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★★★★チャクラチャクラチャクラチャクラのののの守護守護守護守護！！！！★★★★　　　　高次元意識体が、対応するチャクラを悪霊・邪念・ストレスから護ろうと働き、対応対応対応対応するするするするチャクラチャクラチャクラチャクラがががが弱弱弱弱らないようにらないようにらないようにらないようにエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーをををを供給供給供給供給するするするする。

守護するチャクラ 高次元意識体 総数 格 守護の方法 伝授条件 施術者要件 料金

第七 宇宙の根源意識体 10×5000京 仏・仏 遠隔で守護。チャクラには宿らない。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \30,000-

第六、両耳、顎 月天 8,000万 仏・菩 各チャクラに１体が遠隔で宿る。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \35,000-

第五 普賢菩薩 8,000億 仏・菩 各チャクラに１体が遠隔で宿る。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \30,000-

第四、第三 観音菩薩 8,000億 仏・菩 各チャクラに１体が遠隔で宿る。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \35,000-

太陽神アポロン 8,000万 菩・菩 遠隔で守護。チャクラには宿らない。 男性 ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \15,000-

愛の女神アフロディーテ 7 菩・菩 遠隔で守護。チャクラには宿らない。 女性 ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \30,000-

中性の神 6,000万 菩・菩 遠隔で守護。チャクラには宿らない。 性転換 ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \4,000-

※チャクラの守護　フルセットで￥７０，０００円（約半額）

★★★★帝釈天帝釈天帝釈天帝釈天によるによるによるによるナーディーナーディーナーディーナーディーのののの守護守護守護守護！！！！★★★★　高次元意識体が、７２，０００本の全ナーディーを、悪霊・邪念・ストレスから護り弱らないように働く。

守護する対象 高次元意識体 総数 格 守護の方法 伝授条件 施術者要件 料金

７２，０００本のナーディ 帝釈天 8000億 仏・菩 遠隔で３体による守護。どこにも宿らない。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \50,000-

★★★★梵天梵天梵天梵天によるによるによるによる霊体霊体霊体霊体のののの守護守護守護守護！！！！★★★★　高次元意識体が、あなたの意識体からあなたの霊体に流れてきて滞留しようとしているストレスを浄化しようとする働き。

守護する対象 高次元意識体 総数 格 守護の方法 伝授条件 施術者要件 料金

霊体 梵天 8000億 仏・菩 遠隔で８体による守護。どこにも宿らない。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \10,000-

★★★★善見天善見天善見天善見天によるによるによるによる霊体霊体霊体霊体のののの守護守護守護守護★★★★　高次元意識体が、あなたの肉体から霊体に流れてきて滞留しようとしているストレスを浄化しようとする働き。
守護する対象 高次元意識体 総数 格 守護の方法 伝授条件 施術者要件 料金

霊体 善見天 8000億 仏・菩 遠隔で４８体による守護。どこにも宿らない。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \30,000-

★★★★チャクラチャクラチャクラチャクラのののの輝輝輝輝きききき！！！！★★★★　高次元意識体が、対応するチャクラに遠隔で宿り光を放つことであなたの魅力をアップするように働く。

魅力アップするチャクラ 高次元意識体 総数 格 守護の方法 伝授条件 施術者要件 料金

第三 明星天 8,000万 仏・菩 第三チャクラに１０体が遠隔で宿る。 なし ｱﾅﾊﾀ1500京％ \3,000-

第二 大自在天 8,000万 仏・菩 第二チャクラに１体が遠隔で宿る。 なし ｱﾅﾊﾀ1500京％ \30,000-

第一 日天 8,000万 仏・菩 第一チャクラに１体が遠隔で宿る。 なし ｱﾅﾊﾀ1500京％ \35,000-

クンダリニー 無量光天 8,000万 菩・菩 クンダリニーに５体が遠隔で宿る。 なし ｱﾅﾊﾀ1500京％ \20,000-

魅力アップするチャクラ

第三

第二

第一

クンダリニー

トレジャートレジャートレジャートレジャー☆☆☆☆タワータワータワータワー☆☆☆☆
影響する対象 ｱﾁｭｰﾝﾒﾝﾄする対象 伝授条件 施術者要件 料金

意識体と潜在意識体と霊体
真髄の世界にそびえる

宝の塔
なし 極秘 \30,000-

★★★★宇宙宇宙宇宙宇宙のののの根源意識体根源意識体根源意識体根源意識体によるによるによるによる、、、、悪意悪意悪意悪意からのからのからのからの守護守護守護守護！！！！★★★★
守護する対象 高次元意識体 総数 格 守護の方法 伝授条件 施術者要件 料金

意識体と潜在意識体 宇宙の根源意識体 10×5000京 仏・仏

遠隔で守護。チャクラには宿らない。
第三者からの悪意による、あなたの意識と潜在意
識へのストレスを軽減するように働きます。
①は通常のパワーで\8,000-
②１０倍パワーで\40,000-
③は５０倍パワーで\50,000-

なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％
①\8,000-
②\40,000-
③\50,000-

★★★★高次元意識体高次元意識体高次元意識体高次元意識体からのからのからのからのメッセージメッセージメッセージメッセージ！！！！★★★★　　高次元意識体が、あなたの潜在意識に対してメッセージを送ってくれる。
メッセージ送信対象 高次元意識体 総数 格 メッセージの送信方法 伝授条件 施術者要件 料金

潜在意識 観音菩薩 8,000億 仏・菩 遠隔でメッセージ送信。どこにも宿らない。 なし ｱﾅﾊﾀ1500京％ \3,000-

潜在意識 愛の女神アフロディーテ 7 菩・菩 遠隔で7名が第７チャクラに宿る。 女性 ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \3,000-

潜在意識 占星術の神 8万 菩・菩 遠隔で7名が第７チャクラに宿る。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \9,500-

