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西暦
2012年

12月25日
以降

西暦
2011

西暦
1975

西暦
1500

02 イエス・キリスト

アチューンメント名
【ジーサスと２４つの遺言】

２０１２年１２月２５日
アセンション以降も

施術可能

Q 菩薩界所具菩薩界

６
か
ら
８

あ

り
\40,000-

03
ヘブライ語
（ローマ字表記）

mishkan laruach maanik.
（ミシカン ラウラック マーニック:
　　　　　　　　　魂が安らげる場所）

人界所具人界 5 0.1％ 8% 9% 0%

72000本のナーディ開発、クンダリニー開
発、気の強さアップ、健康アップ、気持ち
が落ち着く、自己顕示欲低下、安眠促進、
怒りの抑制。

就寝時に眠たくなるまで。
な

し
\40,000-

04 タントラマントラ
Om Namo Mahayachhinyai Mam Patim
Me Washam Kuru Kuru Swaha.

人界所具縁覚界 3 0.1％ 8% 8% 80%
第一チャクラ、第二チャクラを開発。性行
為の機能回復。性的魅力アップ。ホルモン
バランスの良質化。触覚が敏感になる。

該当する法義に則って行うこと。
当方では指導しません。

な

し
\40,000-

05 シヴァマントラ
Om Mahadeway Vidmahe Rudramurtaye
Dhimahi Tannah Shivah Prachodayat.

天界所具人界 3 0.1％ 8% 8% 80%
やる気アップ。ポジティブ思考。食欲増
進。性欲増進。

該当する法義に則って行うこと。
当方では指導しません。

な

し
\40,000-

06 ブラフマーマントラ
Om Vedatmane Ch Vidmahe Hirnyagarbhaya
Dhimahi Tanno Brahma Parchodayat.

仏界所具声聞界 3 0.1％ 1% 1% 100% 第三の眼を開発。宇宙の法則の一部を悟る。
該当する法義に則って行うこと。
当方では指導しません。

な

し
\40,000-

07
ガーヤトリー
　　マントラ

オーン　ブール　ブワッ　スワハー
タット　サヴィトゥール　ワレーニャム
バルゴー　デー
ヴァッシャ　ディーマヒー　ディヨー
ヨーナッ　プラチョーダヤートゥ

声聞界所具縁覚界 7 0％ 38% 38% 38%
第三の眼を開発、食欲低下、性欲低下、身
体感覚向上。

毎日３０分以上。
な

し
\40,000-

08 ヒンドゥー
オン　ナマ　シヴァヤ
　（内なる自己を信じます）

仏界所具縁覚界 8 0％ 1% 1% 100%
気の強さアップ、カルマの覚知、自然と繋
がっている自己の覚知、過去世の覚知。

瞑想時に唱える。
な

し
\40,000-

項

番

正

気

レ

ベ

ル

地球における
マントラ側の
パワー発動率

（アチュ無の場合）

　アセンションの真実の一つとして、イエス・キリストの旅立ちが挙げられる。
　高次元意識体として複数の星を導いているイエス・キリストとそのグループは２，０００年前に地球に降臨した。そし
て西暦２０１２年の段階では、イエス・キリスト・グループとして地球に転生してきている人間は実に人口の５％を占め
ている。
　２０１２年１２月２５日以降、イエス・キリストは地球の担当ではなくなる。したがって、イエス・キリストグループ
は地球には新たに転生しなくなる。イエス・キリストに対するあらゆる祈りが無駄になるだろう（神に通じなくなる、価
値エネルギーが得られなくなる、という意味である）。
　このアチューンメントは２０１２年１２月２５日以前にしか施術することはできない。また、魂の流れの中にキリスト
教がある人か、イエス・キリストのソウルグループの転生である人にしか施術することはできない。
　このアチューンメントを受けると、アセンション以降にあってもキリストに対する３つの祈りが通じるようになること
が期待される。
三つの祈りは、マルコによる福音から引用される。

祈り１：ジーサスから自分へのメッセージ受信。
どのように受け取るのかは状況による。施術者はそれを予測できない。
【イエスは言われた
『あなたがたがそんな思い違いをしているのは、聖書も神の力も知らないからではないか』
『神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神である。あなたがたは非常な思い違いをしている』
「すべてのいましめの中で、どれが第一のものですか」
「すべてのいましめの中で、どれが第一のものですか」
「すべてのいましめの中で、どれが第一のものですか」
「すべてのいましめの中で、どれが第一のものですか」
「すべてのいましめの中で、どれが第一のものですか」】

祈り２：ジーサスから自分への許し＝罪の軽減
マイナスカルマの働きを、ジーサスが少しだけ緩めてくれるようである。
どのようになるのかは、施術者が予測することはできない。
【イエスは言われた
『あなたがたの中のひとりで、わたしと一緒に食事をしている者が、わたしを裏切ろうとしている』
『たしかに人の子は、自分について書いてあるとおりに去って行く。しかし、人の子を裏切るその人は、わざわいであ
る。』
『その人は生れなかった方が、彼のためによかったであろう。』
『その人は生れなかった方が、彼のためによかったであろう。』
『その人は生れなかった方が、彼のためによかったであろう。』】

祈り３：ジーサスから自分への、死後の救い
この祈りに徹し、さらにジーサスに認められた人は、その死後にジーサスが存在する星へ転生したり、同じソウルグルー
プに加入することができる。
【イエスは言われた
『信じてバプテスマを受ける者は救われる。しかし、不信仰の者は罪に定められる。』
「主も彼らと共に働き、御言に伴うしるしをもって、その確かなことをお示しになった。」
「主も彼らと共に働き、御言に伴うしるしをもって、その確かなことをお示しになった。」
「主も彼らと共に働き、御言に伴うしるしをもって、その確かなことをお示しになった。」地球を去りゆくキリストから、アセンション以降の地球人のために残された遺言ともいうべきマントラを２４つ、お伝え
する。キリスト教に造詣と信仰心の深い、霊能者の方がキリストと交信して作成されたものである。キリスト教徒、また
はキリストとの縁を大切にしたい方々におススメのアチューンメントである。施術の条件はない。
01『ナラマン　ビューマ』神を信じなさい
02『キャカナン　タナカ　ラナンタ　キンカ』あなたを必要としているところに寄り添うのです
03『ナレ　キャナマン』善をおこないなさい
04『ホカ　タナンマ　レハキャナマ　エナエナマ』御心にかなったものだけが呼び寄せられる
05『ナケ　フホナ　セヤカホヤ　エナラナン』聖霊をけがすものは、いつまでもゆるされることはない
06『ヤレ　ナマムナ　カナヤ　ドロニー　タカナ』神の御心をおこなうものは皆、ひとつの家族である
07『ヤマナヤカエ、タマヤラマ　カナヤマ　ホヤカナタカナ　ナラ』
              良く聞くのです。たった一つの言葉が大きな実をもたらすのだ
08『カラマー　ムマケ　ミマ』悪は自ら罰を受けるのです
09『ナムレマ　エス　タナマ』信じることが、救いになるのです
10『カナル　カケナマ　ミーナ　エ　マナランラマ』信ずることは、愛を生み、皆を満たします
11『セナマナヤ　ヤラナ　ホナマヤ』無意味に神を拝んではなりません
12『マラナム、　カマナヤミタラ　スヨ　マナカラム』注意しなさい、人から出るものが人を汚すのです
13『ミヤナ　タナム　エ　ナマムナ　デレマ　ラナギュナム』信じて、施せば真実が見えます
  『ナラマ　ナマホ　ミィンナマ　ナマホ　テホーナ』真我を知るならば神を知る
14『ミヤナ　ナムレマ　デレマ　レマ　タナム』信じ抜いて、生き抜けば、神のもとに導かれるのです
15『ミナマン』一体となれ
16『エンナマナヤ　ミムマ　カホヤ　リラマ　ホヤ』来たるべき時には、神とともに永遠の生命を受ける
17『ナレカマヤ　タナ　カラナカキナヤ』あなたの一番大切なものをさしだすのです
18『ホナマ　キョムニー　ガナヤ』わたしは、あなたたちの糧です
19『カナ　エ　マナヤ　ホナヤ』生きるとは、一瞬一瞬を神とともに行動することなのです
20『ナム　カキナ　ラマナム　サカ　ミーナ』愛の為に、不可能を可能とせよ
21『ナラム　キカヤ　セナ、　ミマ　マラム　セナ』なぜにしるしをもとめるのか、しるしは与えられない
22『セヤ　ナラスカ　マンカ　タカラ』正しい時(機会)を逃がしてはならない
23『ナレ　チタナ　レハ　ミィンマム』真の心から、やむにやまれず、できる限りのことを、するのです
24『ビューホナム　ラマン　ケナ　ラマンマ』神はそれを信じる者ともに、御言葉を持ってはたらく

