
ご使用する前に

O1-275ME BluetoothO1-275ME Bluetooth

取扱説明書（クイック版）取扱説明書（クイック版）

ご使用前に、「取扱説明書（クイック版）」を
よくお読みいただき、正しく安全にお使い下さい。よくお読みいただき、正しく安全にお使い下さい。
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１．商品説明

O1-275MEバイオハーモニー装置は、Apple社が提供するアプリと連動させて使用する量子波動シ
ステムです。icloudのA.I（人工知能）を使い、全身の274種類の細胞を瞬時にスキャンし、体の不
具合の原因となる生体内の各器官の周波数の乱れを細かく測定することで、日々の健康管理を手具合の原因となる生体内の各器官の周波数の乱れを細かく測定することで、日々の健康管理を手
軽に行うことが可能です。
超予防医学的な観念及びAI細胞バイオハーモニーに基づいて、あらゆる医学研究領域的分野から
精神、中医学、核磁気（共振）医学、自然(⺠族)医学などを融合し、未病を早期認知、および予防
するための手段として活用できます。
このソフト『O1-275MEバイオハーモニー装置』はノーベル賞の核磁気共鳴画像法（MRI）の原理
を原理に基づいて、開発したものです。

オン ／ 起動
磁石付のプラスチックカバーを装置から

基本事項 ①

磁石付のプラスチックカバーを装置から
外すと電源がオン状態になります。

リセットリセット
磁石を上下に往復させる
一往復すると左図のように点滅します。

リセットは磁石を左図にように波形を上

●
●
● リセットは磁石を左図にように波形を上

下に往復させることで再起動し、リセッ
トされます。

●

オフ ／ 停止

磁石が⻘い波形の部分に接するようにプ
ラスチックカバーをかけると電源がオフ
状態になります。

基本事項②
・O1 -275MEは防水機能が付いておりませんので水に浸さないで下さい。 水に濡らした時は、速
やかに乾いた布の拭き取ってください。決して水の中に入れないでください。
抗アレルギー素材のシリコンベルトにも耐水性がありません。
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・落下や衝撃を避けてください。⻑時間、水に浸さないでください。プールやお風呂での着用を
避けてください。高温な場所やウォータースポーツでの着用を避けてください。電子レンジのあ
る場所やボイラー室などでの着用を避けてください。



２．セットアップ編

Ａ．iphone（ipad）の準備
・App Storeでアプリケーションをインストール
（O1-275 MEで検索）

※ipadの場合は「iphone専用」で検索してくだ
さい

Ｂ．ipad（iphone）とALL ONE のマッチングＢ．ipad（iphone）とALL ONE のマッチング

① 「登録」をタップ
・ALLONE本体のＱＲコードをipad（iphone)内蔵
カメラを使ってスキャンします
・ユーザーの基本データを入力します
・業務代表の欄のQRコードのマークをタップし、・業務代表の欄のQRコードのマークをタップし、
業務代表のＱＲコードをiphone（ipad)内蔵カメラ
を使ってスキャンします
（業務代表は紹介者に確認して下さい）
・アカウントの欄にメールアドレスを入力してく
ださい
※現在ALLONE275をインストールしている端末で
確認可能なメールアドレスを入力してください確認可能なメールアドレスを入力してください
※入力ミスがありますと修正に数日かかりますの
で、ご注意ください
・入力したメールアドレスにメールが届きます
・メール本文にあるアカウントの有効化をタップ
② 「ログイン」をタップ
・必要項目をそれぞれ入力してください・必要項目をそれぞれ入力してください
③ 「ブルートゥース」をタップ
・ALL ONEとBluetooth iphone（ipad)をペアリン
グして下さい
④ 校正
・ALL ONE本体の端子を使って画面の指示に従っ
て校正してください