潜在意識 美的スタイルの女神 1 菩・人 遠隔でメッセージ送信。どこにも宿らない。 なし ｱﾅﾊﾀ150万％ \3,000-

潜在意識 ハヌマーン 8000 菩・菩 遠隔でメッセージ送信。どこにも宿らない。 なし ｱﾅﾊﾀ70％ \3,000-

出来事などによる啓示 ラクシュミ 8000 菩・菩 遠隔で守護。どこにも宿らない。 なし ｱﾅﾊﾀ80％ \5,000-

高次元意識体

観音菩薩

アフロディーテの女神

占星術の神

美的スタイルの女神

ハヌマーン 

ラクシュミ 
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高次元意識体によって期待される効果

第三チャクラから明星天が光を放つようになり、あなたの個性的な魅力をアップしつつ人々の視線を引き寄せるように働く。

女性として美しく、魅力的で、健康的でありつづけるためのメッセージをあなたの潜在意識に送ってくれます。

データに基づいた占いをしている最中に、お客様に適したデータの読み取りなどについてあなたの潜在意識にメッセージを送ってくれます。

第二チャクラから大自在天が光を放つようになり、男女ともに性的な魅力を高めるように働く。

第一チャクラから日天が光を放つようになり、あなたを見る人々の意識に対して、必要に応じて「元気」を送る。

クンダリニーから無量光天が光を放つようになり、あなたの存在感を引き立てるように働く。

第二、第一
クンダリニー
背骨全体

メッセージの方向性

自己改善が必要な欠点について、出来事なとによる啓示を与えてくれる。

★効果持続期間は３ヶ月です！ダイエットに効果的なメッセージとイメージを潜在意識に送ってくれます。

危険察知のメッセージを潜在意識に送ってくれる。

トラウマ、ネガティブ感情、マイナスイメージを解放していくための気づきを優しく促しくれます。

れんげ工房SELECT
高次元意識体を用いたアチューンメント一覧

（期間を明記していないものは一生持続）

期待される効果

宇宙の真髄たる世界に存在する、次元を超越した無数の意識体たち。彼らの社た
る宝の塔とあなたを繋ぐ。このｱﾁｭｰﾝﾒﾝﾄを受けた人が放つオーラは刻々と変化し
続け、虹色を超えた煌びやかな色彩を放つようになる。あなた自身がもつ様々な
個性を輝かせていくための支援を得ることになる。
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れんげ工房SELECT
高次元意識体を用いたアチューンメント一覧

（期間を明記していないものは一生持続）

★★★★資質付与資質付与資質付与資質付与＆＆＆＆成長成長成長成長システムシステムシステムシステム★★★★　高次元意識体が、あなたにある方向への資質【種】を付与し、自然にその【種】が育っていくための守護をする。

資質の種類 高次元意識体 総数 格 守護の方法 伝授条件 施術者要件 料金

世界の王者☆ 金輪聖王 8,000億 仏・仏 全チャクラに１体ずつ、遠隔で宿る。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \１億円

指導者！ 転輪聖王 8,000億 仏・菩 全チャクラに１体ずつ、遠隔で宿る。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \80,000-

ヒラメキの人！？ 創造の女神 8,000万 仏・仏 第六チャクラに１体が遠隔で宿る。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \80,000-

！アスリート マルス 8万 菩・菩 遠隔で守護。チャクラには宿らない。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \80,000-

★ﾋｭｰﾏﾝ・ﾄﾚ-ﾅｰ 人材育成の女神 8,000万 仏・仏 第四チャクラに１体が遠隔で宿る。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \70,000-

超ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ・ﾋｰﾗｰ(遠隔) 波動の神 8,000万 菩・菩 第四チャクラに7体が遠隔で宿る。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \70,000-

☆ﾋｰﾘﾝｸﾞ・ｳﾞｫｲｽ 歌の神 8,000万 仏・菩 第四、第五チャクラに7体が遠隔で宿る。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \50,000-

ﾋｰﾘﾝｸﾞ・ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾂ◎ 楽器の神 8,000億 仏・菩 第四チャクラに7体が遠隔で宿る。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \50,000-

真の賢者 学問の神 8,000億 仏・縁 第六チャクラに１体が遠隔で宿る。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \50,000-

自分らしい自分～ 才能開花の神 8,000万 仏・仏 第七チャクラに１体が遠隔で宿る。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \50,000-

名役者。 演技の神 8,000万 菩・菩 第四チャクラに１体が遠隔で宿る。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \40,000-

超！名女優 演技の女神 8,000万 菩・菩 第四チャクラに１体が遠隔で宿る。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \40,000-

ハピネス・カウンセラー■ 対話の女神 8,000億 仏・仏 第四チャクラに１体が遠隔で宿る。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \30,000-

超ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ・ﾋｰﾗｰ(直接) 生命解剖の神 3,000万 菩・菩 第四チャクラに7体が遠隔で宿る。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \30,000-

身体表現者α 身体表現の神 8,000万 菩・菩 第四チャクラに１体が遠隔で宿る。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \10,000-

ﾋｰﾘﾝｸﾞ・ｱｰﾃｨｽﾄ（美術系）. 美の神 800億 仏・菩 第四チャクラに7体が遠隔で宿る。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \4,000-

⇒眼力王 経営の神 8,000万 菩・菩 第五、顎、両耳、第六チャクラに遠隔で宿る。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \3,000-

 ﾊﾋﾟﾈｽ・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰﾀｰ 集客の神 800万 菩・菩 第四チャクラに１体が遠隔で宿る。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \2,000-

ﾊﾋﾟﾈｽ・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ♪ 営業の神 800万 菩・菩 第四チャクラに１体が遠隔で宿る。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \1,500-

使命への成長！ 天空の神ゼウス 8000億 菩・菩 遠隔で守護。チャクラには宿らない。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \500-

資質の種類 無意識？に自己アチューンメントに成功した人々の代表例

世界の王者☆

指導者！

ヒラメキの人！？

！アスリート

★ﾋｭｰﾏﾝ・ﾄﾚｲﾅｰ

超ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ・ﾋｰﾗｰ(遠隔)

☆ﾋｰﾘﾝｸﾞ・ｳﾞｫｲｽ

ﾋｰﾘﾝｸﾞ・ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾂ◎

真の賢者

自分らしい自分～

名役者。

超！名女優

ハピネス・カウンセラー■

超ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ・ﾋｰﾗｰ(直接)

身体表現者α

ﾋｰﾘﾝｸﾞ・ｱｰﾃｨｽﾄ（美術系）.

