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NES HEALTH JAPAN

ヘルスケアにおける 
新しい情報科学とは？ 
細胞や組織は、どのようにして自らが何をするべきなのかを知るのでしょうか？  
何がそれらの機能にエラーを生じさせるのでしょうか？ 
あなたはどのようにして、あなた自身がそれらを適切に復元し、自己ヒーリング能力を取り戻すことができ
るようにサポートできるのでしょうか？ 

正しい情報を供給すること.....NES Health はエネルギーと情報が生物学をコントロールするというひとつ
の原則を基本としています。最先端の科学が、より小さなレベルで作用するエネルギーと情報を統制してい
るフィールドがあることを証明しています。  
NES Health では、これをヒューマン・ボディー・フィールド（HBF）と呼びます。  

私達は約３０年間かけてその機能と構造を研究し、エラーの根源的な原因が、NESインフォメーションに
表示されている情報フィールドのエラーやブロックにあり、NES  BWS システムは NES情報レメディ と 
NES miHealthと共に、これらのエラーを調整するのに役立つことを発見しました。これによりヒューマ
ン・ボディー・フィールドがより簡単に本来の情報（プログラム）を取り戻すことが出来るようになりまし
た。

NES Health とは？ 
NES Health は鍼灸療法の教授であり伝統的中医学、アーユルベーダのマスターであったオーストラリア
出身のピーター・フレイザーと英国の先見的な起業家ハリー・マッセーの３０年におよぶヒューマン・ボ
ディー・フィールドの研究の成果です。フレイザーのヒューマン・ボディー・フィールドの理論の背景は物
理学、生物学と伝統的な中医学を統合しています。 その理論を発展させたものが、NES BWS であり、ヘ
ルスケアの領域において、その情報を包括的（ホリスティック）に取り扱う他に類をみない強力なツールで
す。フレイザーの研究で、生理学的に統制しているボディーに情報を送っているのは、機能的で構造化され
たエネルギーシステムと情報フィールドであることがわかりました。これが、近代的な生物学、解剖学、生
理学と古代の中医学を本当の意味においての統合を成し遂げたヒューマン・ボディー・フィールドの構造と
機能です。 
例えば、伝統的な中医学の鍼療法では、一般的に肝の経絡が「目」に関連する内部のチャンネルを持ってい
るというのは常識です。 しかしフレイザーの研究では、単に「目」というだけでなく「網膜と虹彩」といっ
たように、信じられないほど詳細な相互関係を示すことが可能となり、他のいかなる生物エネルギー技術を
も超えるシステムとしての NES BWS の特定性は、驚くべきレベルとなっています。

誰かに物質世界が何から作られているか尋ねたとしたら、多分、 
物質とエネルギーについて説明されることであろう。 

しかし我々が工学、生物学、物理学から何かを学ぶことが 
出来たなら、情報こそがその内容を決定している 

ということを知るであろう 

物理学者　Jacob D.Bekenstin
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NES BWSとは？ 
NES BWS は、私達のエラーのベースとなるヒューマン 
・ボディー・フィールドの生物エネルギー的、生物情報的なエ
ラーを包括的に識別するために美しくデザインされた、まった
く新しいタイプのエネルギー情報査定ソフトウェアです。  

手をスキャナーの上に置くと、すぐにソフトウェアはヒューマ
ン・ボディ・フィールドに関して以下の内容を含む１５０項目
以上のスキャン結果を、わずか１５秒で導きだします。 

・主要なオーガンシステムのエネルギー情報 
・毒素、電磁波、環境による精神的なエネルギー情報への影響 
・栄養面と相関するエネルギー情報 
・筋骨格系と相関するエネルギー情報 
・トラウマやショックを含んだ感情的エネルギー情報 
・下記を含むヒューマン・ボディ・フィールド（HBF）構造 

ビッグフィールド（BFA・PL） 
HBFと地球が作り出すエネルギー場との関係性（＝恒常性）
や、HBFの形成及びエネルギーや情報伝達など量子レベルの
活動と関係するフィールド 

エナジェティック・ドライバ  ̶  （ED） 
基本的なエネルギーフィールドの活性と、ヒューマン・ボ
ディ・フィールドにエネルギーと情報を供給するフィールド 

エナジェティック・インテグレータ  ̶  （EI） 
ヒューマン・ボディ・フィールドからボディーに情報転送を統
制するエネルギーラインや顕在意識に関係するフィールド 

