
🌟大好評につき追加募集します！💫

新事実！

大宇宙には
「ブループリント」が

２枚あるのを知っていますか？

　2枚目を受け取る準備が
　  できているあなたへ

コズミック ラブ
魔法の遠隔ヒ~リング 　

提供時間：4月1日（木）22時から30分間

受付期間：追加募集のため、当日1日（木）12時までOK！



たった30分！

宇宙の意志に近づくための
２枚目の『ブループリント』を

“魂”で受け取る

コズミック ラブ　
　 魔法の遠隔ヒ~リング 　

で得られるメリット

✔　これからの進む方向が“魂レベル”でわかることで、
　　マインドが迷わなくなる。

✔　「本当の使命」を受け取ることで、エネルギーが安定し、
　　落ち着いて日常生活が送れる。

✔　生まれて初めて、自分の人生をまるごと受け入れられる
　　感覚を得られる！

✔　これまでとは違うエネルギーで宇宙とつながることで、
　　新しいワクワクの自分に出会える！

✔　地球と宇宙の愛を、自分のエネルギーフィールド全体で
　　感じることができて、喜びに満たされる！

https://light-breathing.com/p/r/F7BiWRec


✔　高い視点で世の中を見ることができるため、感情の揺れが
　　少なくなる。

✔　どんな状況でも安心して「希望」を見いだすことができる
　　ため、次世代への「愛」をつなぐライトワーカーの使命を

　　全うできる！！

新しい「風の時代」の今、

あなたはこんな思いを

抱えていませんか？

✔　スピリチュアルを学び、目覚めることができたけれど、

　　これからどうしていいかわからない



✔　目覚めているつもりだけど、自分の人生に納得がいかない

✔　地球上の「使命」だけでは、なんだか物足りない…

✔　なんとなくこの世のことは理解できた…

　　だけどまだナニカありそう…

✔　“神との合一”とはなんだろう？

もしかしたらそれは

あなたが次のステージへ進む

“宇宙”からのサインかもしれません

✔　スピリチュアルのベールのその奥に進みたい

✔　“魂”をとことん神化させてみたい

✔　大宇宙とつながる感覚を味わいたい

✔　もっと多くの高次の存在のサポートを受けたい

✔　全てが“愛”である体験をしたい

そんな現実離れした夢みたいなことを言っていると、他の人から変な目

で見られないか？

社会生活をしていく上で、不都合なことが起こるかも？

これまでだったら、

そんな心配も出てくるかもしれません。

けれども、今時代は完全に次のステージへと移行しました。



物質的価値観が優先されていたこれまでの歴史が終わり
　　　⬇
精神性が重視される新たな歴史が始まります！！

この世に誕生してから長い年月をかけて学び、手に入れてきた価値観

ですが、それを僕たちは全て手放す時がきました。

手放すことで

新しい風の時代のエネルギーで

生きることができます

それには、一体何をすればいいでしょうか？

それは、“魂”の設計図である
『ブループリント』に



　ヒントがあります！

『ブループリント』とはあなたの人生の青写真、家を建築する時に必要な

設計図のようなものです。

この世にあなたが生まれてきた時に、大いなる存在と交わしてきた地球

での役割、「使命」です。

もしかしたら、スピリチュアルを学んだあなたはすでに

＜魂の設計図＞である『ブループリント』を手に入れて「使命」に気づき、

満足しているかもしれません。

あなたが日常生活において、

・そこそこ幸せを感じている

・特に困っていることもない

・大変なことを、ようやくクリアしつつある

・苦しみは終了した…

それなのに、、、

満足しているはずなのに、、、

何か忘れていることがあるような気がする

そんなふうに感じているとしたら、、、