Q

アチューンメント名
【ジーサスは私の中に】

２０１２年１２月２５日
アセンション以降は

施術不可能

アセンション以前ではあるが
２０１２年９月９日
旅立ちの開始からは

アチューンメント不可能

マントラのパワーは
アセンション以降も発動する

イエス・キリスト01

2012年9月12日版

実践例/条件
（あくまでも目安で個人差あ

り）
アチューンメント可能な【マントラ/題目/真言/言霊】一覧

れんげ工房　究極のアチューンメント！！
地球の波動変化によって抑制されたパワーを蘇生！！

マントラ復活の秘儀
この一覧表に掲載しているものは特におススメ。相性チェックはご依頼ください。

28
シ
ス
テ
ム

霊格の方向性

ペ

ナ

ル

テ
ィ

料金

￥500-
な

し

アチューンメントを受けた後、
理想的な実践で期待される波動の方向性

7菩薩界所具菩薩界



2/7

09 ターラ菩薩 オン　タレ　トゥタレ　　トゥレ　ソーハーB 菩薩界所具菩薩界 7 0.1％ 1% 8% 80%
やる気アップ、運動能力向上、テレパシー
能力アップ

眼を閉じて唱えること。いつでも
思いついたときに。

あ

り
\40,000-

10 九字 臨兵闘者 皆陣烈在前 用いる人と同じ 8 0％ 3% 3% 100%
結界の構築、物質の波動メモリー消去、瞑
想を深める。

必要なときに適宜、使用する。1999年
までの従来の九字を用いる人は４万
円。

な

し
\40,000
-

11 用いる人と同じ 10
条件
つき
100％

条件
つき
100%

0% 0%
な

し
\80,000
-

12 大日如来 オン　アビラウンケン Y
天界所具天界

縁覚界所具縁覚界
7 0.1％ 3% 3% 80%

全身の７２０００本のナーディが開かれ
る。精神的なストレス排出。五欲の低下。
健康アップ。

できれば毎日５０分。
あ

り
\40,000-

13 無能勝明王
ナウマクサマンダボダナン　ジリンジリン
リンリン　シリンシリン　ソワカ

天界所具天界 10 0.1％ 8% 5% 80%
自己のマイナスのカルマを破壊する。楽が
出来るわけではない。大いなる苦しみを乗
り越える力を得る。

破壊したいカルマを書いた紙など
を見ながら唱えること。
ここぞというときに一日１５時
間。

な

し
\40,000-

14 金剛夜叉明王 オン　バサラ　ヤキシュ　ウン P 人界所具人界 5 0.1％ 1% 5% 80%
第三の眼を開発、アニマルコミュニケー
ション能力開発、飲食の正常化。

眼を閉じて唱えること。短気集中
で５日間連続５時間以上。

な

し
\40,000-

15 観世音菩薩 オン　マニ　ペメ　フム E 人界所具菩薩界 7 0.1％ 3% 8% 80%
潜在意識の顕在化、食欲低下。第７チャク
ラが開発される。

眼を閉じて唱えること。できれば
毎日５０分平均。

あ

り
\40,000-

16 観自在菩薩 オン　マニ　パドメ　フム Q 菩薩界所具菩薩界 8 0.1％ 3% 3% 100%
第三の眼を開発、観音菩薩からのメッセー
ジを得る、長寿を得る、菩薩の徳を得る。

