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１．「パーフェクト☆クロス←ストリーム★」で 

【整体】【ストレス浄化】【幸福感アップ】 

２．「パーフェクト☆クロス←ストリーム★」とは、 

かの●●●●●●●●からの教え 

３．最強の霊格シンボル「パーフェクト☆クロス」とは 

４．変性意識状態とは 

５．変性意識状態に入るための言霊 

６．菩薩のリング 

７．パーフェクト☆クロス←ストリーム★で自己調整 

８．一瞬で、パーフェクト☆クロス←ストリームに入る 

９．パーフェクト☆クロス←ストリーム★を対面にて直接施術 

１０．遠隔で施術するための準備「現身の術」 

１１．遠隔で施術する方法１ 「つながったまま」 

１２．遠隔で施術する方法２ 「イメージだけで」 

１３．遠隔で施術する方法３ 「お好きなときに受け取って」 

１４．遠隔で施術する方法４ 「複数の人を同時に」 

１５．テクニック１ 霊体に滞留したストレスを宇宙の彼方へ 

１６．テクニック２ 顕在意識体に幸せの波動を！ 

１７．テクニック３ 魔法の手で体内マッサージ！ 

１８．テクニック４ 波動レメディで肉体すっきり！ 

１９．テクニック５ 潜在意識体にパワー補充！ 

２０．テクニック６ 宇宙マントラでカルマを癒せ！ 

２１．テクニック７ 高次元パワーで「気」の充電！ 

２２．テクニック８ 魂に染みわたる言霊パワー！ 

２３．テクニック９ 真の思いやりで過去世からのネガティブ浄化 

２４．テクニック１０ その他のエネルギーワークとの併用 

２５．おわりに 

２６．参考資料１ 生命体の階層構造 

２７．参考資料２ 各ヒーリングが対象としている生命体の階層 

２８．参考資料３ 菩薩のリング練習用「気の強さ一覧表」 
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１１１１．「．「．「．「パーフェクトパーフェクトパーフェクトパーフェクト☆☆☆☆クロスクロスクロスクロス←←←←ストリームストリームストリームストリーム★★★★」」」」でででで    

