッパのダ
ウザーたちから評価されています。

アトランティス図形が彫りだされており、
ネガティブエネルギーからの高い守護力
があります。

002- 019  8,000円（税別）

ＵＦＯペンデュラム L

◆約35mm×約27mm ◆全体重量 約25g ◆そ
の名前が特別な調査にも使われることを暗示して
います

002- 0231  49,500円（税別）

◆約72mm×約25mm ◆全体重量 約105g ◆
通常サイズのものより大きいエネルギーを放ち
ます

002- 0034  7,850円（税別）

イシスペンデュラム
beech ブナ Ｌ

◆約120mm×約32mm ◆全体重量 約30g

002 - 0035  4,750円（税別）

イシスペンデュラム
beech ブナ M

◆約75mm×約22mm ◆全体重量 約8g

002 - 0036  4,600円（税別）

イシスペンデュラム
mahogany マホガニー M

◆約75mm×約22mm ◆全体重量 約9g

002 - 008  8,300円（税別）

オシリスペンデュラム
black color painted

◆約74mm×約28mm ◆全体重量 約18g

002 -1001  15,000円（税別）

カルナックペンデュラム
beech ブナ XL

◆約165mm×約34mm ◆全体重量 約40g

002 -1002  4,850円（税別）

カルナックペンデュラム
mahogany マホガニー M

◆約75mm×約16mm ◆全体重量 約9g
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Wooden  木製ペンデュラム

木独特のやさしく柔らかいエネルギー
　ダウジングは、木の枝を切り取って作るＹヨークを使ったダウジン
グが最も古いルーツとされています。そのことから伝統的に木のダウ
ジングツールを好んで使うダウザーが少なからずいます。木のペン
デュラムはやさしく柔らかいエネルギーを放ち、特に Beech（ブナ）と
Mahogany（マホガニー）はエネルギーヒーラーに高い人気があります。

従来あるペンデュラムとは全
く違う特徴的な構造を持つ
UFOペンデュラム。微弱なエ
ネルギーに対する反応が高く、
一般的なダウジングに広く使
うことができますが、何らか
の分析調査目的のマップダウ
ジングに使われることが多い
機種です。ペンデュラムの通
常の動き以外の揺れやぶれる
繊細な動きも、エネルギーメッ
セージを表現しています。
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002- 0270  4,950円（税別）

アトランティスクロス
brass 4.5

002- 0271  7,200円（税別）

アトランティスクロス
brass 6.8

◆約43mm×約31mm ◆全体重量 約3g ◆材
質 真鍮

◆約64mm×約50mm ◆全体重量 約12g ◆
材質 真鍮

002- 0251  4,750円（税別）

アトランティスペンダント
copper

002- 0261  16,500円（税別）

アトランティスペンダント
silver

◆約46mm×約11mm ◆全体重量 約7g ◆材
質 銅

◆約46mm×約11mm ◆全体重量 約8g ◆材
質 シルバー925

エナジーディバイス

古代シンボルのプロテクションエネルギー
　時が始まった頃から、さまざまな人々が「シンボル」「幾何学形状」「姿形」のパワーを知っていま
した。もちろんその力だけではなく、そのエネルギーバイブレーションのことも。伝説のアトラン
ティス大陸にもそれがあったと言われます。アトランティスクロスはエジプトに伝えられ、プロテ
クションやヒーリングに使われたと考えられています。しかし、古代エジプトでは常に政治的パワー
が必要とされました。そして、二本脚のアトランティスクロスは、一本脚のアンク（Ankh）となっ
ていったのです。オリジナルのアトランティスクロスはアンクに反して、完全な統合やバランスを
示して純粋な本来のプロテクションやエナジャイズのエネルギー機能を果たします。

メンタルの守護
アトランティスクロスは、エネ
ルギーレベルのプロテクショ
ンをするため、サイキックア
タックにさらされがちなエネ
ルギーヒーラーが好んでペン
ダントにしています。また、
壁に掛けたりベッドの下に入
れたりすることで、エネルギー
フィールドを強めてくれます。

肉体レベルの守護
ツタンカーメン発掘に関わっ
たほとんどすべての人が変死
したと言われる〝ツタンカーメ
ンの呪い〟‥‥これを、ただ一
人、アトランティスリングをつ
けていた発掘者のハワード・
カーターだけが死から逃れた
ことで有名になりました。ア
トランティスリング/ペンダン
トは、物理的な事柄について
の守護力と現実的な幸福の実
現力が広く信じられています。

