
わずか30秒〜1分間で
あなたの周りがクリーンになる！

逃げられない環境汚染から

　大切な人の生命を守る！

“有害化学物質デトックス”
《魔法の伝授 》
あなたの手から”魔法”が生まれる！

＜光エネルギー＞の伝授を受けませんか？

【先着30名さま】限定！
受付期間：8月1日（月）8時〜　８月３日（水）23時59分まで

こんにちは

https://light-breathing.com/p/r/PTLLuW2Z


ひろぴ〜です！

世間は新型コロナウィルス第7波が始まり、またまた医療機関がひっ迫
している様子です。

熱中症の恐れがある高温のなか、小さな子どもまでマスクをさせて汗だ

くで辛そうで、僕からするとそちらの方もとても心配です。

ウイルスそのものを恐れる必要はなく、僕たちの免疫が下がったときに

他の菌が入ることのないよう、毎日の生活に気をつけて心身ともにスト

レスのない生活を送ることができれば心配ないです。

それよりも

日常生活において、逃れられないもの

それが

種類も量も日々、増え続けている

“有害化学物質”です



有害化学物質とは、主に・・・

排気ガスなどの

１、大気からの汚染

保存料・添加物などの

２、食べ物からの汚染

洗剤・シャンプーなどの

３、皮膚からの汚染



があり、

これらは呼吸・栄養・接触を通して直接、我々の身体に入ってくるので、

生きていく上で逃れることができません。

車に乗って、スーパーで買い物をして、洗濯をして、、、

当たり前と思っている日常の風景のなかに、残念ながら毒性の強い“有
害化学物質”がガッツリと組み込まれています。

僕たちは年々増え続ける”有害化学物質”まみれの中
で生活しています。



これぐらい仕方ない

今さら、不便には戻れない

人類全体が「ま、いっか」と

鈍感になっています。

これらは必ずあなたの体内に蓄積されて、内側から蝕まれていきます。

ひとつずつでも意識的に減らしていかないと、取り返しのつかないことに

なるのは時間の問題です。

１、大気汚染は

車の排気ガスをはじめ

船や工場の煤煙から

多く吐き出されています。



船や工場は地域によっては一時的に避けられても、車が走っていないと

ころで暮らすのは現実的ではありませんね。

国の方針では2035年までに新車販売を100％電動車（EV・HV）にする
と言っていますが、そのためには多くの原発稼働も含まれていることを

忘れてはなりません。

マンションでも戸建てでも

室内空気中の化学物質も

避けられない

冬暖かく、夏涼しいという現代の高気密の住宅は新建材などに含まれる

有害化学物質が逃げにくくなっています。



壁紙や接着剤に含まれるホルムアルデヒドやその他の揮発性有機化合

物は、あらゆる家具や絨毯、ベッドなどにも使われています。人気のあ

る輸入家具などは特に注意が必要です！

体内に入ったアルデヒド（過酸化脂質）は猛毒です。身体

の糖代謝を阻害し、人体に重大な悪影響があります。

２、食べ物からの汚染は

なんと言っても一番は

植物性の“油”