【【【【整体整体整体整体】【】【】【】【ストレスストレスストレスストレス浄化浄化浄化浄化】【】【】【】【幸福感幸福感幸福感幸福感アップアップアップアップ】】】】    

 なぜ、人の体は歪むのだろうか？ 

 この答えを霊視の次元から解明し、霊体を通じた整体を目指したのが「パー

フェクト☆クロス←ストリーム」というヒーリング技術である。 

 人間には自己回復力とか自然治癒力といわれるパワーが存在する。擦りむい

て血がでても治り、腹が痛くなっても治るのと同じである。ところが歪んだ骨

格、身体バランスはなかなか元に戻らない。一般的に社会で見つけることので

きるどのような手法を用いても不完全であり、無理なく自然な状態で身体のズ

レを回復させる手法はまだ完成されてないと言ってよいだろう。「パーフェク

ト☆クロス←ストリーム」は既存のあらゆる手法を補ってその完成度を上げ、

施術効果を高め、身体の歪みを根本から回復させることが期待できるヒーリン

グ技術である。 

 空気や飲食物の他に、人間のエネルギー源として活用されている波動は、れ

んげ工房では５種類あるとしている。天の気、地の気、●●●●●●のエネル

ギー、気、生命の根源力である。 

天の気と地の気は主に霊体の形状維持に影響する。天の気と地の気が霊体に

注ぐ回路が１０％まで開いているのが理想的な人間の状態であり、姿勢・身体

バランス・骨格のズレに関する自己回復力として働く。天の気の回路が閉じて

いく原因は、他者から自分へと向けられた嫉妬・怒り・憎しみ・恨み・落胆と

いったマイナス感情の積み重ねである。地の気の回路が閉じていく原因は、敵

意・怨念・嘲り・嘲笑・恐れ・忌まわしい・嫌悪・侮蔑・軽蔑といった存在否

定のマイナス感情の積み重ねである。このようなマイナス波動を受け続けるこ

とにより天地の気の回路は閉じていき、身体が歪んでいくのである。 

●●●●●●は無尽蔵の自家発電装置であり、そのエネルギーは仙骨の部位

から身体に流れている。疲労回復力の約８０％は●●●●●●が関与している

と霊視されている。 

気と生命の根源力について、今回は残念ながら割愛させていただく。 

「パーフェクト☆クロス←ストリーム」は人間のエネルギー源である波動を

自在に活用し、霊体の側面から身体を整体するとともに、顕在意識や潜在意識

のストレスを軽減し、幸福感までアップさせようとする優れたヒーリング技術

である。一読すれば分かるように、施術者の工夫や実力の見せどころが十分に

残されていることも明言しておく。この概略を参考にして、読者諸氏のヒーリ

ング能力を向上させていっていただきたいと願っている。 
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２２２２．「．「．「．「パーフェクトパーフェクトパーフェクトパーフェクト☆☆☆☆クロスクロスクロスクロス←←←←ストリームストリームストリームストリーム★★★★」」」」とはとはとはとは、、、、    

かのかのかのかの●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●からのからのからのからの教教教教ええええ    

「パーフェクト☆クロス←ストリーム★」の開発者は、かの●●●●●●●

●その人である。複数の星で相互ボディ・メンテナンス・テクニックとして用

いられているヒーリング法であり、●●●●が地球で●●●●った教えの１

８％を占めている。当然、●●●●●としてはこの内容は完全に埋没している

ため●●●●っても誰も教えてくれない。元が●●●●だからといって●●●

●●●的なのかというと、決してそうではない。●●●●●●●●とは無関係

で使用できる技術として、使用することができる。●●●●も●●●●、●●

●●も●●●●でも、変性意識状態にさえ入ることができれば、誰でも使える

のである。 

●●●●●●●●は地球に生を受けて、皆様がよくご存じかどうかは分から

ないが、様々な●●●●●の人生を歩んで亡くなった。●●●●●●●●はそ

れ以来、地球には転生していない。●●●●●●●●が亡くなってから●●●

●●●●●というのは、●●●●時間後にもともとの●●●●●●●●り、霊

能力の●●●●たちに●●●●●を伝えたことを指している。地球での●●●

●終えてから●●●●●●●●でに、すでに●●●●●●●●は●●●●に●

●●●生しており、●●●●の●●●●めている。今現在は●●●●●体とし

て活動している。もちろん●●●●も●●●●●●●●にくることがある。地

球で言う西暦●●●●年に、別の●●●●生する●●●●いている。 

●●●●●●●●はこれまでに、●●●●体として●●●●目の●●●●え

たようである。●●●●●●●●が「パーフェクト☆クロス←ストリーム★」

を開発したのは、●●●●体に●●●●ら●●●●目のころであった。余談で

あるが、地球のある有名な文明ではこれに類似したテクニックを●●●●●●

●●の●●●●ループからチャネリングでダウンロードして使用していた人々

がいたことが分かっている。頭に触れただけで、あるいは遠く離れた人のこと

を思うだけで、多くの人がその肉体と意識の変化を感じるヒーリング技術であ

る。これはまさに、●●●●●●●●の一つといってもよいだろう。テクニッ

クさえ学べばほとんどの人がこのヒーリングを他人に施すことができるように

なるだろう。しかし「パーフェクト☆クロス←ストリーム★」の真骨頂は、施

術者であるあなたが、どれほど深く相手を思いやることができるかにかかって

いる。心の底から相手のためを思って、●●●●の●●●●われる人々を増や

していきたい。それこそが●●●●●●●●かられんげ工房に授かった願いな

のである。 
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３３３３．．．．最強最強最強最強のののの霊格霊格霊格霊格シンボルシンボルシンボルシンボル「「「「パーフェクトパーフェクトパーフェクトパーフェクト☆☆☆☆クロスクロスクロスクロス」」」」とはとはとはとは    