002- 030  17,500円（税別）

アトランティス・リング
silver 925

◆三角形と長方形を組み合わせたこのアトラン
ティスシンボルは、動き、光、命の炎、 三位一体、
などを表します

003 - 001  4,800円（税別）

PIMAT
パイマット

◆ 174mm×174mm ◆コットン100％◆寝て
いる間にエネルギーをリチャージし、あなたの
オーラを整えます

002- 028  4,500円（税別）

アトランティスクロス
silver 1.7

◆約17mm×約12mm ◆全体重量 約0.6g ◆
材質 シルバー925

002 - 0272  31,000円（税別）

アトランティスクロス
brass 13.5

002- 0273  35,200円（税別）

アトランティスクロス
brass 20.5

◆約132mm×約100mm ◆全体重量 約87g
◆材質 真鍮

◆約250mm×約160mm ◆全体重量 約219g
◆材質 真鍮

002- 0281  6,000円（税別）

アトランティスクロス
silver 2.5

◆約25mm×約19mm ◆全体重量 約1g ◆材
質 シルバー925

002 - 0282  7,500円（税別）

アトランティスクロス
silver 3.4

◆約34mm×約25mm ◆全体重量 約2g ◆材
質 シルバー925

002 - 0283  9,500円（税別）

アトランティスクロス
silver 4.5

◆約45mm×約31mm ◆全体重量 約5g ◆材
質 シルバー925

002 - 0284  24,500円（税別）

アトランティスクロス
silver 6.8

◆約68mm×約50mm ◆全体重量 約15g ◆
材質 シルバー925



Dowsing Rods   ダウジングロッド

◆重さ45g（１本当たり）◆全長 36cm ◆ハン
ドルがフリーで動くようになっているので、グ
リップを握ってもスムースにロッドが動きます

◆重さ33g（１本当たり）◆グリップ部 117ｍｍ◆
ロッド部 230ｍｍ◆持ち運びも容易なコンパクト
なサイズ

◆重さ：26g（１本当たり）◆組み立て時の寸法：
長さ約 22.5cm ×高さ約 12cm ◆分解収納時
寸法 12cm（グリップ部）10.5cm（ロッド部）

004 - 001  8,500円（税別）

レギュラーＬロッド

004 - 002  4,800円（税別）

ミニ Lロッド

004 - 003  8,500円（税別）

ポケットＬロッド
分解折り畳み式 携帯用

◆重さ60g ◆全長 49cm ◆付け替えることで 
テンサーとボバーの両方が使えるデュアルタイ
プです

◆重さ77g ◆ 27cm×15cm ◆ 6 種類の使い方
ができるマルチツール

◆重さ50g ◆全長 45cm ◆先端部のキャップ
が取れるようになっています◆ブルー、ディープ
レッド、ブラック、グリーンの 4 色あり

004 - 004  16,500円（税別）

Tensor &Bobber
テンサー＆ボバー デュアルタイプ

004 - 005  20,5600円（税別）

Cameron Aurameter
キャメロンオーラメーター

004 - 006～009  9,100円（税別）

Ｖロッド

サーチポジション‥‥指や腕をリラック
スさせグリップを握ったら、ロッドが安定
するポジションを探してください。

ジオパシックストレスの分析に
　ダウザーたちは機種の好みはあるにしても、ペンデュラムとロッド
の2種類を使ってダウジングをしています。土地や領域をダウジング
する際、スピーディに全体を分析する時はペンデュラムでマップダウ
ジングをしますが、現場で位置の詳細をダウジングする時はロッドが
向いています。昨今はジオパシックストレス対策のニーズが多く、ロッ
ドの使用度は増しています。ハトマンズライン、カレーラインなどの
エネルギーラインや水脈、断層などの探知や調査にお使いください。
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ペンデュラムダウジング／ヒーリングダウジングの普及促進
ペンデュラムダウジングの関連ワークショップ開催
海外ダウザー／ヒーラーによるワークショップ開催
ダウザー／ヒーラーの教育・育成（国内研修・海外研修）
ダウジング関連ツールの販売

加 藤  展 生

〒420-0046 静岡県静岡市葵区吉野町4-7
TEL 054-270-5490
http://dowsing.jp/ E-mail info@dowsing.jp

業務内容

会　　長

所 在 地

Web

幾何学形状のエネルギーを使用するエナジーペンデュラムは、
その性質上、厳密で正確な寸法のオリジナルの形状である必
要があります。正規品のエナジーペンデュラムには、この日本
ダウジング協会 ®JSD の保証書が付属します。

エナジーペンデュラム正規品保証書

Made in UK
Original designs 
and proportions
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ペンデュラム /ヒーリングツール専門メーカー
NikhilGems®Japan

正規代理店には、優良ペンデュラム販売店の認定証が与えら
れています。ペンデュラムの技術研修を受けた、十分な知識
のある正規代理店より安心してお買い求めください。

優良ペンデュラム販売店の認定証

JSD日本ダウジング協会
The Japanese Society of Dowsing




