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空想は知識より重要である。知識には限界がある。想像力は世界を包み込む。
私たちはいつか、今より少しは物事を知っているようになるかもしれない。
 (アルバート・アインシュタイン)
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情報時代から情報フィールドの時代へ 
今日、多くの企業が顧客や社内情報をクラウドに保存しており、その情報は、コンピューターやスマートフォン
を通していつでも入手することが可能です。現代の量子物理学によると、目に見えている現実は、心や物質な
ど全ての情報を、格納している量子レベルのフィールドが存在しています。
 

意識を通しての進化 
私たちの見解では、“量子フィールド（クラウド）”が存在し、その場所には会社や、市場、競争相手、従業員な
どの情報が隠されている場所であり、あなた自身の情報が保存されている場所でもあります。理論的には、
どこからでもアクセス可能です。近代を代表する量子物理学そして物理学者でもある、デヴィッド・ボーム、
カール・プリブラム、ブルグハルト・ハイム、アントン・ツィリンガーなども、心と物質をつなぐ情報フィールド
があると述べています。

想像する 
想像するという行為がなければ、科学的、社会的、経済的、環境的なレベルにかかわらず、多くの業績、革新
的な発見や発展は、世界に存在しなかったでしょう。

あなたが情報フィールドに、直接アクセスできるルーターを持っていると想像してみてください。この情報フィ
ールド（クラウド）は、あなたの会社における最適な情報を持っていて、いつでもどこでもアクセスできます。
全ての身体的、精神的なものをコントロールしている情報にアクセスすることができるので起業家にとって、
とても大切なファクターである混沌とした市場や株価、多様な危険因子などによって変動している情報レベル
にアクセスすることができます。これは魅惑的なアイデアです。それがタイムウェバー・ビズを深く理解する事
で可能になります。
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こんなことができれば、あなたはどうしますか? 
あなたの会社に、多くの利益を提供することができる情報フィールドにアクセスできます。
 
・ 重要な決定の際の広い視野をより深くサポート
・ 潜在的なリスクに対しての情報
・ 会社と従業員の見えない潜在的能力の洞察
・ ターゲットを設定する事で会社や個人の目標達成をサポート 
・ 重要なビジネスの進行やプロジェクトのサポート
・ 発展的未来のための有益な予測もしくは評価 
・ 会社や事業のおける弱点を認識するための情報

タイムウェーバー・ビズは、会社に利益をもたらす情報獲得を目指したシステムです。“ブロードバンドルーター”といわれるハードウエアを
使って、あなたの会社の情報フィールドに入ります。そして、たった数秒以内で、成功するビジネスのための有益で的確な情報を得ること
ができます。
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量子物理学がそれを可能にします 
今まで言われてきたような、情報フィールド（クラウド）へのアクセスが可能だと思いますか? ニールス・ボーア（量子物理学の重要な創始者の１人）は、以
下のように述べました。「量子理論を初めて知った人で、ショックを受けていない人は、たぶん理解できていない人だ。」また、別の科学者、例えばヴェイ
ンツェイカ―、カール・フリードリヒ、ルパート・シェルドレーク、ハンス・ペーター・デュルとロジャー・ネルソンは以下のように述べました。「我々が情報
フィールドと呼んでいるもの、すなわち精神と身体とが相互作用するフィールドは、目で観察されている現象とはちがっているものである。」しかし１つだ
け同意している点は「意識は、身体的なプロセスと相互作用して、直接影響を及ぼす。」ということです。

私たちの日常生活において、量子物理学の必要性を感じている機会はほとんどありません。しかし、実際には量子物理学によって引き起こされている現
実に、毎日直面しているのです。例えば、改革が進んでいかない市場、従業員など個々人が不合理な態度をとること、原因のわからない心身症の傾向な
ど、目に見えない影響などが、量子物理学によって引き起こされるものなのです。しかし私たちは、同じ量子物理学が引き起こしているというのに、それら
の問題を解決するために量子物理学を利用していません。有名なウィーンの量子物理学者、アントン・ツィリンガーは最初の量子移動実験を成功させまし
た。最も基本的な現実とは、物質や物ではなく、純粋な情報だけだと証明したのです。私たちは、この知識を使わない手はないのです。