●●●●といえば●●●●ある。「パーフェクト☆クロス←ストリーム★」

は、●●●●●●●●の教えの約１８％に匹敵する技術であり、●●●●いう

シンボルを用いる。シンボルはパワーを発し、霊格を有し、エネルギーの流れ

や状態を示す図形である。●●●●いうシンボルは、その描き方でまったく異

なるパワーや機能や霊格を顕していることをご存じであろうか。 

扱うシンボルが異なれば、そのヒーリング技術の性質が変わるどころか、根

底から覆ってしまうのである。れんげ工房では、●●●●●●●●ご本人が「パ

ーフェクト！」と喜んで認める●●●●シンボルを使うことを志したのである。

それが●●●●●●●●が残したかった本当●●●●なのである。 

それではいくつかのシンボルを例示してから「パーフェクト☆クロス」をご

紹介しよう。 

 

☆「一般的●●●●」 

言わずと知れた、●●●●●●●●ボルである。 

このシンボルが発する波動は、驚くべきことに邪気Ｌｖ７、風

水パワー０点、霊格は天界所具菩薩界である。●●●●せ人々

に●●●●という行動を本能的な喜びにまで昇華させた生命状

態を表現している。そのために巻き起こるあらゆる苦痛に対し

て耐え忍ぶために、邪気Ｌｖ７で心身のある部分を鈍感にして

いるのだ。邪気Ｌｖ７とは睡眠薬や精神安定剤などと同じパワ

ーであり、苦痛を和らげるのである。 

 

☆「●●●●●●」 

正気Ｌｖ７のパワーシンボル。風水パワー８０点。しかしこの

シンボルが放つ霊格は菩薩界所具畜生界である。心から人々に

尽くす菩薩界を基盤としていても、動物的な本能の赴くままな

のである。哲学性や喜びに高まりがなく、次元の低い救いを与

えがちとなることが懸念される状態である。パワーはあるにも

関わらず、このシンボルには畜生系の低次元意識体しかアチュ

ーンメントすることができない。このシンボルを用いて施術を

行うと、畜生界の波動が周囲に広がることから、施術者側に低

次元意識体や悪霊が寄ってくる。基底部が菩薩界であるから施

術者に憑依されることはほとんどないと思われるが、ラップ現

象を引き起こすなど、施術者に対して無駄な邪魔があるだろう。 
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☆「●●●●」 

●●●●は少し異なるが、●●●●囲んだものである。 

残念ながら、邪気Ｌｖ７、風水パワー０点、霊格は地獄界所具

地獄界である。単純なシンボルではあるが、恐ろしく悪いパワ

ーが溢れている。このようなシンボルを用いたヒーリングなど

を行うと、施術者も相手も共々に肉体が邪気と化し、悪霊の憑

依を受けやすくなり、心身ともに闇へと堕ちていくだろう。 

 

 

☆「パーフェクト☆クロス」 

 

●●●●●の円を大きくして、●●●●包んだものである。 

正気Ｌｖ ＭＡＸにして風水パワー８０点、霊格がなんと仏界

所具仏界である。●●●●●●●●ご本人に伺ってみると、「こ

れ以外に完璧な十字架はない」と太鼓判を頂くことができた。 

このシンボルをれんげ工房では「パーフェクト☆クロス」と呼

ぶ。この、●●●●●●●●直伝といってもよいである「パー

フェクト☆クロス」というシンボルを用いたボディ・メンテナ

ンス・テクニックを「パーフェクト☆クロス←ストリーム★」

と呼ぶ。 

 