＼おめでとうございます／

それはあなたが

２枚目の『ブループリント』を
受け取る準備ができたということです。

２枚目のブループリントって何？

そうなんです…

あまり知られていないことですが、

実は『ブループリント』は１枚ではありません！

その奥にもっと大きな宇宙の意志に近づくための

２枚目の『ブループリント』がある！

スピリチュアルを学び

地球のアセンションのエネルギーと同調することで

あるレベルをクリアし目覚めの進んだ方は、

次の青写真（ブループリント）である

宇宙を進む地図を

“魂”にインストールすることが可能！

この２枚目の『ブループリント』は宇宙の深い愛である



“コズミック・ラブ”と直結しています。

これを“魂”にインストールすることは、残念ながら自力では
できません。

コズミックガイドのヘルプがどうしても必要です！

あなたもご存知の通り

2021年から、エネルギーが大きく変わりました。

それは、この地球を含む太陽系の惑星の配置が200年ぶりに
大きく移動したからです。大宇宙の中でエネルギーはゆらぎの

スピードを上げています。

その波動を地球全体が受け取っていることで、僕たちのカラダ・ココロ・

魂もこれまでに体験したことのない影響を受けているというわけです。



あなたの望みは

地球の意識を越えようとしています。

けれども肉体がある以上、地球上に存在し、役目を終えるまでこの地に

いる必要があります。

“魂”が大いなる存在とかわしてきた約束を果たさなくてはいけません。

それが、地球上の１枚目の『ブループリント』です。

そこには、良いことばかり、あなたにとって楽しいと感じることばかりが書

かれているのではありません。

辛いとか苦しいとか感じることでも、それがあなたの人生に必要というこ

とであれば、体験として入っているのです。



スピリチュアル能力が上がり、たくさんの人たちのお役にたっている。人

から感謝され生徒さんもいる。

それなのに、なんでまだこんな辛い出来事が起こるのだろう…
人から裏切られたり、病気になったりするのだろう…

ということが、起こってくるのはそういうわけです。

それを避けることはできません。

なぜなら、それは

あなたの“魂”を完成させるための
設計図の一部だから！

そして、それを容認してある時期が来ると、次のステージへの

案内メールが宇宙より届きます。

それが、宇宙とのつながりを深める設計図である



２枚目の『ブループリント』です！

・スピリチュアルのツールを手に入れることよりも、根本的変化　を求め

ている

・心の奥底の声が「何かこのままではダメ！」と叫んでいる

・これからの時代をどうやって生きたらいいのか「本当の使命」　がわか

らない

などなど、、、

コロナ禍のなか、

新しい時代のエネルギーの変化にともない、

今、非常に多くの人がそのような思いを感じているようです。



急激に世の中が変わったために、これまではゆっくりと神化

（しんか）していた “魂” が変容のスピードを上げています。

多くのライトワーカーの “魂” に必要な新しいデータを
ハンドスキャンの光情報でどのようにインストールすれば

いいのか、、、

と、宇宙へ申請していた僕のところへ

“魂”の２枚目のブループリント
「コズミック ラブ」ヒーリングの

大量の光情報が降りてきました。

これまでにない、あまりに大きな情報量に少し驚きましたが、

早速これを、僕のクライアントさんに体験してもらったところ、、、



＊非常に大きな大きなデータが、一気にカラダに入ってくるのを　感じ

た！

＊オーラフィールドはもちろん、もっと広範囲に振動が伝わった　よう

だった！

＊これまでのハンドスキャンヒーリングにない、初めての感じで　驚きま

した！(◎_◎;)