タイムウェーバーは、医療業界で多く使われています

タイムウェーバーは、情報フィールドへの、量子的であり身体的なインターフェースとしての接続ツールです。情報の場所を探し出し、確実に作用します。こ
うして、人生のすべての領域において、どんなチャンスが開かれているのか、簡単に想像することができます。過去7年、医療業界においてタイムウェーバ
ーメッド、そしてタイムウェーバーフリークエンシ―というシステムを使って情報フィールドにおける病気の一貫性を分析し、障害を適正化するアプリケー
ションを実行し、多くの医療関係者の方々に使っていただいてきました。

4



Business Information and Targeting SystemBusiness Information and Targeting System

5

タイムウェーバー  − 理論から実践まで −
タイムウェバー・ビズは、会社やプロジェクト、関係する部署などの情報フィールドにおいての障害を分析して、そこに働きかけるために、全く同じ方法を使いま
す。また、個人やチームコーチングにも使うことができます。農業やプロスポーツにおいても、すでに成功例があります。

可能性  − 量子が持つ無限の可能性 −
量子レベルにおいて、すべての出来事は、可能性によりコントールされています。プリンストン大学、ピアラボにおいてロバート・ヤーン教授とブレンダ・ダンによ
って長期の実験が行われました。その結果によると、可能性は、意識の助けを借りて、遠く離れた距離でも影響を与えることができるということでした。これは、
他の大学の実験でも示されています。タイムウェバー・ビズによって、あなたは、発生するイベントやその特性を選び分け、同時に調整することができます。すな
わち、それらを目的や価値によって、変えていくことができるのです。タイムウェバー・ビズの可能性の調整を使い、量子物理学においての“現実のもっとも基礎
的な部分”にアクセスします。この考え方は、抽象的に思えるかもしれませんが、古代文化では、心と身体をつなぐ要素と考えられており、情報フィールドは、も
う一つの見えない現実として、確実に認識されていたのです。タイムウェーバーの目的の一つは、隠れたレベルを明らかにすること、そして隠れた潜在性、可能
性を起動させるよう導くことです。

２、３パーセントの可能性が移行することは、ビジネスチャンスや特性が変化するくらい、有益に作用することがあります。会社や、特定の投資について成功の
可能性を知っていることは、競争に耐えうる強固な財務体制を築くことになります。タイムウェバー・ビズは、多くのビジネスにおいて、財務体制を強固にしてき
ました。

免責事項：タイムウェーバーの分析と最適化、見解と情報フィールドの存在は、科学的に証明されていません。情報フィールド分析は、確率という位置づけで
理解されることになっています。
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隠された潜在性の利用
タイムウェーバーシステムは、あなたの会社とその環境の情報フィールドへの量子身体的なインターフ
ェースです。会社の背景にあるもの、すなわち重要なビジネスの場や過程を包括した膨大なデータベー
ス、これらの影響をわかりやすく示すことを目指しています。 

これらのデータベースは、個人の幸福や人として成長したいという気持ちに影響を及ぼす、最も重要な
要因を含んでいます。あなたの会社の情報フィールドにおいて、会社の情報フィールドからターゲットを
指定することで、目標を明確に定めると同時に、目標達成するまでをサポートするというチャンスが与え
られます。こうして、あなたは、あなた自身の中にある、自覚したことのない才能へ深くアクセスをします。
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無意識が視覚化する
私たちの意識は、一般的に情報フィールドに直接アクセスしません。外側の肉体と、内側の精神の二元的な本質ゆえに意識はどちらかの一方にしかフォー
カスされません。スイスのユングは、“無意識”を見つけた最初の心理学者でした。彼が集合的無意識と呼んだグローバル情報フィールドでは、直接コミュ
ニケーションが出来ます。

共時性 （シンクロニシティ）
物質的には直接つながりがなくても、外側の物質的なイベントは無意識の内側のコンテンツに同
時に反映することができます。C.G.ユングは、この現象を共時性と言いました。これは、タイムウェ
バー・ビズのシステムにおける量子物理ノイズプロセスが、直接は目に見えないコンテンツを反映
させることができる理由を示すものです。

