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ご使用前に必ずご確認下さい 

下記に該当または疑いのある方は、必ず医師にご相談のうえ、ご使用
下さい。 

＊ 顔面神経痛(顔面けいれん) 

＊ 統合失調症、てんかん  

＊ 悪性腫瘍、脳・心臓疾患、動脈硬化症 

＊ 生理中、妊娠中、発熱中、皮膚知覚障害、皮膚疾患 

＊ アルコール依存症、飲酒後の使用 

＊ けいれん閾値(いきち)を低下させる薬剤服用中 

＊ 脳の術後完治していない 

＊ 脳深部刺激療法(DBS)・頭蓋磁気刺激療法(TMS)等の脳波電極装着中   

＊ ペースメーカー、人工内耳、投薬ポンプ、頭蓋内動脈クリップ等の使用    

＊ 医師に低周波治療などの使用を止められている 

＊ その他、慢性疾患や治療中の脳疾患がある方 

• 本機器は健康機器であり、病気予防を目的としたものです。治療を目的に
した使用はできません。 
 

• 臨床神経生理学会による脳刺激法に関する委員会において、 「経頭蓋直
流刺激の安全性について」の報告に基づき、本機器は  脳への刺激は３mA
以内で連続30分より短い刺激に設定されています。 
 

• 連続使用は30分未満とし、再使用は1時間以上の間を開けてからご使用 
下さい。 

 
※但し、本機器のオート(自動)31分設定の場合は各機能終了後、一旦、OFF 
 状態がありますので、連続使用30分には当たりませんので問題ありません。 
 安心してご使用いただけます。 

注意事項 

「ガンマー10アルファ」 
ご使用前に必ずご確認下さい 
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動画再生 
URLは 
👉👉P11へ 

https://vimeo.com/user18476068/review/234972111/ddf13e214c


各部の名称 

■本体前面 

オート(自動) 
スイッチ 

マニュアル(手動) 
スイッチ 

操作部 

■操作部 

電源 
スイッチ 

ボリューム 
ボタン 

ヘッドフォン 
タイプ器具 

接続部 

各機能スイッチ 
(詳細👉👉P4へ) 

■付属品 

ヘッドフォン 
タイプ器具 

電源ケーブル 

■本体背面 

接続ケーブル 

「ガンマ-10アルファ」 
ご使用マニュアル  機能編 

3 

動画再生 
URLは 
👉👉P11へ 

https://vimeo.com/user18476068/review/234971980/1ddf6a4449


各機能スイッチの位置 

① バイブレーター・スイッチ(バイブレーション機能) 

② パルス・スイッチ(パルス機能） 

③ α波・スイッチ(アルファ波導入機能） 

④ θ波・スイッチ(シータ波導入機能） 

⑤ アイトレーニング・スイッチ(動体視力活性機能） 

4 

8個の点滅ボタン有(赤○部分） 



各機能の作用 

1 

2 

3 

4 

5 

＊リラクゼーション効果を期待 
＊ストレス軽減効果を期待 
＊健やかな脳の状態に向けて、その支援 
＊記憶力・集中力の向上を期待 
＊毛細血管の血流向上を期待 
＊体温や免疫力の向上を期待 

＊早期睡眠導入を支援 
＊独創的なアイディア、ひらめきを支援 

＊視力の調節機能等の活性を期待 
＊動体視力の活性を期待 

バイブレーション機能 
5分間 

＊ストレスを予防 
＊視力調節機能等の変化を支援 
＊上記刺激で脳活性への支援、及び期待 

＊視力低下予防 
＊視力向上に期待 
＊眼精疲労の予防 
＊脳、及び全身のリラクゼーション状態を 
 支援   

パルス機能 
5分間 

アルファ(α)波 導入機能 
10分間 

シータ(θ)波 導入機能 
10分間 

動体視力活性機能 
1分間 

５つの機能(トータル31分間) 
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準備・接続 

２つのボリューム・ボタンを左側へ
回し、【弱】へ戻す 
※【弱】…左に回らなくなるまで 
 
その後、ボリューム・ボタンを右側
へ回し、【１】へセットする 
※【１】…右に１メモリ回す 

電源ケーブルが繋がっていることを
確認し、電源プラグをコンセントに
差し込む 

ヘッドフォンタイプ器具の先端部分
を【出力】に差し込む 

ヘッドフォンタイプ器具を頭に装着
する 
 
※ヘッドフォンタイプ器具の2本のベルト 
 は、後頭部と前頭部に位置するのが基本 
 ですが、お客様の頭の形などにあわせて 
 工夫して下さい。 
 

※ヘッドフォンタイプ器具の丸い部分が、       
 目の横にあるコメカミ(太陽のツボ)にく 
 るように、頭に器具をのせて下さい。 
 (詳細👉👉P7へ) 

