
痺れ・痒み・疲れ・肌荒れ・むくみ・冷え性・イライラ・

集中力の低下・肩こり・目の疲れ、などの症状は、

カラダに溜まった『重金属』の
　せいかもしれません！

　“光エネルギー”で
不要な有害物質を外に出し

「あなたのカラダが蘇る！」

“ヘビメタ・デトックス”
魔法の遠隔ヒーリング
あなたも受けてみませんか？

提供時間：６月７日（月）2１時から30分間

受付期間：６月１日（火）8時〜 ５日（土）23時59分まで

https://light-breathing.com/p/r/8K5RJTb6


自粛生活が長引く今、

あなたは

こんな症状で困っていませんか？

〜風の時代〜外側のエネルギーは高まっているのに

✔　なぜかカラダの疲れが溜まっていく

✔　疲れているのに、グッスリ眠れない

✔　乾燥の時期でもないのに、皮膚が痒い

✔　みんなが暑いと言っているのに、自分だけ寒い

✔　とにかく気力が出ない・・

✔　かすみ目や目の疲れで、朝起きた時から辛い



✔　病院に行ってもこれと行った診断がつかずに、薬を飲んでも変

わらない・・

自粛生活が長引いて、気持ちがウツウツとしがちなときに…
カラダまで調子がすぐれない。

まさかコロナにかかっているのじゃないか？と、心身ともに疲

弊してきてしまう…

もしかしたらそれは、、、

カラダに溜まってしまった

“重金属”のせいかもしれません！

重金属とは、鉄よりも重い金属の総称で地球上には数十もの種類

があります。

あなたが意識しなくても、、、

食品・化粧品・薬品やサプリメントなどに含まれる、さまざまな種類の

“重金属”が体内に入っています。



さらにアルミニウムなどは空気中にも漂っているので、避けることが

できないものもあります。

例えば、

・水銀 ➡ 歯の詰め物、魚、ワクチン

・鉛 ➡ ハウスダスト、米類、ガス

・カドミウム ➡ タバコ、甲殻類、豆類、地下水

・ヒ素 ➡ 魚介類、除草剤、輸入果物

・アルミニウム　 ➡ 水道水、食品添加物、ベーキングパウダー

他にも、クロム、カドミウム、マンガン、ニッケル、ウランなどが上げられます。

カンタンに言うと、、

少量では害にならない物質だけれど、一度あなたの体内に入ると自

然には排泄されにくいので蓄積してしまい、一定量を超えると生命を

おびやかすことがある。

あなたは最近、こんなことはありませんか？



寝込むほどではないけれど、辛い、、

コロナの感染が怖くて、

医者に行くことをためらってしまう、、

なんかやる気がでない。

痺れ・痒み・疲れ・肌荒れ・むく

み・気力が出ない・

イライラ・集中力の低下・

冷え性・肩こり・目の疲れ、など

ある年齢を過ぎれば誰しも多少

の不具合は出てくるから「仕方がない」と諦めている。

特に自粛中の今は、病院に行く気がしない。

行ったところで、

ストレス・更年期と言われてしまい、薬も気休めにしか出してもらえ

ず変化を感じられなかったし、、、



今年は〜風の時代〜エネルギーも軽く変化して、ドンドン新しいこと

にチャレンジができると楽しみにしていたのに・・

いったい、いつまでこんなスッキリしないガマンの日々が続くんだろ

う・・

毎日うつうつしていて、生活が楽しくない・・

「重金属」は、

化粧品や歯磨き粉、食品添加物や衣料品、

いたるところに使われていて

全てを避けては生活ができない

僕のところへは、このようにはっきりした強い症状ではないけれど長

引く「不定愁訴」と呼ばれるような悩みで来られる方が非常に多いで

す。

カラダを調べて行くと、どうやら細胞膜の脂肪層に「重金属」が溜

まっていることが原因であるらしいことがわかりました。



ごく少量の物質でも、毎日とり続けることで蓄積されていき、腎臓に

溜まると腎不全を引き起こすこともあるので要注意です！

毒素が皮膚から出たいので痒くなったり、痺れや湿疹として症状に

なったりします。汗とともに出ることもあるけれど現代人は冷房に慣

れてしまい、汗をかきにくい体質になっている人がとても多いです。

スピリチュアルを取り入れている方が、魂レベルを整えて瞑想をした

り波動を上げても、

残念ながら、

体内に溜まってしまった毒素を

消すことはできない！

なぜなら、肉体は3次元だからです。

さらに厄介なことに、あなたも様々なところで見聞きしている５Gがも