人々や企業を鼓舞させるものとは
タイムウェバーは、個人や起業家に“可能性や潜在能力がある”という気づきをサポートすることで、彼らの可能性や潜在能力を引き出します。この目的のた
めに、タイムウェバーは、深いレベルの情報フィールド、すなわち人生の意味や意義を開示し、アクセス可能にします。個人や企業において共鳴と決断力を
想像する深い一体感につながる事は全てにおける大きな成功の基礎になるものです。このような見地から、成功とは、孤独な努力や、正確な計画、幸運
な偶然の結果ではなく、人々や会社の存在意味と価値を、無意識の深いレべルから利用できるようにするために、何かを発動させていくということなの
です。誰が一番良いということではなく、すべての人々に恩恵をもたらす結果をつくるのです。

免責事項：タイムウェバーの分析と最適化、見解と情報フィールドの存在は、科学的に証明されていません。
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あなたが成功したいのなら、踏みならされ受け入れられた成功の道を行くのではなく、
新たな道を切り開きなさい （ジョン・ロックフェラー）

私達からの招待状
タイムウェバー・ビズが会社分析と最適化のための効果的なツールであることにまだ確
信をもてなくても、 私たちは、あなたをこの素晴らしい新たな成功の道へ招待します。

あなたと一緒に会社を分析
タイムウェバー・ビズが何を達成することができるか、そしてこのシステムがあなたの会
社に必要かを決めてください。タイムウェバー・ビズは、あなたがずっと必要と感じてい
たサービスを提供出来るかもしれません。

洞察力を向上させ、全体像をとらえる力を培い、先見性を向上させていきます! 



Business Information and Targeting SystemBusiness Information and Targeting System

タイムウェーバー・ビズ  − 情報から目標を設定するシステム −
タイムウェーバーの品質と正確さを確認するために、私たちは、我々自身の会社を使って、テストを繰り返してきました。これにより、私た
ちの会社は定期的に最適化されてきました。これは、タイムウェーバーによる成功例の一つといっても良いでしょう。

2、3年で、タイムウェーバーは医療工学分野において、非常に成功したメーカーに成長しました。今日、ドイツの1000以上のユーザー(主
に医療専門職)、その他20ヵ国において、タイムウェーバーシステムが使われています。

その成功は、当初から私たち自身が、タイムウェーバー使って会社をサポートすることなしには、実現しなかったでしょう。この“成功”と
は、お金を稼ぐことだけではなく、その他の重要な価値を築くことにも成功した事を意味しています。それは、満足感、価値を見出すこ
と、コミュニティ、将来の保障、ワークライフバランス、その他たくさんのことです。

私たちは、タイムウェーバーが私たち以外の会社に対しても、ビジネス事業への提案が可能であると思い続けてきました。このタイムウェ
ーバーのスペシャルバージョン、タイムウェーバー・ビズを、皆様に今日紹介する事が出来てとても嬉しく思います。
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会社が ”あなたの手中に”
今日のような情報時代において、すべて起業家が必要だと感じていることは、会社のための正し
い決断、正確な情報、正確な場所、正確なタイミングです。

量子の世界が ”あなたの手中に”
タイムウェーバーは全ての人を魅了します。特別なハードウエアと、タイムウェバー・ビズをインス
トールしたパソコンだけで、情報フィールド（量子フィールドクラウド）にアクセスします。それに
よって、社内における有益な情報や推進力、サポートとして以下の領域をカバーします。

•  問題が明らかになること
•  疑問への応答
•  目標達成のために協調と努力するための定義

適切な準備が ”あなたの手中に”
タイムウェーバー・ハードウエア
あなたの会社とその会社の周辺環境の情報フィールドをつなぐ量子的インターフェイスです。

タイムウェーバー・ノートブック&ソフトウエア
実務マネジメントやコンサルティングのための複合的なアプリケーションであるタイムウェーバー・ビズによって量子のシグナルと、振動パターンを
正しく評価するためのノートブックです。