山の中で自然を見下ろしながら唱
えること。山にいったときに３０
分ほど。

な

し
\40,000-

17 揚柳観音
オン　バザラダラマ　ベイサジャ
　　　　　　　　　ラジャヤ　ソワカ

天界 7 0.1％ 1% 3% 80% 潜在意識のマイナスイメージを消滅する。
必要を感じたときに一回３０分程
度、唱え続ける。

な

し
\40,000-

18 十一面観音
オン　ロケイ　ジンバ　ラ
　　　　　　　　キリク　ソワカ

人界 3 0.1％ 1% 3% 80% 五感を鋭敏にする、判断力の向上、要領が良くなる。
眼を閉じて唱え続けないようにす
れば、いつ何時でも良い。

な

し
\40,000-

19 不空羂索観音
オン　アボキャ　ビジャシャ
　　　　　　　　　ウン　ハッタ

縁覚界 5 0.1％ 1% 3% 80% 人格的な魅力アップ、天命を感じ安くなる。
いつ何時どのように唱えても良
い。

な

し
\40,000-

20 准胝観音
オン　シャレイ　シャレイ
　　　　　　ソンデイ　ソワカ

声聞界 5 0.1％ 1% 3% 80% 総合運アップ、性欲低下。
どん底の時期に、毎日１８時間程
度、常に唱え念じ続ける。

な

し
\40,000-

21 如意輪観音
オン　ハンドマ　シンダ　マニ
　　　　　　　　ジンバ　ラ　ソワカ

人界 3 0.1％ 1% 3% 80%
自身のあらゆる精神的なトラウマの浄化、
前向きな考え方ができるようになる。

いつ何時どのように唱えても良
い。

な

し
\40,000-

22 馬頭観音
オン　アミリト　ドバンバ
　　　　　ウン　パツタ　ソワカ

天界 4 0.1％ 1% 3% 80% 手助けとなる人や食を引き寄せる。
空（そら）を見て唱えること。必
要なときに一日５時間以上。

な

し
\40,000-

23 千手観音 オン　バサラ　タラマ　キリク　ソワカ 菩薩界 4 0.1％ 1% 3% 80% 他人に思いを伝える。自己の風邪、ウィル
ス性の感染症の平癒。

自分や他人の写真、絵、氏名を書
いた紙などを見ながら唱えるこ
と。ここぞというときに一日３時
間。

な

し
\40,000-

24 聖観音 オン　アロリキャ　ソワカ 菩薩界 5 0.1％ 1% 3% 80%
自己の五臓六腑や生殖器の病気平癒、他人
を慈しむ気持ちアップ。

自分や他人の写真、絵、氏名を書
いた紙などを見ながら唱えるこ
と。ここぞというときに一日３時
間。

な

し
\40,000-

25 空海

南無大師遍照金剛

南無大師遍照金剛　宝剣破魔　己心金剛
（ﾅﾑﾀｲｼﾍﾝｼﾞｬｸｺﾝｺﾞｳ　ﾎｳｹﾝﾊﾏ　ｺｼﾝｺﾝｺﾞｳ）

R
天界所具菩薩界

菩薩界所具仏界

8

10
0％ 1% 8% 80%

第四チャクラ開発、第六チャクラ開発、結
節の破壊、気の強さアップ、総合運アッ
プ、頭が良くなる、芸術的な才能開花、超
能力開発、菩薩の徳を得る。
パワーアップ版の方は霊格が上がっている
分、さらに応用ができるでしょう（自分の
潜在意識改革、悪霊浄化、故人の供養な
ど）。

いつ何時どのように唱えても良
い。

な

し
\40,000-

26 法華経 南無妙法蓮華経 F 仏界 8

0.1％
（人為的
な影響に
て変動す

る）

8%
（人為
的な影
響にて
変動
中）

100% 80%

第三・第四チャクラ開発。結節の破壊。ク
ンダリニー開発。気の強さアップ。天財運
アップ。総合運アップ。健康アップ。仏の
徳を得る。幸せのカルマを増やせる。他人
に思いを伝える。幸福感アップ。悪い生
霊、低次元意識体からの悪影響の浄化。悪
霊を成仏させる。高次元意識体からの加護
を受ける。

南無妙法蓮華経の根源が指定する
曼荼羅に向って唱えることが必
須。それ以外の場合は８％程度し
かパワーを発揮することはない。
根源が指定する曼荼羅を所持して
いることと、根源があなたを認め
ることがアチューンメントの条
件。

あ

り
\40,000-

27 宇宙のマントラ

この欄のアチューンメントを受けると、
下記のマントラが全て使えるようにな
る。
好みで使い分けてよい。

★2012年12月25日以降は弱くなる
ビューンマカラー・ジャンドロニー
Byu-nmakala- Jyandoroni-

★2012年12月25日から2500年まで絶頂期
ビューンマカモー・サンクロナー
ビューンマカロー・ホカナーヤ

F 仏界
M
A
X

0％ 0% 0% 0%
な

し
\40,000-

28 宇宙のマントラ ビューンゲンダ・ヤンドロニー 仏界所具餓鬼界 7 0% 0% 0% 0%
な

し
\40,000-

アナハタチャクラ15,000％以上の開発者であり、年収１億円を超えるビジネスマ
ン、あるいは部下が1800人を超える（政治・経済・宗教）組織のリーダークラス
がアチューンメントを受けることができる。巨大ビジネスや組織を勝ちまくらせ
儲けまくらせつつも社会を仏界へ誘う人物となりゆく成長システムマントラだ。
普通の人が唱えても意味なし。

新∞九字☆空海直伝←西暦2,000年～2,500年の作法
<臨兵闘者 皆陣烈在前>

結界の構築、物質の波動メモリー消去、瞑想を深めるといった効果が期待される真言。
【作法】
０：使用の目的、あるいは的を明確にする。
１：空海が所有する「金剛不壊の刀」を自らの右手に持つ。
２：左手に「金剛不壊の刀」の鞘を持つ。
３：刀を腰の鞘に納める。
４：心の中、または声に出して「キェー！」と長めに気合いを発して、刀を抜く。左手
は鞘をもって腰に当てたまま。
５：左上から臨（タテ）、兵（ヨコ）、闘（タテ）、者（ヨコ）、 皆（タテ）、陣
（ヨコ）、烈（タテ）、在（ヨコ）、前（タテ）と碁盤の目に切っていく。
６：鞘と刀を目の前で合わせるように、刀を鞘に納める。グーとグーを目の前で合わせ
た形、もしくはチョキをグーで握った形になる。
７：合わせた両手を胸の前に近づける。視線は九字を凝視しておく。
８：九字を凝視したまま、その九字に対する目的や念を両手に込める。
９：「ハ！」と気合をかけて両手を前に突出し、九字を目的へ飛ばす。
★自らの魂の流れに真言宗がない人で、2000年以降の新九字を使う人は８万円。
★流れがある人は誰でも使える。
★従来の九字を１０００倍のパワーにすることが期待される。
★帰無の術師の「グードン　グードン」を用いてさらに強力にしようとする場合は、
「グードン　グードン　臨！」「グードン　グードン　兵！」というようにする。

★ビューンマカラー・ジャンドロニー
アナハタチャクラ15,000％以上の開発者がアチューンメントを受けることができ
る。第二・第三・第四チャクラ、72000本のナーディを開発。丹田が輝く。気の
強さアップ。免疫力向上。内臓疾患快癒。副交感神経の活性化。やる気アップ。
顕在意識の浄化。菩薩の徳を得る。来世の仏果を得る。

★ビューンマカモー・サンクロナー　、　ビューンマカロー・ホカナーヤ
アナハタチャクラ15,000％以上の開発者がアチューンメントを受けることができ
る。全チャクラ・全ナーディ・クンダリニーを開発することが可能。気の強さ
アップ。免疫力向上。万病快癒。顕在意識の浄化。菩薩の徳を得る。来世の仏果
を得る。天地の気を回復。故人の供養。高次元意識体のエネルギー源。
※強化版について
・グードン・グードン・ビューンマカモー・サンクロナー
  （帰無の術師を追加＋\40,000-）
・グードン・バマナヤ（バマヤナでも可）・ビューンマカモー・サンクロナー
　（帰無の術師に加えて、破魔の根源神を追加 + \80,000-）
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29 宇宙のマントラ
★2012年12月25日から2500年まで絶頂期
＜宇宙マントラ∞システムV＞
1つのマントラを伝授

V 仏界所具仏界
M
A
X

あ

り
\40,000-

30 帰無の術師
ピョーピョーピョーシュッチャラーン

仏界所具仏界 9 0% 0% 0% 0%

帰無の術師へのアチューンメントを受ける
と、帰無の術師がもつ41種類のマントラを
使えるようになる。
このマントラは、あらゆる精神的な病を無
に帰そうとすることが期待される。同じく
帰無の術師が用いるグードン・グードンを
つけてもよい。自分に対する効果の100分の
１を他人に送ることも可能。