⇒眼力王

 ﾊﾋﾟﾈｽ・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰﾀｰ

ﾊﾋﾟﾈｽ・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ♪

使命への成長！

適性に応じた運動能力の開花を助ける。

自分の使命達成への精神的成長を助ける。

カール・ルイス、モハメッド・アリ

人々が喜ぶ物事を提案できるように成長を促す。 ベートーベン

人々が喜ぶ話ができるように成長を促す。

直接施術であれば分野を問わず、能力開花を助ける。

浅田真央、キム・ヨナ、ナディア・コマネチ

美術系の創造が自在となるように成長を促す。 ミケランジェロ、マネ

文化を残す人物への成長を促す。

自分が本来もつ才能開花を助ける。

俳優としての才能開花を助ける。

神と融合した身体表現者へと導く。

物事の本質を見抜く人間となるように導く。 勝海舟、松下幸之助、ビル・ゲイツ

遠隔療法であれば分野を問わず、能力開花を助ける。

声に乗せて発したい波動が出せるようになる。

楽器に乗せて発したい波動が出せるようになる。

ガンジー、ナポレオン、アレキサンダー、劉邦、ジャンヌ・ダルク

あなたの個性に合わせて指導者としての資質を付与し、
必要な人・モノを引き寄せようとする。

創造的思考を活性化させる。

自己啓発系の才能開花を助ける。

諸葛孔明、ユリウス・カエサル、徳川家康、アショーカ王、周恩来、マルコ･ポーロ

レオナルド・ダ・ビンチ、エジソン、モーツァルト

ナポレオン・ヒル

あなたの支援者となった高次元意識体の働き

世界的な指導者としての資質を全て付与し、
必要な人・モノをグイグイ引き寄せようとする。

井上陽水、美空ひばり、マイケル・ジャクソン、ルイ・アームストロング、
フランク・シナトラ

ルイ・アームストロング、チャーリー・パーカー、ピーター・ゼルキン

アインシュタイン、トルストイ、ユゴー、ルソー、孔子、天台大師、アーノルド・トインビー
夏目漱石、森鴎外

オードリー・ヘップバーン

人々に尽くし、癒し、包容する徳ある人物へと導く。 アン・サン・スーチー、マザー・テレサ、ナイチンゲール

女優としての才能開花を助ける。

長嶋茂雄
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れんげ工房SELECT
高次元意識体を用いたアチューンメント一覧

（期間を明記していないものは一生持続）

★★★★引引引引きききき寄寄寄寄せせせせ系系系系！！！！★★★★　高次元意識体による特殊な支援（カルマ、総合運、金運、人との出会い、引き寄せ系）

アチューンメント名 高次元意識体 総数 格 守護の方法 伝授条件 施術者要件 料金

福徳のアチューンメント∞ 宇宙の根源意識体 10×5000京 仏・仏 遠隔で守護。チャクラには宿らない。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \280,000-

∞光のアチューンメント 宇宙の根源意識体 10×5000京 仏・仏 遠隔で守護。チャクラには宿らない。 なし ｱﾅﾊﾀ1500万％ \30,000-

★闇の灯 宇宙の根源意識体 10×5000京 仏・仏 遠隔で守護。チャクラには宿らない。 なし 極秘 \30,000-

七福神からの金運加護\ 七福神 700万 仏・菩 第一～第七チャクラの金運スポットを書き換える。 なし ｱﾅﾊﾀ1500万％ \5,000-

天財運！60% 宇宙銀行 1 菩・菩 クンダリニーにある天財運スポットを書き換える。 なし ｱﾅﾊﾀ150万％ \15,000-

天財運！100% 宇宙銀行 1 菩・菩 クンダリニーにある天財運スポットを書き換える。 なし ｱﾅﾊﾀ150万％ \30,000-

天財運！10,000% 宇宙銀行 1 菩・菩 クンダリニーにある天財運スポットを書き換える。 なし ｱﾅﾊﾀ150万％ \300,000-

天財運！170,000% 宇宙銀行 1 菩・菩 クンダリニーにある天財運スポットを書き換える。 なし ｱﾅﾊﾀ150万％ \3,000,000-

天財運！10,000,000% 宇宙銀行 1 菩・菩 クンダリニーにある天財運スポットを書き換える。 なし ｱﾅﾊﾀ150万％ \1,200万-

まだ見ぬ、仲間への導き 良友の女神 １億 菩・菩 左右の足の裏のチャクラに99体ずつ遠隔で宿る。 なし ｱﾅﾊﾀ1500京％ \7,000-

\善なる使命への経済と物資 豊かさの女神アルテミス 80,000 菩・菩 クンダリニーに遠隔で７名が宿る。 なし ｱﾅﾊﾀ1500億％ \7,000-

素晴らしい人々への出会い◎ 女性の守護神ヘラ 80億 菩・菩 遠隔で守護。チャクラには宿らない。 なし ｱﾅﾊﾀ1500京％ \80,000-

パワースポットへの導きθ 都市の守護神アテネ 8000億 菩・菩 遠隔で守護。チャクラには宿らない。 なし ｱﾅﾊﾀ1500京％ \500-

〆良き噂の守護 デメテル 8万 菩・菩 遠隔で守護。チャクラには宿らない。 なし ｱﾅﾊﾀ1500京％ \40,000-

ソウルメイトへの導き☆ ヘファイストス 8万 菩・菩 遠隔で守護。チャクラには宿らない。 なし ｱﾅﾊﾀ1500京％ \3,000-

ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ・ﾌﾚﾝｽﾞ* ヘルメス 8万 菩・菩 遠隔で守護。チャクラには宿らない。 なし ｱﾅﾊﾀ1500京％ \5,000-

←援軍の導き ポセイドン 8万 菩・菩 遠隔で守護。チャクラには宿らない。 なし ｱﾅﾊﾀ1500京％ \70,000-

運命の異性へ⇔ ヘスティア 8万 菩・菩 遠隔で守護。チャクラには宿らない。 なし ｱﾅﾊﾀ1500京％ \9,000-

支援者の導き□ お酒の神バッカス 8万 菩・菩 遠隔で守護。チャクラには宿らない。 なし ｱﾅﾊﾀ1500京％ \3,000-

ｼﾝｸﾛﾆｼﾃｨ・ｴﾝﾊﾟﾜﾒﾝﾄ〒 時の神クロノス 1 仏・仏 第七チャクラとクロノスが繋がる。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \10,000-