と、同様の体感報告をいただきました。

『ブループリント』を知るということは

“魂”がソレを認識するということです。

ココロやカラダに効果が現れる、ハンドスキャンの周波数とは

全く違うため目に見えた変化がすぐにでない場合もあります。

けれども、自動車のナビのようにあなたの“魂”は未来の行き先をハッキ
リと認識できます！

“魂”に最新型のナビゲーションシステムを
インストール！

1枚目の『ブループリント』のように、あなたのマインドで修正できないた
め、間違った方向へ神化（しんか）することはありません。

あなたはこの世に誕生するときに、大いなる存在との約束をしてきまし

た。



＜今生の地球の使命でこのように生きます！＞

しかしマインドが入ることにより、忘れて成長します。

そのことにより、様々な体験を通して “魂” が磨かれ過去生からの課題
もクリアにしていくのです。

今こうしている間にも、宇宙の波動は変容と神化を続けています。

さらに、

この『ブループリント』には

伝授情報が入っていることが

わかりました！

つまり、あなたが2枚目のブループリントのヒーリングを僕から
受けることで…

あなたの大切なご家族や仲間にもヒーリングすることが可能

になります。

それくらい大きな深い宇宙視点からの、愛のエネルギーヒーリングにな

ります。

（注意：ご家族以外にヒーリングをする場合は、相手の方の許可が必要になります。）



たった30分！

宇宙の意志に近づくための
２枚目の『ブループリント』を

“魂”で受け取る

コズミック ラブ　
　 魔法の遠隔ヒ~リング 　

これまでのヒーリングとは次元の違う、

＜次世代の愛のヒーリング＞になります。

次元が違うからといって、恐れることはありません。



あなたは観念で生きている存在ではなく、肉体を持った存在です。

何か、カラダから抜け出してふわふわと宇宙へさまようことが「高次元」

で生きることではありません！

そこを間違ってしまうと、地球上で生きて存在している価値が

低くなり『ブループリント 』の完成が遅れてしまうかもしれません。

そのためにも、しっかりとグラウンディングをして地球とつながるようにし

てくださいね！

その上で、

この強力なヒーリングを受け取ってください。

“コズミック・ラブ”ヒーリングの
魔法の受け取り方はカンタンです！！



あなたは素直に宇宙に委ねる気持ちで、ゆっくりと
リラックスしてヒーリングを受けてください！

“コズミック・ラブ”は
存在の答えである『愛』を受け取るヒーリングです。

いま可能な最上級のヒーリングになります！

ハンドスキャンヒーリングを学んでいる方はもちろん

何も知らない方でも大丈夫！

これ以上にない『愛』のエネルギーを受け取り

そのなかで生かされているという真実を体験されてください。



たった30分！

宇宙の意志に近づくための
２枚目の『ブループリント』を

“魂”で受け取る

コズミック ラブ　
　 魔法の遠隔ヒ~リング 　

提供方法

遠隔ヒーリングになりますので、お好きな場所で受けていただくことがで

きます。

ご自宅でも外出先でも、室内だけではなく屋外にいても

大丈夫！

ヒーリングの日程について

４月１日（木）22：00から30分間、行います！

遅い時刻ですが、おやすみ前のひとときリラックスしてお待ちください。

ヒーリングの受け方について



“コズミック・ラブ”のヒーリングを受けるという気持ちでいれば、どんな状
況でも構いません。

できるだけ落ち着ける環境で、静かに座ったり横になったりして受けてく

ださい！

目を開けていてもつぶっていても大丈夫。目を閉じて受ける場合はタイ

マーを30分後にセットしておかれると良いでしょう。

価格とお支払いについて

通常55,000円（税込）のヒーリングを行います。

数年前から言われ続けてきたことではありますが、

