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はローズクォーツ結晶のエ
ッセンスです。

これは、スイスの Swiss Kristall 研究室で作られたユニ
ークな製品です。

製造過程において、結晶性の抽出物を調製するために
使用される最新技術、および各種結晶の作用に関して
これまで何世紀にも渡る伝統的な が反映されていま
す。この製品は、自身の健康、身体と脳の発達を高めるこ
と脳に興味を持っている方のために作られています。
ローズクォーツ結晶のエッセンスを取すること脳は、健康
に関する多くの物理的および精神的な問題の解決にと脳
ても重要です。この製品を飲むこと脳で、私たちは身体と脳
の細胞が破壊されるのを防ぎ、特別な光と脳新鮮さを感じ
ること脳ができるのです。エッセンスは、皮膚系、血管、血
液中における破壊的な振動を取り除くこと脳に役立ちます。

また、筋肉群のプロセスが改善されます。
そのやかな効果で、リラックス、沈静化にも役立ちます。感

情を整え、持ちをやかに育みます。

QuantOM Mono Crystals® Rose Quartz 
はあなただけのものです。





自然界ではどの結晶にも、ヘルツで測定される周波数 の
エネルギーがあり、特定の種類の力を持っています。人
間は、意識してパワーヨガを修正した上で、この周波数 に
よる品質との相互作用共振をインプットすることができ
ます。
結晶の栄養の源特性は、結晶が与える周波数 を受信する
ことです。結晶栄養技術には、装飾品着用である外側の
技術から水晶パワーを得るための最も効果的な方法で
ある結晶エッセンス（結晶の抽出物）の消費まで、さまざ
まな受信方法が含まれます。

結晶エッセンスとは何か
結晶エッセンスとは、結晶のすべてのプロパティを保持
しながら長時間に及ぶ実験 室での研究から得られた抽出
物のことです。結晶エッセンスに含まれている電圧 は、身
体の 部器官に浸透し、それらと共鳴し滋養を与えます。
エッセンスの適用は、人のパフォーマンスが向上し、人体
の周波数 のエネルギーを 更します。結晶エッセンスによる
力は一時的なものではなく、
時代を超越した法則を表現します。

結晶の栄養について





ローズクォーツ栄養

なぜローズクォーツなのか？
QuantOM Mono Crystals® Rose Quartz は、栄養に必要な電圧
 程度を持つローズクォーツ結晶からなる結晶エッセン
スです。この製品は、結晶構造および血液細胞の赤血球
に影響を与える周波数 を有します。エッセンスの主な目的
は、これらの細胞を整理すること、そして人間の生物学
的空間でより整理されたモデルを形成すると同時に高
い信号に設定することです。
栄養のヨガでは、ローズクォーツは最も やかで把握しや
すい石であり、何歳 になっても若く感じさせる石です。ロー
ズクォーツは一般的に結晶性食品を知覚 することを教え
てくれますし、 高振動食品をる能力に関して恍惚感と
足感をもたらし、エネルギーを たしてくれます。ローズク
ォーツは若者のシンボルで、崩壊 および減衰のプロセス
に 向するものです。
ローズクォーツの栄養は、小さいながらも、重要な 更を
必要とします。ローズクォーツは、体の全体的な 態を え
るだけでなくサポートすることもできる、つまりローズク
ォーツによって引き起こされる振動を吸収 することに役立
ちます。ローズクォーツのエッセンスは結晶との相互作
用を教えてくれます。ローズクォーツはエネルギー同化
の技術ではなく、食品自体の反応 であり、一般的に食品に
 する態度の心理学を再構築することを可能にします。こ
れは、結晶栄養がタンパク質、脂肪、炭水化物、ビタミン
量の 点から議論されているのではなく、栄養を与えるよ
うに設計されている 力位置、特に骨髄 及び 分泌系と考え



られることを意味します。この「無駄のない」ダイエット
は、完全に身体の栄養と生物の生理的な特性のための
理想的な条件を作成し、体 に吸収 されます。
ローズクォーツ結晶のエッセンスの電圧 は、すべての身体
の物理的および精力的な性質を保持し、品質の食品に
する需要が確実験に生成されることを目指しています。結
局のところ、体の総合状 態は私たちに一定の味を課して
おり、自然の中で人のニーズや行動に依存しています。
ローズクォーツの栄養は、私たちの 部空間を える能力
を私たちに教え、再生法、エネルギー貯蔵 にそれを 更させ
て、そのベースラインの生 能力を超えて上昇します。ロ
ーズクォーツの栄養はいかなる感 をも呼び起こしませ
ん。体を起動させるのです。その性質の向上を目的とし
ていると同時に、低周波数の粗悪 な食品の関与で得ること
ができなかった活性化 理を行うことです。ローズクォー
ツの影響の下で、私たちの身体は結果を感じるはずで
す。そして多くは、全体として栄養と食生活の規律に依
存します。