貧者の衣, 雌獅子の神メンヒト 8000 菩・菩 遠隔で守護。チャクラには宿らない。 なし ｱﾅﾊﾀ1000％ \500-

インカ神話の神々ﾌﾙｺﾝﾎﾞ&

山の神アポ
稲妻の神アポカテクイル
金星の女神チャスカ
月の神コニラヤ
富の神エッケコ
天候の神イヤーパ
太陽神インティ
男神コン
収穫の女神ママ・アルパ
魚の神ママ・コチャ
土の女神 パチャママ
月の女神ママ・キジャ
穀物の女神ママ・ザラ
マンコ・カパック
パチャカマック
水の神パリアカカ
死の神スーパイ
宝石の神ウルカグアリー
創造の神 ビラコチャ
ザラママ
ヤナムカ・トゥタニャムカ
火の神ワリャリョ・カルウィ
ンチョ
ワカ

8000 菩・菩 遠隔で守護。チャクラには宿らない。 なし ｱﾅﾊﾀ1500京％ \30,000-

アチューンメント名

福徳のアチューンメント∞

∞光のアチューンメント

★闇の灯

七福神からの金運加護\

天財運！60%

天財運！100%

天財運！10,000%

天財運！170,000%

天財運！10,000,000%

まだ見ぬ、仲間への導き

\善なる使命への経済と物資

素晴らしい人々への出会い◎

パワースポットへの導きθ

〆良き噂の守護

ソウルメイトへの導き☆

ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ・ﾌﾚﾝｽﾞ*

←援軍の導き

運命の異性へ⇔

支援者の導き□

ｼﾝｸﾛﾆｼﾃｨ・ｴﾝﾊﾟﾜﾒﾝﾄ〒

貧者の衣,

インカ神話の神々ﾌﾙｺﾝﾎﾞ&

雌獅子の神メンヒトによる衣服の支援を受けるようになる。人々が衣服で困らないための守護。

社会における自己実現への導きとサポートを得る。

主に仕事関係で相性の良い見方を引き寄せようとする。

運命の異性を引き寄せようとする。

あなたの第七チャクラと時の神クロノスを繋げることで、人生全般におけるシンクロ現象が起きやすいように支援されます。

主に仕事関係で、相性の良い支援者を引き寄せようとする。

あなたと相性の良いパワースポットへと導いてくれる。

あなたと相性の良い人々に、あなたの話題が広がっていくように支援してくれる。

プラスのソウルメイトとの出会いをサポートしてくれる。

相性の良いプライベートな友だちを引き寄せようとする働きをする。

あなたの器に合わせて、あなたが善なる使命を果たすために必要なお金や物質をぐいぐいと引き込んでくるように働きます。

効果

カルマの一部書き換えを行なう。あなたの総合運が25%、生涯に渡って底上げされる。あなたが幸福を願った人の総合運が一ヶ月間30%アップする。

カルマの一部書き換えを行い、全てのカルマが人生の喜びになっていくように、宇宙の根源意識体からの支援を受けることができる。

あなたの金運の器やバイオリズム自体は変わらないが、生涯を通じて金運を２５％底上げしてくれる。

宇宙の金の流れを司る神との縁が深まる。自分の総合運や金運には関係なく、自分の器に応じて、収入に結び付くチャンスが起きやすくなる。

宇宙の金の流れを司る神との縁が深まる。自分の総合運や金運には関係なく、自分の器に応じて、収入に結び付くチャンスが起きやすくなる。

強い悪影響を受けているカルマ（一件）の苦しみを最高で３０％軽減することが期待できる。守護の程度は宇宙の根源意識体の采配。

宇宙の金の流れを司る神との縁が深まる。自分の総合運や金運には関係なく、自分の器に応じて、収入に結び付くチャンスが起きやすくなる。

地球人には効果が分からないらしい。

あなたの人生が良い方向に向かうために必要な人々との出会いへと導いてくれます。導かれたところで縁をゲットするかどうかはあなた次第です。

地球人には効果が分からないらしい。

あなたの人生にとって必要な、素晴らしい人々との出会いへと導いてくれる。
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れんげ工房SELECT
高次元意識体を用いたアチューンメント一覧

（期間を明記していないものは一生持続）

★★★★能力能力能力能力アップアップアップアップ！！！！系系系系、、、、感情支援系感情支援系感情支援系感情支援系～～～～★★★★　高次元意識体による特殊な支援

アチューンメント名 高次元意識体 総数 格 守護の方法 伝授条件 施術者要件 料金

仮想脳×２　∞ 地球発！教育の母神 94 菩・菩 第四チャクラの書き換え。チャクラには宿らない。 なし ｱﾅﾊﾀ1500万％ \6,000-

仮想脳×５　∞ 地球発！教育の母神 94 菩・菩 第四チャクラの書き換え。チャクラには宿らない。 なし ｱﾅﾊﾀ1500万％ \6,200-

仮想脳×７　∞ 地球発！教育の母神 94 菩・菩 第四チャクラの書き換え。チャクラには宿らない。 なし ｱﾅﾊﾀ1500万％ \6400-

仮想脳×１３　∞ 地球発！教育の母神 94 菩・菩 第四チャクラの書き換え。チャクラには宿らない。 なし ｱﾅﾊﾀ1500万％ \6,600-

仮想脳×２３　∞ 地球発！教育の母神 94 菩・菩 第四チャクラの書き換え。チャクラには宿らない。 なし ｱﾅﾊﾀ1500万％ \6,800-

仮想脳×３９　∞ 地球発！教育の母神 94 菩・菩 第四チャクラの書き換え。チャクラには宿らない。 なし ｱﾅﾊﾀ1500万％ \7,000-

仮想脳×１０８　∞ 地球発！教育の母神 94 菩・菩 第四チャクラの書き換え。チャクラには宿らない。 なし ｱﾅﾊﾀ1500万％ \10,000-

X3 ！ｽﾋﾟｰﾄﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ 能率の神 9999 仏・仏 第六チャクラの書き換えと脳全体のナーディ活性。 なし ｱﾅﾊﾀ1500万％ \300-

X4 ！ｽﾋﾟｰﾄﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ 能率の神 9999 仏・仏 第六チャクラの書き換えと脳全体のナーディ活性。 なし ｱﾅﾊﾀ1500万％ \1,000-

X8 ！ｽﾋﾟｰﾄﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ 能率の神 9999 仏・仏 第六チャクラの書き換えと脳全体のナーディ活性。 なし ｱﾅﾊﾀ1500万％ \3,000-

X16 ！ｽﾋﾟｰﾄﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ 能率の神 9999 仏・仏 第六チャクラの書き換えと脳全体のナーディ活性。 なし ｱﾅﾊﾀ1500万％ \4,000-

X28 ！ｽﾋﾟｰﾄﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ 能率の神 9999 仏・仏 第六チャクラの書き換えと脳全体のナーディ活性。 なし ｱﾅﾊﾀ1500万％ \7,000-

X56 ！ｽﾋﾟｰﾄﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ 能率の神 9999 仏・仏 第六チャクラの書き換えと脳全体のナーディ活性。 なし ｱﾅﾊﾀ1500万％ \8,000-

X108 ！ｽﾋﾟｰﾄﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ 能率の神 9999 仏・仏 第六チャクラの書き換えと脳全体のナーディ活性。 なし ｱﾅﾊﾀ1500万％ \9,500-

X906 ！ｽﾋﾟｰﾄﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ 能率の神 9999 仏・仏 第六チャクラの書き換えと脳全体のナーディ活性。 なし ｱﾅﾊﾀ1500万％ \10,300-

X6032 ！ｽﾋﾟｰﾄﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ 能率の神 9999 仏・仏 第六チャクラの書き換えと脳全体のナーディ活性。 なし ｱﾅﾊﾀ1500万％ \45,000-

X12048 ！ｽﾋﾟｰﾄﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ 能率の神 9999 仏・仏 第六チャクラの書き換えと脳全体のナーディ活性。 なし ｱﾅﾊﾀ1500万％ \79,500-

●ﾎﾟﾃﾝｼｬﾘﾃｨｰ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ ハーデス 8万 菩・菩 チャクラなどには宿らず、遠隔で守護。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \80,000-

○ｱﾋﾞﾘﾃｨ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ プロセルピナ 8万 菩・菩 チャクラなどには宿らず、遠隔で守護。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \280,000-

ｳｨｽﾞﾀﾞﾑ･ｵﾌﾞ･ﾗｲﾌ◎ 智恵の神 80万 菩・仏 チャクラなどには宿らず、遠隔で守護。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \5,000-

イート・ポイズン＞Λ＜ 阿修羅一族 800万 仏・菩 第三チャクラに遠隔で１体が宿る。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \500-

アンチ・アルコール @ 酒嫌いの神 8万 菩・菩 遠隔で適宜、禁酒エネルギーを送ってくれる。 なし ｱﾅﾊﾀ1500％ \2,000-

アンチ・スモークβ 麻薬嫌いの神 8,000 菩・菩 遠隔で適宜、禁煙エネルギーを送ってくれる。 なし ｱﾅﾊﾀ1500％ \500-

アチューンメント名

仮想脳×２　∞

仮想脳×５　∞

仮想脳×７　∞

仮想脳×１３　∞

仮想脳×２３　∞

仮想脳×３９　∞

仮想脳×１０８　∞

X3 ！ｽﾋﾟｰﾄﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

X4 ！ｽﾋﾟｰﾄﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

X8 ！ｽﾋﾟｰﾄﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

X16 ！ｽﾋﾟｰﾄﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

X28 ！ｽﾋﾟｰﾄﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

X56 ！ｽﾋﾟｰﾄﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

X108 ！ｽﾋﾟｰﾄﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

X906 ！ｽﾋﾟｰﾄﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

X6032 ！ｽﾋﾟｰﾄﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ
X12048 ！ｽﾋﾟｰﾄﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ

●ﾎﾟﾃﾝｼｬﾘﾃｨｰ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

○ｱﾋﾞﾘﾃｨ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

ｳｨｽﾞﾀﾞﾑ･ｵﾌﾞ･ﾗｲﾌ◎

イート・ポイズン＞Λ＜

アンチ・アルコール @

アンチ・スモークβ

★★★★特殊系特殊系特殊系特殊系　　　　そのそのそのその1111★★★★　高次元意識体による特殊な支援

アチューンメント名 高次元意識体 総数 格 守護の方法 伝授条件 施術者要件 料金

博愛のヒーリングф 博愛の女神 150万 仏・菩 遠隔で守護。チャクラには宿らない。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \8,000-

使命への後押し / 宇宙の根源意識体 10×5000京 仏・仏 遠隔で守護。チャクラには宿らない。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \9,000-
使命への後押し /× ５０ 宇宙の根源意識体 10×5000京 仏・仏 遠隔で守護。チャクラには宿らない。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \80,000-

アチューンメント名
博愛のヒーリングф
使命への後押し /
使命への後押し /× ５０

博愛の女神と繋がることで、あなたの周りに博愛の波動が常に広がるようになります。
あなたが持って生まれた使命を果たす方向へ進むよう、例えそれが苦難の道であろうとも、環境要因を加速します。

お酒が嫌いになる訳ではないが、あなたがお酒を控えたいという意志を支援するように、酒嫌いの神がエネルギーを送ってくれる。
潜在意識に対するﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ「ﾉﾝ・ｱﾙｺｰﾙ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ」と併用するとさらなる効果ｱｯﾌﾟが期待される

タバコが嫌いになる訳ではないが、あなたがタバコを控えたいという意志を支援するように、麻薬嫌いの神がエネルギーを送ってくれる。
潜在意識に対するﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ「ﾉﾝ･ｽﾓｰｸ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ」と併用するとさらなる効果ｱｯﾌﾟが期待される。