「ガンマー10アルファ」ご使用 
マニュアル  システムを立ち上げる 
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動画再生 
URLは 
👉👉P11へ 

https://vimeo.com/user18476068/review/234972017/1ed29cdcb4


ヘッドフォンタイプ器具の肌にあ
たる内側部分の中心が、コメカミ
(太陽のツボ)にくるように位置を
セッティング。 
 
注）太陽のツボにヘッドフォンタ 
  イプ器具の丸い部分の中心が 
  来るように、位置を設定する 
  のが最大のポイントです。 

効果的な使用ポイント 

太陽のツボ 
 
眉尻と目尻の中央から、
やや後ろにあります。 
正確には”こめかみ”から、
やや目尻寄りにあります。 
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      ボリューム・  
      ボタンは常に 
    【１】にセット 
 
注）刺激が強いと脳にスト
レスがかかりますので、強
い刺激は必ず避け、ボュー
ム・ボタンは、【１】の状
態にして下さい。 

赤の電源スイッチを
押します。 

オート(自動) 操作・使用方法 

■操作手順 

オート(自動)・スイ 
ッチを押しますと、
最初の機能として、
バイブレーション 
機能(バイブレーター)
が起動を開始します。 

オート(自動)操作は、5つの機能が順番に切り替わり、トータル31分間のコー
スです。 

「ガンマー10アルファ」オート(自動)・ 
マニュアル(手動)操作等 使用方法 

３つの機能は殆ど感じない状態
ですが機能しています。 

点滅ランプ8個を頭を動かさ
ずに目だけで追うものです。 

「コメカミ」をもまれている
感じで、気持ちが良いです。 

バイブレーション機能 
5分間 

パルス機能 
5分間 

アルファ(α)波 導入機能 
10分間 

シータ(θ)波 導入機能 
10分間 

動体視力活性機能 
1分間 

1 

2 

3 

4 
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動画再生 
URLは 
👉👉P11へ 

https://vimeo.com/user18476068/review/234988551/71c6fe9152


マニュアル(手動) 操作・使用方法 

マニュアル(手動)操作は、オート(自動)操作で紹介した５つの機能の順番に実
行するのが基本です｡ 

稼働時間終了とともに、スイッチは自動的に切れます。電源は切れません。 
 
使用した機能が終了したら、次に【マニュアル(手 動) ・スイッチ】⇒【各種
の機能を１つ選択】の順に別の機能に移動。同じ機能を再度実行するのもで
きます。 
同じ機能を再度実行する場合は、【マニュアル(手 動) ・スイッチ】⇒【同一
機能を選択】の順。 
 
※最後の【動体視力活性機能１分】には ボリューム・ボタンは必要ありま 
 せん。 

■操作手順 

     ボリューム・ボタンは常に【１】にセット 
     注)  刺激が強いと脳にストレスがかかりますので、強い刺激は必ず避け、 
         ボリューム・ボタンは、【１】の状態にして下さい。 

1. 電源スイッチ入力後、 【マニュ
アル(手 動)・スイッチ】を押す。 

2. ボリューム・ボタンを左に回し 
【弱】にセットする。 
その後、【１】にセット。(常に
【１】にセットする) 

3. 目的に応じて【５つの機能】から   
１つずつ選択する。 
【マニュアル(手 動) ・スイッチ】
⇒【各種の機能を１つ選択】の順
にスイッチＯＮ。 

 
例えば、【バイブレーション機能】５分 
を行う場合ですと、【マニュアル(手動)・ 
スイッチ】を押し、次に【バイブレーター・ 
スイッチ】を押します。 
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各種予防別使い方 
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■基本コース 

➡ 効果的なトータル集中コース(５機能フルコース) … 31分間 

オート(自動) 
使用 

① バイブレーター(バイブレーション) 
② パルス 
③ α波 
④ θ波 
⑤ アイトレーニング(動体視力活性機能) 