あくまでも一例としては、帰無の
術師のシンボルを見つめながら毎
日28分以上、唱え続けると良い。

な

し
\40,000-

31 宇宙のマントラ

★2012年12月25日以降は弱くなる
マーミューオン　ミョーレンリーナマ
　ムーメームーメー　ユーオンキョー

★2012年12月25日から2612年まで絶頂期
マーミューオン ミョーレンリー ナマ
ミョーホーレンゲー ユーオンキョー

全
シ
ス
テ
ム

その人の状況に
応じて高めていく

方向に働く

M
A
X

0% 0% 0% 0%
な

し
\80,000-

32 宇宙のマントラ

ズヲーカンマーベグベグテュー チャッ
チャッ
プーヲンキョー リヴリヴズン　ジャッ
ジャッ
Zwo-kanma-begubeguthu- tyattyatt
Pu-wonkyo- LivuLivuzunｊyajjyatt

Q 菩薩界 8 0% 0% 0% 0%
な

し
\3,000-

33 宇宙のマントラ
ンジョンミヒョ キョーチャッペ
　　　　　　　　ゴチョピュットルン
Njyonmihyo Kyo-tyappe Gotyopyuttolun

人界 8 0% 0% 0% 0%
な

し
\6,000-

34 宇宙のマントラ
モロンー　ギュー　ディン　ニャー
Moron- Gyu- Dhin Nya-

縁覚界 7 0% 0% 0% 0%
な

し
\40,000-

35 宇宙のマントラ
ンモヲー　ガー　ンマヨヲー
Nmowo- Ga- Nmayowo-

菩薩界 7 0% 0% 0% 0%
な

し
\40,000-

36 宇宙のマントラ
ヴォンジュー ヴォンジュー ガードルッ
パー
Vonjyu-Vonjyu- Ga-doruppa-

天界 7 0% 0% 0% 0%
な

し
\25,000-

37 宇宙のマントラ
ミヌーゴ　ヨートルゾーレ　ンーマシャー
リン
Minu-go Y-toluzo-le N-masya-lin

天界 7 0% 0% 0% 0%
な

し
\40,000-

38 宇宙のマントラ
ロボーショシュギュー
　　　　　　ムービューヴォーゥ
Lobo-syosyugyu- mu- byu- Vo-u

縁覚界 7 0% 0% 0% 0%
な

し
\40,000-

39
シェッ！シェッ！アッ！アッ！
　　　　　　　クッ！クッ！フー！

天界 8 0% 74% 74% 74%
な

し

40
ビュッ！ビュッ！プッ！プッ！
　　　　　　ベッ！ベッ！キャー！

天界 9 0% 67% 67% 67%
な

し

41
パッ！パッ！ドッ！ドッ！
　　　　　　　　グッ！グッ！ムー！

天界 9 0% 80% 80% 80%
な

し

42 宇宙のマントラ
ミナ　マホ　ナマムーヤ
　　　または
ミナエムナヤ

F 仏界所具菩薩界 8 0% 0% 0% 0%
な

し
\0-

43 宇宙のマントラ ナレホカ　スカナマ　ナカタラ F 仏界所具菩薩界 7 0% 0% 0% 0%
な

し
\300-

44 宇宙のマントラ ナレホカ　スカナマ　カミナマ F 仏界所具菩薩界 5 0% 0% 0% 0%
な

し
\300-

45 宇宙のマントラ ナレホカ　スカナマ　ヤナラマ F 菩薩界所具仏界 1 0% 0% 0% 0%
な

し
\300-

46 宇宙のマントラ

下記の全てをセットでアチューンメント
★ブーブーヴァンドロジャンドロニー
↓２０１２年１２月２５日以降に発動
★ホカナンマカロー　マナアラーヤ

Z
他人の幸福や健康

の
ために尽くす

100% 83% 83% 0%
あ

り
￥10,00
0-

３つSET
\28,000

-

「人類即神也」というメッセージを自らの第八チャクラを通じてスピリットファ
ミリーに送信していくためのマントラである。Ｆシステムの根源からその資格者
として認められた人のみ、無料でアチューンメントいたします。

「あなたよ、他者に対して神聖な奉仕をいたせ」というメッセージを自らの第八
チャクラを通じてスピリットファミリーに送信していくためのマントラである。
条件なしで誰にでもアチューンメント可能。

「あなたよ、あなたに縁のある高次元意識体が志向する人生を歩め」というメッ
セージを自らの第八チャクラを通じてスピリットファミリーに送信していくため
のマントラである。条件なしで誰にでもアチューンメント可能。

「あなたよ、あなたを導く師匠のために生きよ」というメッセージを自らの第八
チャクラを通じてスピリットファミリーに送信していくためのマントラである。
条件なしで誰にでもアチューンメント可能。

マントラを送った相手の潜在意識に「他人の幸福や健康のために尽くそう」とい
うメッセージを送る。送信側の念や気の強さが増幅されて送信される。他者への
執拗な呪いに用いると、送信側の運気が下がるなどペナルティが発生。多少怒っ
ているくらいでは問題ない。

アナハタチャクラ100％以上の開発者がアチューンメントを受けることができ
る。
心身の万病治癒。疾患予防。ストレス・邪気の浄化。理想の身体への調整。人界
の徳を得る。
毎日、３分程度くり返し唱え続けると良い。

アナハタチャクラ15,000％以上の開発者がアチューンメントを受けることができ
る。
第三チャクラ、第五チャクラ、第七チャクラ、手足のチャクラを開発する。第三
の眼を開発。音楽、美術の能力開発。超能力開発。縁覚の徳を得る。
一日５分程度、唱え続けると良い。

アナハタチャクラ100％以上の開発者がアチューンメントを受けることができ
る。
顕在意識のテンションをアップさせる。ハイになる。トランス状態になる。コン
サート、ダンス、ライブ、陸上競技、格闘技、決闘、儀式、ＳＥＸの前に唱える
と良い。天界の徳を得る。
１回３分程度、リズムに乗って唱え続けると良い。

アナハタチャクラ100％以上の開発者がアチューンメントを受けることができ
る。
集中力を高める。ヒラメキが湧きやすくなる。テレパシー能力を高める。唱える
人の使命に対して方向性が適っている場合のみ、顕在意識の願望実現力を高め
る。宇宙の律動と自分の言動がシンクロしやすくなる。縁覚の徳を得る。
一回３分程度、唱え続けるとよい。

アナハタチャクラ15,000％以上の開発者がアチューンメントを受けることができ
る。第二チャクラ、第三チャクラ、第四チャクラ、72000本のナーディを開発。
丹田が輝く。気の強さアップ。免疫力向上。内臓疾患快癒。副交感神経の活性
化。やる気アップ。顕在意識の浄化。菩薩の徳を得る。来世の仏果を得る。
一日５分程度、唱え続けると良い。