あなたの器に応じて、脳の働きがよくなる（頭の回転が速くなる）。

あなたや周りの人にとってマイナスとなる怒りのエネルギーを、阿修羅一族が勝手に食べていってくれます。胃腸の健康も支援。

地球人には効果が分からないらしい。それでもよければ受けてもよい。

★持続期間は３年です！あなたの器に応じて、脳内メモリーを２つに増やす。学習能力UP！考え事のキャパシティーが増えることが期待される。

効果

あなたの器に応じて、脳の働きがよくなる（頭の回転が速くなる）。

★持続期間は３年です！あなたの器に応じて、脳内メモリーを５つに増やす。学習能力UP！考え事のキャパシティーが増えることが期待される。

★持続期間は３年です！あなたの器に応じて、脳内メモリーを７つに増やす。学習能力UP！考え事のキャパシティーが増えることが期待される。

地球人には効果が分からないらしい。それでもよければ受けてもよい。

地球人には効果が分からないらしい。それでもよければ受けてもよい。

霊体にある潜在能力の宝箱288個には約75万種類の潜在能力の起動スイッチが秘められている。それらを開くのは「潜在能力の宝箱228覚醒1～10」で
ある。このアチューンメントで宝箱が開くことはない。冥府の神ハーデスは、人間の霊体に沈められている潜在能力の使用法マニュアルを司っている。
ハーデスはあなたのライフスタイルに合わせた能力発揮がなされるように、アチューンメントを受けた人を自然に導いてくれる。

あなたの器に応じて、脳の働きがよくなる（頭の回転が速くなる）。

地球人には効果が分からないらしい。それでもよければ受けてもよい。

地球人には効果が分からないらしい。それでもよければ受けてもよい。

地球人には効果が分からないらしい。それでもよければ受けてもよい。

地球人には効果が分からないらしい。それでもよければ受けてもよい。

地球人には効果が分からないらしい。それでもよければ受けてもよい。

地球人には効果が分からないらしい。それでもよければ受けてもよい。

地球人には効果が分からないらしい。それでもよければ受けてもよい。
地球人には効果が分からないらしい。それでもよければ受けてもよい。

整理整頓、住環境、キッチンまわりやオフィス環境のデザイン、書類デザイン、など生活から仕事まで価値ある啓示を与えてくれる。

主に仕事において、より自分に適した職業の選択や、日常業務全般においての能力アップを常に支援される。

あなたが持って生まれた使命を果たす方向へ進むよう、例えそれが苦難の道であろうとも、環境要因をさらに加速します。

効果
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高次元意識体を用いたアチューンメント一覧

（期間を明記していないものは一生持続）

★★★★特殊系特殊系特殊系特殊系　　　　そのそのそのその2222★★★★　高次元意識体による特殊な支援
アチューンメント名 高次元意識体 総数 格 守護の方法 伝授条件 施術者要件 料金

畢生の揮毫 風水術の神 5,000万 仏・仏

名前に対するアチューンメント。
申込者が指定した【その人物の名前（芸名なども
可）】もしくは【その団体名】と、風水術の神との回路
が太くなる。このアチューンメントを受けた【その人
やその団体の名前】は風水パワー得点が5,000万
点となる。名前によってはさらにアップする場合もあ
る。

なし ｱﾅﾊﾀ150京％
一名称毎に
\100,000-

神法の気功師 元祖・気功の神 8,000京 仏・仏
アチューンメントを受けた人のアナハタ・チャクラと
両手にあるチャクラ一つひとつに遠隔で1,000体が
宿る。

プロ ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \900,000-

人生の転機∬ いにしえの古仏 7億 仏・仏 どのチャクラにも宿らない。遠隔でその人を見守る。 なし ｱﾅﾊﾀ1,500京％ \5,000-

生命空間∞ アダムの天使 5,000垓 仏・仏
アチューンメントを受けた人のアナハタ・チャクラに
遠隔で1,000体が宿る。

なし ｱﾅﾊﾀ1,500京％ \300-

無限なる自己 イブの天使 1垓 仏・仏
アチューンメントを受けた人のアナハタ・チャクラに
遠隔で1,000体が宿る。

なし ｱﾅﾊﾀ1,500京％ \3,000-

↑チャンスの神！到来★ チャンスの神
777億7,777万

7,777
仏・仏

アチューンメントを受けた人のアナハタ・チャクラに
遠隔で10体が宿る。

なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％
\100万-
元旦だけ
無料

∞スペシャル！！ 次元を超越した存在たち 極秘 仏・仏
高次元意識体ではない。次元を超越した真髄の世
界の存在たちである。

なし 極秘 \200万-

おめめやおはながドウナルノ？
お申し込み毎に
高次元意識体を選別

近視が・・・、視力が・・・、花粉が・・・という方を支援
してくれる高次元意識体へアチューンメント。

なし 極秘
\800-
（無料も可）

アチューンメント名

畢生の揮毫

神法の気功師

人生の転機∬

生命空間∞

無限なる自己

↑チャンスの神！到来★

∞スペシャル！！

おめめやおはながドウナルノ？

持続期間持続期間持続期間持続期間はははは三年間三年間三年間三年間のみのみのみのみ。。。。人生の出来事全てを無限の心で包み込めるように支援してくれます。「アダムの天使」による内面性への支援です。

持続期間持続期間持続期間持続期間はははは三年間三年間三年間三年間のみのみのみのみ。。。。自己の存在そのものを肯定的に捉えられるように、「イブの天使」が内面性を支援してくれます。

持続期間持続期間持続期間持続期間はははは150150150150日間日間日間日間のみのみのみのみ。。。。人あなたの人生のプラスになるようなチャンスを何度も呼び寄せてくれます。どんなチャンスを運んでくるかは彼らの采配で
す。気づきやすいチャンスも、気づきにくいチャンスも呼び寄せます。それらのチャンスをゲットできるかどうかは、あなた次第です。スルーするもよし、フ
ルスイングするもよしです。100万円というあまりにも高額なアチューメントですが、さすがチャンスの神らしく、毎年1月１日の元旦だけは無料でアチュー
ンメントしても良いそうです。おおおお申申申申しししし込込込込みはみはみはみは元旦元旦元旦元旦のののの0000時時時時からからからから24242424時時時時までのまでのまでのまでの間間間間ににににツイートツイートツイートツイートかかかかメールメールメールメールでおでおでおでお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

このアチューンメントについては効果を説明することは致しません。個別に聞かれても答えません。一切何もお答えしません。
ご自信の力で価値ある、必要であると判断された方のみお申し込みください。
視力、近視、花粉に悩むお客様の声から生まれたアチューンメントです。一応８００円ですが無料でも構いません。