「パーフェクト☆クロス←ストリーム★」は、●●●●●●●●が最高と評

する真の●●●●ある。理想的な身体バランス、理想的なエネルギーの流れ、

理想的な精神状態、理想的に発散されていくストレスのすべてを端的に表した

究極のシンボルなのである。 

 理想的な身体バランスとは、天地をつなぐ軸が真っ直ぐに安定していてぶれ

がないことを指す。骨盤や背骨、顎をはじめとしてすべての骨のねじれや歪み

がない、筋肉のこわばりがなくてよい姿勢が保てる状態である。 

 理想的なエネルギーの流れとは天の気・地の気●●●●●●●●●●●●己

が●●●●●●●●と一体になって身体の気が充実していること、そして供給

され続ける新鮮なエネルギーが●●●●邪なストレスを●●●●●●●●●●

●●いる状態である。 

 理想的な精神状態とはすなわち幸福感である。「パーフェクト☆クロス」が

放つ霊格最高の波動を深く味わえば味わうほど、精神の疲れが癒され、生きる

喜びが湧き上がり、明日への希望へとつなげていくことが期待されるのである。 
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４．変性意識状態とは 

「パーフェクト☆クロス←ストリーム★」を施術するためには、変性意識状

態に入ることが必要不可欠である。それどころか、菩薩のリングの熟練をはじ

め、第三の眼を開いた霊視、高レベルな気のコントロールをする段階には必ず

といってよいほど変性意識状態に入っているであろう。アチューンメントを受

けたり、潜在意識にプログラミングを受けたりしたことによるヒーリング能力

は別にして、高度な能力発揮のためには欠かせない意識状態である。 

変性意識状態（ASC=Altered State of Consciousness）は、カリフォルニア

大学の心理学博士チャールズ・タート氏により命名されたという。半睡半覚状

態とも呼ばれる。通常の意識状態ではなく、意識を保ちつつも自分の意識以外

の存在（自他の潜在意識、各種高次元意識体など）と接続が可能な状態である。

自らの潜在意識の最も深い階層である潜在意識第五層との回路が３％ほどつな

がった状態ともいえる。たった３％のつながりで十分なのである。地球史上、

４％以上に潜在意識第五層とつながった人間はいまだかつて存在しない。かの

●●●●●●●●でさえ３．８％の接続状態であった。れんげ工房の筆者は３．

５％である。自らの潜在意識の最深部に３．０％もつながることができれば十

分に「パーフェクト☆クロス←ストリーム★」を施術することができるであろ

う。変性意識状態を知らないほとんどの人々は、自らの潜在意識第五層と１％

しかつながっていない状態であることも付け加えておく。 

例を挙げると、悟りの境地に達したり、至福の瞬間を得たり、世界の実相を

感じたりするのも変性意識状態のときである。霊能者の霊視状態、優秀な気功

師が高レベルに気を操っているときも変性意識状態である。勘違いしてはなら

ないのは、変性意識状態になったからといって悟りを開くことや高度な霊視や

気の操作には直結しないということである。霊視、瞑想、座禅、ヨガ、気功、

武道、音楽、美術といった様々なジャンルで卓越した修行を積んでいる人々の

９９％が、変性意識状態に入ることができるようであることからして、変性意

識状態に入ることがヒーラーとしてのスタートの一つであると認識しておくと

よいだろう。平たく言えば変性意識状態とは、全身が十分にリラックスしてボ

ーっとしていながらも意識ははっきりとしてそこにある状態である。 

変性意識状態に入る方法は、実践する人それぞれによってその糸口となる訓

練方法の相性が異なっている。たとえば座禅、瞑想、気功、呼吸法、ヨガ、倍

音声明などである。相性によっては、いくら訓練してもその方法では全く変性

意識状態に入ることができないといったことも多々ある。しかし相性の良い練

習方法に出会い、よく修練を積んだならば、一瞬で変性意識状態に入ることが

できる。 
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５．変性意識状態に入るための言霊 

変性意識状態に入るための行法はたくさんある。しかし人それぞれに相性が

あり、必ず入れるという保証はない。そこで、多くの人が変性意識状態に入る

ことを目的として開発したのが、 

言霊言霊言霊言霊「「「「やわら・ねむり・あらわ・ひらく・ひびきやわら・ねむり・あらわ・ひらく・ひびきやわら・ねむり・あらわ・ひらく・ひびきやわら・ねむり・あらわ・ひらく・ひびき」」」」    

