
施術名 種別 内容 料金

大天使ウリエルからのメッセージ
高次元意識体への
アチューンメント

大天使ウリエルとは総数9,000億体で仏界所具仏界という最高峰の高次元意識体集団であ
る。
このアチューンメントを受けると、大天使ウリエルと第七チャクラが繋がる。大天使ウリエル
は24時間、常にあなたを見守るようになる。あなたがあらゆる人々に対して施しの人生を歩
んでいけるためのヒラメキや気づきを与えてくれるだろう。
「あれって大天使ウリエルからのメッセージでした？」などと事細かに質問したいお気持ちは
分かりますが、そういったご質問はご遠慮いただけますようお願い申し上げる。

アチューンメントは一生継続する。

￥300－

大天使聖ミカエルへの祈り
高次元意識体への
通信技

大天使ミカエルとは総数9,000億体で仏界所具仏界という最高峰の高次元意識体集団であ
る。

お申込み時にあなたが抱いている全ての願いを大天使ミカエルに伝えることができる。
願いの内容はリストアップしようとしまいと無関係である。
お申込み者様の全ての願いをお聞きください、と大天使ミカエルに伝えた直後に、大天使ミ
カエルはお申込者様の脳に舞い降り、全てを記録して飛び立っていく。
大天使ミカエルは非常に厳格な天使であり、願いを聞き届けるに見合った功績があった者
には、その願いが叶うように、その人の環境要因に対して働きかけることができる。
「どんな功績を上げれば願いが叶うの？」などというナンセンスな質問をしてくるような方は、
お申込みをご遠慮いただけますようお願い申し上げる。

アチューンメントではなく一回ごとの通信技である。

一回￥5,000-

大天使聖ガブリエルへの導き
高次元意識体への
アチューンメント

大天使ガブリエルとは総数9,000億体で仏界所具仏界という最高峰の高次元意識体集団で
ある。
大天使ガブリエルとのアチューンメントを受けた人のアナハタチャクラは、大天使ガブリエル
と24時間つながった状態となる。大天使ガブリエルは常にあなたを見守るようになり、あな
たの願いに応じて、あなたの人生が使命・天命を果たす方向へとなっていくように環境要因
に働きかけていく。
人によっては試練がどんどん降ってくるかもしれないし、課題がどんどん降ってくるかもしれ
ない。あるいは苦渋が、あるいは喜びが降ってくるかもしれない。
「どんな試練が降ってくるの？」などというナンセンスな質問をしてくるような方は、お申込み
をご遠慮いただけますようお願い申し上げる。

アチューンメントは一生継続する。

￥3,000-

悪霊除け波動香水
　Angel Perfume☆
　　　―天使の芳香―

天使の祝福への
アチューンメント

対象：人・モノ（一般家屋未満の大きさなら何でもOK）

低次元意識体・悪い生霊・人間の悪霊には効果はない。
このアチューンメントを受けた人やモノは、虫・細菌・動物など人間以外の悪霊（全てではな
い）から避けられるようになることが期待される。
人の場合は左右の手首にある小さなチャクラから半径280cmが効果範囲となる。
モノの場合は半径28cmが効果範囲となる。
効果範囲には、悪霊が嫌がる「香の波動」が放たれるようになる。
この「香の波動」は天使の配合であり、さらに天使の祝福が与えられたものである。
功績を認められた施術者以外がどのように真似しても決してできるものではない。
天使の配合でブレンドされる植物は次の通りである。
・レモンバーム：10
・カモミール：8
・ラベンダー：7
・ローズ：7
・グレープフルーツ：8
・バジル：5
・パクチー：1
・トウガラシ：3
・ワサビ：3
・ガーリック：1
・クマザサ：3

