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直接施術者用【伏字版】 

【未来式∞人間生命マッサージ】 
By れんげ工房 

 ２０１１年までの地球には存在しなかった情報を、チャネリングを用いて記述した。こ

こに記述された宇宙からの智慧を用いることで、地球に存在するあらゆる手技療法師の施

術効果を高めることが期待される。 

 地球に存在するあらゆる手技療法は直接、肉体に触れて施術を行う。タイ古式マッサー

ジでは、きちんと研修したタイ人が施術を行う場合のみ、「シヴァカ・ゴーマラバットに捧

げるマントラ」が潜在的に発動し、マッサージを受ける側の霊体にその祈りが入ってくる。

その祈りの波動は霊体の７２，０００本のナーディを流れる。タイ古式マッサージは肉体

をほぐすと同時に霊体の７２，０００本のナーディの流れをよくするのである。地球に存

在するその他のマッサージやツボ療法では、肉体に対しては直接的に影響を与えるものの、

霊体にまで影響を与えることができないのである。 

【未来式∞人間生命マッサージ】は、患者の肉体と同時に霊体にまで影響を与えること

を目的としている。霊体の形状、霊体に存在する１０８個のチャクラ・７２，０００本の

ナーディ・クンダリニーにまで良い影響を与えることで、これまでの地球に存在したあら

ゆる手技療法の限界を超えることを目指したのである。 

そのためにまず必要なのは、患者の肉体と同時に霊体まで影響を与えることを可能とす

るマントラであった。各種手技療法のプロである方々が、【未来式∞人間生命マッサージ】

で伝授するマントラを念じながら、これまでに身につけた手技を施術するだけで、【未来式

∞人間生命マッサージ】はほぼ完成する。その施術効果はこれまでの数倍に飛躍すること

が期待されるだろう。 

 【未来式∞人間生命マッサージ】ではマントラの他に１８種の技も紹介している。肉体

と霊体を渾然一体とした生命の実体ととらえたときに、この順番でマッサージすることが

おススメですよ、という手順を示した。１８種の技は各種療法と矛盾する部分があるかも

しれない。プロの先生方は取り入れたい部分だけを取捨選択して頂ければよい。 

 直接施術において【未来式∞人間生命マッサージ】で使用するマントラと、１８種の技

の１７種までの伝授で￥３，０００円とさせていただく。シヴァカ・ゴーマラバット師か

らの提示金額である。第１番目である【パーフェクト☆クロス←ストリーム】は、アナハ

タチャクラ１５，０００％以上の開発者の方々のみ￥２０，０００円で施術方法の概略を

ご紹介している。 

 いかなる手技療法においても、肉体と同時に霊体まで影響を与えることが期待されると

いう、前代未聞の【未来式∞人間生命マッサージ】にトライされる先生方が数多く出現す

ることを心から願っている。 



マントラ【●●●●●●●●●●】の存在を明かす 

 ２０１１年８月、タイに滞在して様々な調査を行ったり、タイに関係する霊的存在との

対話をしたりするなかで、シヴァカ・ゴーマラバット師とつながることができた。シヴァ

カ・ゴーマラバット師はかの釈尊の主治医とされる人物であり、西暦５００年ごろに東南

アジアに転生した天才僧侶である。西暦５００年頃にタイ古式マッサージのルーツを完成

させた後はまだ転生しておらず、シヴァカ・ゴーマラバット師は２０１１年現在、地球担

当の高次元意識体として、舎利弗や南岳大師らとともに活動しているそうである。 

 シヴァカ・ゴーマラバット師の教えを霊視し、タイ古式マッサージの「セン」について

加除訂正を加えた情報と、タイ古式マッサージにて潜在的に使用されている「シヴァカ・

ゴーマラバットに捧げるマントラ」については別に掲載している。 

 シヴァカ・ゴーマラバット師に対して、タイ古式マッサージのみならず、地球で数ある

たくさんの手技療法の効果をさらにアップさせることができるマントラや考え方を少し教

授してもらえないかと教えを乞うた。シヴァカ・ゴーマラバット師からは快諾を得て、１

つのマントラと１８種の技を教えていただいたのである。そのなかで最も重要なのがマン

トラである。１８種の技を用いなくても、各種手技療法の施術者がこのマントラを使用す

るだけで、【未来式∞人間生命マッサージ】は７７％完成するのである。 

 シヴァカ・ゴーマラバット師から伝授いただいたマントラは 

【●●●●●●●●●● 

（●●●●●●●●●●●●●●●●●●）】 
という。 

仏界所具仏界、宇宙最高の霊格をもつマントラの一つである。 

このマントラが放つ気の強さは正気 Lv_MAX である。 

 