である。 

実際に試していただいた方々からは次のような感想を頂いている。 

 

「首〜肩にかけて力が抜け、ふくらはぎがじわじわじわじわしています。意識

は言うことで穏やかになりました」 

「溜息のよう・・。自分が鳥の羽根になった感じで、ひらひらと天から地へ落

ちる。安心感とともに。そして地にやわらかく到着して温かい大地のエネルギ

ーを感じる。このまま地へ溶けていくかのよう。刺激のない安心感のみ。」 

「意識は、くおん整体をしている時みたいになります。体感は、後頭部が活性

化している感じで、ほわんと温かい感じでした。」 

「意識はトーンダウンしていきますね。心は少し静かになり、体感もあります。

緩く温かいです。」 

「なんか体の奥からぱっと何かが灯った感じです。」 

 

この言霊を５分程度、繰り返し唱え続けてみてほしい。そして意識に起こる

変化を味わうのだ。仮に５分間唱えたらあくびが出たり眠くなったりしたとす

る。そういった場合は言霊を唱えるのを３分間に短縮するとよい。 

 ここで残念なのは、これが変性意識状態であると、誰でも自覚できる確認方

法がこの世に存在しないことである。自覚状態は人によって異なるため表現す

ることができない。次項で示す「菩薩のリング」ができている状態や、「パー

フェクト☆クロス←ストリーム★」ができている状態が変性意識状態である。

ツイートやメールでれんげ工房に「言霊『やわら・ねむり・あらわ・ひらく・

ひびき』を●分間唱えたら・・・な感じでした。これは変性意識状態と言えま

すか？」というように検証依頼をしていただければ、確認してお返事を差し上

げることができる。「菩薩のリング」を練習する仲間が身近にいるならば、相

互に検証し合うこともできるだろう。 

 読者諸氏の検討を祈らずにはいられない。 
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６．菩薩のリング 

 菩薩のリングとは、オーリングテストの一種である。 

 仏画や仏像の類を見るとすぐに発見できる、あの形である。手を脱力し、親

指と人差し指、あるいは親指と中指（薬指でも可）の先を軽く合わせた、あの

形である。仏像や仏画が示すあの姿の真意は、如来や菩薩が変性意識状態に入

り「菩薩のリング」で状況確認をしながら、遠隔にて治療やメッセージ送受信

している姿なのである。菩薩のリングは紀元前１，０００年から紀元前８００

年の頃には、特にインド中部から南部にかけて生存し修行を積み重ねていた

人々の日常的なツールだったようである。 

 変性意識状態に入り、どちらか片方の手で菩薩のリングを作る。そして問い

合わせ先を決めて YES/NO または％などで答えられる質問を投げかける。その時

にYESであれば菩薩のリングは軽く開き、NOであれば菩薩のリングは開かない。

YES/NO の開く/閉じるを逆に設定することも自由である。すでにご自分が習熟し

ているオーリングテストやフーチを熟練させていくことでも良いだろう。 

 菩薩のリングに習熟していくと、気の種類と強さ、各種相性の％、前世鑑定、

オーラ測定、遠隔ヒーリングの状況判断、守護霊団や高次元意識体との交信、

アカシックレコードからの情報取得・・・といった多岐のジャンルでその力を

発揮していくことになるだろう。 

 

