
　

　お申し込みの方＊全員に動画プレゼント！

　　1週間、何度でもヒーリングを受けられる

　　＜ひろぴ〜のヒーリング動画＞

　　この世界は、何かおかしい・・！？　

あなたの中の“闇”をとりのぞき
深い安堵感と喜びの世界へ

無意識下にある

　DNAに組み込まれた
　　暗闇から脱出 する！

“闇デトックス”
　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：4月28日（木）21時から30分間

受付期間：4月24日（日）8時〜4月28日（木）19時59分まで



あなたは今

こんな思いを感じていませんか？

✅　これだけ技術が進歩しグローバルな世界になっているのに、戦争
が起こっているのはなぜだろう？

✅　例えば、年金ひとつとっても制度崩壊ギリギリと言われているのに
他国支援は莫大な金額を払っているのはどうして？

https://light-breathing.com/p/r/FTDgO83K


✅　コロナパンデミックを、闇の勢力が操作していると聞いたけれど…　
これだけ続くとあながち嘘とも言い切れないような気がする

✅　当たり前にさまざまな税金を支払い続けているけれど、本当のとこ
ろ国の財政なんて見えない

✅　権力には逆らえないけれど、自分ももっと影響力があればいいと思
う

✅　自分だけ損している気がして、成功している人たちがうらやましくて
しかたない…

✅　頑張っても大きな力には太刀打ちできるわけはないから、諦めるし
かない

　

