
あなたの手から魔法が生まれる！

　“この世界の闇を浄化
　できる光エネルギー”

の伝授
　を受けませんか？

“闇デトックス”　
《魔法の伝授 》

“闇”の力の拡大をストップさせて
光と闇をあなたが“統合”する！

【先着30名さま】限定！
受付期間：5月10日（火）8時〜　5月14日（土）18時00分まで



こんにちは

ひろぴ〜です！

いきなりですが、

あなたはこの世に存在する“闇”について考えたことがありますか？

世界を一瞬にして覆ってしまう

強力な“闇”のエネルギーです！

というのも、、、

先日、

https://light-breathing.com/p/r/MPGF2rDd


今年になって宇宙からやってきた、新たな“光エネルギー”である
「闇デトックス・ヒーリング」を数名に対して行っていたところ

強烈な負のエネルギーを受けてしまい、真っ直ぐに座っていることがで

きなくなり横になってヒーリングを続けました。

ヒーラーとして活動していると、そのようなことは時に起こりますが、

それにしても今回の

“闇”に対するデトックス・ヒーリングは、
強力で長時間つづきました

グランディングをきちんとするとか、サイキックアタックから身を守るオー

ラガードという次元の問題とは少し違いました。



おそらく“闇”の分子を素粒子レベルで引き寄せてしまったのかも知れ
ず、そうなると人に限らずあらゆるもののデータが混在してしまいます。

はっきり言って、かなり厄介です。

言い換えると

世の中には”闇のエネルギー”が
至るところにある

と言えます。

“コロナパンデミック”
を始め

自然災害後の

“放射能汚染”の拡大

肉体に悪影響を与える

“化学物質”や“電磁波”

これら全てが“闇のエネルギー”が増大した結果と言えます。



あなたにとっては外側の出来事であり、あなた自身が被害者のようによ

うに感じられるかも知れません。

けれども、残念なことに

それら“闇エネルギー”の原点は僕たち人間に生まれながらDNA
レベルで組み込まれているのです。

たとえば、

妬ましい・羨ましい

他者を思い通りにしたい

　　人よりも上に立ちたい・・・

そこからくる



卑下・自己肯定感の低さ・不平等感

どうせ私なんか、僕なんか…

という

当たり前に誰もが少なからず感じている思い、それが徐々に膨らんでい

くことで非常に強力な「闇エネルギー」へと拡大していきます。

大げさなようですが、世界のあらゆる現象、太古からつづいている歴史

はそれら人間の＜強い感情＞から生まれた結果です。

そして、

そのような＜強い感情＞から＜強い権力＞が生まれ、

一見すると「みんなの幸せのため」というような世の中の仕組みが作ら

れてきました。

優しい言葉で〜世界平和〜を謳いながら、思い通りにならないと激しい

「闇の力」を使うのです。

僕たちが当たり前に思って生活している常識。教育。さまざまな社会シ

ステム。

　👉　医療と薬品

　👉　毎日の食品



　👉　農薬や化学添加物

　👉　過剰な塩素消毒

なぜ、

支配者層・権力者と言われる人々はオーガニックな食品を食

べて、“自然療法”を使い健康で長生きで、

僕たち一般人は病気がちで、すぐに医者や薬に依存している

のでしょうか？

そんな言い方をして

少し、驚かせてしまったかも知れませんね。。。

けれど視点を変えてみると、



それすらも全て、宇宙が「あなたは“神聖な存在”なんだ」ということを思
い出させるためのストーリーであるということもわかります！

なぜかというと、

それら大量な

“闇エネルギー”のおかげで

👇

「何かおかしい！？」

という無意識下にあった思い

・どうせ権力には逆らえない・・・

・私ひとりが何か言ったところで、なにも変わらない・・・

・平等といいう割には、ずいぶんと不公平なことばかり・・・

と、今まで諦めていた不信感のようなものが

長期にわたる「コロナパンデミック」による生活の変化により多くの人た

ちの意識の上にフツフツとあがってきました。

それはつまり、

そもそも自分は



“光”である

ということを

思い出してきた人が増えた

という、目覚めの波動が満ちている状態です。

日常の顕在意識や思考ではなくて、あなたの中に備わっている

宇宙とつながる＜超意識＞からの警報です！

地球が波動を上げている今、

このタイミングで

光と闇のバランスを取り戻すことができたなら！



これ以上、“闇のエネルギー”である一部の権力者たちの思い通りにせ
ず、完全な受動的人生を僕たち全員で終わりにすることができたら、ど

んなに素晴しいことでしょう！！

完全な受動的人生を

僕たち全員で終わりにする

そんな光の未来を、

今ここからすぐに広げていけるのが

『闇デトックス』
＜光の魔法の伝授＞です！

「伝授」を受けることで

　闇のエネルギーの影響を受けなくなる！

それだけではなく

あなたが“光の存在”になることで
地球上の

光と闇のバランスが

整うということです❗



今回の光エネルギーは

それくらい大きな役割を持って

アルクトゥルスから

　やってきました！！

一度「伝授」を受けることで、生涯にわたって誰にでも何回で

もヒーリングをすることができます！

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、カラダの深部DNAレベルに溜まっている「不要な“闇”の情報」を自分
で解放できるようになります。