のすごいスピードで世の中で稼働し始めています。

５G=第5世代

情報・通信機器の進化は止まるところがありません。



スマホでの支払いが必須になり、遠隔で住宅の管理や高齢者の見

守りなどが可能になりつつあります。

これらが５Gになると自動運転は当たり前、鍵の開閉まで、持ち歩く
端末機で行うことになるのです。

便利で必要だから使う、

という当たり前の“自己選択”が
通用しない社会が来ています

これらの化学技術の進化による、カラダへの影響は最悪です！

どういうことかというと、、

体内に蓄積された「重金属」に、

５Gが強く反応して体内で電子
レンジのような化学反応を起こ

すのです。

電子レンジは数分で水がお湯

に変わりますね、、

カラダの中でもっと強烈なことが起こるというわけです！



そんな厄介な「重金属」に振動を与えてカラダの外へ出す

“ヘビメタ・デトックス”
『魔法のヒーリング』
が登場しました！！

これまで「重金属」に対しては、ハンドスキャンヒーリングの「光情報」

を使っても、ピンポイントでの効果がありませんでした。

５Gが全国に100％広がる前になんとか対策をしたい、、
そう考えていた僕のところに、、

がんのリスクや突然死など、人体に悪影響を及ぼす「重金属」に特

化した周波数の

“ヘビメタ・デトックス”『魔法のヒーリング』
がやって来てくれました！



「ヘビメタ」は音楽ジャンルのメタルロックではなくて、

ヘビー（重い）メタル（金属）で「重金属」の略です♪

地球の不穏なざわめきとは無関係に、宇宙の源である「静かな愛の

エネルギー」はいつでも僕たちに勇気を与えてくれます。

日常生活に必須の製品、歯磨き粉や化粧品、シャンプーや日焼け

止め、洗剤、、、

直接口から取り入れる、魚介類や野菜、乳製品、缶詰製品、薬やサ

プリメント、、、

１回ごとはとても微量で問題がないけれど、排出されないまま毒素

が溜まっていくので厄介なのです。

突然死やガンの恐怖を解放して

明るい未来をイメージできる！



怖がらせるわけではないけれど、

今、地球は過渡期に来ているのです！

フランスでは、重金属の１つで紫外線を守

る働きをする「二酸化チタン」の使用を

2020年より禁止しました。

自動運転を搭載する車の中では、５Gを浴び続けることになります。

科学の進歩を止めることは、今の人間の知性では無理でしょう。つ

まり“取捨選択”をするには進歩のスピードが速すぎるのです。

惑星の配置が変わり

〜風の時代〜のエネルギーに

なりました！

僕たちの目の前の心配や、日常レベルの不安とは別次元で宇宙は

変容し続けています。

科学技術の進歩にともなう、地球温暖化や動植物の衰退も、

大きな視点でとらえれば、地球という星の寿命と関係していることか

もしれません。



そうはいっても、

今ここに生きている僕たちは“子々孫々の幸せ”を第一に考え
希望に満ちた明るい未来を創造していくことが＜使命＞です！

それには

あなたの本来持つ「エネルギー」を取り戻すことが先決です。

マイナスの情報を溜め込まない

すっきりと軽いカラダで生きる！

あなたが普通に日常生活を送っているだけ

で、知らないうちに、カラダに溜まっていく微

細な金属。

重篤になるまで体感しづらい「重金属」を解

放して、毎日をスッキリと過ごしませんか？

なんとなく重だるい、やる気が出ない、頭痛や痺れを手放すことがで

きれば、、、

カラダだけではなくて、心も軽く行動力も自然とUPします！



コロナの影響で溜まってしまった心のオモリも一緒に手放して、新し

い波に乗って生きましょう！！

避けることのできない時代の進化には、

自己防衛能力を上げ続けることが大切です！！

たった30分！

体内の不要な有害物質を外に出し

「あなたのカラダが蘇る！」
“ヘビメタ・デトックス”
魔法の遠隔ヒーリング

で得られるメリット



✔　医者に行っても変化のなかった皮膚のかゆみや湿疹がなくな
り、副作用の強いステロイドをやめられる。

✔　寝ても取れなかった疲れが、朝スッキリと目覚めるようになり、
日中の仕事がスイスイとはかどる。

✔　家事が辛くてソファに横になったりしていたものが、一日中動け
るようになるため、あなたの好きなことに使える時間が増える。

✔　うつうつとしていた気持ちが解放され、やりたいことが湧いてき
