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アチューンメント名 対象 タイプ 概要
受ける
条件

施術者
条件

料金

うまうまピ！★
潜在
意識

能力
付与

潜在意識に対するプログラミング。「うまうまうまうまうまうまうまうまピピピピ！！！！」と思うだけで、食事の邪気や
不要な波動が祓われ、自分と相性の良い波動を発するように調整される。

なし ｱﾅﾊﾀ15万％ \1,000-

よく効くピ！☆
潜在
意識

能力
付与

潜在意識に対するプログラミング。医薬品、サプリメント、化粧品などに「よくよくよくよく効効効効くくくく
ピピピピ！！！！」と思うだけで、自分と相性の良い波動を発するように調整される。

なし ｱﾅﾊﾀ1.5万％ \3,000-

ウォーター・チャージ！○
潜在
意識

能力
付与

潜在意識に対するプログラミング。飲み物などに「ウォーターウォーターウォーターウォーター・・・・チャージチャージチャージチャージ！！！！」と思
うだけで、対象の水分から邪気や不要な波動が祓われ、自分と相性の良い波動
を発するように調整される。

なし ｱﾅﾊﾀ1.5億％ \1,500-

ウォーター・チャージ！MAX
潜在
意識

能力
付与

【ウォーター・チャージ！○】の強化版です。伝授条件は【ウォーター・チャージ！
○】を受けていることです。使用法は同じ。飲み物などに「ウォーターウォーターウォーターウォーター・・・・チャーチャーチャーチャー
ジジジジ！！！！」と思うだけです。

あり 極秘 \2,000-

エレキ・ショック！▽
潜在
意識

能力
付与

潜在意識に対するプログラミング。空間に向かって「エレキ・ショック！」と思うだ
けで、半径５ｍ内にある空間の邪念が祓われる。

なし ｱﾅﾊﾀ1.5億％ \1,500-

エレキMAX！
潜在
意識

能力
付与

【エレキ・ショック！▽】の強化版です。伝授条件は【エレキ・ショック！▽】を受け
ていること。使用法は同じ。空間に向かって「エレキエレキエレキエレキ・・・・ショックショックショックショック！！！！」と思うだけ。半
径100ｍ内にある空間の邪念が祓われる。

あり 極秘 \4,000-

クリスタル！◇
潜在
意識

能力
付与

潜在意識に対するプログラミング。パワーストーンなどの固体に向かって「クリス
タル！」と思うだけで、邪気・邪念・マイナスの記憶が祓われる。

なし ｱﾅﾊﾀ1.5億％ \4,000-

クリスタル・キング！
潜在
意識

能力
付与

【クリスタル！◇】の強化版です。伝授条件は【クリスタル！◇】を受けているこ
と。使用法は同じ。空間に向かって「クリスタル！」と思うだけ。

あり 極秘 \7,000-

ホワイト・チャージ！♪
潜在
意識

能力
付与

「ホワイト・チャージ！」と思うだけで、自分の意識にホワイトの波動が１時間程
度、広がる。例：無垢、純粋、クリア、透明、無心

なし ｱﾅﾊﾀ1500万％ \2,000-

ピンク・チャージ！♪
潜在
意識

能力
付与

「ピンク・チャージ！」と思うだけで、自分の意識にピンクの波動が１時間程度、
広がる。例：かわいい、愛おしい

なし ｱﾅﾊﾀ1500万％ \1,700-

レッド・チャージ！♪
潜在
意識

能力
付与

「レッド・チャージ！」と思うだけで、自分の意識にレッドの波動が１時間程度、広
がる。例：興奮、攻撃、怒り、情熱、勇気

なし ｱﾅﾊﾀ1500万％ \4,000-

オレンジ・チャージ！♪
潜在
意識

能力
付与

「オレンジ・チャージ！」と思うだけで、自分の意識にオレンジの波動が１時間程
度、広がる。　例：愛情、安心

なし ｱﾅﾊﾀ1500万％ \7,000-

イエロー・チャージ！♪
潜在
意識

能力
付与

「イエロー・チャージ！」と思うだけで、自分の意識にイエローの波動が１時間程
度、広がる。例：明るい、楽しい、目立ちたい、元気

なし ｱﾅﾊﾀ1500万％ \2,000-

グリーン・チャージ！♪
潜在
意識

能力
付与

「グリーン・チャージ！」と思うだけで、自分の意識にグリーンの波動が１時間程
度、広がる。例：安らぎ、仲良し、平和、リラックス

なし ｱﾅﾊﾀ1500万％ \5,000-

ブルー・チャージ！♪
潜在
意識

能力
付与

「ブルー・チャージ！」と思うだけで、自分の意識にブルーの波動が１時間程度、
広がる。　例：さわやか、落ち着き

なし ｱﾅﾊﾀ1500万％ \3,000-

パープル・チャージ！♪
潜在
意識

能力
付与

「パープル・チャージ！」と思うだけで、自分の意識にパープルの波動が１時間程
度、広がる。例：神秘、慈悲

なし ｱﾅﾊﾀ1500万％ \3,000-

シルバー・チャージ！♪
潜在
意識

能力
付与

「シルバー・チャージ！」と思うだけで、自分の意識にシルバーの波動が１時間程
度、広がる。例：自分らしい

なし ｱﾅﾊﾀ1500万％ \10,000-

ゴールド・チャージ！♪
潜在
意識

能力
付与

「ゴールド・チャージ！」と思うだけで、自分の意識にゴールドの波動が１時間程
度、広がる。例：幸福、自信

なし ｱﾅﾊﾀ1500万％ \10,000-

カラー・チャージ！♪Full
潜在
意識

能力
付与

全10色のカラーチャージを全て一括でアチューンメントする。 なし ｱﾅﾊﾀ1500万％ \40,000-

手から出る気の量３割UP!!
潜在
意識

能力
付与

気を出そうと思ったときに、左右の掌と５本の指先（計１２ヶ所）から出る気の量
が３割ｱｯﾌﾟするようになります。オーラ・パワーアップで気の強さ=気の密度を上
げ、この施術にて水圧のようなものをｱｯﾌﾟすることが可能となります。

なし ｱﾅﾊﾀ1500万％ \1,500-

患部へのメッセージ～
潜在
意識

能力
付与

手技療法のプロが触れた患部（肉体的な部位）に対して、回復力アップを促す
メッセージが自動的に伝わる。

プロ ｱﾅﾊﾀ1500京％ \9,500-

肉体へのメッセージ１∞
潜在
意識

能力
付与

各種療法のプロが回復を願う患者様の肉体（意識ではない）に対して、回復力
アップを促すメッセージが自動的に伝わる。

プロ ｱﾅﾊﾀ1500京％ \9,500-

肉体へのメッセージ２∞
潜在
意識

能力
付与

各種療法のプロが回復を願う患者様の肉体（意識ではない）に対して、症状を悪
化させる行動を禁忌するように促すメッセージが自動的に伝わる。

プロ ｱﾅﾊﾀ1500京％ \9,500-

意識体への癒し◎
潜在
意識

能力
付与

各種療法のプロが目の前で真摯に向き合っている患者様の意識体に発生して
いるストレスを癒していくような波動を、あなた自身が纏うようになる。

プロ ｱﾅﾊﾀ1500京％ \9,500-

潜在意識体への癒し◎
潜在
意識

能力
付与

各種療法のプロが目の前で真摯に向き合っている患者様の潜在意識体に滞留
しているストレスを癒していくような波動を、あなた自身が纏うようになる。

プロ ｱﾅﾊﾀ1500京％ \9,500-

霊体への癒し◎
潜在
意識

能力
付与

各種療法のプロが健康を願う患者様の霊体に滞留しているストレスを癒していく
ような波動を、あなた自身が纏うようになる。

プロ ｱﾅﾊﾀ1500京％ \9,500-

オートヒーリング☆
　　　　プログラミング♪

潜在
意識

能力
付与

歌手や楽器演奏家にはぜひ受けていただきたいアチューンメントです。あなたの
意識に反応して自動的にヒーリングが始まります。あなたの演奏や歌声に乗っ
て、聴衆にヒーリングエネルギーが届けられます。これで演奏への集中力が失
われることはありません。既にレイキなどのヒーリングエネルギーを使用されて
いる方の場合は、それらが自動的に流れます。どのエネルギーも使用されてい
ない方の場合は、あなたがもつ「気」がより効果的なヒーリングエネルギーとなっ
て広がっていきます。

