
🚨 緊急情報 🚨
ワクチンを受けた方・これからの方

受けた方の近くにいる方の

　不快な症状を癒す！
“ワクチン.デトックス・

ヒーリング”

《魔法の伝授 》
不必要な遺伝子情報を除去し

あなたの大切な家族を

　目に見えない脅威から守る！

【先着80名さま】限定！
受付期間：7月22日（木）8時〜　7月27日（火）23時59分まで

こんにちは

ひろぴ〜です！

https://light-breathing.com/p/r/K0P3OHXP


今日は前置き抜きで、

あなたに緊急のお知らせがあります。

あなたは今、

ワクチンを接種しようかどうしようか

迷っていませんか？

あるいは、

あなた自身は接種しないけれど、家族が当たり前のようにワクチン接種

を望んでいる。もしくはすでに接種を終えている。

後遺症とか心配だけど、どうしよう？

情報が迷走していて

どれが本当のことか

何を信じていいいのかわからない



僕のもとにも、大げさではなく朝から晩までひっきりなしにメールやライン

で問い合わせが来ています。

「いったい、何が正しいの？」

「どういう選択をしたらいいの？」

「家族が打っちゃったけど、大丈夫かな…」

「ワクチン接種を受けないと、仕事をやめさせられちゃう…」

「ワクチン接種者が感染源になるって本当？」

などなど、、、

ワクチンを打つのも怖い

打たないのも怖い



今、日本だけではなく世界中で不安エネルギーが次々と発生して渦巻

いていますね。

パニック寸前の状態です。

政府が「緊急事態宣言」を発令し、飲食店を初め多くの日本人が自粛を

強制されている。

そんな状況にも関わらず、オリンピックは開催され海外からの選手団・

関係者が大勢、入国しています。

WHO（世界保健機構）が発表している、ワクチンの効き目が薄い変異株
＝VOC及びVOIは、海外から現在８種類見つかっており今後も増える
予測です。

数種類ある変異ウイルスには、

効果があるのか？

現段階では

　わからないことだらけ！



まだ “治験状態” で結果の保証のない今回のワクチンは、接種したのち
僕たち3次元の肉体がどのようになるかわかっていません。

緊急事態の名のもと、大規模接種が半強制的に事業展開されデータ集

めをしている段階なのです。

事実として、僕の生徒さんで

こんな事例があります。

✅ワクチン接種を受けた直後、脳梗塞の状態になり緊急入院…
✅磁石がカラダにくっつくようになってしまった…
✅フラダンスの教室でワクチンを打った人たち数人と一緒に運動し

たら、不正出血と左右の卵巣に痛みが…
✅ワクチン接種会場の横を自転車で通っただけで、頭痛と吐き気が

…
✅職場で接種した方の近くで仕事をしていると、身体中が痒くなった

り頭痛がする…



報告を受け、みなさんそれぞれに「ワクチン.デトックス・ヒーリング」をし
た後に症状はおさまりホッとしましたが、

今回のワクチンの毒性はかなり強力で、排出されるまで時間がかかる

ケースが多いです。

なぜこのような症状が起こるのかというと、

これまでの様々なワクチンとは

作られ方が違う

インフルエンザワクチンなどこれまでは、弱毒化＝弱ったウイルスや死

んだウイルスを注射で入れていました。入ったデータによって抗体・免疫

はできたけれど少ないので効き目が弱い。

今回のワクチンは、人工コロナのスパイクタンパクの遺伝子情報を筋肉

細胞を通して直接送るため強力なワクチンをたくさん作ることができる。

僕たちが誕生するときに、

大いなる源から受け取ってきた遺伝子とは違う

遺伝子組み換え情報が入ったワクチンを

体内に取り込むと



これまでのように

抗体ができて終わりにはならず

“免疫暴走”を促し全身に炎症が起きる
　可能性が非常に高い！

今、臨床的にみているとワクチン接種後に

一番ダメージを受けるのが、血管！！

血管の内皮細胞にキズができる

🔻
潰瘍になる

🔻
出血する

🔻
血小板がやってきて血が固まる

🔻
血栓ができる



🔻
脳梗塞や心筋梗塞に…

さらには、コロナ陽性者と同じように汗や唾液からほかの人にも感染さ

せてしまう。

僕たちが持っている『自然免疫』は全く作用しなくなり、それが永続的に

続いてしまう。つまり一生涯、毒性を持ったワクチン情報が細胞に伝達

され続けることになる。

新型コロナウイルスによる

パンデミックの収束後

新たなウイルスと戦うことが

できないカラダに、

　変化させられてしまう！！

今、目の前で起きていることに注目し

早急に対処することはもちろん大切です。

しかし、

それを乗り越えるための選択が、幸せな未来がなくなってしまうのでは

意味がない！



希望のない未来への選択は

なんとしても今、食い止めなくてはなりません。

新型コロナウイルスの被害は

大きく伝えられているが

ワクチン接種後の副反応については

ほとんど報道されていません！

目先のことだけを考えて

次世代の子供たちに何を残せるでしょう？

僕たちが一番に考えなくてはいけないのは

子供たちの安心安全な未来



すべての“命”が輝ける地球

声を上げていくのはもちろん、個人レベルでできることは、

あなたの肉体に不必要かつ、免疫システムを壊す物質を取り込まない

こと！

ワクチンを取り込むことで、

周りの人にもマイナスな影響を与えてしまわないことです！

今回の試練は世界規模なので

情報がふくれ上がり厄介です

ワクチン・デトックスには

　　スピードが勝負！！

とにかく早くデトックスをしないと

取り返しのつかないことになります。

新聞・テレビを始めとするマスコミが、どれだけあなたを守ってくれるで

しょうか？

世間の雰囲気や周りに流されることなく、危機意識を持ってください！



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

『ワクチン.デトックス・ヒーリング』
＜光の魔法の伝授＞です！

「伝授」を受けることで

大切な人を守ることができる！

ヒーリングをすでに受けられた方々は、100％のデトックス効果がありま
した。

今の状況下では、医療従事者はもちろん様々な事情でワクチン接種を

受けざるを得ないことがあるようです。

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、カラダに取り入れた「不必要なワクチン情報」の解放が自分でできま