て、すぐに行動にうつせるようになる。

✔　長年の原因のわからない症状から解放され、これからの人生
がワクワク楽しみになる！

これまで、自然にはカラダの外へ排出することが困難だった有害な

「重金属」を、、、

わずか30分のヒーリングを受けるだけで、解放することができます。

なぜ、こんな嬉しい効果が得られるのか？



「重金属」が溜まってしまうと、カラダにかゆみや湿疹、痺れが出るだ

けではなく、常にだるく疲れが取れないという症状になります。

一般的な診察や定期検診、人間ドックなどでは項目として入ってい

ないため原因がわかりにくいのです。

体内のメタルのせいで、訳もなくあなたがやる気をなくしていたとした

ら、、、それを取り除くだけで、あなたの気力が回復します！

あなたのカラダに不必要な「有害物質」を排出させることで、本来

のあなたに戻り、エネルギーを取り戻せます！

ぜひ、体感していただきたいと思います！

副作用とか大丈夫？

長年の生活で溜まってしまった、重い金属を取り除くのは大変なん

じゃないかな・・・

好転反応とか、副作用とか辛くないかな・・・

と心配になりましたか？

確かに好転反応はゼロではありません。



ヒーリングを受けたあとで、人によっては“かゆみ”などの一時的な軽
いデトックス症状が出る場合があります。

けれど、その後はスッキリと楽になるので大丈夫です！

現代社会において、これからも増え続ける有害な「重金属」、

水、空気、汚染された食物など、毎日あなたの口から入って溜まって

いくメタルを排出してくれる、

“ヘビメタ・デトックス”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！



たったそれだけです！

たったそれだけで、あなたの中に溜まってしまった有害な物質をカラ

ダの外へ出すことができます。

あなた本来の軽いエネルギーに戻ります。

実際に、この魔法を受けた人が

体験した変化をご紹介します

✔　17年間悩んでいた背中のかゆみが消えました！かゆみととも
にニキビ跡や赤みも消えました。重金属からきていたのかと腑に落

ちました。

（40代　男性　ヒーラー）

✔　コロナでマスク生活になり、そのせいか首筋や腕の内側に発疹
が出て痒くて気になっていました。「重金属」が原因かも・・とお聞きし

てビックリ！

すぐにヒーリングを受けたところ、夜には足にも発心が出ていたもの

が翌日にはすべての発疹が緩和されました！現在良好です！

（女性　アカシック・タロットリーダー）



✔　両手指先の痺れと、頚椎の痛みが慢性化していましたが、日常
生活にさほど支障がないため諦めていました。ヒーリングを受けると

すぐに指先の痺れは消え、常に何かが乗っかっているようだった首

の重だるさもなくなりました。

あまりの即効性にビックリです！「症状がないって、こんなに軽やか

なんだ」って嬉しくなりました。

（50代　女性　ライター）

✔　最近やたらと頭が痒く、汗疹でもできたのだろうと諦めていまし
たが、ヒーリングを受けると嫌な痒みがすっかりなくなりました。

これまで40年以上、好き放題飲み食い（マグロ好き）していましたし
銀歯もあるしでひどく重金属が溜まっていたようです。

受けているときは、肩と手がビリビリし頭痛や左の目の奥に痛みが

出て終わると、今までになく頭がスッキリしました！

重金属をためてはいけないですね。

（40代　男性　宇宙ミッション覚醒ヒーラー）

などなど

昨年、宇宙から届いたばかりの新しいエネルギーですが

たくさんのうれしいご報告をいただいています。



重金属は“想念系”とは違い、可視化できるので効果が目に見え体
感できます。

たった30分！

体内の不要な有害物質を外に出し

「あなたのカラダが蘇る！」
“ヘビメタ・デトックス”
魔法の遠隔ヒーリング

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

６月７日（月）2１：00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

“ヘビメタ・デトックス”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32,780円（税込）のヒーリングを行います。