✅　心身ともに苦しい生活はいつまで続くのだろう…

　これらがもし、、、

隠されている「闇の勢力」の

せいだとしたら！



実際に僕たちの目には直接触れない、表に現れてはこない権力者と言

われる「闇の勢力」は確かに存在しています。

彼らはとても知性に優れていてまるで闇とは無縁の「光の存在」のような

アプローチをしてきます。

世界平和をうたい、弱きを助け、平等をかがげてアプローチしてきます。

そもそも

「闇」とは何か？

キリスト教では「原罪」といい、仏教では「業」と呼ばれているものにあた

ります。

なんだか難しそうなこれら、

じつは、

ちょっと意外に思われるかもしれませんが、、、

僕たちの心の中にある「羨ましい」という思い、それこそが「闇」の

原点なんです。

えっ！？



もっとおどろおどろしく暗く怖いものがあると思いませんでしたか？

他人が羨ましい

他者と比較してしまう

自分は劣っている気がする

優位に立ちたい

そんな、誰でも心の片隅に少しは持っている感情が膨らんでいきエスカ

レートすると、、、

自分の思い通りに

相手を

コントロールしたい

という、自我意識の誤った拡大妄想やとらわれから抜け出せなくなって

しまうこともあります。

これを理解するには、人類の心の発展の長い長い歴史

太古の昔、

神の時代から



持ち越している課題

光と闇の「分離」までさかのぼらなければなりません。

神話に登場する“大天使ルシファ”は、神さまに一番近い存在と言われる
ほど優秀で、自分も神になりたいと望むのです。

あまりに優秀なため、神に回帰して自我がなくなる恐れから神との一体

感よりも「分離」して神の権力を手にしたいと、

分離の極限である「闇」へと向かってしまいました。

さらに

ルシファが引き連れた天使たちが堕天使となり、地球上に降り立ち“闇
の領域”を人間界に広げ続けていきました。

原罪・分離の極限の感情は



ズバリ

『嫉妬』です！

いつの時代も、地球上どこの国でも支配構造が出来上がっているの

は、

神以外の存在（人間）が神さまに嫉妬して、唯一絶対である神さまのよう

な力を手に入れようと躍起になった結果です。

神の偉大な力は権力とは違う“愛の力”であるのに気
づかないため“闇”の力が拡大してしまいました。

残念ながら、僕たち人間のDNAには望む望まないに関わらずその“闇”
が受けつがれていて、日常生活を脅かしています。

それらは

無意識のもっと下

集合意識よりも深く“超意識”にまで
深く刻まれているため

自力ではどうすることもできない

けれど、



今回のワクチン騒動で、僕たちの無意識のフタがちょっと持ち上がった

のです。

きっかけは

コロナパンデミック

👉　副作用の強いコロナワクチンを、盲信していつまでも打ち続けて本
当に大丈夫？

👉　これだけ、ワクチン接種が進んでも現状が変わらないのにマスコミ
をはじめ何故か反対のメッセージは報じられないのは不自然じゃない？

👉　ワクチンを打っていないとレストランには入れない、空港に入れな
い、、、って、何かおかしい。



👉　他の病気や事故などで亡くなっている人の方が圧倒的に多いの
に、コロナに罹患するとお見舞いはおろか家族のお葬式にも出られな

い、、、それは異常なこと。

などなど、

自分も含め身近な人たちの“命”に関わる問題になると、

「権力には逆らえない」と言って見過ごすことができない状況にな

り、僕たちの心が一斉に動いたのです！

コロナパンデミックで表面化したその“闇”の存在に気づいたことで、それ
と呼応するように、個人の“闇”も浮上してきました。

あなたの無意識下にあった思いが、警報を発し顕在化してきたのです。

それをそのままにしておきますか？

“闇”の存在に気づかせてくれたあなたの内側の光を、また外側からの
“闇”でおおってしまっていいのでしょうか？

宇宙の意志はいつでも完璧です！



地球の次元上昇に合わせた、僕たちの気づきの量が整うのを見計らっ

たように

アルクトゥルスの光エネルギー

『魔法のヒーリング』が

やってきました！

僕たち人間の「何かおかしい」という気づきの沸点は見方を変えるとチャ

ンスです。

これまでの、日常生活におけるマイナスのとらわれや自己否定の意識

は“闇”という権力の洗脳だったということかもしれません。

今、この気づきのタイミングでデトックスを行うことで、人間の染み付いて

しまっている“闇のシステム”を解放することができます。

そこに登場したのが、