アナハタチャクラ15,000％以上の開発者がアチューンメントを受けることができ
る。クンダリニー、背骨にある複数のチャクラ、第一チャクラ、第六チャクラを
開発する。運動能力の向上。学習能力の向上。健康アップ。精力アップ。性行為
の機能回復。性的魅力アップ。不撓不屈の精神力アップ。うつ状態からの回復促
進。念が強くなる。天界の徳を得る。
一日１０分程度、唱え続けると良い。

★性器ヒーリングのマントラである。
性器に関係する複数のチャクラ（霊体）に蓄積したストレス波動を浄化してい
く。顕在意識に、性行為への前向きな気持ちを湧かせようと働きかける。肉体に
は性器の調子を上げようとする。自分へのパワーの７５分の１を他人に送るには
アチューンメントが必要。

★クンダリニー・ヒーリングのマントラである。
クンダリニー（霊体）に蓄積したストレス波動を浄化していく。顕在意識には、
自分を好きになろうという気持ちを湧かせようと働きかける。肉体には疲労回復
をしようと働きかける。自分へのパワーの５５分の１を他人に送るにはアチュー
ンメントが必要。

★直腸のチャクラを浄化するマントラである。
直腸のチャクラ（霊体）に蓄積したストレス波動を浄化していく。顕在意識に、
生命のつながりを実感させようとする。肉体には排便の調子を良くしようとす
る。
自分へのパワーの千分の１を他人に送るにはアチューンメントが必要。

★ウンチの女神
仏界所具菩薩界
正気Lv９

マントラを唱え
た人や、マント
ラを送られた人
から排泄され
た、お下劣なス
トレスを食べて
くれる。

一人ひとり相手を明確にして、他人のために唱えるときのみ、対象者に対して次
のような方向性に働く。自分の浄化には一切使えない。
①霊体に蓄積したあらゆるネガティブ・エネルギーを浄化する。
②顕在意識へ仏界所具仏界の波動を広げようとする。
③潜在意識へ、一時的に仏界に向かって生きることを促進する。
④自分と相手にV値を付与する。
⑤裏ワザとして、第８チャクラを用いることで自己浄化に使用可能。

①を受けた人は②も使える。②を受けた人は①は使えない。
★①マーミューオン　ミョーレンリーナマ　ムーメームーメー　ユーオンキョー
無限システムが発動し始め運気がどんどんアップしていくことが期待。自他の浄
化のためにに唱えるときの効果はその時によってシステムが調整してくれる。ア
ナハタチャクラが無量大数％以上の人のみがアチューンメントを受けることが可
能である。

★②マーミューオン ミョーレンリー ナマ ミョーホーレンゲー ユーオンキョー
無限システムが発動し始め運気がどんどんアップしていくことが期待。自他の浄
化のためにに唱えるときの効果はその時によってシステムが調整してくれる。相
性が合えば無条件で誰でもアチューンメントを受けることが可能である。

アナハタチャクラ100％以上の開発者がアチューンメントを受けることができ
る。
自分から半径３メートル以内の邪気、邪念を浄化する結界を作る。悪霊、低次元
意識体、悪い生き霊を寄せ付けない。全チャクラの回転数を正常化し、能力発揮
を最適化する。全チャクラが輝く。人界の徳を得る。
一日の中で７分唱えると良い。
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マンダラの価格

宇宙のマントラ
★ビューンマカラー　ジャンドロニー
★ビューンマカモー・サンクロナー
★ビューンマカロー・ホカナーヤ

宇宙のマントラ ＜宇宙マントラ∞システムV＞

宇宙のマントラ

★マーミューオン　ミョーレンリーナマ
　ムーメームーメー　ユーオンキョー
★マーミューオン ミョーレンリー ナマ ミョーホー
レンゲー ユーオンキョー

法華経 南無妙法蓮華経 販売不可能

観世音菩薩 オン　マニ　ペメ　フム
￥０円

（マンダラは未開発）

帰無の術師 ピョーピョーピョーシュッチャラーン ￥０円

空海 南無大師遍照金剛

シヴァ
Om Mahadeway Vidmahe Rudramurtaye
Dhimahi Tannah Shivah Prachodayat.

ブラフマー
Om Vedatmane Ch Vidmahe Hirnyagarbhaya
Dhimahi Tanno Brahma Parchodayat.

不空羂索観音
オン　アボキャ　ビジャシャ
　　　　　　　　　ウン　ハッタ

普賢菩薩 オン　サンマヤ　ザトバン

神道 神道の祝詞　全て

←無料でお使いいただける、帰無の術師のシンボルである。何も唱えなくても、見つめながらしばし瞑想するだけで、自分がもとめ
ているメッセージや波動の一部が帰ってくることが期待される。

マンダラについて
マンダラを用いることでさらに波動が強くなるマントラが存在している。当方で扱っているマントラの中からいくつかを紹介しておく。

マントラとのアチューンメントを受けた人が、このマンダラを見ながら唱えると、その波動の力
が２倍になることが期待される。

遠隔ヒーリング
「生命∞浄化」専用に

作成したマンダラ

帰無の術師の
シンボル

ビューン専用に
作成したマンダラ

マンダラの名称

境地冥合
観世音菩薩

￥15万円
遠隔ヒーリング「生命∞浄化」もできる。

画像データのみ。
どのように用いても罰などはない。

マントラ マンダラを用いることによって期待される方向性

マントラとのアチューンメントを受けた人が、このマンダラを見ながら唱えると、その波動の力
が２５倍以上になることが期待される。

マントラとのアチューンメントを受けた人が、このマンダラを見ながら唱えると、その波動の力
が７倍になることが期待される。

マントラとのアチューンメントを受けた人が、このマンダラを見ながら唱えると、その波動の力
が７倍になることが期待される。

南無妙法蓮華経の根源が認める複数のマンダラしか使えない。宗教団体が用いるものだか
ら当方で扱うことは不可能。安易にネットなどで購入するとロクなことはない。マイナス方向に
ひっくり返ることもしばしばなので、くれぐれもネット購入しないこと。