エナジェティック・テレイン（ET） 
感情とヒューマン・ボディ・フィールドそしてボディー自身の
ヒーリングメッセージをコード化するエネルギーフィールド 

エナジェティック・スター（ES） 
生存本能と深いレベルの感情の浄化に関係する多岐にわたるエ
ネルギーフィールド 

ブレイン・ホログラム（BH） 
４つの領域にエネルギー的に刻まれた深い領域のトラウマ感情
との相関をみるエネルギーフィールド 

このソフトウェアは、適切にヒューマン・ボディ・フィールド
の情報の歪みを調整し、自己ヒーリング能力を復活させるサ
ポートをする「NES 情報レメディ」や「NES miHealth」を
選択することができます。 
＜注意事項＞ 
この内容は、医学的助言、予防または診断、治療を目的としたもので
はありません。また、いかなる国家資格や特定の組織、機関によって
認められているものでもありません。もしあなたに医学的な治療が必
要な場合は、有資格の医療従事者の診断、治療をお勧めします。
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NES Therapy                                
NESセラピーとは? 
NESセラピーはヒューマン・ボディ・フィールド（以下HBF）のコンセプトを基本に、ヘルスケアに対する革
命的かつ全く新しいアプローチで展開します。 NESによるセラピーは、生命力と健康を回復させる自然ヒーリ
ング力と解毒過程をエネルギー的に活性化するように設計されています。世界中から数万人もの人々がNESセ
ラピーによるヘルスケアを実践し、その数は年々増加しています。NESスキャンは、生物物理学に基づいた
HBFをチェックするために、非常に高度なプロセスを使用しています。NESスキャンの結果は、あなたの
「HBF」のそれぞれ異なった項目別にPCスクリーン上に表示されます。150項目以上のスキャン結果は、優
先順位に従ってカラーによって５段階に表示され、白色は優先度が低く、赤色は最も優先度の高い項目を示し
ます。また、その他の色は中間のレベルを示します。NESスキャンにより、全ての情報フィールドがチェック
できるため、あなたのエネルギーの状態を、より深い情報フィールドレベルで認識することが可能となりま
す。 

NES 情報レメディとは? 
NES情報レメディは、サプリメントや製薬などのような化学製剤ではありません。また、ホメオパシーのレメ
ディや、フラワーエッセンスとも違い、純粋な情報そのものです。NES情報レメディには、電磁フィールド上
にホログラフィックにメモリーされている情報を、生体マトリックスを通して各フィールドに伝達するために
必要不可欠である、良質なSodiumが含まれた構造水でできており「HBF」の「コード化された情報」がイン
プリントされています。コード化されたNES情報レメディの情報は「HBF」と直接対話し、ショック、トラウ
マ、毒素によって引き起こされたブロックや情緒的な問題などを、情報エネルギーレベルで調整するように設
計されています。これらのブロックを解くことによって、マスター制御メカニズム全体が本来の状態に向かい
ます。  

NESセラピーは、こんな方に最適です！ 
自分自身の情報フィールドの状態を知りたい方、負担の少ないセラピーを受けたい方、問題ないと言われてい
るが疑問に思う方、精神的につらい方、最新の情報エネルギーセラピーに興味のある方、慢性的に疲労感のあ
る方、対人関係で悩みをお持ちの方、親子関係で悩みをお持ちの方、仕事でストレスを感じている方、受験な
どでストレスを感じているお子さんの問題を調整したい方、ご自身の本質的な問題を知り調整したい方、意識
のエネルギー情報フィールドを本来の状態にしたい方、自己ヒーリング力を活性化し健康を目指している方.....
他、あらゆるタイプに対応しています。詳しい内容に関しましては、NES HEALTH JAPAN 又は、各プラク