“闇デトックス”の魔法のヒーリングです！

マイナスの感情だけではなく、

“闇”と共鳴している人間関係・お金・仕事のバランスを取り戻すことがで
きるでしょう。

あなた自身の中にある“闇”が溶けていくと、世界のカラクリや真実が
はっきりと見えてきます。

あなたの人生が

闇の逆側にある

“光り輝く状態”に戻る！

闇が深ければ深いほど、そこから抜けたあとの景色は光に満ちていま

す。



本来、人間が持っている“神聖”が曇りなく発揮され
これから200年以上つづく〜風の時代〜のエネルギーに軽く
乗ることができるでしょう。

人の目を気にすることなく、新しいチャレンジをしたり

時間をかけずにあらゆることを決断できたりと、

自立した人間同志として

新しい人間関係を築くこともできますね。

あなたの中の気づいていない、DNAに組み込まれた「妬み」「闇」「分離
感」をデトックスして光の存在であることを思いだせます。

あなたの中の“闇”をとりのぞき
深い安堵感と喜びの世界へ

無意識下にある

　DNAに組み込まれた
　　暗闇から脱出 する！



“闇デトックス”
　魔法の遠隔ヒーリング　

で得られるメリット

✅　植え付けらた“闇”のシステムによって、重くなっていた心が解き放た
れ、軽くチャレンジする力、行動する力がよみがえる！

✅　〜であるべき、〜ねばならない、という教育や社会通念から解放さ
れ自由意志のもと、本来の自分らしさを発揮できる！

✅　あなたが光そのものになることで、他者との比較がゼロになり「妬
み」や「羨望」からくる「自己否定」など、長い間の苦しみがなくなる！

✅　自分の中の“闇”が一掃されることで、共鳴できない相手とはスッパ
リと自然に切れてしまう！

✅　自分の心の中での光と闇の争いが終わり、平和と調和を取り戻す
ことができる。

✅　世の中を曇りのない目で見えるようになるため、不必要な不安や恐
れにとらわれることがなくなり、深い“安心感”を得ることができる。

これまで、人間の業やカルマとして取り除くことが難しかった「無意識下

にある“闇”」を、、、



たった30分のヒーリングを受けるだけで、デトックスすることができます。

なぜ、こんな

圧倒的な効果が得られるのか？

今、〜風に時代〜の始まりのタイミングでこのような“闇”をデトックスでき
るということは『奇跡』と言っていいでしょう。

地球がアセンションした2012年を機に、波動が上がり続けています。

さらに200年に1度の宇宙エネルギーの変化の今だからこそ長年にわ
たって隠されてきた

「闇の勢力」からの解放がようやくなされるのです。

間違えないで欲しいのは、“闇”そのものに対して手出しをするのではな
く、あなたの中にある“闇”を解放するということです。

世の中の闇と光は陰陽の関係で、闇の中に光があり、光の中に闇を抱

えてバランスをとっています。

そのバランスを取り戻し、あなたを光の存在として輝けるようにするヒー

リングです！



本来に戻り、締め付けから解放された素晴らしい人生を送ることができ

ます！

ぜひ、体感していただきたいと思います！！

“闇デトックス”ヒーリングの
魔法の受け取りかたは

カンタンです！！

そんな強烈なエネルギーヒーリングを受けるのは大変なんじゃないか

な・・・

と思いましたか？



ところが、、

あなたは素直に宇宙に委ねる気持ちで、ゆっくりリラッ

クスしてヒーリングを受けるだけ！

たったそれだけです！

たったそれだけで、DNAにまで組み込まれている”闇”のデータを解放で
きるのです。

“闇”と共鳴している人間関係・お金・仕事の問題も同時にほどけていくで
しょう。

さらに、今回は“闇デトックス”のヒーリングを受けたあと、必要な方には
繰り返し浄化を深めていただけるように、＜ひろぴ〜のヒーリング動画

＞もプレゼントいたします。（ご本人のみ閲覧可）

ただし、1週間の期間限定ですのでお間違えのないようにお願いしま
す！



今回の「闇デトックス」ヒーリングを

体験された方々の

直近のリアルな声を

　まずは聞いてください！！

✔　ひろぴ〜先生！もう本当に人生変わるくらい“闇
デトックス”やばいです！！

１〜３月上旬まで、いろいろ気分が落ち込んで地にもぐっていました

が、まったくそれがなくなりました。毎日のように気づきが起きて、悟

りがひらけちゃう感じです^^

それまでは、メルマガ書いたり色々面倒で、ものすごく時間がかかっ

ていたのですが、、、ヒーリングを受けてからは嫌だなとか面倒だな