マントラ【●●●●●●●●●●】を使用する場面 

このマントラを使用する場面は２つしか存在しない。それは 

① あなたが誰かに対して、手技などを用いた直接治療を施術するとき。 

② あなたが誰かから、手技などを用いた直接治療の施術を受けるとき。 

の２種類である。 

それ以外の一切のシチュエーションではこのマントラを唱えても全く意味をなさない。

ましてや遠隔ヒーリングでは全く効果を発揮することはないのである。遠隔ヒーリングに

も【未来式∞人間生命マッサージ】の智慧を用いるためのマントラについては、本文の最

後で述べることにする。 



マントラ【●●●●●●●●●●】の期待効果 

手技などを用いた直接治療の場面でこのマントラを心の中で唱え続けると、次のような

効果が期待される。 

・「私とあなたは宇宙最高の宝である」という波動が施術者と患者の潜在意識に満ちる。 

・施術者と被施術者の霊体に正気 Lv_MAX の気が広がっていく。 

・肉体に対する施術が【即】霊体に響き、肉体と霊体に対して同時に影響を与えることが

できる。 

 

マントラ【●●●●●●●●●●】の使用法 

 各種手業療法を施術するとき、または受けるときに、心の中で念じるだけである。施術

開始から終わりまで繰り返し唱え続けてもよい。馴れてきたら最初に数回ほど念じて、そ

の波動の感覚をずっとキープするように脳内設定すればよい。施術中に何度か、自分にと

ってきりがいいタイミングで念じなおすようにしてもよい。 

 

１８種の技 その１ 【パーフェクト☆クロス←ストリーム★】 

アナハタチャクラ１５，０００％以上の開発者に有償（￥２０，０００円）で施術方法

の概略を提供しているヒーリング手法である。【パーフェクト☆クロス←ストリーム★】は、

れんげ工房において一回￥５００円で施術している遠隔ヒーリングである。これはもちろ

ん、直接施術において目の前の患者に施術することが可能である。 

霊体は肉体に重複して存在している。霊体は階層構造をなしており、【パーフェクト☆ク

ロス←ストリーム★】は特に霊体の第３層を対象としたヒーリングである。霊体 第３層

は肉体の形状維持や軸に関与しており、地球のコアから湧き上がってくる「地の気」と、

宇宙から注がれる「天の気」がそのエネルギー源となっている。「天の気」「地の気」が理

想的に供給されている霊体は歪みがすくなく軸が通り、理想的な姿勢をとりやすくなる。

理想的な供給状態とは、「天の気」「地の気」の回路がそれぞれ１０％まで開いていること

である。ところが他人から「行動否定」の邪念を受け続けると「天の気」の回路が閉鎖さ

れはじめ、胸から上の霊体が歪んでいく。他人から「存在否定」の邪念を受け続けると「地

の気」の回路が閉鎖されはじめ、胸から下の霊体が歪んでいく。霊体が歪むと、肉体の歪

み、こわばり、痛み、動きにくさ、緊張となって顕在意識にまで苦痛を与えようとする。 

「パーフェクト☆クロス←ストリーム★」は、施術者が変性意識状態に入り、ある意識

の使い方を用いて相手の「天の気」「地の気」を蘇生して霊体を整体することができるヒー

リング手法である。「パーフェクト☆クロス←ストリーム★」の応用法は多岐に及ぶため、

ぜひ概略を読んでいただきたい。 



１８種の技 その２ 【第３チャクラ活性法】 

 第３チャクラ、胃上部のチャクラ、大腸にある４カ所のチャクラをはじめ左記のチャク

ラに関わるナーディの一部に影響を与える。 

 相手を仰向きに寝かせる。肋骨の下から骨盤の上までの腹部を確認する。みぞおちから

始め、時計周りの渦を巻きながらヘソの３センチ上に到達する螺旋（らせん）をイメージ

する。螺旋は３回転してへその上に到達するくらいが良いだろう。相手の呼吸や肉体から

の反応に合わせて、螺旋上を指圧していく。 

 自分で行うときには仰向きに寝てみぞおちに手を当てる。一呼吸に一回、指圧する。肋

骨の流れに沿って左へと進み、骨盤の流れにそって右へ進む。３回転の螺旋を描きながら

ヘソの３センチほど上まで進んでいく。 

 マントラ【●●●●●●●●●●】を唱えていなければ、この第３チャクラ活性法の効

果は全く現れることはないだろう。 

 