実用的なメリット

エッセンスは、血液細胞およびリンパ系の供給のために
有用です。スタンドアロン製品として、またその他の公式
を補完するものとして使用されます。しかし、エッセンス
を 取することの最も重要なメリットは への影響です。エ
ッセンスは後頭部と の側頭葉に最も有益な効果を持っ
ており、人間の精神を安定化させ、より やかな 態にし、



強化してくれます。さを与えてくれるのです。
この製品は、体 で荒れた波数動を押しつぶし、破損してい
る部分などを、身体のリンパ系、皮膚、上皮組織器官の
ために最も効果的である、より安定した音に 換します。
結晶構造は、（一時的なエネルギーに焦点を てた）生化
学的身体プロセスとの共鳴に入ってくる、特定の とミネ
ラルの重要性である量子力（体 の勢いタイムレススペー
ス）を表しています。一般的に、これは大宇宙における多
 性の位置に自分自身を探求する 好のチャンスです。





偉大な作業

蔷ローズクォーツのマクロスペースの割合蔷

ローズクォーツの使用は、主に古代エジプト、ギリシャ、
ローマに関係する長い歴史があります。ローズクォーツ
の特別な資質は、古代ギリシャ人が女神ヘーベを表す
神の光線、恵まれ石としてその関係をあらかじめ定めま
した。つまり、常に若さに関連した の 態を再現している
ということです。
ケルトの伝統では、ローズクォーツが、このミネラルのよ
うに、若さと新鮮さを表している若さの神であるオエグ
ヌスと関連していると信じられていました。また、永遠の
若さを探していた有名な錬金術師のアレサンドロ・カリ
オストロ（本名はジュゼッペ・バリザモ、1743年～1795
年）は、ローズクォーツを使用して粉末を作っていたとい
う伝 もあります。
キリスト教の伝統では、ローズクォーツは良い天使の石
と考えられています。これらすべての伝 はどの物質も振
動するという物理学の非常に 純な原理に基づく振動の
科学的理論に起因します。ローズクォーツは、人間の体
の周波数 で共振し、そして癒したり、滋養を与えたり、 した
りできる周波数 で振動します。
 



生産工程
 QuantOM Mono Crystals® Rose Quartz は結晶の有用な性
質をすべて保存できる技術を使用し、特殊な実験 室で生
されています。生 は、プロセスの品質と複雑 さからそのよ
うなエッセンスの生 を「偉大な作業」と呼んだ道教（中
国）、古代ギリシャ、中世ヨーロッパの錬金術における結
晶の使用 に基づいています。　
この生 工程には、道教の錬金術師であるゼ・クンが直
接参加しました。
生 方法は、いくつかの手順からなります。

 ミネラルの選択 と準備
 放置とチューニング 

 結晶形 から結晶体への移動
 結晶体の栄養
 積分パワーの発出  

 昇華质
人体が吸収 できる環境へするための結晶能
力の転送
結晶胚成長
ローズクォーツの胚ジオメトリの栽培
結晶のエーテル体の確保

物質の確保

以上のすべてのプロセスの結果として、 結晶は液体物
質に加工され、体 で使用するための準備が整った 態に



なります。エッセンスの生 には丸1年かかり、本質的に結
晶電圧 をエッセンスに転送するユニークなプロセスです。
エッセンスの生 工程に重要なのは、結晶電圧 の転送だけ
でなく、体を改善するための結晶自体の条件を創出する
ことなのです。
このプロセスのために最も重要なのは、クリスタルにあ
たる物理的・生化学的およびエネルギー的な 々な努力
行動を 鎖に げることです。この作品の重要な要素は、取
得した本質を保つ高品質のガラスの使用です。
生 の興味深い点は、結晶体の確保と成長の問題です。
エッセンスの公式の特長は、製造後も改善し けていると
いうことです。しかし、結晶のために必要なものは形成
地です。特別なアルコールチンキ を使用し、1年を通じて
作成作業が行われて出 上がる製品自体は、エネルギー
アクティブ防腐剤 でありながら、完全に人体に消化され有
用なものとなるのです。
共鳴式が結晶をサポートし、それを養うために結晶に合状
わせて特別に作成されます。式を作成する際の重要な
因子は、有用な品質、その保存の本質を維持するための
条件を保証することです。これは、本質自体に外部から
の影響に する保護を集束させることによって達成され
ます。そうでなければ、結晶は周 のフィールドに振動に
反応 し、結晶エッセンスシステムの電圧 を破 することがあり
ます。
ローズクォーツの結晶のエッセンスは、ローズクォーツ
の物理的特性に基づいたアクティブな公式です。結晶構
造は、その強さの本質の不可欠なレベルを決定します。



