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現代の私たちの電気文明を築き 

1912 年には、フリーエネルギー発電を完成させていた 

天才科学者ニコラ・テスラのテクノロジーで 

電磁波や放射能、化学物質の有害エネルギーを無害化し 

バランスのとれたエネルギーに換え 

本来の自然の、調和の取れた状態に、戻します 
 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

テスラ製品の 販売ウェブサイトは・・・ 

 

 
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お電話・ファックス・メールでも、ご注文承ります。 

 

輸入＆販売  株式会社 ミヌーシュ 

HP www.minouche.jp 

MAIL order@minouche.jp 

TEL 03-4590-2783 

FAX 03-4496-5111 

〒166-0013 東京都杉並区堀ノ内 2-31-2 



   

   
 

私たちが享受している電気文明を築いた、ニコラ・テスラ(1856 - 1943）は、1885年、世界初の⽔

⼒発電所を建設し、送電することに成功しました。 しかし、50〜60Hzの周波数の電気は、8Hzほ

どの人体の電磁エネルギーを大きく乱すことに気がつき、対策案を研究していました。

 
人体を、「メカニズム的側面」「化学的側面」「電気的側面」の 3 つの側面からとらえると、 

ガンや関節炎は、人体の電磁エネルギーフィールドがバランスを崩すことで引き起こされる、電気

的な疾病であることを、ヴィルヘルム・ライヒ博士は 1950 年代、発⾒しました。  

 

1912 年、ニコラ・テスラは、フリー・エネルギーで人体に無害な電気を、無線送電する技術を 

完成させていました。残念ながら、この技術は実⽤化されることはありませんでしたが、テスラが、

生涯研究していた、電気の危険性を中和するテクノロジーを、ラルフ・バーグストレサーが引き継

ぎ、1970 年代にキャロル・フィッシャー博士らと開発したのが、第一世代の、テスラ パープルプ

レートです。その後、キャロル・フィッシャー博士らは、7.9Hz までしか上げられなかったパープ

ルプレートを、人体の 8Hz から、現在、波動を上げ続けている地球の周波数に共振し、本来のバラ

ンスの取れた、生命⼒ある自然の状態に戻せる、チタン製のテスラ製品を開発しました。 

右図では、テスラ・ペンダント使⽤後に、 

人体のエネルギーフィールドが、強化されているのが 

わかります。テスラ製品は、自然界に無尽蔵にある 

フリーエネルギー（光子/タキオン・エネルギー） 

を取り込み、有害なエネルギーを、 

本来の自然で無害なエネルギーに変換します 

   

   

テスラ製品は、最も有害な電磁波である放射能の線量を下げ、被害を回避させた、実績もあります。 

テスラ製品 放射能が飛散した農場 貯⽔槽 煙探知機 石膏ギプス 

使⽤前 0.48 μSV 0.41 μSV 0.70 μSV 0.56 μSV 

使⽤後 0.28 μSV 0.26 μSV 0.36 μSV 0.35 μSV 

放射能は、原子が、高エネルギーになり、基底状態に戻ろうとすることで、バランスを崩し 

（不安定になり）、電子を失います。 

テスラ製品は、電子を失うことなく、原子を基底状態に戻し、バランスを取り戻させる（安定させ

る）ことにより、放射線をストップします。核種を問わず、内部被曝の放射線もストップさせます。 
 

 
テスラ製品は全て、アレルギーの心配のない 

人間の骨の分子構造に似た、グレード１（最高品質）のチタンを、使⽤しています。 

ポジティブなエネルギーだけを放出するので、病気の方や、お腹の赤ちゃんにも、安心です。 

電気やガス、オイル、⽔なども一切使わないので、コストがかからず、 

半永久的に作⽤し続けますので、交換やメンテナンスの必要もありません。 

テスラの 

エネルギーでは、 

リラックスでき、 

集中⼒が増し、 

深い睡眠が取れ、 

疲れにくくなります。 

電磁界計測などでは、 

数値の変化は 

⾒られませんが、 

秩序を失い、乱れた 

有害なエネルギーを、 

バランスを取り戻し、 

人体や自然に調和した、 

心身にやさしい、 

有益なエネルギーに 

変換するからです。 

現代の複雑なストレス、 

それぞれに合った製品を、

ご⽤意しております。 



   

   

テスラ オイスタープレート 

 
少ない⽔遣りで作物の収穫が増えた、お子さんの ADD が治った、という報告もあります。 

お住まいだけでなく、農地や、学校、グラウンド、公園などにも、おすすめです。 

製品名 サイズ 効果範囲 

オイスタープレート大 142mm x 1.5mm 約 お住まい 一軒分 

オイスタープレート小 90mm x 1.5mm 身の周り 

 

