気の共鳴し合う場 イヤシロチをつくる

超微粒子テクノロジー
シングレースは、住まいやオフィスなどの空間を、生命体から生じるバイブレーションと共鳴
する生体共鳴場に変える専用液です。空間が、私たち生命体と同じようにバイブレーションを
持つため、
そこに居るだけで微弱な電磁場の共鳴が起き、気の流れが良くなり、生命エネル
ギーが増幅し、心身ともに生命力の旺盛な状態に導かれます。
快適で居心地が良く、“気の共鳴し合う場”こそが、古来日本に伝わるイヤシロチ。住まいや
オフィス、
お店、
施設など、
あらゆる空間を、
生きた生体共鳴場に変えるのがシングレースです。

生命エネルギーを活性化させる
超微粒子パワー

珪素

地球を構成する主な元素。生物の構造をつく
る根本的な働きをします。人体に必要な必須
ミネラルの代表格。珪素純度の高い鉱石が
パワーストーンでお馴染みの水晶。

金

永久不変の価値を象徴する金は、生
体電流をスムーズにし、心身のコン
ディションを整えます。古来高いエネ
ルギーを持つことが知られています。

有機ミネラル

数億年前の地層から得られる、植物・プ
ランクトン由来の有機ミネラル。生命体
を維持するために必要な元素類。生命
体との共鳴作用も◎

プラチナ

抗酸化作用が高く、心身を穏やかに
保ち、
ストレスなどによる不快感を和
らげます。
また直感力や判断力、洞
察力を高める働きも。

酸化チタン

光に反応して抗菌作用を発
揮します。
また、建材などか
ら生じる有機化合物質を分
解し、空気を清浄化します。

チタン

イオン化傾向が高く抗酸化作用の
優れた珍しい金属。チタンは生体
電流を整える働きがあり、疲労回
復や痛みの緩和、
運動能力の向上
にも注目されています。

銀

ギリシャ・ローマ時代から抗菌作
用が認められ、今日に至るまで使
い続けられている金属。魔除けの
働きがあるとも言われています。

ダイヤモンド

銅

人体をはじめ有機物を構成する主な
元素が炭素。緻密な結晶構造により最
も固い物質と言われます。
エネルギー
が高く、意識の明晰化や浄化作用も。

古来、抗菌作用が高く、安全性の高い金
属として知られ、食器や水回りの製品に
用いられています。
意識をニュートラルに
する働きも。

こんなシーンに！ ※イヤシロチ効果の他、抗菌、抗ウイルス、防臭、防カビ効果が得られます。

リビング＆ダイニング
家族の集まる空間に
癒しをプラス！

寝室

健康を左右する睡眠こそ
イヤシロチで！

ソファーやクッション、
ぬいぐるみに

充実したリラックスタイムに。
抗菌作用も◎

こんな 方 にオススメ！

住まいをイヤシロチにしたい方
● 生活環境のストレスを軽減させたい方
● 健康的で衛生的な環境をつくりたい方
● 健康でより良い人生をおくりたい方
● ウイルスや悪玉菌の影響が気になる方
● 小さいお子様や高齢者のいる住まいに
● 職場や各種施設の環境改善に
●

Whatʼs イヤシロチ

食糧庫や冷蔵庫

大切な食材は保管しつつ
美味しく＆長持ち！

その他の
使い方

キッチンやシンク

ニオイや悪玉菌を抑制して
クリーンに！

クローゼットや
シューズボックス

衣類やシューズも快適に。
ニオイ防止にも◎

●トイレやバスルーム：気になるニオイや雑菌類の抑制に◎。 ●食器洗い洗剤やハンドソープ
に：洗剤に５％ほど混ぜてお肌に優しく☆ ●加湿器や浴槽に：加湿器の水には1％ほど、浴槽に
は20〜30スプレーを目安に。 ●ヘアセットやペットのグルーミング、
癒しのミストに：浄水に3％ほ
ど混ぜるとエネルギーの高い多目的水に。 例：液体100mlに対して5ml
（5スプレー）
で5％。