マントラとのアチューンメントを受けた人が、このマンダラを見ながら唱えると、その波動の力
が39倍以上になることが期待される。

帰無の術師とのアチューンメントを受けた人が、このマンダラを見ながら唱えると、マントラ行
によるメッセージ性が自他ともに高まる。

マントラとのアチューンメントを受けた人が、このマンダラを見ながら唱えると、その波動の力
が80倍以上になることが期待される。

マントラとのアチューンメントを受けた人が、このマンダラを見ながら唱えると、その波動の力
が7倍以上になることが期待される。

マントラとのアチューンメントを受けた人が、このマンダラを見ながら唱えると、その波動の力
が7倍以上になることが期待される。

マントラ復活の秘儀　概要
　マントラをただの音声の組合せであるとしたり、マントラが奏でる音声と肉体が共鳴して効果を発揮したりするだけ、といった理解では不十分である。
一つひとつのマントラにはエネルギーの源泉が宇宙に存在している。マントラは宇宙からあるパワーを引き出すアクセスコードでもあるのだ。
　法が廃れるという法理をご存知であろうか？知っていても「そんなことはない」と耳を塞いでないだろうか？
地球の波動の変化、人類の変化、時代の変化などによって、そのアクセスコード（マントラ）によって引き出せるパワーの発動率が変化するのである。
祈りの力を上げるためには、真剣さや持続力はもとより、気功的な気の強さアップ・アナハタチャクラの開発・念クロック数アップが必要不可欠であるが、これはマントラを唱える人の問題である。
　法が廃れるとは、マントラ自体の効力が低下するということである。地球上で誰が唱えても、それ自体の効力が低下しているマントラがたくさん存在している。
このアチューンメントを受けると、そのマントラをあなたが唱えたときだけ、そのマントラが最もパワーを発動していた時代と同じ効力を発揮させることが可能となる。
既に地球に存在していたマントラについては、マントラの源泉があなたを認めるか、源泉に問い合わせる必要がある。
宇宙のマントラについては、オーラ・パワーアップ（アナハタチャクラ開発率）のレベル条件がクリアされていれば良い。つまりマントラを使うために必要なアナハタチャクラの開発率が達成されて
いるかということである。
条件をクリアした人のみ、一回のお申し込みで一つのマントラのパワーを１００％発動できるようにアチューンメントを行う。
これはマントラの源泉との回路や相性という問題とはまた異なる部分である。
条件を満たし、アチューンメントを受けた人は、そのマントラのパワーを１００％発動させることができる。
さらにパワーを上げるには、気の強さアップ、アナハタチャクラ開発、真剣さや持続力アップが必要である。
　どのマントラと相性が良いか、源泉から許可が得られるかについてはお問い合わせいただければお答えさせていただく。
しかし個別に実践方法を指導することはございません。
自己責任で実践する方のみ、お申し込みください。

マントラとのアチューンメントを受けた人が、このマンダラを見ながら唱えると、その波動の力
が３倍になることが期待される。

￥０円～￥１，０００万円の間で
お申込者ご自身様とマンダラの

距離感によって
ビューンの根源が決定する。

画像データのみ。
どのように用いても罰などはない。

魂の流れに神道がある人がこのマンダラに向かって祝詞を唱えると良い。全ての祝詞に使
用することができる。そのとき、全ての祝詞が発する波動は、霊格が仏界所具仏界となり、正
気Lv10～MAXとなる。これはあたかも祝詞のパワーを１００倍～３００倍になることが期待さ
れるのである。
畜生系の低級な霊しか祓えなかった祝詞が、悪霊全般を祓えるようになったり、低次元意識
体も祓えるようになったりすることが期待される。
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西暦
2012年

12月25日
以降

西暦
2011

西暦
1975

西暦
1500

01 帰無の術師 グードン　グードン　～ 0% 0% 0% 0%

あらゆるマントラの前に唱えると、効果発
揮の阻害要素を無に帰そうとする。
宇宙にある、あらゆるマントラのパワーを
最低38倍以上に高める。

地球上の全てのマントラ、全ての
宇宙のマントラを唱えるときに
「グードン　グードン」をつける
だけである。例えば「グードン
グードン　ビューンマカラー
ジャンドロニー」とか「グードン
グードン　南無大師遍照金剛」と
なる。つけたまま繰り返し唱える
のだ。九字を切る人などは「グー
ドングードン臨！グードングード
ン兵！」と一つ一つにつけるよう
にする。

な

し

02 帰無の術師 ピョーピョーピョーシュッチャラーン 仏界所具仏界 9 0% 0% 0% 0%

あらゆる精神的な病を無に帰そうとする。
グードン・グードンをつけてもよい。
自分に対する効果の100分の１を他人に送る
ことも可能。

心の中で唱えると効果が少ない。
なるべく声を出すこと。声は大き
いほどよい。

な

し

03 帰無の術師
ギョギョギョギョ　グードン　グードン
　ドンパッター

菩薩界所具菩薩界 MAX 0% 0% 0% 0%

あらゆる死魔を無に帰そうとする。死なな
くなる訳ではない。あくまでもマントラの
方向性。自分に対する効果の1000分の１を
他人に送ることも可能。グードンは入って
いるから、前に入れなくてよい。

各自の判断による。
な

し

04 帰無の術師

グードン　グードン
　　マラスカ　ビューン
　　　　グンドロ　グンドロ
　　　　　シャットル　ドーン

人界所具人界 MAX 0% 0% 0% 0%

他人の顕在意識に対して働きかける。自分
への敵意を無に帰す働きを起こすように宇
宙に訴えかけようとする。効果には個人差
が当然ある。

気の済むまで。
な

し

19 帰無の術師
グードン　グードン　ペッボン　ペッボン
　チョッペディー　チョッペディー
ガーー！

人界所具天界 MAX 0% 0% 0% 0%

自分の肉体に働きかける。自分の肉体を弱
らせようとする全ての働きを無に帰そうと
する。効果には当然、個人差がある。
他人には使えない。

１クール２８回以上、一日何クー
ル唱えてもよい。一回一回をリズ
ムにのってクレッシェンドしなが
ら、最後は力強く伸ばす。

な

し

23 帰無の術師
棄捨帰無修羅心我心平常
（キシャキムシュラシン
　　　　ガシンヘイジョウ）

人界所具人界 MAX 0% 0% 0% 0%
な

し

38 帰無の術師
南無一切菩薩救我行利他行
（ナムイッサイボサツ
　　　クガギョウリタギョウ）

菩薩界所具菩薩界 8 0% 0% 0% 0%
あ

り

41 帰無の術師
南無利他不自惜身命如来
（ナムリタフジシャクシンミョウ
　　　　　　　　　　ニョライ）

Ｘ 菩薩界所具菩薩界 MAX 0% 0% 0% 0%
あ

り

最後に、帰無の術師の絶対未公開マントラが、いったい自分の何を無に帰そうとするのか、いくつか例示しておく。それらのマントラは公開することはないだろう。
自分の天地の気の回路、自分が積んだ功徳、自分の喜び、自分の守護霊団、自分の高次元意識体、自分の菩薩界、自分の仏界、全ての過去世におけるソウルメイトとのつながり、生来のソウルグループとのつながり・・・

これらは危険な、自分への呪いの一部である。こんなものは公開しないことをお伝えしておく。

帰無の術師と４１種類のマントラ
帰無の術師とは、宇宙に一体しかいない不思議な高次元意識体である。

アナハタチャクラが9,999％以上に開発されている方であれば、誰でもこのアチューンメントを受けることができる。
料金は￥４０，０００円である。

アチューンメントを受けた方は、下記に公開しているマントラを使用することができるようになる。
さまざまな波動を無に帰そうと働きかける存在である。

一番のおススメは01番のグードン・グードンである。あらゆる地球上および宇宙のマントラの前にこれをつけることでパワーが上がることが期待されるからである。

Xシステムを利用しており、価値エネルギーは１X=３８億円の功徳がある。
マントラを送った相手が「自分のために生きたい」という当たり前の欲求を無に
帰そうとする。「他人のために自己犠牲の生き方をしよう」という人生になるよ
うな変化を与える波動を放つ。自分への浄化などには使えない。本気で誰かのた
めにやるなら３億回くらい送ってあげよう。
ただし敵意、殺意、存在否定などの強いネガティブ感情を持って用いると呪いと
して発動する。自己の生命の流れを無に帰そうとし、自力では転生できなくな
る。