今年は地球の大転換期の１年になるでしょう。

スピリチュアル界、それ以外という区別はもう古いです。

目に見えることだけが科学ではなくなり、宇宙の高波動エネルギーを知

識として持って生きていくことが当たり前の世の中になりつつあります

ね。

神聖で愛に満ちた世の中にしていくのは、ライトワーカーである僕たちの

役目です！

宇宙の光エネルギーの通訳者として

僕があなたのお役に立てることはとても光栄です。

今回の＜光情報＞はとても高度です。



目覚めたあなたにぴったりの

“光の魔法”です！

ぜひ、宇宙につながる２枚目の『ブループリント 』を
“魂”にインストールしてくださいね。

ん？

それなら、初心者の私には関係ないと思われましたか？

そんなことはありません！

あなたのその考えは、マインドの感覚です。

“魂”が先行してあなたの願望を叶えてくれる時代になりました。

これまでの土の時代、マインド先行の進み方は、もう手放して大丈夫！

このページを選択して、

ここまで読み進めてくれたということは、あなたの“魂”の目覚めは起きて
います。

ハイヤーセルフやガイドの導きを信じて行動するだけで、幸せの神化は

さらに進んでいきます。



今回は『ハンドスキャンヒーリング』を学んでいる方、

そしていつも僕のメルマガを読んでくださっているあなたに！

半額以下の

11,000円（税込）で提供します。

繰り返しになりますが、

とにかく2021年はスピード感をもって進むことがキーワードになります。

良いと思われることも、逆の出来事もドンドン過ぎ去っていきます。

宇宙元旦の3月20日春分で、完全に前時代（土の時代）のエネルギー
がなくなりました。

今が過渡期で、これから徐々にこの新しい軽さやスピード感にも慣れて

いかれることと思います。

古いエネルギーを手放して

新たなエネルギーをアップデート

してくださいね！



■お支払い方法について

クレジットカードまたは銀行振込でお願いします。

■ただし、今回はお問い合わせが多かったための特別プレゼント！受け
入れられる人数には限りがありますので、先着10名さまのみとなりま
す。

先着10名さま限定！
受付期間：追加募集のため、当日1日（木）12時までOK！

迷っていますか？

今回は緊急性のある、高度なヒーリングのお知らせだったため、とま

どっていられるかもしれません。

https://light-breathing.com/p/r/F7BiWRec


2021年「風の時代」からは、僕たちのマインドではわからないことがドン
ドン起こってきます。

新時代は目には見えないエネルギーを使い、波に乗って風に乗って

“魂” 先行で神化（しんか）していく時代です！

遠隔ヒーリングは

必ずあなたの “魂”に届きます！

あなた個人のオーラフィールドはどんなに小さくても、６畳間くらいはあり

ます。その範囲すべてに「宇宙の光エネルギー」が一気に入ります！

あなたの今の生活が、自分の進む道にのっとっているかどうか

“魂” レベルで調整されます。



ライトワーカーの

「使命」が加速する

『ブループリント 』を手に入れる！

さらに進んでいきたい！

というあなたの思いが、宇宙の愛のエネルギーを引き寄せています。僕

も同じ気持ちでいます。

これからは師と弟子という概念もなくなり、

全員が師であり学ぶものでもあるという「愛の関係」で

人間関係もつながっていくでしょう。

ものごとがうまく進む

全惑星巡行期間の今がチャンス！

宇宙の大いなる愛＜コズミック・ラブ＞に包まれる感動を

どうぞ受け取ってください。

ハンドスキャンヒーリング創始者　

ひろぴ〜より



先着10名さま限定！
受付期間：追加募集のため、当日1日（木）12時までOK！

講師プロフィール

　福本 浩輔
　（ふくもと ひろすけ）

ハンドスキャンヒーリング創始者

音楽家・ピアノマン

　