① ②
③
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３．分析編

・アプリケーションを立ち上げます・アプリケーションを立ち上げます

・右画面の人体（○部分）をタップします

・機能選択（○部分）をタップします
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・波動分析（○部分）をタップします・波動分析（○部分）をタップします

・顔の識別（○部分）をタップします・顔の識別（○部分）をタップします
磁気感応（○部分）も同様に
分析することができます
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・「開始」をタップします。

O１-275ＭＥとペアリングを開始します。O１-275ＭＥとペアリングを開始します。
≪順序≫
① QRコードの読み取り（□が出るまで）
② QRコードと顔を同時に読み取る

（顔を半透明の楕円枠に合わせます）
③ 画面が切り替わるまで読み取りを続ける

※顔認証時の注意点
① ALL ONE本体の裏側にある端子部分を① ALL ONE本体の裏側にある端子部分を

喉の下付近の肌に直接当てて下さい。
② QRコードは指で一か所も隠れないように

持ってください
③ 眉毛が毛髪で隠れないようにして下さい
④ アプリケーションの人体とマッチングす

るようにカメラの位置を調整して下さいるようにカメラの位置を調整して下さい
⑤ 目線は途中で逸らさないないで下さい
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・分析結果の確認
〇：五大機能エネルギー分析〇：五大機能エネルギー分析
〇：十二正経エネルギー
〇：分析レポート

五大機能エネルギー分析結果選択画面
・5種類の分析結果が確認できます・5種類の分析結果が確認できます
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・細胞エネルギー分析
274種類の細胞の状況をみることができます

スペクトル介入対照分析
・画面上部のCell エネルギー分析をタップ
・内蔵データベースをタップ
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・ALLONE横の□にチェックを入れます

・ALLONE横の□にチェックを入れます
・サプリや機能性食品などをリストから選び

□にチェックを入れます
選び終わったら「総合メニューへ」をタップ
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・「比較・分析開始」をタップ
顔の認証を開始します（P.6を参照ください）

・「比較・分析開始」をタップ
顔の認証を開始します（P.6を参照ください）

※同じサプリメントを複数選択されたい場合は
「ビルトインD」をタップし前画面に戻り
「総合メニューへ」をタップします

・スペクトル介入対照分析が終了すると前回と
今回の分析結果が比較表示されます。今回の分析結果が比較表示されます。
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NLS２４D分析
右のような全身画像が表示されます。
≪表示される１３項目≫
・全身・全身
・脳/神経
・心臓循環
・呼吸系
・消化器
・泌尿腎臓
・内分泌ホルモン・内分泌ホルモン
・リンパ系
・生殖
・筋肉系
・骨格
・陰陽（経絡）
・9のチャクラ

分析結果表示例（全身）
・１〜６段階の数字で評価されます
・各項目（１３項目）でスペクトル介入対照

分析を行うことが可能です。分析を行うことが可能です。
・「スペクトル干渉」をタップ
・以降はスペクトル介入対照分析（P.8〜

P.10）を参照ください。
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全身のスペクトル介入対照分析結果確認画面
・上部が介入前、下部が介入後で進捗率が表・上部が介入前、下部が介入後で進捗率が表
示されます。
・〇をタップすると、分析結果をメモに保存
したり、メールで送信することも可能です。
・「前後比較」をタップし「分析年月日」を
タップすると過去の分析履歴を確認できます

・メモに保存したり、メールで送信します。
※メールで送信する場合は添付資料の容量が

大きいため送信完了までに時間を要する場
※メールで送信する場合は添付資料の容量が

大きいため送信完了までに時間を要する場
合があります。Wi-Fi環境の良い場所でされる
ことを推奨します。
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４．分析についての解説編
４−１．エネルギー療癒分析

① 精神エネルギー転化力（各種の感覚情報の転化力分析）① 精神エネルギー転化力（各種の感覚情報の転化力分析）
人体を分析し、外部の音声及び各種の感覚（五感）の情報を受け取った時、左右の脳が均等に