エッセンスの特性质

空間
周波数 
432 Hz 
ヘルツ

 ローズクォーツ結晶のエッセンスは私たちの
宇宙の 片的な表示部分であり、 地球の時間の
パラメータの面で時代を超越した強さを表現
していて、432ヘルツに等しい周波数 を有します。
これは、どのような人でも吸収 できる不滅のエネ
ルギーの種類を特 付ける重要な周波数 です。

共振周波数 
105,8 Hz
ヘルツ

共振周波数 は、ローズクォーツの性質で時代を超
越したパラメータへの設定の結果です。 

硬度
7

硬度は、エネルギー指標の低下から身体を保
護する、時代を超越した宇宙の法則にローズク
ォーツを保持するものです。

色：
ピンク

この水晶は、鉄、チタン、マンガンのイオンのため
ピンク色になります。このミネラルに関連付けら
れる意識 態はピンクの放射線と呼ばれることが
あります。快適さの魅力はローズクォーツの照明
です。ピンク色ですべてを見るという必要性が強
くのオペレーティングシステムで表現されていま
す。ローズクォーツの結晶のエッセンスは自然の
色によって柔らかく、い夢を実験現させることがで
きます。これはまた、自信を形成しなければなら
ない の 点からも重要です。ローズクォーツの結
晶のエッセンスは結晶化された色の力によって
人間の 側のクリアランススペースを取得し、ご自
分の子供の頃の態を保存することができます。  



 部
照明：
パール

 部照明または結晶の輝度とはその光特性のこ
とです。部照明は生 時に一番注目されます。
それは刺激や精神障害を低下させることによ
り、の 態をリードし、自然環境に保存されてい
る人間の体に役立ちます。エッセンスの本質的
に必要な振動を止めていれば、我々はローズ
クォーツの特別なマスターキーについて話すこ
とができます。液晶基板がある人体に健康的
なプロセスを生成します。





 使用と服用の方法は？

エッセンスの栄養は、栄養の方法を守る心の準備を必
要とします。高周波数料理を作るために必要なリズムを遵
守することに加えて、一般的に食品の品質には十分注
意して下さい。投与方法はいくつかのレベルに分かれて
います。 

使用
 立した食品のタイプとして使用することは、全体的な身
体の 態の強化を目的としており、クリスタルエッセンス
栄養のトレーニング、または教育のようなものです。午
前中に1～3滴を服用します。ローズクォーツ服用前後の
2時間はお食事を控えてください。
例）ローズクォーツを10時に服用、食事は12時にする。

食事ヨガのシステムの場合
他の結晶エッセンスも採用する Nutri Q 供給システムで
使用される場合状は、5～8滴の 取が最適です。週に一度、
担体（ 茶）または唾液と混ぜて使用してください。  

錬金術の栄養
錬金術の栄養は特殊能力を持つ人々のための栄養タイ
プです。この栄養タイプはエネルギー呼吸収を 化・向上さ
せることを促進します。このような行為は、深い集中と
更の確認を必要とし、 13滴という重量体積受信エッセン



スを想定しています。
服用は けさを伴わなければなりません。外部活動を避
けることが重要です。ローズクォーツ服用前4時間、服用
後2時間はお食事を控えてください。お好みに じて6時
間以 に 茶を飲んでも構いません。

蔷ローズクォーツのダイエット
ローズクォーツのダイエットとは、おそらく最も興味深
く、そして しいプロセスでしょう。ダイエット方式は次の
とおりです：1日採用、1週間後3日採用、1週間後7日間
採用。
この栄養のタイプは、血官の若返りと回復、全身の復元
を目指しています。ダイエットの目的は結晶エッセンス
の復活、あるいは私たちの体 での「発芽」です。
製品は、体からの破 プログラムの除去のために推奨 され
ます。しかし、ダイエット（ダイエット開始の初回投与の3
日前から最終投与の3日後まで）を通じ、タンパク質の動
物性食品、菓子類、チョコレート菓子、脂肪食品やパンを
 らないことが重要です。この条件の下で結晶エッセンス
は採用日に（夜間を含む）2時間ごとに一滴ずつ飲みま
す。採用日に食べ物を控える必要があります。水とハー
ブティーは1日に2～3リットル飲みます。