１８種の技 その３ 【第４チャクラ活性法】 

 第４チャクラ、肋骨と胸骨に複数存在するチャクラ、左記チャクラに関わるナーディに

影響を与える。 

 「頸切痕」と呼ばれる部位から心臓に向けるつもりで、指を一本差し込む。相手の呼吸

に合わせて、吐いたときにほんの数ミリ程度、軽く指圧するのだ。指圧するごとにマント

ラ「●●●●●●●●●●」を唱え、指先からアナハタチャクラへ向かってマントラを放

っていく。平均して７呼吸（７回）ほど行うとよい。何回繰り返してもよい。相手が息苦

しくならない力加減で行うこと。 

 

１８種の技 その４ 【第５チャクラ活性法】 

 第５チャクラ、頸椎にある複数のチャクラ、左記チャクラに関わるナーディおよび交感

神経に関わるナーディに影響を与える。 

 施術者は、相手の首を両手で包み込んで、第５チャクラに向かってマントラ【●●●●

●●●●●●】を送っていく。平均的に一回２０秒ほど。相手の首を左右から包む、前後

から包む、と２回行う。 

 変性意識状態に入っていたり波動に敏感だったりする患者の場合、交換神経に関わるナ

ーディにマントラが届いていくことが感じられるだろう。すると背骨がグニャグニャと動

き出す場合がある。ある程度その動きがおさまってくるまで、念じ続けてあげるとよいだ

ろう。 

 この技の後に肩や首のマッサージを行ってもよい。より効果的になることが期待される。 



１８種の技 その５ 【第６チャクラ活性法】 

 第６チャクラ、第６チャクラに関わるナーディ、副交感神経に関わるナーディに影響を

与える。 

 相手のおでこから側頭部を両手で包み込む。平均して４０秒、第６チャクラにマントラ

【●●●●●●●●●●】を送っていく。 

 施術者の両手をどのように使っても差支えないが、より効果的に第６チャクラにマント

ラが届く形式を記しておく。あまり囚われる必要はない。 

  

 ちょっとお笑いになって申し訳ない。上記写真のように、親指を交差させて手を広げて

ほしい。患者と正面から向き合って、この手の形で額から耳の上あたりまでを覆うように

すると良いだろう。交差させる親指は左右のどちらが上になっても構わない。【第６チャク

ラ活性法】をセルフで行う場合には、両手を手首で交差させれば、全く同じ手の形で自分

の額を覆うことができるだろう。 

  

１８種の技 その６ 【第７チャクラ活性法】 

 第７チャクラ、第７チャクラに関わるナーディ、スシュムナー・ナーディに影響を与え

るとともに、全身の全てのナーディにも影響を与えようとする。 

 頭頂の百会に指を置き、軽く指圧し続けながらマントラ【●●●●●●●●●●】を送

っていく。平均的に５０秒ほどがよいだろう。 

１８種の技「その４」で述べたことと同様に患者がグニャグニャ動き出した場合は、あ

る程度その動きがおさまってくるまで、念じ続けてあげるとよいだろう。【第７チャクラ活

性法】では間接的に７２，０００本のナーディすべてにマントラの波動が流れようとする。

この影響は、内臓の位置調整・内臓の機能調整・心肺機能の調整・免疫力の調整に関係す

ることが期待されるようである。ゆえに患者によっては１００秒程度、じっくりと【第７

チャクラ活性法】をすることが望まれる場合もある。 



１８種の技 その７ 【フェイス・インサイド活性法】 

 両耳のチャクラ、顎のチャクラ、左記チャクラに関わるナーディに影響を与える。 

 相手の顔を両手で包み、マントラ【●●●●●●●●●●】を送っていく。平均的に５

０秒ほどがよいだろう。 

 推奨する手の位置を記しておく。 

 親指を、耳の後ろにあるツボ「完骨」に置く。 

 人差し指を、ツボ「太陽」（こめかみ）に置く。 

 中指を、ツボ「魚腰（ぎょよう）」に置く。眉毛の真ん中下の眼窩である。 

 薬指を、両目の中心に置く。 

 小指の先を、ツボ「人中」に置く。鼻と口の間である。 

 このような位置で相手の顔を両手で包むのである。相手を座らせて背後へ回って行う、

仰向きに寝かせてベッドの位置を高くして頭上から行うなど、工夫するといい。セルフで

行うほうがやりやすいだろう。 

 もちろん、【フェイス・インサイド活性法】の後で、フェイス・マッサージを施術しても

よい。相乗効果が期待されるだろう。 

 