なし ｱﾅﾊﾀ1500京％ \30,000-

カルマへのエール◎
潜在
意識

能力
付与

患者様自身のカルマの苦しみ対してポジティブに生きていけるようなメッセージ
が、あなたの潜在意識から自動的に湧きやすいようになります。

プロ ｱﾅﾊﾀ1500京％ \80,000-

未来へのメッセージ◎
潜在
意識

能力
付与

患者様の未来が開かれていくためのメッセージが、あなたの潜在意識から自動
的に湧きやすいようになります。

プロ ｱﾅﾊﾀ1500京％ \98,000-

高次元◎ｵｰﾗ･ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄの力
潜在
意識

能力
付与

れんげ工房が施術しているものと全く同じ、高次元意識体を用いたオーラ・トリー
トメントを、あなた自身が誰にでも施術できるようになります。

なし ｱﾅﾊﾀ1500京％ \160,000-

☆高次元遠隔ヒーリングの力
潜在
意識

能力
付与

れんげ工房が施術しているものと全く同じ、多数の高次元意識体集団をコラボ
レートした高次元遠隔ヒーリングをあなた自身が誰にでも施術できるようになる
アチューンメントです。

なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \350,000-

れんげ工房SELECT
高次元意識体を用いない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）
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アチューンメント名 対象 タイプ 概要
受ける
条件

施術者
条件

料金

れんげ工房SELECT
高次元意識体を用いない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）

ｻｰﾄﾞ･ｱｲ・ｴﾝﾊﾟﾜﾒﾝﾄ１＠ 霊体
自動
育成

アカシックレコードからダウンロードした【第三の眼を開発するための完全マニュ
アル】をあなたの潜在意識にプログラムします。
同時に霊体にある「第三の眼」が８０％まで開発されます。生きているだけで第
三の眼が開発されやすくなる。

なし 極秘 \30,000-

ｻｰﾄﾞ･ｱｲ・ｴﾝﾊﾟﾜﾒﾝﾄ2＠ 霊体
開発
補助

あなたの霊体にある第三の眼、第六チャクラ、第四チャクラに対する施術。
あなたが指定する開発率／開眼率まで、第三の眼を開きます。
第三の眼と関係している第六チャクラと第四チャクラはその余波を受けて多少、
開発されるでしょう。
　　　　　１００％　　　￥　　５，０００円
　　　　　５００％　　　￥　１０，０００円
　　　１，０００％　　　￥　３０，０００円
　　　１，５００％　　　￥　５０，０００円
　　　５，０００％　　　￥１００，０００円
　　１０，０００％　　　￥１３０，０００円
　　１５，０００％　　　￥１８０，０００円
　１５０，０００％　　　￥３００，０００円

1が済 極秘
\5,000-
　～
\300,000-

ｵｰﾗ･ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ･Lv1★ 霊体
開発

と
浄化

・守護霊団全員を最高の成仏状態まで完全に浄化。
・悪霊が憑いていた場合は完全浄化。
・霊体に蓄積していた汚れを完全浄化。
・霊体にある潜在能力の宝箱288個を８％まで開発。
・108個の全チャクラ、72000本の全ナーディ、クンダリニーを10％まで回復。
・肉体がもつ気功的な気の強さをLv1まで高める。
★ｵｰﾗ･ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟの料金は追加性です。ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟのときには前のLvとの差額を
お支払いください
★お申込者ともう一方のご家族を追加料金なしで施術することもできます。
★３人目以降のご家族は、９０％OFFで施術いたします。

なし 極秘 \5,000-

ｵｰﾗ･ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ･Lv2★ 霊体
開発

と
浄化

Lv1に下記を追加
・108個の全チャクラ、72000本の全ナーディ、クンダリニーを30％まで開発。
・肉体がもつ気功的な気の強さをLv2まで高める。

なし 極秘 \10,000-

ｵｰﾗ･ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ･Lv3★ 霊体
開発

と
浄化

Lv2に下記を追加
・108個の全チャクラ、72000本の全ナーディ、クンダリニーを60％まで開発。
・肉体がもつ気功的な気の強さをLv3まで高める。

なし 極秘 \20,000-

ｵｰﾗ･ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ･Lv4★ 霊体
開発

と
浄化

Lv3に下記を追加
・108個の全チャクラ、72000本の全ナーディ、クンダリニーを80％まで開発。
・肉体がもつ気功的な気の強さをLv4まで高める。

なし 極秘 \40,000-

ｵｰﾗ･ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ･Lv5★ 霊体
開発

と
浄化

Lv４に下記を追加
・108個の全チャクラ、72000本の全ナーディ、クンダリニーを100％まで開発。
・肉体がもつ気功的な気の強さをLv5まで高める。

なし 極秘 \70,000-

ｵｰﾗ･ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ･Lv6★ 霊体
開発

と
浄化

Lv5に下記を追加
・108個の全チャクラ、72000本の全ナーディ、クンダリニーの開発率100％の壁を
突破する。
・肉体がもつ気功的な気の強さをLv6まで高める。
・生きているだけで自動的に気の強さがアップしていく状態（不練周天）。

なし 極秘 \100,000-

ｵｰﾗ･ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ･Lv7★ 霊体
開発

と
浄化

Lv6に下記を追加
・108個の全チャクラ、72000本の全ナーディ、クンダリニーの開発率1,500％の壁
を突破する。
・肉体がもつ気功的な気の強さをLv７まで高める。
・生きているだけで自動的に気の強さがアップしていく状態（不練周天）。

なし 極秘 \150,000-

ｵｰﾗ･ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ･Lv8★ 霊体
開発

と
浄化

Lv7に下記を追加
・108個の全チャクラ、72000本の全ナーディ、クンダリニーの開発率15,000％の
壁を突破する。
・肉体がもつ気功的な気の強さをLv8まで高める。
・生きているだけで自動的に気の強さがアップしていく状態（不練周天）。
・霊体にある潜在能力の宝箱288個を全て100％まで開く。

なし 極秘 \300,000-

ｵｰﾗ･ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ･Lv9★ 霊体
開発

と
浄化

Lv8に下記を追加
・108個の全チャクラ、72000本の全ナーディ、クンダリニーの開発率150,000％の
壁を突破する。
・肉体がもつ気功的な気の強さをLv9まで高める。
・生きているだけで自動的に気の強さがアップしていく状態（不練周天）。
・霊体にある潜在能力の宝箱288個を全て100％まで開く。
・高次元意識体による霊体の守護関係を全て追加する。