採用法
結晶は、自然界に存在するもっとも秩序的な構造です。
結晶機能の 態は、エネルギーの消費ではなく、その蓄積
を目的としています。結晶からの栄養の作成は困難で大
きなチャレンジですが、結晶は、エネルギーのいずれか



注意事項
 物として充分な研究がなされていないことと、
主に高周波数食事の積であることを十分に理解
しなければなりません。製品は ではなく、体質
を系統的に 化させることを目的としているもの
です。なお、共チューニングとタスクを理解する
必要があります。あなたが21 に達した場合状の
み、また身体の成長が終了している場合状のみ、
結晶エッセンスの 取が推奨 されています。製品を
 る際、服用方法を守ることが重要です。高周波数
食品の使用は食事ヨガのシステムの一部とし
て推奨 されます。子どもや妊娠中の採用は、門家
の推奨薦でのみ許可されています。明書を まず

に製品を服用することは禁止されています。

のタイプに するため、結晶と 話することが可能です。結
晶構造は物質の最高の形であり、その本格的な研究は
現在も進行中です。
製品は、スイスの 局や天然物の考え方に関連した他の
場所での販売のために承認されています。製品は、ロシ
ア連邦において認定されており、すべての安全基準を た
していますが、意 思決定の割合状はプロによる 証の必要
があります。





製品の作成者について

ゼ・クンとは オレグ・チャーンとして世界で名が知覚られた
道教の錬金術師のことです。ゼ・クンは35年以上 々な成
長システムの研究を けており、 メイン・システムとして道
教を取り上げています。ロシア語、英語、スペイン語、ブ
ルガリア語で発行された人間開発と回復のテーマに関
連した50冊の以上の本の著者です。
ゼ・クンは不老不死の道教の仙人のウ・ベイ氏からその
名を得ました。体の 化と改善に関連する外部錬金術の
知覚識を開発して体系化しました。35年以上にわたり、黄
白道（道教の錬金術の 名）を訓練して、々な栄養システ
ムを研究して確認してきました。栄養に関しては、栄養
は に たすものではなく、成長させるべきだという安定し
た立場に辿り着いています。
道教の医学と道教の錬金術の一部である身体の結晶化
の教えを元に、積算栄養による低い 態から更に高い 態
への本体 換に向けられるNutri-Q Yogaというシステム
を作成しました。そのシステムは、結晶栄養に基づく破
されていない食品による栄養制度です。
ゼ・クンは道教の錬金術の知覚識のすべての蓄積された
 と、現代の技術の可能性を組み合状わせることによって、
ユニークな人間開発のモデルを作成しました。寿命延長
と 換のさまざまな方法を研究し、食用に適した製品に
結晶を 換することを開発したパラケルススの信者であ
るスイスの錬金術師との出会いのおかげで自身の知覚識
を実験装することができました。それによってゼ・クンは、
粗悪 な食品の 立性の基本的な原則とする栄養ヨガが優
位である高振動度栄養システムを作成することができま
した。ゼ・クンは、高振動・高分子栄養の考え方を提示し



ていても、自分のタスクとして人を食事から引き離すこ
とではなく、食品に依存しないようにすることを定義し
ています。「私はNutri-Q Yogaのシステムを改善への道と
して考えています。特定の食品に集中している簡単 なダイ
エットと捉えていません」。
 々な栄養システムを し、高エネルギー植物およびハー
ブを学び、十種に及ぶ結晶抽出物を試験 してきたゼ・クン
は、の栄養、強化ならびに発展が基本となる構造的な
栄養システムを作成しました。「いかなる成長・開発にお
いても、すべてが の質、強度、または最も重要である の
妥当 性に依存しますよ」とゼ・クンは語っています。
ゼ・クンの教 はユニークなものではありますが、彼によ
りますと、自分自身の探究や充実験させることはそれぞれ
の師にかかっているそうで、そのため「栄養ヨガを自分
の日常生活の中に移植・適用させることができた」者が
最も重要であると述べています。
 