くどいようだが、上記の植物を家置くと悪霊が退散しますか？みたいなナンセンスかつ文章
を読んでいないご質問には答える気力が失われますことを先に申しあげておく。

アチューンメントは一生継続する。

￥300－

アチューンメント一覧　その３
Ｂｙ　れんげ工房



施術名 種別 内容 料金

八大龍王の聖なる咆哮
高次元意識体への
アチューンメント

このアチューンメントを受けた人のアナハタチャクラは八大龍王とつながる。
一日24時間、八大龍王たちが唱える8つのマントラが毎秒108回、生涯に渡ってアナハタ
チャクラにこだまするようになる。
期待される効果は・・・
・悪い生霊を自動的に跳ね返す。
・海からの悪霊を自動的に跳ね返す。
・海関係の低次元意識体であり、パワーが100段階あるとすれば75段階までの低次元意識
体を跳ね返す。
・常に顕在意識体をポジティブな方向に支援する波動を浴び続ける。

￥80,000-

元気玉の使い手
高次元意識体への
アチューンメント

高次元意識体である竜女は、悪霊を食べてウンチをする。
竜女のウンチは天界所具菩薩界という波動の塊である。
このアチューンメントを受けた人は、念じるだけで他人に「竜女の元気玉」を送ることができ
る。
遠隔も可能である。
相手のアナハタチャクラに剛速球の元気玉を投げつけるように念じるだけである。
個数を指定することもできるし、相手がほしいだけマシンガンのように送り続けてもいいだろ
う。
馴れてきたら相手の第八チャクラに連射してもよい。相手の全チャクラに明るい波動を与え
ることができるだろう。

￥300－

サイコメトラー７５
潜在意識体と霊体へ
のアチューンメント。
能力成長システム。

２０１２年に富士山にて修行中に立ち寄った某所で、偶然に隕鉄を触ってしまったことにより
発動してしまった能力である。両手の指先と掌と胸のチャクラが関連して発動するサイコメト
リー能力を成長させていくシステムをアチューンメントする。隕鉄だけではなく、鉄が主成分
で『ある配合』になっている物体に、『ある条件』を満たした人間が触れると、その時に発生
する電気的信号が原因となって、サイコメトリー能力を活性化させるようだ。『ある配合』には
７５種類があり、それぞれに対応した７５種類の能力が活性化されるということである。この
アチューンメントでは、７５種類の成長システムをオンにする。アチューンメントを受けただけ
でいきなり物体や肉体の各部位の声を聴いたり、物体や肉体の各部位に気持ちを伝えるこ
とができるようになる訳ではない。成長システムであるから、それなりの訓練をしていて、そ
れなりに訓練の成果を実感している人でなければアチューンメントはしない。霊視で判断す
る。

素質が認められ
た人物のみ

\4,444-

究極∞憶劫の一念∞使命
潜在意識体への
アチューンメント

このアチューンメントは、潜在意識へのプログラミングである。
あなたの念クロック回数/秒を大幅に引き上げようとすることが期待される。
念クロック回数/秒とは、一秒間に何回、1つの意味の塊を繰り返し念じ続けることができる
かを顕した数値である。
念の強さを速さで表現したといってもよい。
地球人の平均：０．２回
釈迦、天台、空海、日蓮：３万回
地球人の生命の構造では、念クロック回数の最高値は９万回/秒である。
アカシックレコードによれば「一瞬」とは「7×10^-28 秒」である。
一回のマントラ、マントラに込めた気持ち、あるいは念が発する意味を一つの単位として凝
縮したとき、一秒間に7x10^28回もその意味を発し続けることが可能と考える。
自力で念クロック数を９万回/秒まで高めることができたならば、このアチューンメントによっ
てさらに7x10^28回/秒に引き上げるという潜在意識へのプログラミングである。
つまり念クロック回数が自力で10回/秒なら、0.8x10^25回/秒　に引き上げることが期待でき
る一次方程式ということである。
Y=aX　の　a が0.777...×１０の２５乗　という一次方程式である。

このアチューンメント【究極∞憶劫の一念∞使命】を受ける人には厳しい条件がある。
施術を受けられるかどうかを判断するのは、高次元意識体である【閻魔大王】その人であ
る。