1946年生まれ　 B型　みずがめ座

ニックネーム：ひろぴ～

幼少期はとても内気で、いじめられっ子の辛い日々。

1969年　早稲田大学理工学部に進むも学業が続かず中退する。

ルポライター、翻訳業をしながら画家をこころざすが、人間関係で苦労しパニック

障害や不安神経症に長年悩まされる。

https://light-breathing.com/p/r/F7BiWRec


1976年　東洋医学の道を進められ、鍼灸師として40年さまざまな症例に出会い臨床経験を
積む。

2008年　アメリカから来たエネルギーヒーリングを体験し、ヒーリングに対する関心を深め
る。

同年、友人の不調をヒーリングしていた際、治療に必要な情報を思い浮かべたとたん手に

激しい痛みを感じる。その痛みが寛解すると同時に友人の症状が全くなくなることを体験。

これを元に、「ハンドスキャンヒーリング」と名付け、研究開発。

さらに遠隔ヒーリングの研究も始める。

ハンドスキャンヒーリングの臨床をとおして長年の悩みであったパニック障害、

閉所恐怖症からも解放される。

2013年　ハンドスキャンヒーリングアカデミーを設立。

光情報をダウンロードし、それを身体に記憶させ、あとは宇宙エネルギーに委ねることでシ

ンプルかつパワフルにエネルギーを使いこなせるようになることがわかった。

2016年　40年間の鍼治療の経験をもとに「光のはり」を開発。
より高度なボディのヒーリングが可能になる。

2018年　魂のキズをヒーリングできる超高周波の光情報がやってくる。

このヒーリング法によって潜在意識のヒーリングでは解決できなかったトラウマが

解消できるようになる。これをハンドスキャンヒーリング『アートマン』と命名。

現在までにハンドスキャンヒーリングを400名に伝授している。

☆趣味で即興ピアノマンをしている☆

ヒーリング系、スローブルース、グレゴリアンなど音楽による癒しも探求中！



先着10名さま限定！
受付期間：追加募集のため、当日1日（木）12時までOK！

第１回目の伝授を受けた方の

感想はこちら！

ヒロピー先生 ありがとうございました‼

頭の中で火花が飛び散る様な感覚があり、右回りに頭の中をエネルギーが渦巻くようでし

た。 暫くその動きが続いて～ 身体の方にもその影響で自分で動かしていないのに勝手に
身体が波打つ様にゆれてていました。

でもそれがとても心地良かったです。

そしてその動きが少しづつ静まっていくと静寂が訪れました。 その清寂の中で漂っている
と、最後に頭の中がキメの細かい泡の様なもので満たされ～ 静かに収まっていきました。
気がついて時計を見るとちょうど30分経っていて、あっと言う間の様な感じだったので不思
議でしたネ。