受け取れるかどうかを分析しています。
またその情報を有効に転換して大脳がエネルギー波動を発揮できるか分析しています。

② 波動集合力（摂取した栄養素の転化力分析）
日常の飲食をする際に、摂取した栄養素や水分が細胞毎に均等に吸収されるか、そして吸収さ

れたものが有効に転化できるかを分析しています。
③ マイナスエナジー平衡力（代謝・老廃物質等のデトックス分析）③ マイナスエナジー平衡力（代謝・老廃物質等のデトックス分析）

日常の飲食後に体が生産した老廃物質や毒素が平均に代謝されるか、また体の外に排出できる
か分析しています。
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４−２． １２Ｓエネルギー図表分析

ひとつの健康な器官の生産及び消耗したエネルギーは常に恒常性を保っています。各々の器官
や一部の器官細胞群を疑似的に作ります。そこで全体の状況が正規の範囲（グラフの白い点の範や一部の器官細胞群を疑似的に作ります。そこで全体の状況が正規の範囲（グラフの白い点の範
囲）を超える場合は興奮状態などにより発病の可能性が高まります。その発病の前に波動による
調整を加えれば、明らかな予防となるのです。
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４−３．ＮＬＳ ２４Ｄ分析

ALL ONE 275は一定の時間内に現れた変化及び、比較したものが範囲内にあるかなど生物の構
造の分解過程を理解することができます。波動と人体のエネルギーの異常境界を定めるためには、造の分解過程を理解することができます。波動と人体のエネルギーの異常境界を定めるためには、
更に器官の異常所見を探し当てることまで分析しなければなりません。これこそ、人の波動エネ
ルギーが健康的に保持できる超予防ができる装置です。本装置は、器官、各細胞や軟部組織の異
常波動やエネルギーバランスの乱れ状態を自動的に正すことができます。

ALL ONE275は自動的にicloudの解析システムにより膨大なデータベースから瞬時に全身を分
析することができます。分析できる項目は１３項目です。（全身、脳/神経、心臓循環、呼吸系、
消化器、泌尿腎臓、内分泌ホルモン、リンパ系、生殖、筋肉系、骨格、陰陽（経絡）、9のチャ
クラ）これらを修正しながら波動やエネルギーのバランスを整えることができます。クラ）これらを修正しながら波動やエネルギーのバランスを整えることができます。
これは全てＡＩによる自動調整です。
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５．波動調整についての解説
波動調整はALL ONE 275を時計のように腕に装着するだけです。あとは全てＡＩにより自
動調整されます。

５−１．感応モード

感応モードの波動修復プロセス感応モードの波動修復プロセス
体内にあるツボから発信された600〜700Kの電波を感受しながらツボの誘電強度（絶縁耐力）

や質の変化に従い、ツボの誘電強度や質の変化を調整しています。
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５−２．運動モード

運動（腕振）で消費したカロリーを測定し、カロリーの消費結果はALL ONE 275装置に伝わ
り、ツボの誘電体変化を記録します。り、ツボの誘電体変化を記録します。

18



５−３．静座瞑想モード

宇宙量子もつれの波動を科学技術と融合し、同時に12経絡の365のツボ、奇経八脈、馬丹陽
天星12ツボ、四関ツボなどの波動の分布、また274種の細胞の細胞膜、細胞質及び細胞核の分天星12ツボ、四関ツボなどの波動の分布、また274種の細胞の細胞膜、細胞質及び細胞核の分
布、中医薬草本草備薬、ハーブ精油、生薬の植物分布、ホメオパシーの分布も融合し調整し
ています。
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５−４．波動転写モード

ALL ONE 275は個々の人体特有の誘導体周波数を計測し、特殊なアンテナを用い転写します。
例えば個人専用の波動水などを作ることも理論的には可能です。例えば個人専用の波動水などを作ることも理論的には可能です。
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５−５．量子波動モード