電源スイッチを押し、オート(自動)・スイッ
チを押すと以下の機能が自動で作動します。 

■目の疲労予防コース 

➡ バイブレーション機能 5分 ＋ パルス機能 5分 … 10分 

パルス機能が終了したら、電源をOFFにす
ると終了になります。 

①バイブレーター(バイブレーション) 
②パルス 

オート(自動) 
使用 

電源スイッチを押し、オート(自動)・スイッ
チを押すと、①②の機能が自動で作動しま
す。 

➡ α波導入機能 … 10分 

■ストレス/集中力コース 

α波機能が終了したら、マニュアル(手動)・
スイッチをOFFにすると終了になります。 
完全に終了する場合は、電源スイッチを押
してOFFにします。 

マニュアル(手動) 
使用 

電源スイッチを押し、マニュアル(手動)・ス
イッチを押し、α波・スイッチを押すと作
動します。 
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➡ θ波導入機能 … 10分 

θ波機能が終了したら、マニュアル・スイ 
ッチをOFFにすると終了になります。 
完全に終了する場合は、電源スイッチをお
してOFFにします。 

■癒/不眠予防コース 

マニュアル(手動) 
使用 

電源スイッチを押し、マニュアル(手動)・ス
イッチを押し、θ波・スイッチを押すと作
動します。 

動体視力活性機能(アイトレーニング)が終了
したら、マニュアル・スイッチをOFFにす
ると終了になります。 
完全に終了する場合は、電源スイッチを押
してOFFにします。 

➡ アイトレーニング(動体視力活性機能) … 1分 

■動体視力活性コース 

マニュアル(手動) 
使用 

電源スイッチを押し、マニュアル(手動)・ス
イッチを押し、アイトレーニング・スイッ
チを押すと作動します。 

「ガンマー10アルファ」ご使用マニュアル・注意事項等の動画 

「ガンマ-10アルファ」 
ご使用前に必ずご確認くだ
さい 
 
https://vimeo.com/user18476068/ 
review/234972111/ddf13e214c 

P2 

「ガンマ-10アルファ」 
ご使用マニュアル 機能編 
 
https://vimeo.com/user18476068/
review/234971980/1ddf6a4449 

P3 

「ガンマ-10アルファ」 
ご使用マニュアル   
システムを立ち上げる 
 
https://vimeo.com/user18476068/
review/234972017/1ed29cdcb4 

P6 

「ガンマ-10アルファ」 
オート(自動)・マニュアル
(手動)操作等 使用方法 
 
https://vimeo.com/user18476068/
review/234988551/71c6fe9152 

P8 

https://vimeo.com/user18476068/review/234972111/ddf13e214c
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Q＆Aこんなとき… 

A：はい、安全性に問題はありません。 
 
当製品技術のプロジェクトに関わってこられた森山朝正・医学博士から、 「一般的に最
も多く使用されている低周波電気信号を繰り返す装置で、大変微弱な刺激であり、極めて
安全性の高い健康機器である。」とガンマー10アルファの技術は評価されています。 
 
臨床神経生理学会による脳刺激法に関する委員会の「経頭蓋直流刺激の安全性について」
の基準に基づき、 「ガンマー10アルファ」は、安全性を重視した設計※となっております。 
※脳への刺激は３mA以内で連続30分より短い刺激に設定 
 
「経頭蓋直流刺激の安全性について」は、下記URLの「4. 安全性」をご参照ください。 
https://www.jstage.jst.go.jp/article/sobim/39/2/39_87/_pdf 
注）本機器のオート(自動)31分設定の場合は、各機能終了後、一旦電源が切れたOFF状態
が4回ありますので、連続30分の使用には該当せず、全く問題はありませんので安心して
ご使用いただけます。 

Q：安全性に問題はありませんか？ 

A：低周波の影響を受ける可能性のある機器を体内外に装着している方は、 
    使用しないでください。 
 
また、脳や心臓に疾患のある方、或いは病気やその恐れのある方等は、必ず医師にご相談
のうえご使用下さい。 

Q：使ってはいけない人はいますか？ 

A：基本的には年齢制限はございません。 
 
ただし、この機器は、コメカミ(太陽のツボ)をもみほぐす「バイブレーション機能」以外
で、 少しピリピリ感を皮膚刺激として与える機械です。ほとんどの人は感じませんが、
まれに超敏感な方で感じることがあります。 その時、お子様が「ピリピリする・少し痛
い」と意思表示できる年齢であることが使用できるかどうかの目安になります。 このお
子様が「ピリピリする・少し痛い」と感じる時は、出力を下げる(ボリュームボタンを左
に回し調節する)ことで、ほとんど解消されます。 