NES HEALTH JAPAN      https://caudesign.jp/neshealth

株式会社カウデザイン　東京オフィス　  
東京都港区南青山 5 丁目 13 番 1 号 第42荒井ビル５階　                    

現在、個別説明会はオンラインを中心に行っております。 

NESシステムに関するお問合せは　toiawase@neshealth.jp　 
お問合せ時間 10:00~17:00  月～金曜日（土日祝休み） 
＊NESシステムの個別説明は、土日祝も行っています。スケジュールはお問合せ下さい。

mailto:toiawase@neshealth.jp?subject=
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NES miHealth 
NES Health が提案する、革新的なヒーリングデバイス（ポケットサイズ） 

NES miHealth は、ヒューマン・ボディ・フィールドにおける筋骨格系の
エネルギー情報をほぼカバーし、バイオ・フィードバックを基本とした、す
べての人へのヒーリングツールとして開発されました。 
NES miHealthはエネルギーとボディーの情報の読み取りと調整の両方を可
能にし、以下の内容のトリートメントとスキャンを含む８つの技術を結合。 

スキャニングの技術 
NES BWS の情報とマッチするボディエネルギーの探知 

トリートメント技術 
電気情報インプリント/バイオ エレクトロ スティミュレーションセラピー 
トリートメントの反応のモニタリング/インフォメーションディスペンサー 
レーザー鍼セラピー　他

NES 情報レメディ ￥2,750／1本（税込、送料別） 
NES 情報レメディ は、ヒューマン・ボディ・フィールドの情報を総合的に
調整させるためのものです。 これはヒューマン・ボディ・フィールドの歪み
を本来の状態に戻すために、情報でコード化されたバイオソディウムを含ん
た構造水です。NES 情報レメディ は、純粋な情報です。それぞれがヒュー
マン・ボディ・フィールドにおける特定の情報構造とエネルギーパターンを
直接調整します。 あなたのクライアントがホメオパシー 、処方薬、ハーブ
やサプリメントを含む他のいかなるタイプのものを摂取していてもNES 情
報レメディとの併用が可能です。

Feel Good Series 全18種類  
￥2,750／1本（税込、送料別） 
NES フィールグッドシリーズ は、ヒューマン・ボディ・フィールドの情報
を総合的に調整させるためのものです。 これはヒューマン・ボディ・フィー
ルドの歪みを本来の状態に戻すために、情報でコード化されたバイオソディ
ウムを含んた構造水です。NES フィールグッドシリーズ は純粋な情報で
す。それぞれがヒューマン・ボディ・フィールドにおける特定の情報構造と
エネルギーパターンを直接調整します。 あなたのクライアントがホメオパ
シー 、処方薬、ハーブやサプリメントを含む他のいかなるタイプのものを摂
取していてもNES フィールグッドシリーズとの併用が可能です。 

NES フィールグッドシリーズ は、 スキャンをしないで緩やかにヒューマ
ン・ボディ・フィールドのエネルギーを調整する情報レメディです。 

EMF：磁場と電磁波 ／ ESR：ストレス ／ SL：睡眠 ／ FM：代謝 
REJ：スポーツ、筋肉 ／ Source：ソースエネルギー ／ YTH：アンチエイ
ジング 他　＊購入に関するお問合せは、NES HEALTH JAPANまで
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NES BWS Human セット

NES BWS ( Bioenergetic Wellness System ) 

・NESポータルサイト アカウント（日本語版） 
・miHealth 
・スキャナー 
＊miHealth,スキャナは、１年間の保証付きです。 
修理、交換の際は、送料はご負担となります。 

＊NES BWSの納品は、お振込後約10~14日前後の予定。 
＊NES 情報転写レメディ（NES インフォス）は、別途ご購入ください。

＊為替の急激な変動など、予告なく価格が変更になる場合があります。ご了承下さい。

販売価格　￥2,500,000 （税込￥2,750,000）/ 送料込

2021年11月、 NES システムは飛躍的に進化したBWS(Bioenergetic Wellness System)の日本
での発売がスタートしました。 
バイオエナジェティック・アセスメントでは、クライアントの状態を超えて、私たちのマスターコン
トロールシステムである「ボディフィールド」と呼ばれるエネルギー情報の歪みや滞りをみることが
できます。また、栄養や環境要素とエネルギーの相互関係を示し、感情がこのフィールドに与える影
響を探り、ストレスやトラウマが「ボディフィールド」に与える影響を示します。 