なし 極秘 \600,000-

ｵｰﾗ･ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ･Lv10★ 霊体
開発

と
浄化

Lv9に下記を追加
・108個の全チャクラ、72000本の全ナーディ、クンダリニーの開発率1,500,000％
の壁を突破する。
・肉体がもつ気功的な気の強さをLv10まで高める。
・生きているだけで自動的に気の強さがアップしていく状態（不練周天）。
・霊体にある潜在能力の宝箱288個を全て100％まで開く。
・高次元意識体による霊体の守護関係を全て追加する。
・高次元意識体による「福徳のアチューンメント」を追加する。

なし 極秘 \1000,000-

仝潜在能力の宝箱228覚醒1 霊体 開発

意識と肉体の間に霊体があります。チャクラ、ナーディ、クンダリニーなどたくさん
の要素が霊体には存在しています。潜在能力を発揮するためには、霊体にある
潜在能力の宝箱288個を開いていくことも必要です。この宝箱はカルマによる影
響とは無関係に開くことができます。人類の９５％に属する人々は、これらの７５
万種類の潜在能力のスイッチを秘めた288個の宝箱を閉ざしたまま人生を終え
ていくのです。
このアチューンメントを受けると、１～10の段階に応じて、全ての宝箱を開いてい
きます。あなたの能力開発における訓練成果が発揮されやすくなることが期待さ
れます。
また、さらなるさらなるさらなるさらなる潜在能力潜在能力潜在能力潜在能力のののの開発開発開発開発にはにはにはには、、、、冥府冥府冥府冥府のののの神神神神ハーデスハーデスハーデスハーデスのののの導導導導きをきをきをきを得得得得るるるるアチューアチューアチューアチュー
ンメントンメントンメントンメント「「「「ﾎﾎﾎﾎﾟ゚゚゚ﾃﾝｼｬﾘﾃｨｰﾃﾝｼｬﾘﾃｨｰﾃﾝｼｬﾘﾃｨｰﾃﾝｼｬﾘﾃｨｰ・・・・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾄﾚｰﾆﾝｸﾄﾚｰﾆﾝｸﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ゙゙゙」」」」とのとのとのとの併用併用併用併用をごをごをごをご検討検討検討検討くださいくださいくださいください。。。。
★オーラオーラオーラオーラ・・・・パワーアップパワーアップパワーアップパワーアップとはとはとはとは異異異異なりなりなりなり、、、、料金料金料金料金がががが追加性追加性追加性追加性ではないことをごではないことをごではないことをごではないことをご承知承知承知承知おきくおきくおきくおきく
ださいださいださいださい。。。。
「潜在能力の宝箱228覚醒１」では288個の宝箱が9999％％％％まで開かれます。

なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \9,000-

仝潜在能力の宝箱228覚醒2 霊体 開発 霊体にある潜在能力の宝箱288個が全て17171717％％％％まで開かれます。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \13,000-

仝潜在能力の宝箱228覚醒3 霊体 開発 霊体にある潜在能力の宝箱288個が全て28282828％％％％まで開かれます。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \18,000-

仝潜在能力の宝箱228覚醒4 霊体 開発 霊体にある潜在能力の宝箱288個が全て49494949％％％％まで開かれます。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \20,000-

仝潜在能力の宝箱228覚醒5 霊体 開発 霊体にある潜在能力の宝箱288個が全て５８５８５８５８％％％％まで開かれます。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \22,000-

仝潜在能力の宝箱228覚醒6 霊体 開発 霊体にある潜在能力の宝箱288個が全て６９６９６９６９％％％％まで開かれます。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \25,000-

仝潜在能力の宝箱228覚醒7 霊体 開発 霊体にある潜在能力の宝箱288個が全て７９７９７９７９％％％％まで開かれます。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \28,000-

仝潜在能力の宝箱228覚醒8 霊体 開発 霊体にある潜在能力の宝箱288個が全て８８８８８８８８％％％％まで開かれます。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \34,000-

仝潜在能力の宝箱228覚醒9 霊体 開発 霊体にある潜在能力の宝箱288個が全て９７９７９７９７％％％％まで開かれます。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \50,000-

仝潜在能力の宝箱228覚醒10 霊体 開発 霊体にある潜在能力の宝箱288個が全て１００１００１００１００％％％％まで開かれます。 なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \55,000-
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仮想チャクラ増設＋249 霊体 改造

★仮想チャクラ増設
アカシックレコードに問い合わせた結果、本物のチャクラと約８０％ほど同じ働き
をする仮想チャクラを増設できることがわかりました。高次元意識体を用いず、ア
カシックレコードにある生命の設計図から自動的に引き出した情報をもとに、施
術者があなたの霊体に仮想チャクラを増設します。仮想チャクラは意識、潜在意
識には積極的に影響を与えません。肉体と意識から霊体に蓄積されようとする
ストレスの排出力を向上します。結果的に心身のストレスと疲労の回復力を高め
る働きとなります。また仮想チャクラたちは、本来あるチャクラの補助エンジンと
しても働くため、様々な能力発揮を支援してくれるでしょう。仮想チャクラの有利
な点は、あくまでも仮想であるということです。つまり本来のチャクラは肉体と意
識からのストレスによって弱ることがありますが、仮想チャクラはストレスによって
弱ることがありません。
仮想チャクラは施術時に指定された開発率のまま、機能し続けることができるの
です。
■仮想チャクラ増設に向いている人
特別救助隊（レスキュー隊）、消防救助機動部隊（ハイパーレスキュー）、山岳救
助レンジャー部隊、潜水士（レスキューダイバー）、救難員（メディック）、国境なき
医師団、戦場で医療に携わる医師や看護師、特殊部隊（SAT)、特殊火器戦術部
隊（SWAT)、突入救助班、シークレットサービス、セキュリティポリス（SP,要人警
護任務専従警察官）、挌闘家（総合格闘技、打撃系格闘技、ボクシングなど）、
軍用格闘技、軍事格闘技、武道家（合気道、剣道）、拳法家、武術家、アスリー
ト、忍者（忍術）、F1レーサー、ジェット戦闘機パイロット、身体表現者（各種ダン
ス、バレエ、フィギュアスケートなど）、音楽家（指揮者、楽器演奏家、歌手、作曲
家など）、☆覚醒を志す人、その他やってみたい人。年齢制限はなく妊娠６ヶ月
以降であればよい。
■伝授条件：オーラ・パワーアップLv3以上であること。（特に必要はありまんが
一応、再施術は\3,000円です。）
れんげ工房では人間のチャクラの数は１０８個と認識しています。仮想チャクラ
増設＋２４９では、１０８個のチャクラ一つ一つの周囲に２個の仮想チャクラを増
設します。クンダリニー、第一～第七チャクラ、両耳と顎のチャクラ（１１箇所）に
対してはさらに３つの仮想チャクラを増設します。

あり 極秘 \15000-

仮想チャクラ増設＋1,801 霊体 改造

伝授条件：オーラ・パワーアップLv4以上であること　＆　仮想チャクラ増設＋249
を受けていること。
（特に必要はありまんが一応、再施術は\3,000円です。）
増設箇所については極秘とさせていただきます。