Q：子どもに使用させても問題ありませんか？ 

A：消費電力は、1.2wですから電気代は1時間当たり、わずか(1円未満)です。 

Q：電気代はどのくらいかかりますか？ 
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A：過去の経験から、ガンマー10シリーズは、簡単には壊れません。 
 
しかし、もし壊れた場合は、ご紹介された販売店様(代理店様)までご相談ください。 

Q：機械が壊れたらどうしたらいいですか？ 

A：はい、すべて日本国内で製造しています。 

Q：ガンマー10アルファは、日本製ですか？ 

 
A：基本的には体験無しでご購入することはお客様の「リスクが高く」なり 
    ますからおすすめしません。   
 
ガンマー10アルファについて、「良い商品ですよ」といくらご説明しても、本当に良い商
品なのかは体験無しでは解らないのが『真実』だからです。 体験無しにご購入すること
は、お客様にとって「リスクが高い」ことになります。私たちは、基本的には体験してこ
の商品の良さを納得していただいた方に、 購入していただくことがお客様への誠実な対
応だと考えております。 

 

Q：体験しないと買えないのですか？ 

A：たまにそうなる人はいます。 
 
しかし、暫くすると無くなりますので、ご安心下さい。ただし、シリコン・アレルギー
の人は使用しないで下さい。 

Q：頭のコメカミ(太陽のツボ)にヘッドフォンタイプ器具をつけ体験した後、   
        コメカミに装着した痕 (あと)や少し赤くなる事がありますか？ 

A：ヘッドフォンタイプ器具の直接お肌にあたる部分はシリコン製です。 
    シリコン・アレルギーをお持ちの方は、この器具を使用しないで下さい。  
 
もし、この機械を使用する場合は、100％コットンのパフ(パッティング・化粧落とし等に
使用するパフ)に水道水を十分湿らせ、 軽く絞ってから、ヘッドフォンタイプ器具の直接
お肌にあたる部分に、そのコットンパフをかぶせてカバーしてからこの器具をご使用下さ
い。コットンパフを抑えるカバーがついておりますのでご使用下さい。 

Q：シリコン・アレルギーがあるのですが、ヘッドフォンタイプ器具を直接 
    お肌に付けても大丈夫ですか？ 
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A：ヘッドフォンタイプ器具を指定された「ツボ」にきちんとセッティング 
    することです。 
 
例えば、コメカミ(太陽のツボ)部分にヘッドフォンタイプ器具の肌に触れる丸い部分の中
心がきちんと当たるようにセットしましょう。 

Q：「ガンマー10アルファ」をより効果的に使うポイントを教えて下さい。 

A：鏡を使って見ながらセッティングすると簡単にできますのでお試し下さい。 

Q：ヘッドフォンタイプ器具がコメカミ(太陽のツボ) にきちんとセッティグ 
    できません。 

A：コンタクトレンズやメガネは、外してから体験して下さい。 

Q：コンタクトレンズやメガネは、つけたままで大丈夫ですか？ 

A：リラックスできる環境が良いです。 
 
例えば、お部屋が静かな環境、リラクゼーションチェアの活用、寝ながらの体験、等です。 

Q：「ガンマー10アルファ」をより効果的に使う環境はありますか？ 

A：この商品の特徴や継続して使用する事の意味をご理解しないまま、また使 
    い方や使用上の注意点などもご理解しないままご購入しますと、お客様が 
       期待した効果を得ることができない可能性があります。 
 
しかし、このような事をしっかりご理解いただいた上で、動画などによるフォローで学ん
で頂ける方にはご購入いただけます。 

Q：地方の方も体験しないと買えませんか？ 

A：コットンの生地に薄く溶かした洗剤を付けて優しく拭き、そのあと自然 
    乾燥させて下さい。 
 
定期的に汚れを取ることは、機械の電動率を維持する意味でも大切です。 

Q：「ヘッドフォンタイプ器具」の肌が触れるゴム部分が汚れてきました。 
  どうすればよいですか？ 
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A：人によって異なります。 
 