 

 

8 角 小 プレート          

 
 

お住まいや、環境のケアに。 

オーストラリアでの、放射能飛散時、 

放射線線量値を下げた実績のある 

プレートです。 

高圧送電線や、電波搭、携帯電話基地局、

変圧設備などの電磁波、地下の⽔脈や空

洞、断層などによる磁場の乱れなど、屋

外からの、有害エネルギー（ジオパシッ

ク・ストレス）を、無害化し、本来の自

然のバランスの取れた環境にします。 

ただ置くだけで、人や、動植物が、 

生き生きとする環境にします。 

 

パソコンや、スマートメーター、ハイブリッド⾞の

バッテリー、家庭⽤蓄電池、太陽光発電のインバー

タなど、電磁波の強い機器に、あててください。 

（トラベルプレート 1枚＋8角小プレート 2枚の 

 お得なハイブリッド⾞セットもあります。） 

また、飲み物や食べ物を浄化して、美味しくし、 

傷ややけど、⾍刺され等の患部に当てれば、 

痛みをやわらげ、治りを早くします。 

サイズ︓70mm x 1mm 効果範囲︓1m 四方 
 

   

   

・⾞や飛⾏機での移動中の、電磁波を中和し 

疲れにくくし、⾞の燃費も良くなります。 

・また、携⾏することで、放射能の外部・内部被曝の

影響を、中和します。（大人向け）    

・食品や飲み物にこのプレートのエネルギーを当てれ

ば、放射性物質・残留農薬・遺伝子組み換え・化学

物質等の有害性を、中和します。 

 テスラ トラベル プレート   

   
・⾍さされや、やけど、痛みのある部分に当てれば、痛みや不快感を緩和し、治癒を早めます。  

ガンの部位に当てたところ、ガンが消えたケースもあります。 

・ベッドの下に置けば、経絡の流れを良くし、深い睡眠が取れます。 

・アパートやホテルの部屋など、９㎡の範囲で、屋外の高圧送電線や携帯基地局などからの電磁波

地下の⽔脈や断層などからの、磁場の乱れの影響も、中和します。 

・トラベル プレートを使って、脊柱に溜まった放射線を取り除くこともできます。  

・また、⻭につめたアマルガムからの⽔銀の影響を、ストップさせることも、できます。 

 

 ユーザーの声  

*毎晩、本当に熟睡できて幸せです♪      *毎朝、すっきり目が覚めます。 

*格段に、疲れにくくなった。         *体調がとても良くなりました。 

*体の芯が冷えないので、毎⽇半袖です。    *持病の鼻づまりや、咳も出なくなりました♪  

*目のクマが薄くなったり、⾜の裏がポカポカしたり、寝起きの頭痛も全くなくなりました。 

*傷ややけど、打ち身などの痛みも、ぴたりととまりますね。 

*手術後に傷口に当てていたら、痛みが減り、当てていなかった傷口より早くきれいになりました。 

*乳がんになった部分に昼夜当てていたところ、 ガンが消えてしまいました。 

*脊柱対策をしていると、胸椎の辺りでゲポゲポ。溜まっているものが浄化されるのを感じました︕ 

*食べ物や飲み物が、傷みにくく、カドが取れ、まろやかな味になります。 

*エリンギやしいたけなど、ガイガーカウンターで測ると、0.18 が、0.08μSV に下がりました。 

*運転中、ひどい交通渋滞にあっても、ちっともイライラしていないことに、気がつきました。  

*集中⼒が高まり、メンタルにも、感情的にも、⾁体的にも、とても安定するようになりました。 

*使っていると、気分が軽くなります。     *舞台でも、あがらずに済みました。 

サイズ︓90mm x1.5mm 効果範囲︓大人一人分 
※お子様には、トラベル・プレートではなく、ポケット・プレートを、携⾏させてください。 



   

   

このペンダントを胸腺にさげると、全身にエネルギーを送

り、免疫⼒を高め、生体エネルギーを強化します。 

最初に一定時間着け続けることで、個人のエネルギーにチ

ューニングしますので、その後は、他の人には合わないペ

ンダントとなります。  

お風呂やプールに着けて入れば、塩素などの影響も、中和

し。手指の傷などに、当てれば、痛みをやわらげ、治癒を

早めます。 大人は左の型から、直感でお選びください。 

10 代は、ティーン ペンダント(右下図)   