タイムウェーバー・ビズ・データベース
タイムウェーバー・ビズのデータベースは、70000以上の潜在的可能性を持つビジネスデータです。それは、指定されたハードウエアを経由して会
社情報フィールドの中で、共時性情報の一つ一つと関連しています。
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タイムウェーバーでのビジネス分析と最適化
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タイムウェーバー / エコノミー：
コンパクトタイプのモバイルハードウエアの基本
セットです。

E

タイムウェーバー / ビジネス：
標準基本単位とデータベースがすべてが揃った
セットです。専用ハードウエアを使います。
 

B

タイムウェーバー / ファーストクラス：
標準基本単位とデータベースのすべてが揃った
セットです。専用ハードウエアとモバイルハード
ウエアと組み合わせて使います。長旅には、理想
的なセットです。

1.

タイムウェーバー・ビズの３つのバリエーション

タイムウェーバー・ビズ / ファーストクラス
あなたは、ビジネスのゴールに向かって長い旅に出ています。私たちの“目標達
成のための情報”というガイドに従ってください。タイムウェーバー・ビズ/ファー
ストクラスでは、肩の力を抜き、リラックスしていただき、ビジネスライフでの航
空路が変わり続けても、共に進みます。永遠の友になり、豊かな経験をもたらし
てくれるでしょう。

タイムウェーバー・ビズ / ビジネス 
多く実務と目標があるビジネスのプロフェッショナル向けです。このバージョン
は、どんな状況下にあっても、効率的で快適さを提供してくれます。あなたの要
求や必要性にぴったり合せて、あらゆる側面から、ビジネスを最新バージョンに
更新させていきます。

タイムウェーバー・ビズ / エコノミー 
旅を多くする人のための持ち運び可能なモバイルハードウェアです。ビジネスク
ラスと同じ快適さのある、最初にスタートするための基礎セットです。屋外のツ
ールとして職場でも使いやすいです。
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ファーストクラスは理想的なパッケージセットです
タイムウェーバー・ビズ / ファーストクラスを使うことで、 
旅行での移動や商談の時にも適応します。

• 専用ハードウエアとモバイルハードウエア
• タイムウェーバー・ビズのデータベース
• 3つの追加モジュール 
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どんな人が必要?

• 管理職・経営陣  - 主要部門を統括する方々 -

戦略的なプロセスと決定事項が、より具体的で管理しやすくなります。成功への道筋が明確となります。人材管理が効果的となり、リスクマネ
ジメントには、新たな方法が見いだせます。

• 中小企業経営者 - 従業員１名〜５００名程度 -

毎日の会社管理業務、財政、顧客、従業員、事業、製品すべてにわたりアシストします。直感は確実性を持ち、疑わしいことは意識となります。

• マネージメントコンサルタント

あなたのお客様に、全く新しく魅力的なサービス（従来の方法からは、大きくかけ離れた新境地！）をご提供出来ます。精細な特徴や個性まで
も提示されるため、クライアントは驚きの連続となるでしょう。

TimeWaver BIZ
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免責事項：タイムウェーバーの分析と最適化、見解と情報フィールドの存在は、科学的に証明されていません。
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タイムウェーバー・ビズはどんな場所で活躍するでしょうか？
タイムウェーバー・ビズは適切な情報、アイデアを提供します。以下のような場所でサポートします。

• 戦略的方向付けと決定
• 目標到達プロセスのアシスタンスとコントロール
• マーケティング：ブランデング、人員配置、継続的改善
• ファイナンシャル・プランニング
• 投資判断
• リスク分析
• 人材資源：従業員管理、危機管理、動機づけ
• 製品最適化
• 会社における弱点分析
• 個人ストレス要素のバランス
• 将来的情勢の予測
• オフィスの最適化
• 競合解消



TimeWaver BIZTimeWaver BIZ

タイムウェーバー・ビズのデー

タべ―ス(上部)分析と最適化

機能(右側)
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サポート / 実践 / トレーニング
私たちは、専門のコンサルタントチームを設けています。彼らは、このシステムの様々な側面におけるアプリケーションに精通しています。この専門チー
ムによって、あなたはシステムが使えるようになります。タイムウェーバー・ビズ研究所では、あなたがこのシステムを使う第一歩を踏み出すことが出来
ます。そして、複雑な可能性のアプリケーションの利用の仕方を学ぶことができます。
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実際には、どのように動くのでしょうか?
タイムウェーバー・ビズのアプリケーション手順は、大まかに”分析”と”最適化”の２つパートに分かれます。それぞれのパートでは、別々のデ
ータベースを使用し、関連エリアを広範囲でカバーしています。