１８種の技 その８ 【胸椎＆腰椎＆腎臓のチャクラ活性法】 

 胸椎と腰椎、腎臓に存在する複数のチャクラに影響を与える。 

 流れる方向は両肩から始まり骨盤の辺りまで、背骨を中心とした左右の筋肉に対するマ

ッサージを行う。方向が上から下であれば、どのような流派のマッサージを用いてもよい。

チャクラの位置が分からなくてもよい。胸椎１２個、腰椎５個、その数だけチャクラがあ

ると考えてよい。腎臓のチャクラは２つである。相手の背中をマッサージしながら、マン

トラ【●●●●●●●●●●】を送っていくのである。 

 【胸椎＆腰椎＆腎臓のチャクラ活性法】はセルフでは非常にやりにくい。変性意識状態

に入って、自らの霊体を目の前にコピーして霊体マッサージを行ったり、イメージした手

を背中に入れてマッサージをしたりすると良い。 

変性意識状態に入る方法については、「パーフェクト☆クロス←ストリーム★」の概略な

どに記載している。変性意識状態に入るための言霊「やわら・ねむり・あらわ・ひらく・

ひびき」についてはブログにも掲載しているはずなので、チェックしていただきたい。 

 自分が自分の霊体に対して【胸椎＆腰椎＆腎臓のチャクラ活性法】を行う場合のみ、マ

ントラ【●●●●●●●●●●】の効果は発揮されるようである。他人の霊体をコピーし

て霊体マッサージをしたり、他人の霊体にイメージの手を突っ込んでマッサージしたりす

る方法は遠隔ヒーリングに属するため、マントラ【●●●●●●●●●●】では望ましい

影響は与えられない。本文の最後に言及するもう一つのマントラを使うのである。 



１８種の技 その９ 【クンダリニー活性法】 

 仙骨、尾骨、直腸、肛門のエリアに属するクンダリニーやチャクラ、ナーディに影響を

与える。 

 相手をうつ伏せに寝かせる。片手で相手の尾骨から仙骨までを包み込む。尾骨のほうが

指先である。包み込んだら、尾骨から仙骨、つまり指先から手首のほうにかけて波打つよ

うに約３０秒間マッサージを行う。その間、マントラ【●●●●●●●●●●】を送って

いく。 

 

１８種の技 その１０ 【イダ・ピンガラ活性法】 

 イダ・ナーディとピンガラ・ナーディに影響を与える。 

 迎香（げいこう）と呼ばれるツボを左右同時に抑える。そこからはじまり第５チャクラ・

第４チャクラ・第３チャクラ・第２チャクラ・第１チャクラまでを交差しながら流れてい

くイダ・ピンガラをイメージする。約３０秒間、イダ・ピンガラに沿って第１チャクラま

でマントラ【●●●●●●●●●●】を送っていく。 

 

１８種の技 その１１ 【第２チャクラ活性法】 

 第２チャクラ、生殖器に複数存在するチャクラ、左記のチャクラに関係するナーディに

影響を与える。 

 生殖器の近辺に手を触れるのは問題があるため、別の方法を提供する。 

 相手の手の指をマッサージするのである。両手の親指、人差し指、中指を丹念にマッサ

ージしながらマントラ【●●●●●●●●●●】を送っていくのである。 

 【第２チャクラ活性法】【第１チャクラ活性法】【掌から全身への活性法】はもちろん、

一般的なハンドマッサージをしながらマントラ【●●●●●●●●●●】を念じていくこ

とで実現することができる。ハンドマッサージや手指のツボ療法をマスターしているプロ

がマントラ【●●●●●●●●●●】を念じながら施術を行えば、より一層の効果アップ

が期待されるだろう。 

 

１８種の技 その１２ 【第１チャクラ活性法】 

 第１チャクラと近辺のナーディに影響を与える。 

 その近辺に手を触れるのは問題があるため、別の方法を提供する。 

 相手の手の指をマッサージするのである。両手の薬指、小指を丹念にマッサージしなが

らマントラ【●●●●●●●●●●】を送っていくのである。 



１８種の技 その１３ 【掌から全身への活性法】 

 左右の掌と手の甲を丹念にマッサージする。推奨は片方１０分間であるが短くなっても

仕方ない場合があるだろう。マントラ【●●●●●●●●●●】を送っていくことで、掌

のチャクラ、指先のチャクラ、掌から指先のナーディに影響を与えるとともにツボが対応

する各部位にもより一層の効果が期待される。 

 