す。

ワクチン接種を当たり前のように望まれている、遠方のご家族にも可能

です！



あなたの手から魔法が生まれる

＜光の魔法の伝授＞です！

どの時代においても

光と闇は存在しています。

闇が深ければそれだけ、光り輝くその先へと続いている証拠です。

とはいうものの、

今回は直接に“命”に関わる状況なので僕も急いでいます。

あなた個人の問題では

済まされない

〜風の時代〜だからこその

お試しが、今きているようです！



今回の人工ワクチンは、確かに一時的な抗体はできるけれどその後の

スパイクタンパク産生を永続的に行ってしまうことで、

天から与えられた、自然免疫の働きを使えなくしてしまう！

さらには、ワクチン接種後の重篤者数・死亡者数はインフルエンザワク

チンと比べておよそ100倍にもなっています。

（＊厚生労働省7月7日発表資料）

これまでのように、

強い勢力に巻き込まれて生きる人生。

OR
個人の意識で判断し、

光の仲間と共に進む人生。



あなたのこれからの人生、どちらを選びますか？

不必要な遺伝子情報を除去し

あなたの大切な家族を

　目に見えない脅威から守る！

“ワクチン.デトックス・
ヒーリング”

《魔法の伝授 》

【伝授】の日程について



7月29日（木）21時から30分間、zoomにて行います！

当日、参加できない方は

8月1日（日）21時から30分間、再度、伝授を行いますのでそちらにご参
加ください。

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！

価格とお支払いについて



今回は、本当に緊急を要する出来事が世界規模で起きてい

る最中です。

僕たちの免疫システムが狂ってしまう、その大元を断つための情報を宇

宙にお願いしてやってきた “光エネルギー” の伝授になります。

スピリチュアルの仕事をしていても、そうでなくても3次元の肉体が地球
上で整っていなくては全てにおいて影響が出てしまいますね。

光の道を進むあなたに、さらなる『ココロ・カラダ・魂』の統合と進化を目

指していただきたいと思います。

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『ワクチン.デトックス・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ワクチンは徐々にあな

たやあなたの大切な人の肉体を蝕んでいきます。

一度体内に入れてしまうと、年月が経っても自然に消えることはありま

せん。そして、あなたが生まれながらに持っている大切な「自然免疫シス

テム」は破壊されてしまいます。



ワクチンによる遺伝子情報の書き換えが終わると、これまでは意識せず

にやっつけてくれていた自然ウイルスに対しても、戦えなくなってしまうと

いうことです。

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、

誰にでもあなたが直接ヒーリングすることが可能です。

僕の「ワクチン.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遠方にお住いのご両親、仕事の都合上どうしてもワ

クチン接種が必要な方、すでにワクチン接種が済んで心配な方など…

「ワクチンの解放」を行うことで安心・安全な日常を取り戻していただくこ

とができます。

一度に伝授する人数は限られます。

今回は、すぐに決断された方に限り

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80名さま】限定！



受付期間：7月22日（木）8時〜　7月27日（火）23時59分まで

今回、緊急対策の要因は３つ！

１、ワクチンを打つと永続的に遺伝子レベルで伝達が起き、一生消える

ことがない。

２、全身を巡っている血管に影響が出ることで、血栓ができてしまい脳梗

塞や心筋梗塞の原因に…

３、本人が受けていなくても、受けた人から感染してしまう。

ワクチン接種は政府の方針であり、お医者さんも巻き込まれているので

僕たちの対応もむずかしいところです。

伝授はあなたの“魂”の財産です！

https://light-breathing.com/p/r/K0P3OHXP


スピリチュアル的、宇宙的視点から僕なりにいうと、、、

この非常に困難な時代を選んで、

あなたは生まれてきているということがあります！

後続の“魂”を牽引できる光の戦士であり、それだけ優しく強い“魂”でもあ
りますね。

ぜひ、僕と一緒に地球の平和のため、宇宙から与えられた光とともにま

すます“魂”を輝かせていきましょう〜

ハンドスキャンヒーリング創始者　

ひろぴ〜より



【先着80名さま】限定！
受付期間：7月22日（木）8時〜　7月27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。

https://light-breathing.com/p/r/K0P3OHXP


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80名さま】限定！
受付期間：7月22日（木）8時〜　7月27日（火）23時59分まで

Q&A

Q：伝授を受ければ、誰でもすぐにできますか？

A：はい、誰でもできます！特別な体感やスピリチュアル能力など、一切
関係ありませんので安心して受けていただけます。

Q：初心者の私でも、遠隔ヒーリングができますか？

A：“光エネルギー”は、距離に関係なく確実に相手に届きます。手のひら
を広げるだけの世界一カンタンな方法でどなたでもできます！

https://light-breathing.com/p/r/K0P3OHXP


Q：家族や親しい方にもデトックスしてあげたいと思いますが、内緒でし
てもいいですか？

A：厚労省もファイザーなどの製薬会社も、副反応については否定して
いません。できればそのことを話し許可を取っていただくことがベストで

す。

あなた自身に影響が出るけれど、許可が得られない…

そんな場合は、ご自身を取り巻く環境としての浄化と捉えてやってみるこ

とをオススメします！

Q：支払いは分割でも大丈夫ですか？

A：はい、24分割までありますので、ご希望でお選びください！
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