得難い体験体感をありがとうございます。　　　　　　　　　　　　　　K.M.さん

＊　＊　＊

コズミックラブ💗 遠隔ヒーリングありがとうございました。 サードアイチャクラと左手のひら
から大量のデーターが入って来たのを感じました。

🍀 今は穏やかに幸せに包まれた感覚です。　　　　　　　　　　　　　　K.K.さん

＊　＊　＊

https://light-breathing.com/p/r/F7BiWRec


ひろぴ〜先生、こんばんは😄
今日はブループリント伝授ありがとうございます🙇

体感の方は手のしびれと痛みがありました。後は始めの方は頭かがくらくらした感じにな

り、その後は首から腰にかけて体の中から熱くなりエネルギーがぐるぐると通っている感

じがありまし た。後は今にも寝てしまいそうになりました。

ハンドスキャンを習い始めた頃に比べると、たいぶエネルギーを感じる事ができるように

なってきたので嬉しく思っています。

そして色々発信して頂いていつも勉強になり、ひろぴ〜先生には感謝の気持ちでいっぱい

です。お忙しいと思うのでお身体には気をつけて下さいね💗　　　　Y.O.さん

＊　＊　＊

第2のブループリント ヒーリングをありがとうございました。

後頭部の上の方と頭の後ろよりの真ん中あたりに入っていく感じがしたり、頭をキューっと

締めつられるような時もあったり、耳鳴りがした時もありました。

ハンドスキャンヒーリングや、光の鍼とは全然ちがうエネルギーを感じました。

これで『ふと、何かを思い出したり』『ふと、使命に導かれるようなこと』が起きてくる起きてく

るのを楽しみにしています。　　　　　　　　　　　　　　T.E.さん

＊　＊　＊

ありがとうございましたm(__)m
なんとも穏やかな光に包まれていました。　　　　　　　　　　　　　　M.A.さん

＊　＊　＊

お世話になりありがとうございました💗
塩風呂から上がってグラウンディングをして開始時間を迎えました。

最初、目の奥が開いていくように感じました。少し視力もはっきりしたような気がしました。そ

の後、喉が詰まった感じになり、しばらくしたらアクビが出始めて、その詰まりが徐々に出始

めて、その詰まりが徐々に溶けていくように感じました。

この頃から、手に少しビリビリ感が出てきて心臓がチクリとしたり、首から背骨にかけて脳脊

髄液が充実するような、背骨がしっかりとして軸が通るような気がしてきました。



この後、身体全体に温もりを感じました。

今後の変化が楽しみです❣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S.B.さん

＊　＊　＊

この度は、第２のブループリント の伝授をしていただきまして誠にありがとうございました。

伝授をしていただいている間は脳全体を指で直接触れられ脳や頭の中心が動いたり腫れ

るような感覚がありましたが、いただいた動画を聞きながら休んだところ、朝はスッキリと目

覚め爽快感がありました。

今朝、楽しい夢もみまして夢占いでは「近々夢が叶う」ということでした。これからどのように

展開していきますか楽しみです！

授けていただきましたエネルギーをもう少し味わって自分に定着させてから、ご縁のある

方々にお送りしたいと思います。

本当にありがとうございました✨　　　　　　　　　　　　　　　　　　K.O.さん

＊　＊　＊

2枚目のブループリント の伝授、ありがとうございました！

うわぁ〜！という強いエネルギーを予想していましたが、実際にはやはりとても穏やかで穏

やかでじわじわくるエネルギーでした。

体は暖かく、宇宙で大きなハンモックに乗ってゆらゆら気持ち良さを楽しんでいるようで、そ

のハンモックに身を任せて大安心という感覚です。

気づいたら、本当にあやされている赤ちゃんのように、体がゆっくりゆらゆらとリズムを刻ん

でいました。すっごく心地よかったです！！

今までも宇宙に存在を祝福されている感覚はありましたが、なんだか今度は自分をまるっと

自分のまま祝福できるように変化しているみたいです。じわじわ穏やかな伝授でしたが、こ

れ、ものすごく大きな変化かもしれません！！！！！（興奮状態…笑）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K.S.さん

＊　＊　＊

ひろぴ〜さん

「第2のブループリント 伝授」をありがとうございました！



グラウンディングをしてと書かれていましたので、地球としっかり繋がってから受け取りまし

た。椅子に座った状態だったのですが、足の裏がピタッと床に吸い付いた状態がずっと続き

ました。

最初、第3チャクラのあたりがとても暖かくなり、しばらくすると第2のチャクラ、第1チャクラま
で暖かさを感じました。

頭の中心を刺激されている感じがありました。押されているようでもあり広げられているよう

でもあり、少し、もぞもぞした感覚でした。

場所的に松果体かと思っていたのですが、海馬に作用していたのですね。目を瞑って受け

取っていましたが、あたりに明るさを感じていました。

これから、色々わかってくるのかなと思うと楽しみです。ありがとうございました！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M.M.さん

＊　＊　＊

一緒に受けたお友達が伝授中や事後の変化がよくわからないと言っていましたが、自分に

向けて「コズミック・ラブ」のエネルギーを送ってみてと伝えたらこのような返信がきました。

　　↓
＜私、シエラ、ルークにまとめて癒しのエネルギーを送ったら、背中がぞわぞわして流れる

感じがわかった。目がパッチリ開いたよ〜！＞

私もクリアリングの後に「コズミック・ラブ」と最後に言うと、愛のシャワーのように全身が満た

されていく感じがします✨

このシャワーの規模が大きく細やかなことに驚きました💗　こんな素晴らしい膨大なエネル
ギーをこの価格で伝授していただきありがとうございます💗
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N.M.さん