直接・遠隔を問わず、気功師/ヒーラー/レイキティーチャー/各種エネルギー療法のプロ施術者などの治療能力を格段にアップさせていく働きをする。

持続期間持続期間持続期間持続期間はははは365365365365日間日間日間日間のみのみのみのみ。。。。アチューンメントを受けた人の人生にとって大切なヴィジョンや気づきを、一年間の間に一度だけ与えてくれる。
「いにしえの古仏」は宇宙のあらゆる諸仏を遠くから見守り、その成長に合わせて大きな気づきを与えている幽玄なる存在。これまで地球で縁があった
代表者は釈尊や天台などである。釈尊には２度、出家や悟りのきっかけを与えている。天台には３度。
アチューンメントを受ける人の主義主張、宗教哲学は一切問わない。普通の主婦であってもサラリーマンであっても、その人の成長過程に合わせた気づ
きを与えてくれる。

効果

風水パワーが強ければ強いほど、人や物に恵まれやすい方向に働きます。総合運、金運、天財運、カルマとはまた違った次元から働く、宇宙のシステ
ム的なパワーです。風水術の神に問い合わせたところ、風水パワー得点というものを測定することができるようになりました。日本人の戸籍上の氏名が
発する風水パワー得点は平均30点と、実にもったいないことをしているのです。大富豪の氏名や会社名は、数千億点というすさまじい風水パワーを発し
ていることが多いのです。このアチューンメントでは、企業名や個人名または芸名の風水パワーを強力にし、5,000万点まで高めることができます。

このアチューンメントについては効果を説明することは致しません。個別に聞かれても答えません。一切何もお答えしません。
ご自身の力で価値ある、必要であると判断された方のみお申し込みください。
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高次元意識体を用いたアチューンメント一覧

（期間を明記していないものは一生持続）

★★★★特殊系特殊系特殊系特殊系　　　　そのそのそのその3333★★★★　高次元意識体への物体ｱﾁｭｰﾝﾒﾝﾄ
アチューンメント名 高次元意識体 総数 格 守護の方法 伝授条件 施術者要件 料金

稀代の古美術 風水術の神 5,000万 仏・仏

美術品、工芸品、持ち運び可能な物品を対象とした
アチューンメント。このアチューンメントを受けた品
物は風水パワーが飛躍的に高まり、風水パワー得
点が5,000万点となる。物品によってはさらにアップ
する場合もある。
車や自転車は不可。

物品 ｱﾅﾊﾀ150京％
一品につき
\30,000-

神秘のサウンドシステム オーディオの神 4,800万 仏・仏

スピーカーからケーブル、アンプ、プレイヤーに至る
までのオーディオセットを１単位として、高次元意識
体であるオーディオの神と物体アチューンメントを行
います。
★複数のSPなどをお持ちの方はどこまでをア
チューンメントできるかご相談ください。

ｽﾋﾟｰｶｰ
アンプ
ﾌﾟﾚｲﾔｰ
ケーブル

ｱﾅﾊﾀ150万％
1Setにつき
\15,000-

聖なる源流 ｸﾘｰﾝ･ｴﾈﾙｷﾞｰの神 3,000億 仏・仏
ご家庭からビルやオフィス、店舗に至るまで可能で
す。ﾌﾞﾚｰｶｰ、分電盤、配電盤に対して物体アチュー
ンメントを施し、「ｸﾘｰﾝ･ｴﾈﾙｷﾞｰの神」と繋げます。

ﾌﾞﾚｰｶｰ
分電盤
配電盤

ｱﾅﾊﾀ150京％
1ヶ所につき
\23,000-

光湧水 光脈の神 8,000万 仏・仏
ご家庭からビルやオフィス、店舗に至るまで可能で
す。水道ﾒｰﾀｰに対して物体ｱﾁｭｰﾝﾒﾝﾄを施し、「光
脈の神」と繋げます。

水道
ﾒｰﾀｰ

極秘
1ヶ所につき
\23,000-

森の精霊 暖守の神 9万 仏・仏
ご家庭からビルやオフィス、店舗に至るまで可能で
す。ｶﾞｽﾒｰﾀｰに対して物体ｱﾁｭｰﾝﾒﾝﾄを施し、「暖守
の神」と繋げます。

ｶﾞｽﾒｰﾀｰ 極秘
1ヶ所につき
\9,000-

パワーストーンEVOLUTION 降臨する精霊たち 8,000垓 仏・菩
それぞれのパワーストーンや宝石に適した精霊が
宿るように自動的にｱﾁｭｰﾝﾒﾝﾄされます。

ﾊﾟﾜｰｽﾄｰ
ﾝ、宝石

ｱﾅﾊﾀ1500垓％
1回20個まで
￥4,000-

ザ・ハイエスト◎パートナー♪
その都度、
高次元意識体を選別

極秘
物品１つ
￥10,000-

高次元意識体●封入○◎
その都度、
高次元意識体を選別

極秘
物品１つ
￥7,000-

アチューンメント名

稀代の古美術

神秘のサウンドシステム

聖なる源流

光湧水

森の精霊

パワーストーンEVOLUTION

ザ・ハイエスト◎パートナー♪

高次元意識体●封入○◎

『ｵｰﾄ伝法灌頂ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ1↓』の物品ヴァージョンです。小さ
なモノから３階建て程度の一般家屋に至るまでの存在に対し
て、申込者様の願いに適した高次元意識体とのアチューンメ
ントを行います。その「モノ」が不思議な働きを持つようになり
ます。その「モノ」に高次元意識体が宿ります。

高次元意識体をそのモノモノモノモノにおろします。どんな高次元意識体が何体おりてきてどんな働きをするかは分かりませんが、お申込者様の願いが反映されま
す。「会社会社会社会社ののののロゴロゴロゴロゴにににに、、、、おおおお客客客客さんをさんをさんをさんを呼呼呼呼んでくれるんでくれるんでくれるんでくれる意識体意識体意識体意識体をををを」、「CDCDCDCDジャケットジャケットジャケットジャケットにににに癒癒癒癒しのしのしのしの存在存在存在存在をををを」、「我我我我がががが家家家家にににに守守守守りりりり神神神神をををを」、「楽器楽器楽器楽器のののの上達法上達法上達法上達法をををを教教教教えてくれるようなえてくれるようなえてくれるようなえてくれるような
意識体意識体意識体意識体をををを、、、、自分自分自分自分のののの楽器楽器楽器楽器にににに」といったイメージですね。ただし、当方でアチューンメントとして一覧に載せている高次元意識体はアチューンメントすることは
できませんことを十分ご承知置きください。
再ｱﾁｭｰﾝﾒﾝﾄや浄化は１回一つまで３００円です。