１８種の技 その１４ 【足から全身への活性法】 

 左右の足の裏と足の甲から足首までを丹念にマッサージする。推奨は片方２０分間であ

るが、短くなっても仕方ない場合があるだろう。マントラ【●●●●●●●●●●】を送

っていくことで、足首から先にある複数のチャクラとナーディに影響を与えるとともにツ

ボが対応する各部位にもより一層の効果が期待される。 

 

１８種の技 その１５ 【耳から全身への活性法】 

 左右の耳つぼを丹念にマッサージする。推奨は片方１５分間であるが、短くなっても仕

方ない場合があるだろう。マントラ【●●●●●●●●●●】を送っていくことで、ツボ

が対応する各部位にもより一層の効果が期待される。 

 

１８種の技 その１６ 【頭皮から全身への活性法】 

 頭髪が生えている部分、頭髪が本来生えていたとされる部分をくまなく丹念にマッサー

ジする。推奨は片方１５分間であるが、短くなっても仕方ない場合があるだろう。マント

ラ【●●●●●●●●●●】を送っていくことで、ツボが対応する各部位にもより一層の

効果が期待される。 

 

１８種の技 その１７ 【腕の活性法】 

 実際に施術する際は可能な位置から始めるとよい。相手を仰向けに寝かせる。スタート

は胸の中央、大胸筋が始まる部分である。そこから肩へと向かい、肘の内側を通って手首

へと到達する。手の甲側へ回って進み、ゴールは肩甲骨の内側である。この流れでマッサ

ージしながらマントラ【●●●●●●●●●●】を送っていくことで、肩から手首にかけ

て存在する複数のチャクラおよび対応するナーディに影響を与える。 

 

 



１８種の技 その１８ 【脚の活性法】 

 実際に施術する際は可能な位置から始めるとよい。相手を仰向けに寝かせる。スタート

は足の付け根である。広いエリアを丹念にマッサージしながら膝まで向かう。膝から下は

脛の外側（小指側）からふくらはぎのラインを通って足首に到達する。足首をよく回した

り、足首のあたりをよくマッサージしたりする。脛の内側（親指側）を通って膝の後ろに

到達したところで、ソフトに膝関節の裏側をほぐすようにする。太ももの裏側を通ってお

尻までまんべんなくマッサージするとよいだろう。途中で体位を変えるようにしてもよい。 

この流れでマッサージしながらマントラ【●●●●●●●●●●】を送っていくことで、

股関節から足首にかけて存在する複数のチャクラおよび対応するナーディに影響を与える。 

 

むすび 
【未来式∞人間生命マッサージ】にとって最も重要なことはマントラ【●●●●●●●

●●●】である。プロの手技療法師の方がマントラ【●●●●●●●●●●】を唱えなが

らその施術を行うことで肉体と霊体の両面からマッサージ効果やツボ押し効果が与えられ

ることが期待される。すると自然に１８種の技の価値は低くなる。それぞれのプロの先生

が自らの施術を補足する形で取り入れてくださればよいだろう。１８種の技はあくまでも

シヴァカ・ゴーマラバット師が推奨する、マッサージ部位の順番とか、各チャクラに対応

したポイントを示したものにすぎない。 

最後に、【未来式∞人間生命マッサージ】にかかわるもう一つのマントラの存在を明かし

ておく。手技療法による直接治療として行う【未来式∞人間生命マッサージ】の効果を仮

に１００点としたときに、遠隔ヒーリングの効果を２６点くらいにまで引き上げるマント

ラが存在する。このもう一つのマントラもシヴァカ・ゴーマラバット師に伝授されたもの

である。このもう一つのマントラは、遠隔ヒーリングによって霊体に与えられた影響が肉

体にフィードバックすることを促進する波動を放つのである。霊体から肉体へのフィード

バック促進率は、超一流の遠隔ヒーラーで約５倍、一般的な遠隔ヒーラーの場合は数十倍

になる可能性を秘めているといってよい。このもう一つのマントラ伝授は、「パーフェクト

☆クロス←ストリーム★」をマスターしている方に限り、￥３０，０００円で伝授させて

いただく。 

【未来式∞人間生命マッサージ】は、肉体も霊体もマッサージされて、全ての人々がよ

り気持ちよく健康になってほしいという、れんげ工房の願いから始まり、高次元意識体た

るシヴァカ・ゴーマラバット師のご協力を得てまとめられた宇宙の智慧である。この智慧

を生かして【未来式∞人間生命マッサージ】を完成させ、人々を気持ちよく健康にしてい

くのは、本文を読んで下さった諸先生方である。諸先生方の施術効果が少しでも高まるこ

とを念じつつ、【未来式∞人間生命マッサージ】の概略とさせていただく。 