と思わずに仕事もスイスイ速く進むようになりました！　あと、エネル

ギーをかなり体感できるようにもなってきました。文字を見ただけで

全身にエネルギーが流れるのを感じます。

（「使命ビジネス☆アカデミー」主催　Michiko.F.
さん）



✔　“闇デトックス”のヒーリングを受けたら、メッチャは
じけている自分に変化しました！！

私は、根がとても明るいと思っていたんですが、イマイチ一歩先へ踏

み出せない、自分の正直な声で行動できないでいました。今関わっ

ているグループや立場から遠ざかりたい、逃げたい状態でした。

でも、“闇デトックス”のヒーリングを受けたら、なんとめっちゃはじけて
いる自分に気づきました。関わりのある人間関係もラク〜楽しい〜

に変化できて、本当にうれしいです＼(^o^)／

（エステシャン　M.S.さん）

✔　もし“闇”があるのなら全て出して浄化したいと思
い、ヒーリングを受けました！

受けていると、なんだかわからない言葉が降りてきて、自分の内面

に入りやすくなりました。体感が言葉の振動として現れてくるので溜

まっていたものが出やすく、自分の家系を辿ってみると、体内、細胞

に刻まれた記憶の闇が浮かび上がってきました。



“闇”を知り受容することが、今後の人生をより良く生きるために、ど
れほど役に立つのかを実感しています。

（占星術家、美と健康のヒーラー　

tomoko H.さん）

✔　“闇デトックス”は強力ですね！

ヒーリングを行うと、現実面で過去のことを思い出したり、ざわついた

り、どんよりしたり、誰かとのコミュニケーションで落ちたりと闇データ

が表面化しやすくなり、その後、軽くなるのがわかります。頭がスッ

キリして、すごくいい感じなので継続したいと感じています。

（セラピスト　M.N.さん）



✔　わぁ〜！っと叫びたくなるような感覚のあと号泣し

ました…

ヒーリングを受けてすぐ、頭頂から胸にドン！とエネルギーが入って

きて、その瞬間込み上げるものがありました。しばらくして落ち着い

ても両手が小刻みに震えていて、そのあと暖かい気持ちになりまし

た。

“闇”を持っているだろうなぁ〜とは思っていましたが、これほどキツイ
体感に、やっぱりなぁ…という気持ちと、今とれてよかった〜という気
持ちでいっぱいです。伝授を受けて、もっともっと軽くなっていきたい

なぁと思っています。

ひろぴ〜先生、ありがとうございました！

（ヒーラー　M.Y.さん）

✔　いいとか悪いとか、両極に振り切ったあと、真ん

中に戻った…そんな感じでした。

ヒーリングを受けるとすぐ、両手が硬直してきて、ああ、まだまだある

んだと思いながら手をながめていたら「お前はダメだ、お前はダメだ」



「お前にはできるわけがない」そんな言葉が大きく黒いイメージで頭

の中でリピートされました。

しばらくすると、意識が切り替わったような気がして、いいとか悪いと

か、全部私の中にあるものだったのかもと気づきました。また続けて

いこうと思います。

（セラピスト　M.K.さん）

✔　“闇デトックス”にとても興味があり、伝授が始まったらいきなり吐
き気が襲ってきました。ヒーリング中に何回か胃のむかつきがありま

したが、ヒーリングが終わって10分くらいすると目の前がすごく明るく
なり肌が透き通るようにキレイになってると言われました。不思議で

す。

（M.K.さん）

✔　仕事上でいろいろなトラブルに巻き込まれたり、脅されたりで、

家庭内もギクシャクしてしまい本当に大変な思いをしてきました。

”闇デトックス”をしていただいてからは、そういうことがすっかり無くな
り、本当に良かったと思っています。ありがとうございます！！

（E.O.さん）



✔　開始2〜3分で首などが痛くなってきたり、軽いめまいを感じまし
た。5分後くらいには落ち着き、その後、テレビや親や地域の人が
言っていたり学校で習ったりした、「常識的」「世間的」なことなどは、

闇に洗脳された内容だった！というようなビジョンが次々に見えまし

た。

翌日は、首の痛みと軽いめまいとだるさを感じ、今までのひろぴ〜さ

んのヒーリングのなかで一番、好転反応と思われる状態を感じまし

た。

意識的にも少し変化を感じますし、無意識レベルで価値観が変わっ

ていってる気がします。

（M.A.さん）

あなたの中の“闇”をとりのぞき
深い安堵感と喜びの世界へ

無意識下にある

　DNAに組み込まれた
　　暗闇から脱出 する！

“闇デトックス”