強い風水パワーを放つ名品を室内に飾ったり、身につけたりすることで、家屋や個人の風水パワーを高めることができます。
このアチューンメントを受けた物品は強力な風水パワーを放つようになります。風水パワー点数は最低5,000万点まで高めることができます。
物品によっては、風水パワーが5,000万点以上に跳ね上がる可能性もあります。

オーディオの神と繋がったスピーカーの音をお試ししたい方は、ゴールドチップ２をお試しください。オーディオの音を良くしたい人はご利用ください。料金料金料金料金
後払後払後払後払いいいいOKOKOKOK、、、、支払支払支払支払いいいい期限期限期限期限なしなしなしなし。。。。督促督促督促督促なしなしなしなし。。。。ただしただしただしただし、「、「、「、「いつかいつかいつかいつか支払支払支払支払うううう意志意志意志意志があるがあるがあるがある」」」」ことはことはことはことは霊視霊視霊視霊視でででで確認確認確認確認させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。

楽器、車、バイク、船、スポーツ用品など、あなたとの相性を高
めたいものに対してアチューンメントを行います。
その「モノ」の波動を調整し、あなたにとって相性が良い状態に
致します。その「モノ」に高次元意識体は宿りません。

あなたがパートナーとして大切に愛用しているモノと、あなたの相性を限界まで引き上げます。
そのパートナーの本当の力を引き出すためのお手伝いとなります。楽器、乗り物、スポーツ用品と使用者の接続をスムーズにし、使用者の意図が伝わ
りやすいパートナーへと波動を調整します。パートナーがもつ波動を上質にしてくれる高次元意識体を宇宙から選別し、施術いたします。高次元意識体
は、パートナーの波動を書き換えた後、去っていきます。
再ｱﾁｭｰﾝﾒﾝﾄや浄化は１回一つまで３００円です。

ご家庭や店舗などの電流の邪気を強力な正気に転換します。正気パワーに追加して、電化製品やケーブルを流れる電流が、人間、ペット、植物の健康
を促進する方向に働きかける波動を発するようになります。
料金後払料金後払料金後払料金後払いいいいOKOKOKOK、、、、支払支払支払支払いいいい期限期限期限期限なしなしなしなし。。。。督促督促督促督促なしなしなしなし。。。。ただしただしただしただし、「、「、「、「いつかいつかいつかいつか支払支払支払支払うううう意志意志意志意志があるがあるがあるがある」」」」ことはことはことはことは霊視霊視霊視霊視でででで確認確認確認確認させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。
ﾌﾞﾚｰｶｰなどの交換の後には無料で再ｱﾁｭｰﾝﾒﾝﾄいたします。
お引越しされた場合は1,500円で新居にアチューンメントさせていただきます。
思いやりで公共施設（福祉・教育など）の水の波動をよくしてあげたいとお考えの方は、２０施設まで８，０００円で施術させていただきます。ただしこのと
きは料金前払いとなります。

自営業で自宅とあわせて店舗もお考えの方はご相談ください。

ご家庭や店舗などの水を強力な正気に転換します。正気パワーに追加して人間、ペット、植物の健康を促進する方向に働きかける波動を発する水にな
ります。キッチン、トイレ、お風呂など家庭すべての水周りから出るお水が超パワーとなります。
料金後払料金後払料金後払料金後払いいいいOKOKOKOK、、、、支払支払支払支払いいいい期限期限期限期限なしなしなしなし。。。。督促督促督促督促なしなしなしなし。。。。ただしただしただしただし、「、「、「、「いつかいつかいつかいつか支払支払支払支払うううう意志意志意志意志があるがあるがあるがある」」」」ことはことはことはことは霊視霊視霊視霊視でででで確認確認確認確認させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。
このｱﾁｭｰﾝﾒﾝﾄはお宅の水道ﾒｰﾀｰを交換するまで持続します。交換後は無料で再アチューンメントさせていただきます。
お引越しされた場合は1,500円で新居にアチューンメントさせていただきます。
思いやりで公共施設（福祉・教育など）の電気の波動をよくしてあげたいとお考えの方は、１０施設まで８，０００円で施術させていただきます。ただしこの
ときは料金前払いとなります。

自営業で自宅とあわせて店舗もお考えの方はご相談ください。

ご家庭や店舗などのｶﾞｽを強力な正気に転換します。正気パワーに追加して人間の健康を促進する方向に働きかける波動を発するようになります。
料金後払料金後払料金後払料金後払いいいいOKOKOKOK、、、、支払支払支払支払いいいい期限期限期限期限なしなしなしなし。。。。督促督促督促督促なしなしなしなし。。。。ただしただしただしただし、「、「、「、「いつかいつかいつかいつか支払支払支払支払うううう意志意志意志意志があるがあるがあるがある」」」」ことはことはことはことは霊視霊視霊視霊視でででで確認確認確認確認させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。
このｱﾁｭｰﾝﾒﾝﾄはお宅のｶﾞｽﾒｰﾀｰを交換するまで持続します。交換後は無料で再アチューンメントさせていただきます。
お引越しされた場合は500円で新居にアチューンメントさせていただきます。
思いやりで公共施設（福祉・教育など）のｶﾞｽの波動をよくしてあげたいとお考えの方は、２０施設まで３，０００円で施術させていただきます。ただしこのと
きは料金前払いとなります。

自営業で自宅とあわせて店舗もお考えの方はご相談ください。

パワーストーンや宝石が本来持つ性質を最低1,000倍以上に高めます。強い正気パワーを放つようにもなります。本当本当本当本当にににに魂魂魂魂をもったをもったをもったをもったパワーストーンパワーストーンパワーストーンパワーストーンとなとなとなとな
りますりますりますります。ブレスレッドの場合は球の一つひとつを一個とカウントします。再ｱﾁｭｰﾝﾒﾝﾄや浄化は１回２０個まで３００円です。

効果