閻魔大王は判断を下すものであって、閻魔大王とのアチューンメントではない。

【究極∞憶劫の一念∞使命】の潜在意識プログラミングの仕様はすべてアカシックレコード
に存在する。
それを潜在意識にダウンロードし、インストールし、起動するのがこのアチューンメントであ
る。

顕在意識の念を一次方程式に則って潜在意識が増幅してくれるので、意識の使い方が変
わるということではない。

高次元意識体で
ある閻魔大王に
認められた人物
だけ
￥0－

聖者ババシ←天師来集∞
高次元意識体への
アチューンメント

ヨガの聖者とされるババシが自己アチューンメントしていた高次元意識体集団である。霊格
は仏界所具仏界、正気Lv_MAX、９９９体の天師たちの集まりである。もちろん全員男だら
け。おじいさんだらけと言っても過言ではない。彼らとアチューンメントすれば、２４時間常に
自分の天地の気が１００％開くようになる。どれだけ邪念を受けても霊体は歪まないのだ。
邪念による肉体へのダメージは１７％から３３％オフになる可能性が期待される。また天師
らの計らいにより、自らの使命の道が加速されたり、様々なお導きにあったりすることが期
待される。
このアチューンメントを受ける条件は実に厳しい。天師たちが認めた人物でなければア
チューンメントすることができない。

天師たちに認め
られた人物のみ
￥70,000-



施術名 種別 内容 料金

天人鍼←施術許可証∞
高次元意識体への
アチューンメント

菩薩界所具仏界、正気Lv7、５０３万人たる高次元意識体集団「鍼を菩薩とする天人会」とア
チューンメントを行う。彼らはあなたの「本来の利き腕」の掌のチャクラに遠隔で宿る。
１：彼らに命じるだけで、天人鍼の遠隔ヒーリングを行うことができるようになる。
２：変性意識状態に入り霊視モードに長けた人であれば、相手のどこに鍼をうつのかが分か
るようになる（能力次第）。
３：ヒーラーとしての技術が向上していくための各種お導きという支援がある。

当方では扱い方の指導はしませんので、すでに馴れている方のみアチューンメント可能か
どうかお問い合わせくださいませ。
このアチューンメントを受けると、天人会のパートナーであるグループも交えた「天神鍼」
も使えるようになる。

天人たちに認め
られた人物のみ
￥35,000-

諸天の王
高次元意識体への
アチューンメント

　このアチューンメントを受けるための条件は特にない。仏教系であろうがキリスト系であろ
うが、あなたがどんな信条の人であろうが構わない。媚びへつらったり信仰対象とするので
はなく、王として八百万を扱う気概があるだけでよい。
　八百万の高次元意識体が遠隔でアナハタチャクラに宿り、その守護や導きが得られる。
魂の流れに神道がある/ないにかかわらず、あらゆる祝詞のパワーを発動させることができ
る。
この、あらゆる祝詞のパワーをさらに１００倍以上に高めるためには、「生命∞浄化」の曼荼
羅（別売）を用いるとよい。
　(神道が魂の流れにない人が唱える祝詞は本来のパワーを発揮しないと霊視される。神道
が魂の流れにある人は、ひふみ祝詞・天地一切清浄祓・六根清浄祓・禊祓詞＜伯家神道＞
の４種類であれば２１世紀以降の地球においてもパワーを発揮することができると霊視され
る)

八百万の高次元意識体に命じるだけで【八百万の守護】【八百万の神罰】を扱えるようにな
る。
【八百万の守護】とは直径１５０ｍ程度の結界を張る技である。
【八百万の神罰】とは対人ではなく、悪霊や生霊に対して発動し、退治する技である。

　【諸天の王】のアチューンメントを受けた人は、他人にアチューンメントすることができる。そ
の場合、無料で行うか、または￥７５，０００円以上￥１００，０００円以下の報酬を受け取るこ
とが条件としてアチューンメントすることができる。この条件を守らなければ八百万たちが相
手に宿ることはないだろう。中途半端な報酬を受け取るくらいなら無料で行うべし。多くを望
みすぎる邪な者が施すアチューンメントには応じないのである。

