
〜新しい風の時代〜

“光の魔法”の＜伝授＞を受けて
あなたの手から癒しが起きる！

“ヘビメタ・デトックス”
《魔法の伝授 》
カラダに溜まった「重金属」を除去して

あなたとあなたの大切な人の

　不快な症状を癒す！

【先着20名さま】限定！
受付期間：６月10日（木）8時〜　６月15日（火）23時59分まで

こんにちは

ひろぴ〜です！

〜風の時代〜2021年も、後半に入りました。

https://light-breathing.com/p/r/qWY6JSrU


3次元の時間感覚は、ますます早く感じられているのではないでしょう
か？

まだまだ新型コロナウイルスは収束のめどが立たず、世界各国が混乱

の渦中にありますが、

地球は完全に

新しいエネルギーに変化しました！

土の時代の、重く苦しい支配の価値観は解き放たれました。

これからは、誰でもがどんな状況にいても個人のオリジナルな「使命・価

値観」をつくって生きていける時代です！

今年は長い地球の歴史上でも、とても重要な転換期の一年になりそうで

ワクワクしますね。

そうは言っても…

地球の変容は、まだまだ序盤。

科学技術と人間の精神性の進歩と両方のバランスを上手くとっていかな

いと、あなたの＜3次元のカラダ＞が悲鳴をあげてしまいます。



エネルギーとは波動であり、

“命”を動かす力のこと

僕たち人間は3次元の肉体を持ち、食物を取り入れ、太陽の光を浴びて
生きています。

そして、ここ地球に住まうとともに様々な動植物や鉱物などと共生し、見

事なバランスの上に生存させてもらっています。

まさに

“神秘”のうえに僕たちは
何億年も生きてきた

心で感じ、行動し喜怒哀楽を経験してさらにこれからも進化をしていきま

す。



このたった100年を振り返ってみても、生活はどんどん便利に変化をし
ました。

僕が子供の頃はマッチを使う場面がたくさんありましたが、今はライター

ですら必要なくなりボタン１つで何もかもが始動します。

日本古来の和装はなくなり、服は作り繕（つくろ）うものではなく買い換え

るものに…

毎日の食事はコンビニエンスストアで済ますことも可能です。

そしてなんと言っても、

パソコン、インターネットの普及で情報伝達のスピードは徒歩から飛行

機ほどの速さになりました。

文明によって僕たち人間は

さまざまな恩恵をいただくとともに、

そこに仕組まれた

マイナスの試練も受け続けている

科学の進歩とともにあるいくつもの弊害。。。

その１つが



体内に取り込まざるを得ない

「有毒物質」

農薬を使い育った野菜を、当たり前にスーパーで買いますね。

綺麗なつやつやのナスやピーマン、トマトに人参を毎日、口に入れてい

ます。

日本食に欠かせない米・大豆も食卓に並びます。

それらに微量の「化学物質」が含まれているのは本当に仕方のないこと

なのでしょうか？

虫も食べないキレイな食べ物を僕たち人間はいただきます。。

お風呂に入って使う、シャンプーや石鹸、毎日の洗濯洗剤、化粧品や水

道水にも微量の「有害物質」が使われています。



健康になるための薬やサプリメントの中にすら入っています。

微量では役立つ物質も、その役目を終えた後にその全てが排出され、

消えて無くなるものではないのです。

毒性のある「重金属」が

　カラダに蓄積してしまうと・・

さまざまな症状をつくります。

・水銀 ➡ うつ症状、疲労、発達障害、神経系や運動障害

・鉛 ➡ 吐き気、疲労、うつ症状、コミュニケーションや集中

力の問題、発育問題、神経系や運動障害

・マグネシウム ➡ 不安、うつ症状、けいれん、運動障害

・銅 ➡ コレステロールレベル上昇、貧血、慢性感染症

・コバルト ➡ 偏頭痛やけいれん

・アルミニウム ➡ アルツハイマー病の初期症状

などなど、



これらの症状を病院に行って訴えても、体内の「重金属」との関係を調

べてくれる医療機関は、現在のところ一般的ではありません。

あなたがもし、このような症状で悩んでいても、、、

寝込むほどではないからと我慢して生活を続け、対症療法の薬で症状

を一時的に抑えるしか方法がないでしょう。

そうすると、