あり 極秘 \25,000-

仮想チャクラ増設＋19,758 霊体 改造

伝授条件：オーラ・パワーアップLv6以上であること　＆　仮想チャクラ増設＋
1,801　を受けていること。
（特に必要はありまんが一応、再施術は\3,000円です。）
増設箇所については極秘とさせていただきます。

あり 極秘 \25,000-

仮想チャクラ増設＋75,000 霊体 改造

伝授条件：オーラ・パワーアップLv8以上であること　＆　仮想チャクラ増設＋
19,758　を受けていること。
（特に必要はありまんが一応、再施術は\3,000円です。）
増設箇所については極秘とさせていただきます。

あり 極秘 \25,000-

リアル・チャクラ増設＋249 霊体 改造

★リアル・チャクラ増設
チャクラの個数は生物毎に決定されます。
よって人間のチャクラの数を人間が増やすことはできません。
ところが高次元意識体の力を用いると、仮想チャクラではなくて本物のチャクラを
増設できるのです。
この施術を担当する高次元意識体は、【生命創造の研究者】という１，０００億体
からなる最高峰の格をもった存在です。

本物のチャクラは、仮想チャクラと異なるところがあります。
仮想チャクラはあくまでも仮想エンジンですから疲労が蓄積することはありませ
ん。
リアル・チャクラは本物のチャクラですから意識や肉体からの疲労も蓄積します。
逆を言えば、施術を受けた人の力で開発することも可能であるということです。
リアル・チャクラは意識の覚醒や回転をブーストします。
リアル・チャクラは潜在意識の覚醒をも促します。

増設箇所については、仮想チャクラと全く同じです。
この施術は間接的に高次元意識体の力を、施術者が借りて行います。施術を受
ける人に高次元意識体が宿ることはありません。

■伝授条件：オーラ・パワーアップLv3以上であること。（特に必要はありまんが
一応、再施術は\5,000円です。）
★リアル・チャクラ増設との移行料金についてはお問い合わせください。

あり 極秘 \20,000-

リアル・チャクラ増設＋1,801 霊体 改造

伝授条件：オーラ・パワーアップLv4以上であること　＆　リアル・チャクラ増設＋
249　を受けていること。
（特に必要はありまんが一応、再施術は\5,000円です。）
増設箇所については極秘とさせていただきます。

あり 極秘 \30,000-

リアル・チャクラ増設＋19,758 霊体 改造

伝授条件：オーラ・パワーアップLv6以上であること　＆　リアル・チャクラ増設＋
1,801　を受けていること。
（特に必要はありまんが一応、再施術は\5,000円です。）
増設箇所については極秘とさせていただきます。

あり 極秘 \50,000-

リアル・チャクラ増設＋75,000 霊体 改造

伝授条件：オーラ・パワーアップLv8以上であること　＆　リアル・チャクラ増設＋
19,758　を受けていること。
（特に必要はありまんが一応、再施術は\3,000円です。）
増設箇所については極秘とさせていただきます。

あり 極秘 \100,000-



4/7

アチューンメント名 対象 タイプ 概要
受ける
条件

施術者
条件

料金

れんげ工房SELECT
高次元意識体を用いない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）

ﾉﾝ･ｱﾙｺｰﾙ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ！
潜在
意識

人生
支援

効果の現れ方は人によって異なり、３％～１００％までの差があります。アカシッ
クレコードから、あなたに相応しい禁酒ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑをダウンロードし、あなたの潜在
意識にインストールします。お酒を控えたいというあなたの意志を支援すること
が期待されます。

なし ｱﾅﾊﾀ1500京％ \500-

ﾉﾝ・ｽﾓｰｸ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ！
潜在
意識

人生
支援

効果の現れ方は人によって異なり、３％～１００％までの差があります。アカシッ
クレコードから、あなたに相応しい禁煙ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑをダウンロードし、あなたの潜在
意識にインストールします。禁煙したいというあなたの意志を支援することが期
待されます。

なし ｱﾅﾊﾀ1500京％ \500-

財形貯蓄管理ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ！
潜在
意識

人生
支援

効果の現れ方は人によって異なり、３％～１００％までの差があります。アカシッ
クレコードから、あなたに相応しい財形貯蓄管理ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑをダウンロードし、あな
たの潜在意識にインストールします。財産管理などの能力アップをしたいという
あなたの意志を支援することが期待されます。

なし ｱﾅﾊﾀ1500京％ \500-

体調管理ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ！
潜在
意識

人生
支援

効果の現れ方は人によって異なり、３％～１００％までの差があります。アカシッ
クレコードから、あなたに相応しい健康的な食生活に関する情報をダウンロード
し、あなたの潜在意識にインストールします。健康になりたいというあなたの意志
を支援することが期待されます。

なし ｱﾅﾊﾀ1500京％ \500-

顕在意識と潜在意識の！
一本化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ

潜在
意識

人生
支援

効果の現れ方は人によって異なり、３０％～１００％までの差があります。あなた
の顕在意識と潜在意識のズレを修正するように、潜在意識が働きかけ続けま
す。

なし ｱﾅﾊﾀ1500京％ \3,000-

高次への誘いﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ☆
　　　　　　　　（考え方系）

潜在
意識

人生
支援

効果の現れ方は人によって異なり、３％～１００％までの差があります。あなたの
潜在意識に宇宙の理をﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞします。哲学性や考え方を少しずつ高めるよ
うに支援することが期待されます。

なし ｱﾅﾊﾀ1500京％ \3,000-

天の道ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ☆
　　　　　　　　　　（人柄系）

潜在
意識

人生
支援

効果の現れ方は人によって異なり、３％～１００％までの差があります。アカシッ
クレコードから、宇宙の意志に適った「あなたらしい生き方」に関する情報をダウ
ンロードし、あなたの潜在意識にインストールします。天からみて良い人間になり
たいというあなたの意志を支援することが期待されます。

なし ｱﾅﾊﾀ1500京％ \1,500-

ｵｰﾄ⇒内丹術ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ
潜在
意識

特殊
支援

内丹術は、中国の伝統的修行体系です。
「築基」とは、気のもとになる「精」を増やすことで、精力の漏出を防ぎ、食物から
充分な精を取り入れることなどを指します。
「煉精化気」は、気を督脈と任脈に巡らす技法などを指します。
「煉気化神」は、全身に気を満ちさせることなどを指します。
「煉神還虚」は、気と肉体を合一させることなどを指します。
「還虚合道」は、天の気・地の気との合一などを指します。
アカシック・レコードから内丹術の情報をダウンロードし、あなたの潜在意識にイ
ンストールいたします。
このアチューンメントを受けると、潜在意識から自動的に内丹術を開始するよう
になります。効果の出方は人により30％～100％の差があります。
下記のような激しい効果が顕れる可能性があります。
・非常に早起きになる。
・非常に小食になる。
・その他、仙人的な生活習慣となる。

なし ｱﾅﾊﾀ1.5万％ \3,000-

ｵｰﾄ伝法灌頂ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ1↓
潜在
意識

特殊
支援

伝法灌頂（でんぼうかんじょう）とは、密教の指導者の位を授ける儀式。
アカシックレコードから「密教の奥義」に関する情報をダウンロードし、あなたの潜
在意識にインストールいたします。
効果の出かたは個人差があり３０％～１００％です。
下記のような効果が期待されます。
・高次元意識体があなたを見つけやすくなります。すると、無意識のうちにア
チューンメントが行われ、高次元意識体からの支援を受けるようになることが期
待されます。れんげ工房のアチューンメント一覧かから選んでご自分で自己ア
チューンメントすることは不可能です。
・自分の意識の力で、潜在意識の書き換えを行いやすくなる。
・「念」が届く範囲が５倍に広がる(通常の1km→5km)。
・時空を超えて「念」を届けられるようになる（いつ、誰に）。
・動植物を含めたあらゆる生命体に「念」が届けられるようになる。

なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \2,000-

ｵｰﾄ伝法灌頂ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ2↓
潜在
意識

特殊
支援

アカシックレコードから「密教の奥義」に関する情報をダウンロードし、あなたの潜
在意識にインストールいたします。
効果の出かたは個人差があり３０％～１００％です。
あなたの家族や大切に思う人が、下記のような効果を受けやすくなることが期待
されます。
・高次元意識体から見つかりやすくなります。れんげ工房のアチューンメント一覧
かから選んで他者にアチューンメントすることは不可能です。
・その人本人の意識の力で、潜在意識の書き換えを行いやすくなります。
・動植物を含めたあらゆる生命体に、その人からの「念」が届けられるようにな
る。

1が済 ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \5,000-

ｶﾙﾏ･ﾖｶﾞ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ！
潜在
意識

特殊
支援

カルマ・ヨガ行者としての生き方「奉仕の善行者」に関する情報をアカシックレ
コードからダウンロードし、あなたの潜在意識にインストールします。
カルマ・ヨガを志す人向けのアチューンメントです。
効果は人それぞれで５０％～１００％まであり、あなたの顕在意識へと様々なヒ
ントを与えてくれることが期待されます。

なし ｱﾅﾊﾀ1.5万％ \300-

ﾋﾟﾝｻﾔﾖｶﾞ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ！
潜在
意識

特殊
支援

「呼吸と動作」に関する情報をアカシックレコードからダウンロードし、あなたの潜
在意識にインストールします。
ヨガを志す人向けのアチューンメントです。
効果は人それぞれで３０％～１００％まであり、あなたの顕在意識へと様々なヒ
ントを与えてくれることが期待されます。

なし ｱﾅﾊﾀ1.5万％ \3,000-

ｱｲｱﾝｶﾞﾖｶﾞ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ！
潜在
意識

特殊
支援

「理想のボディ・メイク」に関する情報をアカシックレコードからダウンロードし、あ
なたの潜在意識にインストールします。
ヨガ的なボディを志す人向けのアチューンメントです。
効果は人それぞれで５０％～１００％まであり、あなたの顕在意識へと様々なヒ
ントを与えてくれることが期待されます。

なし ｱﾅﾊﾀ1.5万％ \6,000-

ｱｼｭﾀﾝｶﾞﾖｶﾞ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ！
潜在
意識

特殊
支援

「全てのヨガの叡智」をアカシックレコードからダウンロードし、あなたの潜在意識
にインストールします。
ヨガを志す人向けのアチューンメントです。
効果は人それぞれで３０％～１００％まであり、あなたの顕在意識へと様々なヒ
ントを与えてくれることが期待されます。

なし ｱﾅﾊﾀ1.5万％ \8,000-

潜在意識開発に関する
　完全ﾏﾆｭｱﾙ　ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞｩ

潜在
意識

特殊
支援

「潜在意識開発に関する完全マニュアル」をアカシックレコードからダウンロード
し、あなたの潜在意識にインストールします。
瞑想をはじめとする潜在意識に対する様々なアプローチを志す人向けのア
チューンメントです。
効果は人それぞれで２０％～１００％まであり、あなたの顕在意識へと様々なヒ
ントを与えてくれることが期待されます。

なし ｱﾅﾊﾀ1.5万％ \7,000-

肉体開発に関する
　完全ﾏﾆｭｱﾙ　ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞｩ

潜在
意識

特殊
支援

「肉体開発に関する完全マニュアル」をアカシックレコードからダウンロードし、あ
なたの潜在意識にインストールします。
アスリートを志す人向けのアチューンメントです。
効果は人それぞれで３０％～１００％まであり、あなたの顕在意識へと様々なヒ
ントを与えてくれることが期待されます。

なし ｱﾅﾊﾀ15万％ \5,000-

帝王学☆☆☆ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ
潜在
意識

特殊
支援

歴史上のあらゆる皇帝・帝王・天皇・国王・将軍をはじめとするリーダー達が体現
した帝王学をアカシックレコードからダウンロードし、あなたの潜在意識にインス
トールします。
あらゆる分野でリーダーを志す人向けのアチューンメントです。
効果は人それぞれで５０％～１００％まであり、あなたの顕在意識へと様々なヒ
ントを与えてくれることが期待されます。

なし ｱﾅﾊﾀ150万％ \9,000-
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アチューンメント名 対象 タイプ 概要
受ける
条件

施術者
条件

料金

れんげ工房SELECT
高次元意識体を用いない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）

過去世からの能力
　　　　　　　封印解除だ！

潜在
意識

特殊
支援

あなたの潜在意識に対して、過去世からのメッセージやかつて磨かれた優れた
能力の封印を解除するように働きかけます。
効果の出かたは個人差があり０％～１００％です。

なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \3,000-

生誕の能力
　　　封印解除だ！

潜在
意識

特殊
支援

あなたの潜在意識に対して、あなたが今世にもって生まれた適性とも言える能
力に関する封印を解除するように働きかけます。
効果の出かたは個人差があり25％～１００％です。

なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \9,000-

あなたにふさわしい
　　　人生の課題解決
　　　　　　　　ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ☆

潜在
意識

特殊
支援

あなたの潜在意識に対して、あなたの人生の課題をあなた自身の手で解決して
いくためのヒント集をアカシックレコードからダウンロードし、あなたの潜在意識へ
インストールします。潜在意識からヒントが浮かび安くなるように働きかけます。
効果の出方は個人差があり３％～８０％です。100％効果が出る人は相当に何
らかの訓練を積んだ人となります。

なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \300,000-

⇒そんな★あなたの
　　　悪癖修正ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ

潜在
意識

特殊
支援

あなたが気づいている/気づいていないは関係なく、宇宙意識体から見てあなた
のためにならない悪癖が直りやすいようなヒント集をアカシックレコードからダウ
ンロードし、あなたの潜在意識にインストールします。
効果の出かたは人によって３％～８０％です。あなたの潜在意識から悪癖改善
のためにヒントとなるイメージやメッセージが浮かびやすくなります。

なし ｱﾅﾊﾀ1500垓％ \900-

！！危険信号キャッチ！！
　　　　　　　プログラミング

潜在
意識

特殊
支援

あなたが避けるべき場所・人・モノ・選択、、、それらを潜在意識が気づいている
ことがほとんどです。しかし顕在意識は、潜在意識からの危険信号をキャッチす
ることが上手ではない場合があります。このアチューンメント効果は、人によって
30％～100％まであります。あなた自身の潜在意識が発する危険信号をキャッ
チしやすくなることが期待されます。

なし ｱﾅﾊﾀ1500％ \500-

お徳！！情報受信！
　　　　　プログラミング＄

潜在
意識

特殊
支援

あなたが買うべきモノ、行くべき店、、、それらを潜在意識が気づいていることが
ほとんどです。しかし顕在意識は、潜在意識からのお徳情報をキャッチすること
が上手ではない場合があります。このアチューンメント効果は、人によって30％
～100％まであります。あなた自身の潜在意識が発するお徳情報をキャッチしや
すくなることが期待されます。