10 才未満のお子様は、チャイルド ペンダント（左下図）

を、お着けください。 

  

テスラ ペンダント 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 テスラ・ペンダント ユーザーからは・・・  

＊肩こりや、手⾜の冷えが、なくなりました。 ＊子どもが風邪一つ引かず元気になりました。 

＊傷に当てたら、5 分ほどで痛みが取れ、ビックリです。  ＊熟睡できるようになりました。 

＊体調を崩すことが、ほとんどなくなりました。＊中三の娘がイジメられても、平気になった 

＊2 歳の娘が自分でペンダントを着けたがります。＊ペットがおとなしく、健康的になりました。 

＊人の感情に、左右されなくなりました。 ＊言うべきことを、きちんと言えるようになった。 

＊反抗期の息子が、素直になり、娘もイジケることが、なくなりました。 
 

ワックスコットンコード付き 

お手持ちのチェーンに付け替える場合

は、専⽤の丸カンをご使⽤ください。 

大人⽤ペンダント  直径 38mm 厚さ 1mm 

ティーン ペンダント 楕円 40mm x33mm 厚さ 1mm 

チャイルド ペンダント 楕円 37mm x30mm 厚さ 1mm 

全ての脳波を活性化させ、ADD と

診断されたお子様も、落ち着くよ

うになっていきます。 

また、ペット⽤に 

プラスチック・ケーブル付きの 

小型犬・猫⽤、 

中型犬⽤、 

大型犬⽤と、３種類の 

ペット⽤ペンダントもあります。 

   

   

 

テスラ ウォーターキット 

                  
⽔道メーター付近の⽔道管に取り付けるだけで、すべての⽔道蛇口からの⽔が、生命⼒のある、 

澄んだ、おいしい⽔になります。 

お風呂のお湯の質感が変わり、⽪膚から酸素を、たくさん取り入れることができます。 

シャワーによる塩素ガスが、解消し、アレルギーなどが、改善されたケースも、あります。 

お肌の弱い方、髪の傷みやすい方にも、おすすめです。 

 

 

 

 

 

 

 ユーザーの声  

*カルキ臭が、消えた︕ 

*いきなりお⽔の手触りが、まろやかになった︕ 

*この⽔道⽔なら、いくらでも飲める。 

*お風呂のお湯が透明で、やわらかくなった。 

*お風呂の湯垢も減って、汚れにくくなった。 

*柔軟剤を入れなくても、仕上がりが柔らかい 

*枯れ気味だった草木が、元気を取り戻した。 

*急にお⽔が、甘く美味しくなった︕  

*洗い物をしても、手荒れしにくい。 

*便秘もすっかり無くなり、驚いてます。 

*低い温度設定でも温かく、湯冷めしにくい。 

*抜け⽑が減り、髪が生えてきた︕ 

*洗濯物や、ヘアカラーの、色あせが減った。 

*交換やメンテナンスが不要で、手間が省ける。 

 

ウォーターキット サイズ︓14.5cm×5.5cm 取付場所︓⽔道管 

ミニウォーターキット 2 個  サイズ︓3cm×6.5cm         取付場所︓蛇口 
※建物内外の電気のプラスイオンは、⽔や⽔道⾦属管に、影響を与えますので 

電子スタビライザーと、併⽤することを、おすすめします。 

⽔道⽔のミネラルから電磁界

を読み取り、塩素、トリハロ

メタン、フッ化物や、放射性

物質などの有害物質、浄⽔器

では漉せない、顕微鏡レベル

の重⾦属なども、処理します。 
 

⽔道管に取り付けられない場合は、マジックテープで蛇口に取

り付けられるミニウォーターキットが、ございます。→ 

2 個ありますので、キッチンと、お風呂の蛇口に、付けられま

す。 旅⾏時などの携帯にも便利です。 

 



   

   