　魔法の遠隔ヒーリング　

提供方法について

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！

ただし、強力なヒーリング効果があるため運転中などは避けください。

ヒーリングの日程について

4月28日（木）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

“闇デトックス”のヒーリングを受けるという気持ちで、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。

繰り返しになりますが…

“闇エネルギー”は
無意識のもっと下

集合意識よりも深く“超意識”にまで
深く刻まれている

そのため、自力ではどうすることもできないのです。

人間の根源の“闇”である＜羨望からくる自己否定＞を解放し、神の本質
である”光”に近づけるチャンスです。

今回、宇宙からやってきた「光情報」はとても深い僕たちの意識に働き

かけるためデトックス効果が強力です。

・自分の内側も外側も、マイナスの事柄ばかりでもういい加減イヤになっ

た…



・家庭内の不和から国家間の争いまで、世の中はどうしてこうまで対立

していなければいけないのだろう…

・スピリチュアルの世界では。世界平和をみんなが願っているのに実際

は真逆の気がする…

・権力を持っている人たちが、きっと何か大きな秘密を隠していて一般人

はそれに従うしかないのだろう…

・お金・人間関係・仕事のことなど、これからも一生悩み続けないといけ

ないと思うとうんざりしてしまう…

・何か楽しいことがあっても、またすぐに落ち込んでしまうのはなぜだろ

う？本当の自由を手にして思いっきり生きる喜びを感受したい！！

という方にピッタリの”光の魔法”です。

今回はシークレットで、メルマガを読んでくださるあなたと僕の仲間内グ

ループの皆さまだけに！

半額以下の

11,000円（税込）で提供します。



ヒーリングを初めて受けるという場合でも、エネルギーを受け取ったり感

じたりすることがよくわからないという方でも、100％
デトックス効果があります。

本来は不要である、“闇”エネルギーが作り出すさまざまな悩みを解放し
明るく希望に満ちた生活が手に入ります。

あなたの能力を最大限に発揮して

よりたくさんの光と意識を

周りへと

広げていきましょう！

■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：4月24日（日）8時〜4月28日（木）19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？

３年目に入る、コロナ・ワクチン騒動をきっかけにして人々の意識が大き

く変化しています。

https://light-breathing.com/p/r/FTDgO83K


そんな個人の力ではどうすることもできない人間の宿命も全て、大いな

るもの、宇宙の計らいと考えると少し肩の力、身体の緊張が解けてくる

のではないでしょうか？

僕たちは、手放すことが苦手です。

長い歴史の中で”闇の勢力”や”権力”から逃れ、家族や部族を守るため
人間は戦ってきました。その恐れから常に心身ともに緊張感を強いられ

てしまっているのです。

その”闇”は個人の心の中にも根づいてしまっています。

けれどもようやく、

それを手放し解き放たれる”光エネルギー”がこの地球までやってきまし
た。

遠隔ヒーリングは

必ずあなたに届きます！

“闇”の存在に意識的に気づいた今、また時間の経過とともに、その心の
フタが閉じてしまう前に今すぐ決断してデトックスをしてください。



宇宙の光は全てを癒します。

その光エネルギーを受け入れることで、あなたも「無条件の愛」を感じる

ことができるでしょう。

無意識下の”闇”を手放した後の清々しい生まれ変わったあなたに、どう
ぞ出会ってくださいね。

僕が心を込めて、ヒーリングを行います。

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：4月24日（日）8時〜4月28日（木）19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。

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。

https://light-breathing.com/p/r/FTDgO83K


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550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：4月24日（日）8時〜4月28日（木）19時59分まで

Q&A

https://light-breathing.com/p/r/FTDgO83K


Q：「闇デトックス」のヒーリングを受けることで何かデメリットはあります
か？

A：デメリットはありません。安心・安全なヒーリングです。デットクス中に
頭痛がしたりということが起こる場合がありますが、排出が終わればと

てもスッキリします。

まれに、翌日までだるさなどが残ることがありますが、好転反応ですの

で安心してください。すぐに落ち着いてきます。

Q：ヒーリングを受けても、何も感じない人にも効果がありますか？

A：はい、もちろんです！体感としてあまり感じないタイプの方もいらっ
しゃいます。でも、本人が感じる感じないに関わらず細胞レベルでデトッ

クスがしっかりと行われているので安心してください。

その後、日常での変化を楽しみにしてくださいね。

Q：初めて受けてみようと思うのですが、Zoom越しでもエネルギーは届
くのですか？

A：そのように感じるお気持ちはよくわかります。けれど、あなたが普段
使っているケータイやパソコンなどもWi-Fiがあればどこにいてもつなが
りますよね。

ハンドスキャンも同じで、手のひらが宇宙のWi-Fiになり“光のエネル
ギー”が届きます。ぜひ一度体験されてみてください、あなたのエネル
ギーが変化します！

Q：家族や親しい人にもしてあげたいと思うのですが…



A：今回、僕からのヒーリングを直接受けてまずはあなたご自身が体感
されてみてください。その後、伝授を受けるという方法も考えていますの

で楽しみにしていてください。
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