あなたの手から魔法が生まれる

＜光の魔法の伝授＞です！



宇宙の意図は完璧で、僕たち人間の想像をはるかに超えています。

僕たちの

本質は“光”です

でも、

太陽の光があり

影ができるという

＜地球上の法則＞があるから

地球に存在して

3次元の肉体を持っている間は
「光と闇」がセットです



それは仕方がありません。

ただし、

現在そのバランスが大きくくずれてきているのを、スピリチュアルなどに

興味のない人たちも気づき始めているということです。

光の仕事をする

“ライトワーカー”の
あなたは

この地球上にいて

＜光の存在＞になり

“闇”の脅威に気づかせてくれたあなたの内側の光を、また外側からの不
必要な“闇”でおおってしまってしまう前に

“闇”に囚われがんじがらめになっている現代人を癒し、
目覚めの方向へうながしてあげてください。

⚠　冒頭でデトックス・ヒーリング中に具合が悪くなったとお伝えしまし

たが、それは僕が一気に100人以上のデトックスを行ったためです。

みなさんが日常的にご家族を初め周りの方々へヒーリングする場合は、

そのようなことは起こらないので心配しないでくださいね。



肉体の浄化とともに

人々の“目覚め”も加速する

目に見える困難な状況は、次なるステージへと続く「宇宙の意図」です。

気づいた人から、ネガティブな状況を光に変えていくことができると僕は

信じています。

誰もが安心安全に暮らせる未来を

あなた自身の手で“創造”していきましょう。

＜光と闇を統合＞し



あなたの大切な家族を

　そして地球を！
目に見えない”闇エネルギー”から守る！

“闇デトックスヒーリング”

《魔法の伝授 》
【伝授】の日程について

お申し込みいただいた順に動画をお送りいたします。“闇エネルギー”の
詳しい内容や伝授情報の全てをお伝えします！

専門的な内容も含まれていますが、全てを理解できなくても『伝授』には

問題ありませんので、安心してください。

動画は何度も繰り返し視聴が可能です！

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

アルクトゥルスからの「光エネルギー」の伝授を受けるという気持ちで、リ

ラックスして動画をご覧ください。



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！

（まれに頭痛がしたりふらつきが出たりする場合もありますが、翌日には

落ち着きますので安心してください。）

価格とお支払いについて

“闇”のエネルギーの影響下にある
ワクチン接種・農薬や化学添加物・光化学物質・５Gなどの状況
は、本当に緊急を要する“命”に関わる問題です。

光である地球が闇に覆われてしまうその前に、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。

生命体である地球が光を失うと、光に向かうあらゆる“命”の存続ができ
なくなります。

気づきの進んだライトワーカーのあなたが先頭になって『光と闇』の統合

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『闇デトックス』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、今のこの社会状況はこれからの地球の歴史に

おいて大きな転換点に来ています。

あなたが生まれながらに持っているDNAに組み込まれた“闇のデータ”を
浄化し本来の“光”の存在になることで、地球全体に影響を与えることが
できます。

無益な戦いのない、シェアリングの精神が活かせる本当の平和な世界

にシフトできる瀬戸際です。

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「光のエネルギー・ヒーリング」を受けたことがない方、初めての方

でもキチンと伝授されますので安心してください。

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！

遠方にお住いのご両親、海外に離れて暮らすお子様やご友人など、、

「闇のエネルギーの解放」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。

あなたもお気づきのように、緊急性のあるデトックス情報です。



今回は、すぐに決断された方に限り

88,000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　88,000円（税込）　一括払い

・クレジットカード　88,000円（税込）　一括払い

・クレジットカード　29,336円×3分割

・クレジットカード　15,000円×6分割

・クレジットカード　7,800円×12分割

【先着30名さま】限定！
受付期間：5月10日（火）8時〜　5月14日（土）18時00分まで

宇宙と呼応し合い

スピリチュアルに生きること

https://light-breathing.com/p/r/MPGF2rDd


“闇”のエネルギーは、政治・経済・社会のシステムに組み込まれてし
まっているため、自分の意識や潜在意識で探るのが難しい領域です。

あなたができることは、宇宙の叡智に委ねて定期的にデトックスを行うこ

とです。

あなたが放つ“光”はあなたが接する多くの人たちの気づきをうながし、さ
らなる解放へとつながっていきます。

伝授はあなたの“魂”の財産です！

新しい〜風の時代〜は、

混乱の中でスピリットがみがかれていきます。



目の前の今の状況は、スピリチュアルの生き方を選択してこの世にやっ

てきているあなたの成長のステップです。

さらなる地球の浄化、人々の浄化のために！！

ぜひ、あなたの力を貸してください。

“ライトワーカー”の仲間と一緒に
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30名さま】限定！
受付期間：5月10日（火）8時〜　5月14日（土）18時00分まで

https://light-breathing.com/p/r/MPGF2rDd


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：5月10日（火）8時〜　5月14日（土）18時00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！

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：あなた自身に影響が出ているのだけれど、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、12分割までありますので、ご希望でお選びください！

https://light-breathing.com/p/r/MPGF2rDd
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