５～１８までは自己への恐ろしい呪いとして働くマントラであるから、公開しない。
アチューンメントを受けた人にも公開しない。

２０～２３までは自己への恐ろしい呪いとして働くマントラであるから、公開しない。
アチューンメントを受けた人にも公開しない。

自分の中から湧いてくる「修羅界」の波動を無に帰そうとする。
他人には使えない。

２４～３７までは自己への恐ろしい呪いとして働くマントラであるから、公開しない。
アチューンメントを受けた人にも公開しない。

３９～４０までは自己への恐ろしい呪いとして働くマントラであるから、公開しない。
アチューンメントを受けた人にも公開しない。

敵意、殺意、存在否定などの強いネガティブ感情を持って用いることで呪いとし
て発動する。唱える人自身（100%）と、呪う相手（0.01%）に対して、人間とし
て幸せに生きることを無に帰そうとする。魔界∞悪鬼への道である。
呪いとして使用しない場合は「毘倶胝菩薩」のマントラとなる。
自分や他人の顕在意識と潜在意識に対して、菩薩界を志向した苦行の実践を強要
しようとする。帰無の術師のアチューンメントを受けた人は、このマントラを
「毘倶胝菩薩」本来の用途として用いることができる。その場合、自動的に「毘
倶胝菩薩」のマントラを使用していることになる。
「毘倶胝菩薩」のアチューンメントを受けた人が呪いとしてこのマントラを使用
すると、帰無の術師の呪いマントラとして用いることになる。
しかし「毘倶胝菩薩」のアチューンメントを受けた人は、その他の「帰無の術
師」のマントラを使うことはできない。

ペ

ナ

ル

テ
ィ

料金
アチューンメントを受けた後、

理想的な実践で期待される波動の方向性

実践例/条件
（あくまでも目安で個人差あ

り）

項

番
アチューンメント可能な【マントラ/題目/真言/言霊】一覧

28
シ
ス
テ
ム

霊格の方向性

正

気

レ

ベ

ル

地球における
マントラ側の
パワー発動率

（アチュ無の場合）
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西暦
2012年

12月25日
以降

西暦
2011

西暦
1975

西暦
1500

100%

霊格の方向性

正

気

レ

ベ

ル

地球における
マントラ側の
パワー発動率

（アチュ無の場合）

　第９チャクラとはこの宇宙それ自体である。全ての存在に共有された≪存在それ自体≫が第９チャクラである。あなたもわたしも第９チャクラなのである。
生命の個別性は第８チャクラから訪れる。

第８チャクラが認識する、宇宙で唯一のあなたの名を用いて第９チャクラへとつながっていくマントラが存在する。

　一人ひとりの生命体に固有のマントラで
ある。宇宙で1つしかない、これは伝授され
たその人しか唱えられないマントラであ
る。
　その人に固有の存在であるスピリットプ
ログラマー（第８チャクラ）の性別によっ
て、マントラの前半が決定する。そして、
スピリットプログラマーが認識している、
あなたの名前がマントラの後半に入る。前
半のパターンはすでに、全生命体に共有さ
れている第９チャクラからダウンロード済
である。
　第９チャクラ∞マントラをお申込みに
なった後でマントラの後半を、あなたのス
ピリットプログラマーに問い合わせてマン
トラを最終決定する。第９チャクラ∞マン
トラはすでに、あなたの生命の誕生ととも
に存在しているマントラであり、宇宙で1つ
しかないマントラであり、すでに存在して
いる究極のマントラともいえる。
　第９チャクラ∞マントラの伝授料金は
￥７５，０００円である。尚、スピリット
プログラマー（ハイヤーセルフ）の許可が
必要であるから、時期尚早にて伝授できな
い場合がある。可否についてはご入金前に
お問い合わせください。また、マントラ作
成には、ご本人様の実名のうちファースト
ネーム（姓名の名）をお知らせいただくこ
とが必須条件となっている。
　※伝授とは別に、遠隔で第九チャクラ∞
マントラを用いたヒーリングを受けるのは
一回￥７５０円。実名は不要。

・邪気を消滅し気の強さを少しず
つアップさせていく。
・唱えている最中は天地が７５，
０００％まで開く。
・霊体第一層から第四層までに蓄
積した波動的ストレスを消滅させ
ようと働きかける。
・チャクラ、ナーディ、クンダリ
ニーを開発する働きはない。
・霊体第五層にある潜在能力の宝
箱を全てオープンにする。さらに
自分に必要な潜在能力を自然に開
花しようと働きかける。
・潜在意識体第一層から第五層ま
で、顕在意識からの祈りを届ける
ことができる。
・カルマ体に良い因を書き込んで
いくことができる。
・生命の根源力がクンダリニーか
ら溢れて７２，０００本のナー
ディを流れていく。
・生霊、悪霊を浄化することがで
きる。故人への供養にも用いるこ
とができる。低次元意識体からの
影響を浄化することができる。
・第８チャクラを通じてカルマに
書き込まれた呪いを消滅すること
はできない。その他の呪いは消滅
することができる。
・他人、物品、土地への浄化にも
使うことができる。
・自らの第９チャクラに向かって
唱えること。
・帰無の術師へのアチューンメン
トを受けている人は、グードン・
グードンをつけて唱えるとよい。

01 第９チャクラ∞マントラ
全
シ
ス
テ
ム

仏界所具仏界 MAX 100% 100% 100%
な

し
\75,000-

概要
発動する波動の方向性

（あくまでも目安で個人差あ
り）

ペ

ナ

ル

テ
ィ

料金
項

番
アチューンメント可能な【マントラ/題目/真言/言霊】一覧

28
シ
ス
テ
ム
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西暦
2012年

12月25日
以降

西暦
2011

西暦
1975

西暦
1500

1 人界所具人界 5 100% 100% 100% 100%
な

し
￥０円

2 Ｆ 人界所具菩薩界 0 150% 100% 100% 100%
な

し
￥０円

3 F 菩薩界所具菩薩界 3 800% 100% 100% 100%
な

し
￥０円

4 人界所具縁覚界 5 100% 100% 100% 100%
な

し
￥０円

5 Ｏ 畜生界所具天界 MAX 100% 100% 100% 100%
な

し
￥０円

6 人界所具人界 1 100% 100% 100% 100%
な

し
￥０円

7 天界所具天界 2 333% 100% 100% 100%
な

し
￥０円

8 天界所具天界 2 888% 100% 100% 100%
な

し
￥０円

9 天界所具菩薩界 3 100% 100% 100% 100%
な

し
￥０円

地球における
マントラ側の

肉体側に働き掛けようとするマントラです。
ストレッチの前に３分間とか、ストレッチしながらとか、唱えてみてください。
いきなりグニャグニャなんてことはあり得ません。
根気が必要なのはなんでも同じ。