イヤシロチとは、居心地が良く清々し
いパワースポットのような空間です。
古くから存在する神社仏閣は例外なく
イヤシロチにあることから、穢れを好
まない日本人が、清浄な土地に神仏
を祀ることを重要視していたことが伺えます。
また、人の精神
作用も美的に働きやすく、
インスピレーションを得たり、創造
性を発揮したり、素直な心境になる傾向があります。元々は
農業や畜産に応用されていた技法ですが、近年では住まい
やオフィスなどにも取り入れられるようになりました。

気の共 鳴し合う場 イヤシロチをつくるシングレース
シングレースは、住まいやオフィスなどの空間を、生命体から生じ
るバイブレーションと共鳴する生体共鳴場に変える専用液です。
このような働きを持つ素材を厳選し、独自の超微粒子化技術に
よって、
これまでにない機能性を実現しました。
シングレースの中心的な働きをしている超微粒子状の貴金属類は、
触媒の働きに優れています。微粒子にするほど表面積が増え、運動が活発
になって反応性が著しく向上します。
また、
イオンとしての電気的な働きもあり
ます。
イオン化傾向の異なる金属を組合わせているため、
その電位差で
生じる極微弱な電気が電磁場を形成します。
この電磁場は、人体を流れる
200μアンペア程度の生体電流の電磁場と共鳴します。生体電流によって
生じる電磁場は生体磁場
（ライフフィールド）
と呼ばれ、
気の実態とも言われて
います。
この場の共鳴よって生命体の活性化作用が得られます。

開発
秘話

また、
これらの素材の生命体との共鳴を促すために、人体を構成する主な
元素である炭素にダイヤモンドを、地球を構成する主な元素である珪素を、
それらの橋渡しともいえるミネラルを加えてバイブレーションを高めています。
抗菌や抗ウイルス、防臭、防カビ作用には、古来、天然の抗菌物質として
重宝されている銀や銅、光触媒作用のある酸化チタンを用いて効率よく働く
ように調合しています。
人はシングレースで作る生 体 共 鳴 場にいることで、生体磁場（ライフ
フィールド）
が活性化し、気の流れが良くなり、生命エネルギーが増幅し、心身
ともに生命力の旺盛な状態に導かれます。
この 気の共鳴し合う場 こそが、
古来日本に伝わるイヤシロチです。
このように人体に有益な素材を触媒として
働かせ、
空間を生きた生命場に変えるための商品がシングレースなのです。

喜びの声がいっぱい！

Q&A

〈シングレース〉
●台所周りにシングレースをスプレーしています。
特有のいやな雰囲気が

なくなりました。
ゴミ入れのニオイもぜんぜん気にならなくなってびっく
りです。

Q
A

●毎日、
寝具
（敷布団、
掛布団、
枕）
にスプレーしています。
布団に入るととて

も気持ち良いです。
よく眠れるし、
体の疲れも取れるので、
毎朝スッキリで
す。
体調を崩すこともなくなりました。

●ニットやフリースなどの静電気対策にスプレーしたらとても良いです。
静

電気を抑えるだけでなく、着ていると気分がいいです。
また集中する作
業が続いても、
肩こりをすることもなくなり、
疲れにくくなりました。

〈シングレース濃縮液〉

Q
A

●お部屋全体に噴霧した直後から空間が祓われた気がして、
清々しい気持

ちになりました。
自分の家で過ごすのがとても心地よいので、休みの日
に外出するのが億劫になるほどです。
また、部屋にホコリがほとんどた
ちません。
冷蔵庫に入れた食品の持ちが良く、
レタスなどの葉物は2週間
以上経っても萎れずパリッとしています。