と、言い切ってしまうと多くの食べ物関係の方を敵にまわしてしまうけれ

ど仕方がない。

油の中に入ってくる食材と混ざることで有害物質になる、タンパク質と結

びつくと最高に毒性の高いアルデヒトになる。

さらに、合成着色料・合成保存料、肉や魚の発色剤で亜硝酸塩などな

ど・・・

スーパーで売られている食品のラベルに記してある、たくさんのカタカナ

名をあなたも目にしていると思います。

ソルビン酸ナトリウム・アステルパームなどは特に危険です。

＊ヒトの肉体は飽和脂肪酸でできているため、油を摂る場合は酸化

しない飽和脂肪酸が良い。

３、皮膚や呼吸器系からの汚染はあ

らゆる有機溶剤

住宅洗剤が

本当にヤバイ



さまざまな洗浄剤（トイレやお風呂、台所、衣服などの柔軟剤）やアル

コール消毒剤・芳香剤、この時期は殺虫剤なども頻繁に使われますね。

揮発性の塗料・接着剤・マニキュアなどなど、上げるとキリがありませ

ん。

あなたも1日に一回はなにかを手にしているのではないでしょうか？

また、それらをあなたが使用することであなた自身だけではなく周りの人

に害を与えてしまうこともあります。



「化学物質過敏症」の方は、少量の化学物質にも反応して頭痛・感覚異

常・呼吸困難・疲労感などさまざまなアレルギー症状に悩まされていて、

誰が何を使っているかわからないので症状がひどいと電車にも乗れな

いと聞きます。

これらの有機溶剤は

呼吸器疾患

脳神経障害

を起こしやすく

細胞の老化を促進

するのです。

僕の知り合いのペンキ屋さんや塗装業の人たちは、密閉空間での作業

が多いため、極めて深刻なダメージを受けています。

鍼治療では治らず、よくなってもまた悪くなってしまう。。

若い左官屋さんなど、40代で具合が悪くなる方が多く脳神経系なのでう
つ症状や認知症のような症状が出る場合もあった。



有機溶剤は

神経系に大きなダメージを

与えるので痴呆症の原因に…

ウイルス同様、有害化学物質もまた直接には目に見えないものなので3
次元に生きる僕たちにとっては扱いにくいものです。

あなたのカラダは

細胞壁や血中にさまざまな種類の有

害化学物質が

溜まってしまっている

もちろん、これらの物質は急に現れたのではなく高度経済成長期のいく

つもの工場排水汚染や光化学スモッグなど、ずっと問題は続いていま

す。

ただ、これほどの種類の有機溶剤がバラ撒かれることはなかったです。

まるで素晴らしく良いもののように、美しくラッピングされて幸

せそうなCMがテレビでもネットでも毎日のように扇動していま
す。



「油汚れが、手間なくキレイになる。」

その裏の生死に関わる事実は決して流してはくれません。

小さな子どもでも

手を伸ばせば届くところに

猛毒が置かれています

食べ物から・呼吸から・手洗いから

有害化学物質は体内に蓄積されます。



全ての＜有害化学物質＞を避けて

生活することが

できるでしょうか？

▶危険な油を使っている可能性が高いので、外食はしない

▶これまで使っていた洗剤など、全ての洗浄剤の使用を止める

▶排気ガスが出るので車には乗らない、電車・バス・飛行機・船も乗らな

いようにする

▶合成着色料・保存料その他、食品添加物を全て細かくチエックしてから

購入する、、、

▶なるべく出歩かない

それらは、普通に生活するにはあまりに非現実的です。

気をつけなければいけませんが、全てを網羅するのは残念ながら現段

階では、はっきり言ってムリなことです。

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！



あなたとあなたの大切な家族は

自分で守る！

それができるのが

『有害化学物質デトックス』
＜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！

今回の光エネルギーは緊急を要するために、1人でも多くの方に伝授を
受けていただき、周りの方に使っていってほしいと思います。

これ以上、人々の身体の汚染が進まないように、今の現状を見かねて

宇宙から僕の元へ送ってきてくれた魔法です。

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、カラダに溜まった「有害化学物質」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！



そうすれば「有害化学物質」を3次元の肉体に取りこんでしまったとして
も、何度でもデトックスし、キズついた細胞を修復することが可能です。

いくらあなたが波動を高めても、、、これだけ大量の有害化学物質を大

気汚染もふくめ変化させるには個人レベルでは、想像しただけでもむず

かしい。

大気からの汚染

食べ物からの汚染

皮膚からの汚染

今のままでは、逃げ場がない

溜まってしまった“有害化学物質”は自然に排出することがありません。
わずかづつだったとしても日々、溜まっていくのです。



進化を止めることはできない…
個人の力ではどうすることもできない…と、
頭のどこかを鈍麻させて、諦めるわけにはいかない。

なぜなら、

僕たちには何世代にもわたる

未来の子どもたちを幸せにする

義務と責任がある

化学の発展と便利におぼれてしまった

流れを止めるのは今です。

子どもたちの「命」を守る大人を

増やさなければなりません。



宇宙の大きな流れの中にいて、すべては常に変化しておりだからこそ、

今僕らができることをしなければなりません。

デトックスとともに

人々の“目覚め”も加速する



気づいた人から、＜宇宙の意図＞とつながります。まずはあなたから波

動をひろげていってください。

大いなるものの＜意図＞に気づき、ネガティヴな現象を光に変えること

で、あなたのスピリチュアル能力も覚醒していきます。

表面的には苦難と思われる現れを経て、必ず大勢が目覚めていくと僕

は信じています。

明るい未来を創造していきましょう。

逃げられない環境汚染から

　大切な人の生命を守る！

“有害化学物質デトックス”
《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。“有害化学物質”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！

また、今回特別に有害化学物質 過敏症の方のために
＜オーラフィールド＞第４層のクリーニングもおつけしました。

困っている方に、ぜひ光エネルギーのヒーリングをあなたの手から行っ

てください。

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

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

COVID-19という警告で、世の中が変容したように感じられましたが個
人個人の意識というのはそう簡単には変わりません。

気づいた人から、光になって周りを照らしデトックスを進めていってくださ

い。ライトワーカーであるあなたが救える命がたくさんあります！

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『有害化学物質デトックス』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「有害化学物質」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。

精神だけが高度になっても、目の前に毒がばらまいてあっては3次元の
肉体はひとたまりもありません。

ひとつづつ、ひとつづつ光のエネルギーでデトックスを進めていきましょ

う。

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、、

「有害化学物質・デトックス」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。



今回の「有害化学物質デトックス」は、手のひらを広げ

てわずか30秒〜1分間で周りの環境汚染を浄化する
ことができます。

あなたが外で、不快を感じた時には即効性がありま

す！

＜光エネルギーの伝授＞は

一度に伝授する人数が限られます。

今回は、すぐに決断された30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　18,260円×3分割

・クレジットカード　  9,300円×6分割



【先着30名さま】限定！
受付期間：8月1日（月）8時〜　８月３日（水）23時59分まで

宇宙と呼応し合い

スピリチュアルに生きること

太古の昔より、食べて、眠って、呼吸してという人として当たり前の環境

がおびやかされています。

地球上は今、本当にギリギリのバランスを保っていてこれ以上は僕らの

意識ではどうすることもできないです。

今はただ、宇宙の無限で無償の”愛”を信じきり
目の前のできることだけ、行動していきましょう。

伝授はあなたの“魂”の財産です！

https://light-breathing.com/p/r/PTLLuW2Z


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：8月1日（月）8時〜　８月３日（水）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～

https://light-breathing.com/p/r/PTLLuW2Z


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：8月1日（月）8時〜　８月３日（水）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！特別な体感覚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！　あなた

の意識的な能力は必要ありません。

Q：ヒーリングを続けることで、本当に健康は保てるのですか？

https://light-breathing.com/p/r/PTLLuW2Z


A：はい、知らず知らずのうちに溜まってしまった“有害化学物質”をデトッ
クスすることによって細胞壁を修復し元通りにすることができます。定期

的にデトックスすることで安心して日常生活を送ることができます！

あなたの大切な方にも、どうぞ積極的にヒーリングをしてくださいね。

Q：支払いは分割でも大丈夫ですか？

A：はい、6分割までご用意していますので、ご希望でお選びください！
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