家庭やオフィスの蛍光灯、パソコン、電子レンジ、

IH調理器、電気カーペット・⽑布、ドライヤー、 

電気時計などの家電製品、オフィス機器から出る 

電磁波により、電磁波過敏症、慢性疲労症候群など、 

さまざまな症状が、確認されています。 

電子スタビライザー 

 
米国テキサス衛生大学のウィンター教授の調査では、 

人間のガン細胞に、家電製品から発生される電磁波をあてると 

ガン細胞の増殖は 16 倍にスピードアップし 

ガンを悪性化させることが確認されました 

電子スタビライザーは、1 本の電源コードをはさむだけで、 

家庭やオフィスの、同一の電気回線につなげられた、 

すべての電気機器からの電磁波を、中和させます。 

特殊処理されたチタンが内臓されており、電流をカオスからコヒーレントにし、 

電気配線に独自のエネルギーを転送します。 

電気の周波数は、穏やかで人体に調和するようになり、電磁波過敏症が緩和されます。 

冷蔵庫やパソコンなどのモーターは、より効率的に動くようになり、 

ムダな電流がなくなるので、省エネ・節電効果もあります。 

電子レンジが、食品や、飲料の分子を破壊するのを、防ぐ効果もあります。 

また、プラスイオンをマイナスイオンに変えるので、空気がリフレッシュし、リラックスできる空

間になります。そして、ガンや腫瘍を経験された方の、電磁波による再発や悪化を、防止します。 

パソコン使⽤時の眼精疲労が軽減し、ストレスも減り、 

集中⼒が増すので、オフィスにも、おすすめです。 

 

電子スタビライザーのユーザーから多く寄せられるコメントは・・・  

＊体が、疲れにくくなった  

＊パソコンを使ってても、目が疲れにくい。  

＊マイナスイオン効果で、リフレッシュする 

＊以前より元気になった  

＊ペットも、リラックスしている         

＊頭痛が減った 

＊睡眠の質が、良くなった 

＊イライラが、減った。 

＊職場環境が、おだやかに感じる 

＊電気代が、大幅に安くなった

サイズ 18cm×6cm 

   

   

電話タグ 

 

         
 

 

テスラ ポケットプレート 

 
 ユーザーからは・・・  

＊6 歳の娘が、触っていると気持ちがいいと言います。 

＊小学生の息子は、触り心地が好きらしく、手に持ちやすいのでいつも触れています。 

＊娘は、毎冬何度も熱を出したのに、今年の冬は、無事乗り切れました。 

＊このプレートを当てると、痛みがすぐに引くようです。 

＊3 歳の息子の、ガンに罹った部分に巻きつけていたら、ガンが消えていました。 

携帯電話は、直接耳につけずにイヤホンマイクを使⽤しても 

ON にいているだけで、９ｍ四方に電磁放射しているといい

ます。 電話タグは、携帯電話やコードレス電話が発する、

極低周波電磁波やマイクロ波の影響を、無害化します。  

スマートフォンや、iPad などの、タブレット PC には、2 枚 

貼ってください。電話だけでなく、充電式電気製品に貼るこ

とで、その機器から発する電磁波を、中和します。 

またメガネのつるや、アイマスクに貼れば、眼球を癒し、痛

む個所に貼れば、痛みを緩和し、治癒を早めます。  

一般の携帯電話⽤電磁波シールと異なり、エンドレスに効果

が続くのが、特徴です。 

 ユーザーからは・・・  

＊目が、明らかにラクになった。＊電池のモチが良くなった。 

＊通話後の、耳に残るボワッとした不快感がなくなった。 

＊電波の入りが、良くなった。 

直径︓約 16ｍｍ 厚さ︓約３mm 

携帯電話の電磁波などが充満する電⾞内の、電波や、電磁波

の影響を処理するよう設計されたプレートです 

体の痛みのある部分に当てれば、痛みが緩和し、治癒を早め

ます。枕の下に置いて休むと、深い睡眠が取れます。 

お子様に携⾏させることで、放射能による外部・内部被曝の

危害をストップさせます。 

給食や飲み物の、放射能などの汚染を、中和します。 

サイズ︓65mm x 1mm 効果範囲︓1m 四方 
 



   

   

 お得なセットは・・・ 

 

ハイブリッド⾞セット         L L L L ジャパン スペシャル セット 

      

 

ホームトータルケアセット            ビジネスセット 

    

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* テスラ・プレートは、凹面 70% 凸面 30%の割合で 

エネルギーを出しています。 

* プレート同士を重ねると、休眠状態となります。 

* ペンダントやプレートは、⾦属との接触や、 

磁石のそばでは機能しませんが、離せば、再び機能し始めます。 

* 付属のポーチやビニールパックに入れたままでも、機能します。   

* ペンダント以外は、誰が、どこで使っても、機能します。  

* 放射能汚染下では、プレートの効果範囲は、1/2 以下に、狭まります。 

* 他の電磁波対策製品などのエネルギー・グッズとの併⽤は、効果を損ねる場合があります。 

* 汚れた場合は、石鹸などで、洗ってください。 

  ＜オーストラリア製＞ 
免責事項︓記載内容は、医療アドバイスではありませんので、医療アドバイスは医師にご相談ください。 