結界【八百万の守護】は１カ所につき無料または￥３０，０００円である。
悪者退治【八百万の神罰】は１回につき￥３００円である。

★八百万の高次元意識体のエネルギー源はFシステムのマントラである。【諸天の王】には
Fシステムのマントラを使いこなすことをおススメする。

￥75,000-

コスモ→アンチ×スモーク←ヒーリング
高次元意識体への
アチューンメント

聖者ババシ系統の高次元意識体とアチューンメントを行う。すると、タバコに対して「コスモ
→アンチ×スモーク←ヒーリング」を行うことを宣言するだけで、タバコがヒーリングされる。
アチューンメントを受けた人は生涯何度でも使える。禁煙させるためではなくて、愛煙家用
の能力伝授とも言える。タバコが箱の中に入っている状態ではヒーリングが届かない、封を
切って箱を開けてから行うこと。体験してみたい人は３箱まで無料である。

￥3,800-



施術名 種別 内容 料金

達磨大師と
【Taoの神仙治臓術】

高次元意識体への
アチューンメント

達磨大師と【Ｔａｏの神仙治臓術】は、ツボ押しのように肉体へ働きかけることで、他者の心
身の健康へアプローチしていくことを目指したヒーリング手法である。プロのマッサージ師、
各種ツボ療法師、手技も使うヒーラーの方々には取り入れて頂きたい術である。

★施術対象となる部位
髪・皮膚・肉・脂肪・舌・正中舌を含まず、それ以外の部位を施術対象とする。
神経や血管、五臓六腑、脳や眼は含まれる。

★アチューンメントを受ける人の条件
・第六チャクラが100％以上の開発されていること。
・霊格の基底部が菩薩界または仏界であること。
・菩薩のリングがある程度以上できる、またはそれに準じた能力を得ていること。

★施術方法
直接でも遠隔でも施術ができるが、直接施術で行うことが基本である。
「達磨大師と【Ｔａｏの神仙治臓術】を開始する」、または「達磨大師と一緒にヒーリングをす
る」と宣言する。
未来式∞人間生命マッサージを基本としてもよい。
大事なポイントは【部位が望む適度な圧縮と解放によって抜く・流れを追いながら繋げて
いく・尊い命へ語りかける（適切な言葉を部位ごとにセレクトして、感情的意味を深く持た
せて放つ）】である。このポイントを含めた手わざの技能が優れた人物であったとしても、達
磨大師へのアチューンメントがなされていなれば、施術効果は３％未満に落ちるであろう。
直接指導でなければ伝えられないことがほとんどである。

★施術者としての最低条件
１：第六チャクラが200％以上に開発されていること。
２：霊格の基底部が菩薩界または仏界であること。
３：他人の気の体と繋がれること（聴勁をマスターしていること）。
４：外気功ができること。

￥90,000-

★お申込者ご本
人の配偶者と、
お申込者ご本人
から４親等まで
のご家族につい
ては無料。

★格別に、達磨
大師から気に入
られた人は無料
で自己アチュー
ンメントが可能。

波動創生システムマスター
宇宙システムの一部
との回路オープン

★アチューンメントを受けることができる人の条件
・地獄界、餓鬼界、畜生界、修羅界の低次元な霊格エネルギーが一切蓄積していないこと。
・霊格の基底部が菩薩界または仏界であること。
・気功48手と気功交流法52手をマスターしていること。
・如来秘密生命秘沈∞神通力覚醒法の三段程度の、肉体と霊体に関する知識をもっている
こと。

★波動創生システムとは
「28の宇宙システム～次元誘導エネルギー交換タイプ～」で共有化されているサブルーチン
である。
このシステムと接続することで、自分が詳細に指定した種類の波動を、時空を超え、特定し
た生命体のナーディや植物に流すことができるようになることが期待される。

アチューンメントを受けると、第七チャクラと波動創生システムが常に接続されている状態と
なる。

【波動創生システムを、他人の不幸のために用いると、施術側に呪い
がかかるということを心得ておくこと】

有資格者のみ

無料