量子のもつれを応用しています。このモードは現在は所有者の細胞レベルでの波動のもつ
れを調整しています。このモードを用いれば遠隔操作で、遠方におられる方の細胞レベルで
の調整も理論的には可能です。の調整も理論的には可能です。
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６．故障と判断される前に

症状 原因と処置症状 原因と処置
ランプが点灯しない ・充電されていない。

ＵＳＢポートにコネクタを接続し充電して下さい。
バッテリー残量は機能選択画面で確認することが
できます。

・ブルートゥースでipad（iphone）とペアリングでき・ブルートゥースでipad（iphone）とペアリングでき
ていない。
ipad（iphone）のカメラを使用してペアリングして
下さい。

メイン画面が反応しない ・ログアウトされているメイン画面が反応しない ・ログアウトされている
ログアウトしていると画面は「ログイン」しタッ
プできません。再度、ログインしてください。
ログインには、最初の登録時に入力したメールア
ドレス、パスワードと、登録に使用したipad

（iphone）が必要になります。

波動分析が途中で止まって
しまう（結果が出ない）

・Wi-Fiなどの通信環境が良くない可能性があります。
通信環境が良くないと分析が途中で止まったり、
結果が上手く表示されない可能性があります。通
信環境の良い場所で再度分析して下さい。信環境の良い場所で再度分析して下さい。

波動分析で顔を認識しない ・暗かったり明るすぎたりしませんか。
暗い場所や明るすぎる場所では、カメラが顔を認
識できない場合があります。場所を変えて再度試識できない場合があります。場所を変えて再度試
して下さい。

内蔵データのサプリメント
が足りない

・更新していない。
登録直後はデータを更新していないためサプリメ
ントの登録数が少ないです。使用前に更新をしてントの登録数が少ないです。使用前に更新をして
ください。
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７．ご使用上の注意

7.1 免責事項

・お客様による輸送・移動・移設時の落下、衝撃等、又はお取り扱いが適切でないために・お客様による輸送・移動・移設時の落下、衝撃等、又はお取り扱いが適切でないために
生じた故障・損傷の場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承くださ
い。
・火災・地震・水害・落雷等の天災地変および異常電圧による故障・損傷の場合、弊社は
一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
・弊社以外で修理・調整・改良した場合、あるいは修理・調整・改良しようとした痕跡が
認められる場合は、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
・製品の説明書に記載された使用方法および注意事項に反するお取り扱いによって生じた・製品の説明書に記載された使用方法および注意事項に反するお取り扱いによって生じた
故障の場合は、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
・上記以外で、弊社の製品のご使用に当り、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱条件等に
ついて、保証範囲外でご使用された場合は、弊社は一切の責任を負いかねますのであらか
じめご了承ください。
・弊社以外のハードウェア／ソフトウェアを組み合わせて使用した場合に生じた不具合に
ついては、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
・製品が使用できないことによって生じた付随的な損害（お客様の要求を満たさないため・製品が使用できないことによって生じた付随的な損害（お客様の要求を満たさないため
に生じた業務上の中断、ビジネス情報の消失などによる付随的・間接的損害、逸失利益な
ど）に関して、 弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
・弊社製品のソフトウェアをお客様のコンピューターにインストールすることによって生
じるいかなる問題についても、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承く
ださい。