エネルギー分析：経路のエネルギーに沿って滞りがないかを調べます。 
情報分析　　　：マスターコントロールシステムであるボディフィールドの情報の歪みを特します。 
　　　　　　　　ここには経絡システムや、エネルギーのプロセスに関わる別のコミュニケーション 
　　　　　　　　システムとの類似性が見られます。 
栄養分析　　　：吸収と代謝プロセスにおける課題を浮き彫りにし、ボディフィールドの視点で食品 
　　　　　　　　のエネルギー的な相関性を特定します。 
環境分析　　　：環境要因による外的影響、電磁波に関連したボディフィールドの機能的影響、 
                         およびそれらの影響を受けた場合のボディフィールドの処理能力を検出します。 
感情分析　　　：核となる感情、信念、人生を創造し実現する能力と関係するエネルギーの特定や過 
　　　　　　　　去のショックやトラウマに関連するエネルギー的な歪みを特定します。

★システムの個別説明も行っています。お気軽にお問い合わせ下さい(要予約)★ 
　 見積もり依頼・システムのお問合せは、 toiawase@neshealth.jp 
 　お問合せ時間　9:30~17:30    月～金曜日（土日祝休み） 
　 ＊システムの個別説明は、土日祝も行っています。スケジュールはお問合せ下さい。

＊クラウドシステムのためパソコンやスマートフォンなど特定デバイスに依存しません。ネット環境が必須です。

＊パソコンは付属していません。

mailto:toiawase@neshealth.jp?subject=
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NES miHealth（ネス・マイヘルス）　　　

＊NES miHealthのお届けは、ご決済後約10~14日前後です。 
＊NES BWSは、別途ご購入ください。

＊為替の急激な変動など、予告なく価格が変更になる場合があります。

NES miHealth ￥650,000（税込¥715,000）/ 送料込

NES miHealthはヒューマンボディフィールドをスキャンして、エネルギー的な滞りを特定します。 
これらのエネルギー的な滞りを周波数を体外に配信するブロードキャストモードで解消します。

★miHealthの個別説明も行っています。お気軽にお問い合わせ下さい(要予約)★ 
　 見積もり依頼・システムのお問合せは、 toiawase@neshealth.jp 
 　お問合せ時間　9:30~17:30    月～金曜日（土日祝休み）  
　 ＊システムの個別説明は、土日祝も行っています。スケジュールはお問合せ下さい。

＜追加ファンクション（有料オプション）＞

MIND ファンクション（5モード）
￥90,000（税込  ￥99,000）

NES miHealth 
 


ヒーリングデバイスとして単体で対
処的な使用方法や、 BioSyncに繋
いでスキャナーとして使用したりと
ホリスティックにこころと身体のエ
ネルギーの調整も可能です。

＊ブレインホログラム調整用モード

MR ファンクション（10モード）
￥380,000（税込  ￥418,000）
＊エネルギー循環の最適化モード

mailto:toiawase@neshealth.jp?subject=
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①見積依頼 
メールにて見積依頼　toiawase@neshelath.jp までご連絡くださ
い。見積書をお送りいたします


②購入申込連絡 
　ご購入いただける場合はその旨をご返信でお知らせくだ

　さい。ご請求書・受注書・同意書・購入登録フォーム

　URLをお送りいたします


③ご購入の手続き

　・同意書の記入＆返送

　・購入登録フォームの入力

　・ご入金（請求書に記載の銀行口座へお願いいたします）


④納品準備 
　ご入金の確認ができましたら

　NES本社へ登録の連絡と発送の準備を開始します


⑤納品 
　ご入金確認後1～2週間でお届け


＜ご購入の流れ＞

NES HEALTH JAPAN   https://caudesign.jp/neshealth/

（株）カウデザイン／NES HEALTH JAPAN事業部　東京オフィス　  
東京都港区南青山 5 丁目 13 番 1 号 第42荒井ビル５階　                     

NESシステムの個別説明の日程は、HPからもご確認いただけます。  
※システムの説明は、土日祝も行っていますのでスケジュールをご確認下さい。 

見積もり依頼・システムに関するお問合せは　toiawase@neshealth.jp　 
お問合せ時間 9:30~17:30  月～金曜日（土日祝休み）

mailto:toiawase@neshelath.jp
mailto:toiawase@neshealth.jp?subject=