なし ｱﾅﾊﾀ1500％ \5,000-

★瞑想支援★入門
『全宇宙
    瞑想法プログラミング』

潜在
意識

特殊
支援

れんげ工房では瞑想の指導をすることはありません。
個別にメールでお問い合わせいただきましてもご指導させていただくことはござ
いません。この施術はアカシックレコードから引き出した、潜在意識へのプログラ
ミングです。自動育成システムではないため、このアチューンメントの真価を発揮
するのはあなた自身の努力でしかありません。
しかしあなたがあなたがあなたがあなたが真真真真にににに道道道道をををを開開開開きたいときたいときたいときたいと願願願願ってってってって全力全力全力全力をををを発揮発揮発揮発揮しようとするときしようとするときしようとするときしようとするとき、、、、あなたあなたあなたあなた
自身自身自身自身のののの中中中中にそのにそのにそのにその鍵鍵鍵鍵をををを見出見出見出見出すことができるでしょうすことができるでしょうすことができるでしょうすことができるでしょう。
この施術について、これを受けたらどうなるのか？効果は出ているのか？どうす
ればよいのか？
などどいう質問を投げかけてくる方にお答することはございません。
必要性をご自身で判断できる方向けのアチューンメントです。

なし 極秘 \5,000-

★瞑想支援★初級
『インサイド〓メディテーショ
ン◎プログラミング』

潜在
意識

特殊
支援

自自自自らをらをらをらを確確確確かにかにかにかに省省省省みながらみながらみながらみながら生生生生きていきたいときていきたいときていきたいときていきたいと心心心心からからからから願願願願うううう、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの内観的内観的内観的内観的なななな生生生生きききき
方方方方をををを潜在意識潜在意識潜在意識潜在意識からからからからサポートサポートサポートサポートしますしますしますします。
この施術について、これを受けたらどうなるのか？効果は出ているのか？どうす
ればよいのか？
などどいう質問を投げかけてくる方にお答することはございません。
必要性をご自身で判断できる方向けのアチューンメントです。
当方による霊視チェックで合格された方だけにしか施術できません。

ありありありあり 極秘 \30,000-

★瞑想支援★中級
『スピリチュアル∞メディテー
ション』

潜在
意識

特殊
支援

人人人人々々々々のののの心心心心のののの中中中中にににに善心善心善心善心をををを感感感感じじじじ、、、、生生生生きゆくきゆくきゆくきゆく世界世界世界世界からからからから精霊精霊精霊精霊をををを感感感感じじじじ、、、、偶然偶然偶然偶然のののの中中中中にににに必然必然必然必然
をををを感感感感じてじてじてじて歩歩歩歩んでいきたいとんでいきたいとんでいきたいとんでいきたいと願願願願うあなたのうあなたのうあなたのうあなたの潜在意識潜在意識潜在意識潜在意識ををををサポートサポートサポートサポートするするするするプログラミンプログラミンプログラミンプログラミン
ググググです。
瞑想に長けているとか、初心者だとかいうことには関係がありません。
この施術を受けたからといって無理に瞑想を始める必要もありません。
瞑想というカタチはどうでも良いのです。
この施術について、これを受けたらどうなるのか？効果は出ているのか？どうす
ればよいのか？
などどいう質問を投げかけてくる方にお答することはございません。
必要性をご自身で判断できる、上級者向けのアチューンメントです。
当方による霊視チェックで合格された方だけにしか施術できません。

ありありありあり 極秘 \120,000-

★瞑想支援★上級
『ババジ瞑想☆プログラミン
グ』

潜在
意識

特殊
支援

この施術は、善心と悪心、低俗な欲望と成長の意志、内面に逆巻く相反する自
分との葛藤と真摯に向かい合っているあなたを潜在意識からサポートします。
相反する自己を良い方向へ統一していきたいと願って生きる方を支援する、アカ
シックレコードから引き出した潜在意識へのプログラミングです。
瞑想しようとしまいと、闇と光の中で自己を融合することを求めて日常生活を生
きている方に受けていただきたいと願っています。
適性かどうかを霊視チェックしてOKだった人にしか伝授いたしません。

ありありありあり 極秘 \150,000-

★瞑想支援★最上級
『真髄への導き☆プログラミ
ング』

潜在
意識

特殊
支援

我々の生きる三次元の世界を超え、神々ともいえる高次元意識体の世界をも超
え、次元を超越した真髄の世界へといつか辿り着くための記別となります。
適性かどうかを霊視チェックしてOKだった人にしか伝授いたしません。
料金は３０万円ですが霊視チェックOKだった人に対して適切な料金をお調べい
たしますので安くなる可能性あり。

ありありありあり 極秘 \300,000-
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アチューンメント名 対象 タイプ 概要
受ける
条件

施術者
条件

料金

れんげ工房SELECT
高次元意識体を用いない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）

トリニティ・ファンクション・コ
ントロール１

カ
ル
マ

書き込
み

いわゆる縁切りの施術です。
縁切りをしたい相手一名のお名前かイニシャルをお知らせください。あなたと相
手のトリニティファンクションを通じて、お互いのカルマに縁切りの因を書き込み
いたします。
今世になるか来世になるか分かりませんが、必ず縁を切ることができます。
いつ縁が切れるかどうかは施術者には分かりませんし、お調べすることもできま
せん。

なしなしなしなし ｱﾅﾊﾀ1500億％ \3,000-

トリニティ・ファンクション・コ
ントロール２

カ
ル
マ

書き込
み

いわゆる縁結びの施術です。
縁結びをしたい相手一名のお名前かイニシャルをお知らせください。あなたと相
手のトリニティファンクションを通じて、お互いのカルマに縁結びの因を書き込み
いたします。
今世になるか来世になるか分かりませんが、必ず縁を結ぶことができます。
いつ縁が結ばれるかどうかは施術者には分かりませんし、お調べすることもでき
ません。

なしなしなしなし ｱﾅﾊﾀ1500億％ \5,000-

トリニティ・ファンクション・シ
ンクロニゼーション

TF 調整

トリニティ・ファンクションとあなた自身のズレがあった場合に、ズレを一旦クリア
する施術です。
幸であれ不幸であれ、あなた自身でもあるトリニティファンクションが導こうとする
人生の方向性は、あなた自身の使命でもあり天命でもあります。人生の方向性
というベクトルの向きが、自分自身が過去世から使命として持ってきたものとは
角度がズレてしまっている人が人類の３割ほどいらっしゃいます。
気持ちをゼロに戻して、新たな人生を出発したいという気持ちになった方に受け
ていただきたい施術です。ご検討される場合には、ご自身のトリニティ・ファンク
ションとズレがあるかどうか、メールにて無料霊視をご依頼ください。

なしなしなしなし ｱﾅﾊﾀ1.5京％ \13,000-

光の種子◆己◆
カ
ル
マ

書き込
み

あなたのカルマに新しい【因】を書き込む施術です。書き込むのはあくまでも【因】
です。因が発動するための条件（縁）を整えるのはあなたの役割です。どのよう
な縁を整えればいいかまで、当方でお調べすることはありません。
ただし、どんなに努力したとしても、あなたのカルマに【因】がないことは絶対に
【果】【報】として現実になることはありえないということを断言しておきます。
明日になるか、１０年後になるか、来世になるか、それは分かりません。しかしあ
なたが【縁】を整えることで必ず現実のものとなる【因】をあなたのカルマに書き込
むのがこの施術です。
下記の例のように、あなたがご自身のカルマに書き込みたい【因】を具体的に１
つだけ書いてお申し込みください。
例：「大金持ちになる」「歌手になる」「国王になる」「政治家になる」「売れっ子デ
ザイナーになる」等