タイムウェーバー・ビズを理解する第一歩は、ライブ・オペレーションでの、すなわち、必要ならご自分の会社のより細かな業務から分析して
みてください。そうすることで、このシステムの基本的な理論を理解することができ、効果的に使う方法が学べます。

タイムウェーバー・ビズによって、会社のエネルギーを分析し、コントロール・最適化されます。（会社の製品の分析とは対照的に）タイムウ
ェーバー・ビズ上で独立した７つの複合エネルギーが機能エリアに表示され、そこには会社のエネルギー構造を適切にするための、全体像
が含まれます。

• 市場と会社における信頼
• 保障と成長
• 適正と活力を生み出すための決定
• 献身と忠誠心
• 意思疎通と情報
• リーダーシップと直観力
• 感覚、視野と同一性 
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免責事項：タイムウェーバーの分析と最適化、見解と情報フィールドの存在は、科学的に証明されていません。
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マーカス・シュミーク（タイムウェーバー開発者）
− タイムウェーバーに隠された知性 −

マーカスは、どんな型にも当てはまらないタイプの人間です。彼が哲学と物理学を勉強していた時
には、心と物質の間で相互作用していることを、数多く研究していました。古典的な哲学では、彼の
疑問に対する回答は見いだせず、殆ど答えることができる領域ではありませんでした。実のところ、
哲学はほとんどが理論的なアプローチである、物質的な現実とはかけ離れたものでしたが、それが彼
には非常に重要だったのです。 

彼は、それまで量子物理学において観察できる現象だけが、彼の独自の理論に近づく方法だと思っていましたが、物理
学者のブルグエルト・ハルト出会ったことで、タイムウェーバーを開発するための大いなるヒントを得ることができました。
その後、彼はハルトの“統一場理論”を研究することに没頭し、その理論は、科学上、宇宙とつながることができる１２次元
図説モデルというものでした。

意識の研究 　− 重要な基礎 −

彼は以前に、タイムウェーバーシステムの実用的なアプリケーションのために、ブルクハルト・エイム、ロシアの科学者ニコ
ライ・コズイレフの研究を実務化させるということを成し遂げました。それは、短い期間で、補助医療の業界において成功
し、獣医学、建築生物学、建築と多種多様な他の地域でも使われます。

タイムウェーバー社を離れたところでは、彼は、ハイデスの応用意識研究所（IACR）に、精力的に関係しています。そこで
は、異なる経験がなされた時の意識と物質の相互作用の研究をしています。アメリカのベストセラー作家ダン・ブラウン（
「ダヴィンチ・コード」の作者）は、数年前、彼の新しい著書「失われたシンボル」で、そのような実験を記述しましたが、こ
れは、ハイデスの応用意識研究所（IACR）では、すでに現実となっていることだったのです！

彼は、長年古代のインドのヴェーダの研究に関わっており、科学と哲学に関する20冊以上の本を書きました。2009年以
降、彼はハリドワール（インド）のサンスクリッド大学の客員教授でした。今日は、ベルリンの近くでクランツレ城に居住し
ています。

Business Information and Targeting System
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クラウス・ホフマン
− 経済能力と経験 −

経験、意識的な計画と安定した目標、これらは、ホフマンがタイムウェーバー社の重役
　 として、貢献している価値のある内容です。

カメラのライカ社で、国際的な会計会社の監査マネージャとして活躍していた時から（その時、彼は何億ドルの価値があ
るIPOを成功させました。）ホフマンは、取締役もしくは経営コンサルタントとして、また、それがヨーロッパやアジアであ
ろうと、常に企業戦略、開発、危機管理、財源、税、法律という様々な分野におけるノウハウを強固に確立してきました。