チョッピリ金運アップ♪マル秘マントラ
【マーナカーナ ターカムナ ゴラ】

【体を柔らかくしようと働きかける？】
ムーヨーワームーヨーワーゥヲーゥイー

ン

シャー・ラスティー・ウン・オン・ゲンダー・
シャスコー・シャスコー・ジャンドロニー

チョッピリ総合運アップ♪マル秘マント
ラ

【ラナカン マーナ ズンズゴ カーナ】

概要（波動の方向性）

自分の肉体への健康波動少し。他人の潜在意識にプラスのメッセージを送りやす
くなる。文句を言いたい相手に対して送ります。つまり送る動機にはネガティブ
なきっかけが必要ってことです。しかしそのままネガティブなメッセージまで
送ってはいけません。文句っぽくはあってもいいから、文句っぽいメッセージを
ポジティブな言葉にしてから強く念じ、繰り返しこのマントラを送っていきま
しょう。
例
「まったくもう！ウチの主人をイジメルんじゃないわよぅ！あなたのためにもな
らないんだからやめなさい！」

あったかい湯船につかりながら、口で唱えてみましょう。１００回以上がいいで
すね。なんと霊体もあったまっちゃいます？

【遠隔で使う場合】
第八チャクラ（ハイヤーセルフ）を通じてスピリットファミリーの潜在意識体と
顕在意識体にほんの少しずつだけれども、プラスのメッセージを送っていくため
に使うことができます。
ミーナ＝愛
ヤワラ＝意識ある存在すべてへの感謝
ミーナヤワラを繰り返し心の中や口でつぶやきながら、自分の第八チャクラを通
じて親子や配偶者に良いメッセージを送っていくといいでしょう。お互いの幸せ
につながるメッセージがいいでしょう。
「誰でも第8チャクラを通じて人類にメッセージ送信できるの術」のアチューン
メントを受けている人は、このマントラを使って誰にでもプラスのメッセージを
送ってよいでしょう。
【直接で使う場合】
「手当て」のときに使うとよい。
1：呼吸法などで心身を緩める。
2：「手当て」をしながら「ミーナヤワラ」を繰り返し、心の中か口で唱えなが
ら、相手に送っていく。
3：下記のバリエーションを適宜選んで送ってもよい。
「ミーナヤワラ――――（長く伸ばす）」：リラックスして・・
「ミーナヤワラ・ホナエ」：おちついて
「ミーナヤワラ・マミヤ」：やすみなさい
「ミーナヤワラ・マナサ」：そのまんまでいいよ
「ミーナヤワラ・ハレルヤナ」：解放しなさい
「ミーナヤワラ・ビューマン」：自分を認めなさい

変性意識状態に入っていくための練習として使用するマントラである。
人によっては安眠用のマントラとして使っている方々もおられるそうだ。
詳しくは、パーフェクト☆クロス←ストリーム★の概略をお読みください。

ビューンマカラー・ジャンドロニーやＶマントラ、第九チャクラ∞マントラなど
強力な浄化ツールをまだ使用できない人が用いるとよいだろう（前もっての防御
としてはもちろん、使ってもいいだろう）。他人から自分に対する邪念攻撃を軽
減しようとする。邪念を送ってくる相手に働き掛けるのではなくて、送られてく
る邪念から受ける悪影響を軽減しようと働くマントラである。パワーとしては数
割減が期待される。１回、唱えると30分ほどガードの波動が自分の周りを取り巻
くだろう。帰無の術師をアチューンメントされている人ならば、グードン・グー
ドンを付けることで、３時間半までガード時間が延びる。

遠隔ヒーリング用のマントラである。対象の肉体・意識体・霊体のストレスを排
泄し回復を促そうと働きかける。対象へのプラスのメッセージを念じながら繰り
返し唱えるといいだろう。一度に１体の生命体を対象とする。
★可能
クジラ。イルカ。シャチ。サル系。イヌ系。ネコ系。ウシ系。ブタ系。ネズミ
系。ウサギ系。ゾウ。
★不可能
人間。植物。モノ。昆虫。甲殻類。魚介類。鳥類。微生物。蛇系。爬虫類。節足
動物。

唱えるご本人さまだけの総合運を一時的にちょっぴりアップしてくれます。
アナハタチャクラ開発率　　１０％の人：１０００回唱えると、２４時間、波動
が発生。
アナハタチャクラ開発率　１００％の人：　１００回唱えると、２４時間、波動
が発生。
アナハタチャクラ開発率１０００％の人：　　１０回唱えると、２４時間、波動
が発生。

★2012年12月25日以前
唱える人の、その瞬間の霊格（表層部）が
地獄界：２％ＵＰ、餓鬼界：４％ＵＰ、畜生界：６％ＵＰ、修羅界：０％ＵＰ
人界：９％ＵＰ、天界：１２％ＵＰ、声聞界：０％ＵＰ、縁覚界：０％ＵＰ
菩薩界：１９％ＵＰ、仏界：２５％ＵＰ

★2012年12月25日以降
唱える人の、その瞬間の霊格（表層部）が
地獄界：4％ＵＰ、餓鬼界：8％ＵＰ、畜生界：9％ＵＰ、修羅界：０％ＵＰ
人界：12％ＵＰ、天界：１5％ＵＰ、声聞界：4％ＵＰ、縁覚界：9％ＵＰ
菩薩界：91％ＵＰ、仏界：100％ＵＰ(２倍ということ)

伝法灌頂を受けていなかったりとか、運気アップのマントラ行をしていなかった

ポンポンガーリー

ブーブーブントラ・ウン・オン・ダー！

ミーナヤワラ

ヤワラ・ネムリ・アラワ・ヒラク・ヒビキ

ズズズ・ズガガ・デデデ・ジジジ・バブ
バ・

ブボボ・グガガ・ゴゴゴ・ウン！

アチューンメント可能な【マントラ/題目/真言/言霊】一覧

28
シ
ス
テ
ム

霊格の方向性

正

気

レ

ベ

ル

唱えるご本人さまだけの金運を一時的にちょっぴりアップしてくれます。
アナハタチャクラ開発率　　１０％の人：１０００回唱えると、２４時間、波動
が発生。
アナハタチャクラ開発率　１００％の人：　１００回唱えると、２４時間、波動
が発生。
アナハタチャクラ開発率１０００％の人：　　１０回唱えると、２４時間、波動
が発生。

★2012年12月25日以前
唱える人の、その瞬間の霊格（表層部）が
地獄界：０％ＵＰ、餓鬼界：１％ＵＰ、畜生界：２％ＵＰ、修羅界：３％ＵＰ
人界：７％ＵＰ、天界：９％ＵＰ、声聞界：９％ＵＰ、縁覚界：９％ＵＰ
菩薩界：１４％ＵＰ、仏界：１４％ＵＰ

★2012年12月25日以降
唱える人の、その瞬間の霊格（表層部）が
地獄界：4％ＵＰ、餓鬼界：4％ＵＰ、畜生界：4％ＵＰ、修羅界：9％ＵＰ
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