7.2 警告事項

水ぬれ禁止
水がかかる場所で使用しないこと。
雨天·降雪·海岸·水辺での使用は特にご注意ください。

風呂、シャワー室での使用禁止風呂、シャワー室での使用禁止
風呂場·シャワー室で使用しないこと。
故障の原因となります。

分解禁止
分解·改造·修理しないこと。
修理、内部の点検はお買い上げの販売店にご依頼ください。修理、内部の点検はお買い上げの販売店にご依頼ください。

その他の警告事項
・ぐらついた台の上、かたむいたところなど不安定な場所に置かないこと。落ちて破損の
原因となります。
・アプリケーションの操作は歩行中、自動車·オートバイなどを運転中に使用しないこと。
転倒,交通事故の原因となります。
・当バイオハーモニー装置は、医師などの有資格専門家による診断を代行するものではな・当バイオハーモニー装置は、医師などの有資格専門家による診断を代行するものではな
く、 また医療機器として使用されることを前提として使用されるものではありません。
・医師法・薬事法など諸法規の範囲外における日常的な健康管理を対象としたものであり
、お客様の意志によって実行される健康管理のための健康情報として活用ください。
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８．修理サービス規程

修理依頼品をお送り頂く際のご注意
● 修理依頼品をお送りいただく際は、本体や付属品に傷や破損などが発生しないように、しっ
かり梱包してください。かり梱包してください。
● 不十分な梱包により、輸送中に製品が紛失あるいは破損したと考えられる場合は、修理依頼
を
お断りします。
● 保証書に必要事項（ご住所、お名前、お買い上げ店名、お買い上げ年月日など）の記入、お
よび店名が押印（またはそれに代わるものが貼り付け）されていること、ならびに本体製造番
号と同じ番号の製造番号ラベルが貼られていることをご確認のうえ、保証書も一緒にお送りく号と同じ番号の製造番号ラベルが貼られていることをご確認のうえ、保証書も一緒にお送りく
ださい。
● お買い上げ後、お客様によって取り付けられた物品（シール、デコレーションなどの装飾物
）は
修理をご依頼になる前に取り外してください。保証期間内であっても修理・検査の都合上、お
預かり時の状態での返却はいたしかねます。
● 輸送中に発生した事故に関しては、当社は一切の責任を負いかねます。
● 保証期間終了後の当社への送料は、お客様にご負担をお願いいたします。● 保証期間終了後の当社への送料は、お客様にご負担をお願いいたします。

修理について
● 出張修理の依頼はお受けしておりません。
● 修理で交換された部品などは、いかなる場合でも返却いたしません。
● 修理の都合により、修理時に再生部品や改良部品を使用する場合があります。
● 修理の都合により、製品を交換、あるいは製造番号を変更する場合があります。● 修理の都合により、製品を交換、あるいは製造番号を変更する場合があります。
● 修理の際に使用する部品は、すべて日本国内仕様といたします。
● 当社の品質基準を上回るご依頼には対応いたしかねます。
● 修理では、破損や故障した製品を分解いたします。修理キャンセルされた場合、故障した部
品を再度使用して組み立て直しますが、お預かり時と同じ状態に戻すことが不可能な場合があ
ります。
● 修理作業着手後の修理キャンセルはお受けできません。
● 日本国外からの修理のご依頼はお受けできません。● 日本国外からの修理のご依頼はお受けできません。
● 修理品の返却は当社指定の運送業者にて行います。返却先は日本国内に限ります

交換・修理をお断りする場合について
● 分解や改造（ソフトウェアを含む）、不当な修理（当社に拠らない修理） による故障およ
び損傷がある場合。
● 目隠しゴムやネジがない、あるいは外した痕跡がある場合。● 目隠しゴムやネジがない、あるいは外した痕跡がある場合。
● 損傷が激しく、修理しても機能の修復や維持が困難な場合。

修理代金について
● 保証期間終了後の修理は、有償修理になります。
● 修理代金が発生した場合は、代金引換便にて発送いたします。

その他のご注意その他のご注意
● 保証書はいかなる場合も再発行いたしません。
● 修理用部品の販売は行っておりません。
● 本製品の故障および修理に起因する派生的損害については、当社は一切の責任を負いかねま
す。
● 発送用の箱に修理品を詰める際は、緩衝材で箱の隙間を埋めてください。その際使用される
緩衝材には、不用品をご使用ください。緩衝材は返却せず、当社にて処分いたします。
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