現代の経済の荒波を、確実に安全に航海するキャプテンとして、このような成熟したトップがいることを光栄に思います。

TimeWaver BIZ
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私はクリスチャン・ハルパーです

私はいつも、技術革命によって、既存の概念に替わる実務的な解決方法に魅了されてきました。特に、このような新しい選択肢が、まだ多
くの人々に知られていないとしたら、この価値ある革新を広めるために貢献することが、自分にとって重要だと思います。

ウィーン大学とスーパーファンドで経歴を積んだ後、私は多くのプロジェクトに参加していました。また一方で、私は、ウィーン中心にTIAN
という新しいベジタリアンレストランを始めました。そしてまもなく、レストランガイドのゴーミヨとミシュランそれぞれから受賞し、それが
レストランチェーンの出発点となりました。それらのレストランによって、人々が最高に素晴らしい時間を過ごしてもらい、健康的なライフス
タイルを提供出来ると信じています。

私は自分の決定に対して、もう一つの根拠を持っていました。そのことで、しばしば他の人から嘲笑されたものでした。なぜなら、私は成功
したビジネスマンであるにもかかわらず、数字ではなく、崇高な智恵、すなわち私たちや会社の事業を直接守り、注意深く見ているような
智恵を信じていました。

このような理由から、マーカスと彼の研究と会社を知った時は、興味をそそられ興奮しました。この人物は、私が考えていたこと以上の、果
てしもないことをすでに実施し、成功させていたのです！ですから、私はIACR研究、そしてタイムウェーバーの財政の双方に積極的に参加
し、続けています。私は、マーカスのアイデアが世界中に影響を与えるようサポートすることに全力をつくします。

数年間、私はタイムウェーバーを持ち、人生の様々な場において使っています。タイムウェーバーがビジネスバーションでの使用がやっと可
能になったことをうれしく思っています。そして素晴らしいアイデアによって結果が得られることに、私は貢献したと思います。タイムウェー
バーの理念が広がり、共有することですべての人が幸運と成功を手にできますように。
 
クリスチャン・ハルパー

Business Information and Targeting System

21

クリスチャン・ハルパーは、偉大な業績をきづいたヘッジファンドであるSUPERFUNDの共同創設者で
あり、オーナーでありました。数年間、彼は人々や社会を改善する目的のための事業に従事しました。 

ホテルとケータリングサービスの専門誌であるローリングペンにおいて、2013年の“リーダーオブザイヤ―”
として表彰されました。
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お金以外に何も生み出さないビジネスは、貧しいビジネスである。
（ヘンリー・フォード）

タイムウェーバー・ビズについてもっと知りたい方は、お問い合わせください。

mail@timewaver.jp　　　　

タイムウェーバー・ビズ − 効率的、倫理的、持続可能 −
タイムウェーバー・ビズのモジュールは、起業家としての任務や意思決定や責任から解放するものではありません。それは、価値ある情報を提供
し、確かなインスピレーションと直観力のレベルから刺激をあたえます。（虫の知らせのようなもの）

2つのモード　”インパルスジェネレーター”
1. 膨大なデータベースを分析することにより、情報フィールドにおいて、ビジネスの場、人生の場すべての重要な決定や改革を行う際の、情報を   

得るための助けとなるでしょう。
2. もちろん、タイムウェーバー・ビズは、あなた自身の人生そしてビジネスの目標を組織立てて追及することをサポートします。そして、実際に行

われることが、実現化する情報フィールドから刺激します。

タイムウェーバー・ビズによって、あなた自身のデータベースに”可能性”（ポシビリティー）を書き込むことで、あなた自身のノウハウとして定着
し、会社の無形資産となります。そして情報フィールドは分析され、より一層最適化し、あなたの会社にぴったり合うよう修正されていきます。
そのようなパワフルなツールの不正使用を防ぐために、タイムウェーバーの確固たる基礎倫理を提唱し、データベースとソフトウエアを統合させ
ました。私達自身の成功は、他者の犠牲の上には成立しないからです。タイムウェーバーは、ホリステックな方法で皆様をサポートしたいと思っ
ているのです。

免責事項：タイムウェーバーの分析と最適化、見解と情報フィールドの存在は、 
科学的に証明されていません。
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