＊　＊　＊

第2のブループリント 伝授ありがとうございました。

時間前から落ち着いた環境を作り、22時きっかりに受け取らせていただく体制で臨みまし
た。

時間の概念は外れてて、ドン！とかズン！とか何かたくさんの情報、エネルギー？が入って

きた感じで、そうしましたら、紫色や金色の光が何か大きな目みたいなところからこちらに放

出されて、どんどん流れ込み、包み込まれていきました。



そして、とっても心地よく安心感、安堵感も超えたようななんとも言えない感覚と、身体や心

も魂も、これまで以上に重なり織り合って、存在感といいますか、この自分に感謝もです

が、愛、感謝しかないなと、ありがたさ満タンとなりました。

ヒーリング後は、見るモノ、触れるモノ感じるモノも感覚が変わり、ピアノの音色や音の出し

方、メロディも勝手に湧いてきてビックリでした！！

第2のブループリント を伝授できることまで与えていただけ、心より魂より御礼申し上げます
💗　ミッションに沿って生きられることの道しるべもよりクリアになって、これまで以上に落ち
着いており、自分を愛することや、社会貢献、宇宙貢献に、そして、目覚めを促すライトワー

カーとしても楽しみながら、過ごしてまいります💗
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K.A.さん

＊　＊　＊

「コズミック・ラブ」遠隔ヒーリングをありがとうございます。

体感ですが、とにかく眠かったです。それ以外は感じることがなかったのですが…

今日、息子が通う学校の保護者会に６年ぶりにひとりで行くことができました！

パニック症で、長らく行くことができなかったのです。

しかも、人前でしゃべる（保護者ひとりひとりから一言ってやつです）こともできたし、さらに

自分の言葉で想いを伝えることができました。

その時、私の心の奥底の感情がふわっと出てきて言葉にすることができました。キラキラし

た私がちょっと見えたような、そんな感じがしました💗
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K.W.さん

＊　＊　＊

ひろぴ〜先生

第2のブループリント 伝授、ありがとうございました。

最初ゆっくり頭全体から何かが伸びていく感じ。その後、脳をゆっくり引っ張り上げられてい

く感じ。頭が少し重いような、それでいてクリアになる体感でした〜☆

自分に試しに30分かけてみました。同じようにゆっくりの体感から始まり、脳が刺激されて
いるのがわかりました〜☆



伝授を受けた次の朝、電話占いの待機をしながら過ごしていたら、いつもよりも鑑定依頼の

電話が多く入りました。恋愛相談がメインなのに、不思議と転職先や仕事のことでの人間関

係や企業の気持ちが知りたいとの依頼ばかりでした。

こんな感じで人を助けたいと思った時に頭のナビが作動されたら嬉しいです。身近の人にも

ヒーリングしてみたいです。ありがとうございました〜💗
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（占い師）M.M.さん

＊　＊　＊

序盤はとても細やかな粒子が体の中心へ集まるように感じ、それがだんだんと大きな大木

（世界樹？）となって、私の体より大きくなり枝葉がどんどん広がりながら、それが宇宙とつ

ながるシナプスのようにも感じました。

中盤では上半身よりもおへそから下にエネルギーを感じ、大きな木の根が地面へがっしりと

伸ばしていくように思えました。

最後の方では、視界がすっきりとしていて、現実的な視点で物事を考えていました。

余談ですが、、、

翌日にエネルギーがわかる友人にこのデータを渡したところ、私の方にもまた変化がありま

した。

激しい宇宙酔いが起きて、座ってもいられなくなりその中で私の2枚目のブループリントは、
『宇宙や神さまの願いを叶えること』を思い出したのでした。

不思議なことに、思い出したこと（社会貢献＝宇宙貢献していくこと）を改めて心の中で宣言

した途端、宇宙酔いがピタッと治まりました。

素晴らしい膨大なデータを受け取りました。

ありがとうございました。

これから人生がもっと面白くなりそうです＼(^o^)／

　　　　　　　　　　　　　　　　　（ハンドスキャンヒーリング講師）H.N.さん
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