“魂”の喜ぶ方向へと進むことが困難になり
あなたの人生が止まってしまう！

それでは困りますよね、、、

僕のところで“光エネルギー”のヒーリングを受け、それまでにカラダに溜
まった「重金属」を解放することは可能です。

あなたのカラダから「重金属」が抜けると、あなた本来の軽いエネルギー

で行動できるようになります！

そのあと、食べるものに気をつけ生活をすれば、ある一定期間は心もカ

ラダも元どおりになるでしょう。



でも、、、

現在、進化を続ける地球上において

化学物質や５Gの影響を
全く受けずに

生活することができるでしょうか？

生活や仕事の一部になっている、スマートフォンやパソコンを

「電磁波はカラダに悪い影響があるから…」

と、今すぐに手放すことができますか？

世の中のシステムは急に変えられません。

あなたが日常生活を意識的に気をつけることで、



さまざまな影響から完全に逃れることが可能だと思いますか？

僕はちょっと疑問です。

残念ながら現段階では、はっきり言ってムリですね。

それよりも、

自分自身や自分の周りの大切は人たちを、あなたが直接守れたらどん

なにいいでしょう！

自分自身やあなたの大切な家族は

あなたが自分で守る！

それができるのが

『ヘビメタ・ヒーリング』
＜光の魔法の伝授＞です！

「伝授」を受けることで

何回でも生涯にわたって大切な人を守ることができる！

宇宙の光エネルギーのヒーリングをあなた自身が扱えるようになること

で、カラダに溜まった「重金属」の解放が自分でできます。



あなたの手から魔法が生まれる

＜光の魔法の伝授＞です！

そうなれば、不快な症状によって歩みを止めることなく自由な人生を選

択できます。

あなたの進化にとって、不必要な世界の波に巻き込まれずに、必要な上

昇気流を選んで安心して行動できます。

なぜなら、

あなたは宇宙の恩恵“光エネルギー”を
味方につけたから！



まずは、不快な症状をヒーリングで癒して、足止めしていた日常を取り

戻しましょう。

そして、あなたの大切な人たちのカラダにもヒーリングをかけてあげてく

ださい。

そうすることで、あなたの波動が上がりエネルギーもさらに進化していき

ます。エネルギーは使っても減ることはありません。

逆に、

他の人へ“愛”のエネルギーを送ることであなたの器が広がり
ますますエネルギーを大きく“神化”することになるのです！

明るい未来を創造していきましょう。



カラダに溜まった「重金属」を除去して

あなたとあなたの大切な人の

不快な症状を癒す！

“ヘビメタ・デトックス”
《魔法の伝授 》

【伝授】の日程について

６月15日（火）21時から30分間、zoomにて行います！

当日、zoomに参加できない方でも伝授を受けていただけますのでご安
心ください。

詳しくは、

お申し込み後、こちらから個別にご連絡いたします。

【伝授】の受け方について

宇宙からの「光エネルギー」の伝授を受けるという気持ちで、リラックスし

ていてください。



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！

手のひらがビリビリとしたり、カラダに反応が出る場合がありますが特に

問題はありませんのでそのままでいてください。

伝授が終われば、自然に収まり消えますので好転反応なども心配しな

いで大丈夫です！

＊場合によっては多少のかゆみなどが残ることもありますが、何日間も続くことはありませ

んのでご安心ください。そのあとはとてもスッキリとしていきます。

価格とお支払いについて

今、このページを読んでくださっているあなたは、スピリチュアルに関心

があったり“魂”の進化に興味があると思います。

すでにヒーラーとして活躍されている方もいらっしゃるでしょう。ご自身の

霊性を上げてクライアントさんにさらなる貢献ができると、あなた自身の

“愛”も深まります。

僕のハンドスキャンヒーリングでの「光エネルギー」の伝授は、それぞれ

20万〜80万円で行なっています。

今回の『ヘビメタ・デトックス』も一生使える「光エネルギー」ですので30
万円以上の価値があります。