繰り返しになりますが…

今年からエネルギーが大きく変化しました。

地球規模で「価値観」の書き換えが行われています。



目に見えない波動やエネルギーでしか対応できない事柄が多くなっ

て、神聖なスピリチュアルがますます世の中に広がっていくことで

しょう。

だからといって…

その時にあなたのスピリットである”魂”や“精神”ばかりを重視せず
に、しっかりとカラダに意識をおかないとバランスが崩れてしまいま

す。

まずは、今溜め込んでしまった重たいメタルを「光の魔法」で解放し

てカラダを軽くしていただきたいと思います。

今回、宇宙からやってきた「光情報」は

物質を対象としているので効果がわかりやすいです。

・長引く自粛生活で、ウツウツしているのか？

・このだるさは新型コロナウイルスの影響じゃないか？

・更年期障害とは、ちょっと違う気がする

・とにかく、このモヤモヤした感じをスッキリしたい



・こんな湿疹やかゆみは今までなかったのに・・

という方にぴったりの“光の魔法”です！

実は、メタル検査の分析をクリニックで受けると15000円〜24000円
（毛髪および尿検査）かかります。

その後、治療をするとなるとさらに高額になってしまいます。

今回は『ハンドスキャンヒーリング』プレミアム実践コース又はオンラ

インコースにご参加くださった皆さまはもちろん、いつもメルマガを読

んでくださっている皆さまに！

半額以下の

11,000円（税込）で提供します。

宇宙は常に、進化し変容を続けています。

一見すると

マイナスムードで始まった2021年前半ですが、、、

COVID-19の蔓延による自粛生活も含め、それによって家族との時
間が増えたり、満員電車に乗るストレスがなくなったりとプラスの面

も必ずあります。



見方を変えれば、あなたがこれから大きく変化できるチャンスでもあ

ります！

宇宙の大きな愛は、どんな時でもあなたの味方です。

５Gとともにこれからますます増えてくる、体内のメタルを手放すこと
で、重たい気持ちも一緒に無くなりますよ！

いらない物質を手放して

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、受け入れられる人数には限りがありますので、先着30名さ
まのみとなります。

先着30名さま限定！
受付期間：６月１日（火）8時〜　５日（土）23時59分まで

受けてみようかどうしようか

迷っていますか？



今年もまだまだ、大変化の年になりそうですね。

2018年から始まった地球の波動上昇の波が広がっています。

あなたは、宇宙の新しい波にうまく乗れていますか？

・オリンピックによる、海外からの人や物質の流入

・新ワクチンの大量摂取

・スマホや家電を含めた、５Gのカラダへの影響

もしも今、不安や恐れがあっても大丈夫。

それは時期が来れば手放すことができます。

時代の変化を

避けることなく波に乗る！

まずはあなた自身の肉体を整えましょう。

進化を止めずにあなたが、自分で自分自身を守ることができます。

恐れの反対は「信頼」そして「愛」。



大いなるあなたの“魂”を信頼して、新しい時代のエネルギーで過ご
していってください。

遠隔ヒーリングは

必ずあなたに届きます！

手先の痺れ・湿疹・むくみ・偏頭痛などの長引く症状、

イライラやだるさ、やる気のなさ、集中力の低下など

あなた自身の波動を上げても、どうにもならない3次元の肉体からく
る問題は、「光エネルギー」で解放してください。

あなたの受け取る意思が、必ず宇宙と呼応して悩みが解放されま

す。

あなたの大切なカラダに

溜まってしまった

“不要な金属”を取り除く！

それだけで、明日からあなたのエネルギーが変わります。

〜風の時代〜の軽いエネルギーでまわりが活躍している中、2021
年の後半を、重いエネルギーのまま過ごす、、、



そんなことのないように今すぐ決断して、下のボタンからお申し込み

ください。

僕からの「愛」は

あなたに宇宙からの“光エネルギー”を送ることです！

心を込めてヒーリングしますので、

どうぞ安心して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30名さま限定！
受付期間：６月１日（火）8時〜５日（土）23時59分まで

https://light-breathing.com/p/r/8K5RJTb6


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。

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30名さま限定！
受付期間：６月１日（火）8時〜 ５日（土）23時59分まで
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