なしなしなしなし ｱﾅﾊﾀ1.5京％ \13,000-

聖者への道
(Road to The SAINT)

TF 開発

通常、全ての人間は生まれてから亡くなるまで、トリニティ・ファンクションとその
人自身の回路が１０％まで開いています。これが正常な人間の状態です。しかし
歴史上の人物の中には、この回路が１００％まで開いていた人々がいたのです。
代表例を挙げると、イエス・キリスト、マホメット、釈尊、天台、日蓮、空海、ガン
ジー、ベートーベン、レオナルド・ダ・ビンチ、マザー・テレサ、エドガー・ケイシーと
いった人々です。
このアチューンメントでは、あなた自身のトリニティ・ファンクションとあなたを繋ぐ
回路を１００％まで開きます。ただし、この施術にあなたが相応しいか、宇宙意識
に問い合わせして合格した場合にしか施術できません。

ありありありあり 極秘 \57,000-

光の種子§GROUP§

集
団
の
カ
ル
マ

書き
込み

あなたが属する集団のカルマに新しい【因】を書き込む施術です。
書き込むのはあくまでも【因】です。因が発動するための条件（縁）を整えるのは
皆さんの役割です。どのような縁を整えればいいかまで、当方でお調べすること
はありません。
ただし、どんなに努力したとしても、その集団で共有しているカルマに【因】がない
ことは絶対に【果】【報】として現実になることはありえないということを断言してお
きます。
明日になるか、１０年後になるか、来世になるか、それは分かりません。しかし皆
さんが【縁】を整えることで必ず現実のものとなる【因】を、あなたが属する集団の
カルマに書き込むのがこの施術です。
下記の例のように、あなたが属する集団のカルマに書き込みたい【因】を具体的
に１つだけ書いてお申し込みください。
例：「自分の会社が大企業になる」「会社が社会的使命を全うする」「会社が繁盛
する」「社員が使命を果たす」「自分の家族と一族が仲良くなる」「自分の家族と
一族が健康になる」「来世も同じ家族になる」等
★施術可能な集団は、家族・一族・職場・会社・小単位のソウルグループです。

なし 極秘 \33,000-

トリニティトリニティトリニティトリニティ・・・・ファンクションファンクションファンクションファンクションについてについてについてについて
●●●●トリニティトリニティトリニティトリニティ・・・・ファンクションファンクションファンクションファンクション
トリニティ・ファンクションとは、スピリット・プログラマー　＋　フォーチュン・コントローラー　＋　シード・プランター、の総称であり、三つにして不可分の三位一体の存
在である。生命の固体ごとにユニークな存在である。

●●●●「「「「スピリットスピリットスピリットスピリット・・・・プログラマープログラマープログラマープログラマー」」」」
ガイド、ハイヤーセルフと呼ばれる場合もある。全ての生命体に固有の存在。現世に存在する一つの生命体と宇宙生命をつなぐ。人間の場合、平均的にはその人
間が転生する約６ヶ月ほど前からカルマや阿頼耶識と呼ばれる部分を全て検証し、転生に備えたあらゆる調整を担うメカニックマンでもある。
「スピリット・プログラマー」はあなた自身のカルマに従って、あなたの生命全体をプログラムします。転生後、つまりあなたが生きている今この瞬間も「スピリット・プ
ログラマー」は働いています。あなたの身・口・意の全てを２４時間、あなたのカルマとして記録しています。あなたが寿命を終えたあと、「スピリット・プログラマー」
はあなたのカルマに基づいて宇宙生命との交信を速やかに行い、あなたが次に転生するまでの期間や守護霊として子孫などを見守る期間を調整します。あなた
の生命についてそこまでの仕事を終えた「スピリット・プログラマー」は、宇宙生命より次なる使命を得て、新しい生命の担当となります。「スピリット・プログラマー」
は高次元意識体や神仏といった存在ではありません。機能的でもあり、あなたという生命に対して深い慈愛をもった存在です。「スピリット・プログラマー」をヒーリン
グする必要はない。しかしアナハタチャクラをその瞬間に1500万％以上に活性化できるヒーラーならば、ヒーリングを受ける人の「スピリット・プログラマー」を通じて
ヒーリングを行うことは可能である。

集団のカルマについて。
集団ごとにカルマがある。そのカルマを宇宙の運行とつないでいる存在がいる。その存在に働きかけることで、集団の全構成員が共有している集団のカルマに
【因】を書き込むことができる。
人は誰しもカルマの視点に立つと必ず複数の集団に属している。ここから孤立している人間は一人もいない。地球人という集団、人種や国家という集団、県民、町
民といった集団に共有されたカルマも存在する。家族、一族という集団も立派な共有化されたカルマである。会社、職場という単位でも集団のカルマを背負ってい
る。複数の職業を遍歴する人はそれだけ多くの集団に、カルマ的に属していると考えることができる。ソウルメイトもそうである。ソウルグループといってよいのか知
らないが、そのような集団もたくさんある。永い永い過去世の越し方によって形成されてきたものである。

●●●●フォーチュンフォーチュンフォーチュンフォーチュン・・・・コントローラーコントローラーコントローラーコントローラー
同生天ともFATHERとも呼ばれる存在のことを、れんげ工房では「フォーチュン・コントローラー」と呼んでもよい。受精した瞬間から死に至るまでの間、あなたの影が
身に添うように常にあなたとともにある存在であり、倶生神とも呼ばれる。フォーチュン・コントローラーは総合運、金運、天財運の管理に携わっている。あなたの生
誕に際しては、あなたのカルマに従って各運気のバイオリズムを設定する。あなたの身口意を２４時間監視しており、各運気の＋－に関わる情報をリアルタイムで
カルマに記録している。フォーチュン・コントローラーはあなたの各運気のバイオリズムを、宇宙の法に基づいて適正に書き換えることができる。フォーチュン・コント
ローラーは各運気のパワーや貯蓄残量も管理しており、あなたの願いや環境の状況に応じて「運気を使用」してくれる。逆を言えばフォーチュン・コントローラーは、
あなたの悪業に従って不運をも執行するのである。しかしフォーチュン・コントローラーはあなたを嫌うことなど絶対にない。あなたがこの世で、この宇宙の中で生き
ていくためには欠かせない、あなただけのためにある存在である。

●●●●シードシードシードシード・・・・プランタープランタープランタープランター
同名天ともSONとも呼ばれる存在のことを、れんげ工房では「シード・プランター」と呼んでもよい。受精した瞬間から死に至るまでの間、あなたの影が身に添うよう
に常にあなたとともにある存在であり、倶生神とも呼ばれる。シード・プランターはカルマ、あるいは阿頼耶識と呼ばれる部分にある「因果応報」の【因】を管理して
いる。あなたの生誕に際しては、あなたのカルマと宇宙生命の意志に従って今世に起こりうる全ての出来事の【因】を設定する。シード・プランターあなたの身口意
と外部からの入力情報を２４時間監視しており、リアルタイムで新たな【因】を設定するとともに、【縁】が整った際の【因】の発動を執行する。あなたがよほどの【善】
を成したとき、シード・プランターはあなたにとっての【悪因】を適正に書き換えることができる。逆を言えばシード・プランターは、あなたの悪業に従って【悪因】をも発
動させるのである。しかしシード・プランターはあなたを嫌うことなど絶対にない。あなたがこの世で、この宇宙の中で生きていくためには欠かせない、あなただけの
ためにある存在である。
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アチューンメント名 対象 タイプ 概要
受ける
条件