●イヤシロチにしてから空気がよどまない様に思います。
まるで神社のよ

うな張りのある空間になって気持ちが落ち着きます。
害虫も見かけなく
なりました。

●70代の頻尿の父が、
我が家にいるとトイレに行く回数が減ると、不思議

がっていました。
とてもリラックスできるらしく上機嫌でした。

ひと口
メモ

なくスプレーしてください。
ス
乾いたら作業終了です。
薄め

てシングレースとしてお使い

になる際は、Q&Aをご参照く
ださい。

ご注文・お問合わせは

濃縮液を使って部屋全体をイヤシロチにした際の効果の持続目安
は約1年です。環境や生活スタイルなどによって効果の減衰には差
が出ますので、
効果が落ちたと感じたら、
追加でスプレーしてくださ
い。
シングレースは、気になる度にスプレーしてお使いください。

Q

どれくらいスプレーしたら良いですか？

A

対象面に液が満遍なく付着するようにスプレーしてください。

シングレース （スプレー容器、350ml）

■ 5,184円（本体価格4,800円＋税）
■ スプレー容器のみ 864円（本体価格800円＋税）

■ 25,920円（本体価格24,000円＋税）

チにする濃度で調合しています。
部屋の広さ

プレー後は換気をして、液が

効果はどれくらい持続しますか？

シングレース濃縮液 （500ml）

シングレース濃縮液は、
部屋全体をイヤシロ

器に移し、床・壁・天井に満遍

シングレースはスプレーした場所にイヤシロチ効果が得られるよ
う濃度調整しています。濃縮液は、部屋全体にスプレーして、空間を
イヤシロチ化するための濃度になっています。濃縮液をシングレー
スとして使う場合は、精製水か浄水器に通した水で5倍に希釈して
お使いください（濃縮液70ml、水280ml）
。効果を高めたい場合は、
濃縮液の量を増やしてお使いいただいても結構です。

【成分】
水、
酸化チタン、
プラチナ、
金、
銀、
銅、
チタン、
ダイヤモンド、
珪素、
ミネラル
【ご使用方法】
対象面に薄く湿り気がつく程度を目安に満遍なくスプレーしてください。
●リビングやダイニング、
ベッドルームなどに ●カーテンやソファー、
ベッドや枕、
ラグ、
クッションなどに ●キッチンや浴室、
トイレなどの水回り、
ダストボックスなどに ●食
●
糧庫や冷蔵庫内、
クローゼットやシューズボックスなどに キッチンソープやハンド
ソープに5％ほど混ぜて手に優しく ●乾燥シーズンは加湿器の水に１％ほど混ぜ
●
て 衣類の静電気対策には生地の両面に噴霧

シングレース
濃縮液の使い方

に応じた液量をスプレー容

シングレースとシングレース濃縮液（以降、濃縮液）はどのよう
に使い分けたら良いですか？

イヤシロチづくりの必要量（一例）
お部屋の広さ

濃縮液使用量

6畳

300ml

10畳

500ml

14畳

700ml

18畳

900ml

※1畳につき50mlを使用
※天井高は3mまで有効

【成分】
水、
酸化チタン、
プラチナ、
金、
銀、
銅、
チタン、
ダイヤモンド、
珪素、
ミネラル
【ご使用方法】
お部屋を“気の共鳴し合う場”イヤシロチにするために濃度調整した
専用液です。
お部屋の広さに応じた液量（左表参照）
をスプレー容器に移し、床・
壁・天井の全面に満遍なくスプレーしてください。
スプレー後は換気をし、
液が乾い
たら作業終了です。
シングレースとしてお使いいただく際は、
精製水か浄水器に通した水で5倍に希釈し
てください
（約７本分）
。
【ご使用上の注意】
◎毎回上下に振り、
成分が混ざり合うようにしてからご使用ください。
◎水に弱い素材にはお使いにならないでください。
◎食品ではありませんので、
食べ物や飲み物にはお使いにならないでください。
【保管および取扱い上の注意】
◎乳幼児の手の届かない所に保管してください。
◎直射日光のあたる場所、
極端に高温多湿な場所には保管しないでください。
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