はじめに説明したように、カラダに溜まってしまう重金属は徐々にあなた

やあなたの大切な人の肉体を蝕んでいきます。

このような情報を知り、クリニックであなたから検査を依頼すればメタル

検査の分析を15000円〜24000円（毛髪および尿検査）で受けることが
可能です。

それにプラス治療費になります。

体内に溜まったかどうかを定期的に検査をし、高い治療費を払い続ける

のも大変です。

そしてもう１つ、

「重金属」と関係して厳重に注意していかなければいけないのが、５G
（高速大容量、第5世代移動通信システム）です。

今年中に東京は全域、その後日本全国にエリアを拡大していくことは確

定しているので電磁波の影響から逃れられない状況です。

電磁波に当たって、ミツバチやムクドリがショック死している映像がユー

チューブには出ています。

あなたの体内に溜まってしまった「重金属」と５Gが化学反応を起こし、
体内で小さな爆発を起こす、、

そんなことを避けるために



緊急対策・特別価格で

あなたに“伝授”を行います！

一度、伝授を受けるとあなたはもちろん、あなたの周りのご家族を始め、

誰にでもヒーリングすることが可能です。

僕のヘビメタ・デトックスヒーリングを受けたことがある方は、体感がきち

んとあると思いますが、初めての方でも伝授を行うことで同様の効果を

感じられます。

さらに、どなたに対しても対面はもちろん、遠隔でも行うことができま

す！

コロナ禍で会えない方やワクチン接種後の不安の方、さまざまな病気で

入院中の方や遠方にお住いのご両親など…

定期的に「メタルの解放」を行うことで安心・安全な日常を一生送ってい

ただくことができます。



一度に伝授する人数は限られます。

今回は、すぐに決断された20名の方に
54,780円（税込）で提供します。

■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。

・銀行振込　54,780円（税込）　一括払い

・クレジットカード　54,780円（税込）　一括払い

・クレジットカード　4,850円×12分割

・クレジットカード　2,600円×24分割

【先着20名さま】限定！
受付期間：６月10日（木）8時〜　６月15日（火）23時59分まで

伝授はあなたの“魂”の財産です！

https://light-breathing.com/p/r/qWY6JSrU


「光エネルギー」が自分で使えるようになると、

あなたの器がさらに広がります。

なぜなら、

あなたの「愛」を他の人へと与えることが、とてもカンタンになるからで

す。伝授された宇宙の恩寵「光エネルギー」を使うだけで、その場が癒し

で満たされます。

場を癒すことは…

これまであなたを育んでくれたマザーアース＝母なる地球への恩返しに

もなるのです。

伝授によるヒーリングは

パワフルです！



あなたが意識しなくても、宇宙の意図が周波数となって降りてくるからで

す。

まずはご自身を癒し

それからあなたの大切な人たちを癒してください。

あなたがヒーリングを行うことで、

『無条件の愛』が自然にあなたの“魂”にも満たされます。

どうぞあなた自身で体験してみてください。

進化を続ける地球のため、

そこに生きるあらゆる生命のため、

僕と一緒にさらなる“魂”の深化を目指しましょう。

ハンドスキャンヒーリング創始者　

ひろぴ〜より

【先着20名さま】限定！
受付期間：６月10日（木）8時〜　６月15日（火）23時59分まで



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。

https://light-breathing.com/p/r/qWY6JSrU


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20名さま】限定！
受付期間：６月10日（木）8時〜　６月15日（火）23時59分まで

https://light-breathing.com/p/r/qWY6JSrU
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