施術者
条件

料金

れんげ工房SELECT
高次元意識体を用いない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）

ピアノ上達法ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ◎
潜在
意識

自動
育成

効果の現れ方は人によって異なり、３０％～１００％までの差があります。アカ
シックレコードから、あなたに相応しいピアノ上達ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑをダウンロードし、あな
たの潜在意識にインストールします。対象はピアノをやっている人だけ。
あなたの楽器演奏上における問題点を改善または解決していくための練習法に
ついて、潜在意識が自動的に計算し、もっとも自然な行為として行えるようにあ
なたの顕在意識へとメッセージを伝えます。思い込みが激しく、そんなに上手で
もないのに「こう演奏しなきゃダメみたいな」レッテルを自分に貼っているような方
には効果が低くなります。
深くリラックスして、楽器に演奏法を教えてもらおう、自分の潜在意識からの声に
耳を傾けようという姿勢がある人には効果が出やすくなります。

あり ｱﾅﾊﾀ150京％ \4,000-

ギター上達法ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ○
潜在
意識

自動
育成

効果の現れ方は人によって異なり、３０％～１００％までの差があります。アカ
シックレコードから、あなたに相応しいギター上達ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑをダウンロードし、あな
たの潜在意識にインストールします。対象はギターをやっている人だけ。
あなたの楽器演奏上における問題点を改善または解決していくための練習法に
ついて、潜在意識が自動的に計算し、もっとも自然な行為として行えるようにあ
なたの顕在意識へとメッセージを伝えます。思い込みが激しく、そんなに上手で
もないのに「こう演奏しなきゃダメみたいな」レッテルを自分に貼っているような方
には効果が低くなります。
深くリラックスして、楽器に演奏法を教えてもらおう、自分の潜在意識からの声に
耳を傾けようという姿勢がある人には効果が出やすくなります。

あり ｱﾅﾊﾀ150京％ \4,000-

ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ上達法ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ↑
潜在
意識

自動
育成

効果の現れ方は人によって異なり、３０％～１００％までの差があります。アカ
シックレコードから、あなたに相応しいﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ上達ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑをダウンロードし、あ
なたの潜在意識にインストールします。対象はﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄをやっている人だけ。
あなたの楽器演奏上における問題点を改善または解決していくための練習法に
ついて、潜在意識が自動的に計算し、もっとも自然な行為として行えるようにあ
なたの顕在意識へとメッセージを伝えます。思い込みが激しく、そんなに上手で
もないのに「こう演奏しなきゃダメみたいな」レッテルを自分に貼っているような方
には効果が低くなります。
深くリラックスして、楽器に演奏法を教えてもらおう、自分の潜在意識からの声に
耳を傾けようという姿勢がある人には効果が出やすくなります。

あり ｱﾅﾊﾀ150京％ \4,000-

ケーナ上達法ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ◇
潜在
意識

自動
育成

効果の現れ方は人によって異なり、３０％～１００％までの差があります。アカ
シックレコードから、あなたに相応しいケーナ上達ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑをダウンロードし、あな
たの潜在意識にインストールします。対象はケーナをやっている人だけ。
あなたの楽器演奏上における問題点を改善または解決していくための練習法に
ついて、潜在意識が自動的に計算し、もっとも自然な行為として行えるようにあ
なたの顕在意識へとメッセージを伝えます。思い込みが激しく、そんなに上手で
もないのに「こう演奏しなきゃダメみたいな」レッテルを自分に貼っているような方
には効果が低くなります。
深くリラックスして、楽器に演奏法を教えてもらおう、自分の潜在意識からの声に
耳を傾けようという姿勢がある人には効果が出やすくなります。

あり ｱﾅﾊﾀ150京％ \4,000-

ドラム上達法ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ！
潜在
意識

自動
育成

効果の現れ方は人によって異なり、３０％～１００％までの差があります。アカ
シックレコードから、あなたに相応しいドラム上達ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑをダウンロードし、あな
たの潜在意識にインストールします。対象はドラムをやっている人だけ。
あなたの楽器演奏上における問題点を改善または解決していくための練習法に
ついて、潜在意識が自動的に計算し、もっとも自然な行為として行えるようにあ
なたの顕在意識へとメッセージを伝えます。思い込みが激しく、そんなに上手で
もないのに「こう演奏しなきゃダメみたいな」レッテルを自分に貼っているような方
には効果が低くなります。
深くリラックスして、楽器に演奏法を教えてもらおう、自分の潜在意識からの声に
耳を傾けようという姿勢がある人には効果が出やすくなります。

あり ｱﾅﾊﾀ150京％ \4,000-

ﾀﾞﾝｽ上達法ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ～
潜在
意識

自動
育成

効果の現れ方は人によって異なり、３０％～１００％までの差があります。アカ
シックレコードから、あなたに相応しいﾀﾞﾝｽ上達ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑをダウンロードし、あなた
の潜在意識にインストールします。対象はﾀﾞﾝｽをやっている人だけ。
あなたの楽器演奏上における問題点を改善または解決していくための練習法に
ついて、潜在意識が自動的に計算し、もっとも自然な行為として行えるようにあ
なたの顕在意識へとメッセージを伝えます。思い込みが激しく、そんなに上手で
もないのに「こう演奏しなきゃダメみたいな」レッテルを自分に貼っているような方
には効果が低くなります。
深くリラックスして、楽器に演奏法を教えてもらおう、自分の潜在意識からの声に
耳を傾けようという姿勢がある人には効果が出やすくなります。

あり ｱﾅﾊﾀ150京％ \4,000-

ピアノの波動ストレス解放 霊体

自動
発揮
能力
付与

演奏者の力量で楽器の能力は引き出されるものではあります。
しかし、どのように優れた演奏者が弾いても、引き出せる「鳴り」の限界がありま
す。
霊視結果によると、ほとんどのメーカーにおいて出荷前すなわち工場にあるピア
ノは３０％程度しか鳴らないようです。
スタンウェイしかり、ベーゼンドルフェンしかり、ヤマハしかりです。
良い状態で保管・演奏されて３年ほど経過すると、ほとんどのピアノは８０％程度
まで鳴るようになります。
ところが、楽器本体が可能性として持っている１００％の「鳴り」を発揮しているピ
アノがほとんど存在しません。
この主な原因はヒッチピンにあるようです。
どのような製法で作られているピアノであっても、ヒッチピンの部分には構造的に
強いストレスがかかっており、それは波動的ストレスでもあり、ピアノの鳴りが１０
０％になることを抑制しているようです。

このアチューンメントを受けた人がピアノを弾くと、ヒッチピンと弦にある波動的ス
トレスが解放され、ピアノが本来可能性としてもつ１００％の「鳴り」を発するよう
に働きかけます。

伝授資格についてはお申込者様からの使用目的をお伺いして決定します。

あり 極秘 \30,000-