基本コース [効果的なトータル集中コース]  【5機能フルコース31分】を1日1回、時間のあ
る時にできれば毎日行いましょう。1日数回行うことも可能です。その場合、1時間以上休
憩をとりましょう。 
 
ご多忙な人には、10分コースがあります。ご自分の健康状態により、1日何度でもお試し
できます。 
＊ 目の疲労予防コース(10分) 【バイブレーション機能】 5分 ＋ 【パルス機能】 5分 
＊ ストレス/集中力コース(10分) 【α波導入機能】 10分 
＊ 癒/不眠予防コース(10分) 【θ波導入機能】 10分 
＊ 動体視力活性コース(1分) 【動体視力活性機能/アイトレーニング】 1分 

Q：「ガンマー10アルファ」はどのくらいの頻度で使用したら良いですか？ 

A：おすすめできません。 
 
情報の約90％は目から脳に入ります。「ガンマー10アルファ」体験中は、脳をリラックス
させる意味でもテレビ鑑賞や読書などはさけましょう。目を閉じゆっくりと深呼吸しなが
ら体験するのが良いでしょう。 

Q：「ガンマー10アルファ」を体験しながら、テレビを見たり本を読ん 
   だりしても良いですか？ 

A：良い方法があります。 
 
非日常的な行動は、脳にとって新しいことなのでストレスになり、そのような行動を止め
ようという働きが脳にはあるようです。それが脳ポリス。よく三日坊主と云われますがこ
れが原因のようです。 
 
これを克服するコツはこの脳ポリスをだますことにあるそうです。具体的には、ご自分が
好きな癒しやリラクゼーションの音楽を脳にやさしい音量(大きな音は避ける)で聞きなが
ら、「ガンマー10アルファ」を体験する事です。 
この機器と音楽とで相乗効果が期待でき、体験時間も短く感じますから一石二鳥です。 

Q：飽きっぽい性格なんですが、「ガンマー10アルファ」を継続させる 
    良い方法はありますか？ 

＊ この資料「ガンマー10-αご使用マニュアル」は、株式会社イーグルが著作権を有します。    
  この著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で複製、著作物の内容や題号を改変したり 等の 
  行為は著作権侵害となります。 

15 

制作者：株式会社イーグル     
〒104-0061 東京都中央区銀座8-11-5 正金ビル2F  
TEL：03-6264-5100  e-mail：info@eagle-ltd.com 



１. 製品名 ガンマー１０-α 
２. 名称 脳波誘導訓練装置 
３. 定格入力 ＡＣ１００～２４０Ｖ ５０/６０Ｈｚ 
４. 電源アダプタ ＤＣ９Ｖ １.３Ａ 
５. 消費電力 １.２Ｗ 

６. 機能 

バイブレーション 
パルス波 

α波 
θ波 

アイトレーニング 

７. 出力周波数 
パルス波 １７８.５Ｈｚ 

α波 ７.８Ｈｚ 
θ波 ４.０Ｈｚ 

８. 動作時間（オート） 

バイブレーション ５分固定 
パルス波 ５分固定 

α波 １０分固定 
θ波 １０分固定 

アイトレーニング １分固定 
計 ３１分固定 

９. 動作時間（マニュアル） 

バイブレーション 最長５分 
パルス波 最長５分 

α波 最長１０分 
θ波 最長１０分 

アイトレーニング 最長１分 
１０. 周囲温度 ０～４０℃ 
１１. 本体寸法 幅２５０ｍｍ × 高さ７３ｍｍ × 奥行１８０ｍｍ 
１２. 本体重量 ８２０ｇ 

１３. 付属品 ＡＣアダプタ、ヘッドホンタイプ装置 

ガンマー10-α 仕様書 

製造元：株式会社エス・エス・シィ 
〒105-0011 
東京都港区芝公園1-2-17 芝公園シティ8F 
TEL 03-3436-5538   FAX 03-5777-2388 

販売：株式会社イーグル 
〒104-0061 東京都中央区銀座8-11-5 正金ビル2F 
TEL 03-6264-5100   FAX 03-6228-5284 
E-mail info@eagle-ltd.com 
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