◎菩薩のリングを行う人に推奨する条件 

 ・●●●●●●●●が最低８０％以上に開発されていること。 

 ・変性意識状態に入ることができること。 

 ・手から無駄な力を抜いて脱力することができること。 

 ・身体に邪気がないこと。 

◎菩薩のリングの作り方 

 ・どちらか片手を脱力する。 

 ・親指と人差し指（中指や薬指でも可）の先を軽く合わせる。 

◎気の種類の判別法 

 １．片方の手で菩薩のリングを作る。 

 ２．検査対象とする物体から５ｃｍ以内の距離で、もう一方の手をかざす。 

 ３．問い合わせ先は「自分の身体」 

 ★リニアな正気：手のひらをかざしても、手の甲をかざしても、菩薩のリン

グが軽く開く。 

 ★回転性の邪気：手のひらで開くが、手の甲では開かない。 

 ★逆回転性の邪気：手の平で開かない。手の甲で開く。 
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◎気の強さの判別方法 

 気の種類が分かったら、気のレベル（強度、濃度）を測定する。邪気の場合

は、菩薩のリングが開いた方をかざすと良い。問い合わせ先は「その物体（身

体）」である。【参考資料３ 菩薩のリング練習用「気の強さ一覧表」】を参

照しながら「レベル○の気の強さですか？」と質問しながら菩薩のリングを開

こうとするだけである。最も軽く開いたところが該当する気のレベルである。 

 気の種類と強さが判明したら、正気 Lv○とか、逆回転性の邪気 Lv○などとし

て区別することができる。 

 

◎遠隔で気の判別をする方法 

推奨する条件として、●●●●●●●●が１００％以上に開発されているこ

とを挙げておく。 

 やり方は、物品に手をかざす代わりに、手のひらまたは手の甲の上に「その

物品を載せた」、「その人を載せた」と思うだけである。 

 

◎相性を測定する方法 

 レストランでメニューを選ぶときや、お店で洋服を選ぶときなどに試して、

実体験しながら精度を上げたり質問の仕方を工夫したりしてほしい。 

 １．検査する物品を意識で決定する。 

 ２．問い合わせ先は「自分の身体」または「自分の潜在意識」などとする。 

 ３．「●●と自分の相性は１０％代か？」「２０％代か？」と絞っていく。 

   もっとも軽くリングが開いたパーセンテージが相性となる。 

 

◎パーフェクト☆クロス←ストリーム★ を施術する際の菩薩のリング使用法 

 施術者によって工夫の余地がかなりあることを断っておく。菩薩のリングで

検証するポイントの例を挙げておく。（）内は問い合わせ先の例である。 

 ・自分は変性意識状態に入ったか？（自分の潜在意識） 

 ・相手とつながったか？（自分の潜在意識） 

 ・顔の表情までつながったか？内臓の感覚まで？など（自分の潜在意識） 

 ・施術状態に入ったか？（相手の霊体） 

 ・この部位のマッサージは終わっていいか？（相手の潜在意識） 

 ・他に注入してほしいエネルギーはあるか？（相手の潜在意識） 

 ・このエネルギーの注入は満足したか？（相手の潜在意識や霊体） 

 ・悪霊から憑依されているか？地縛霊は？悪い生霊は？（相手の霊体） 

 ・呪いをかけられているか？（相手の霊体） 

 ・私ができる範囲において、この施術を終わっていいか？（相手の潜在意識） 
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７．パーフェクト☆クロス←ストリーム★で自己調整 

変性意識に切り替えると宇宙からのエネルギーにアクセスでき

るようになる。天地のエネルギーを用いて、霊体の整体を行い肉

体にも良い影響を与えようとすることが、「パーフェクト☆クロス

←ストリーム」の第一歩である。まずは自分自身で体験し、その効

果を日々味わうことが重要である。 

立った姿勢で始めることが最もわかりやすいと思う。はじめに起立の姿勢で

ゆるゆるに脱力し、変性意識状態に切り替える。 

 

①①①① ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●のののの●●●●のののの●●●●置置置置くとくとくとくと、、、、●●●●エネルギーがエネルギーがエネルギーがエネルギーが●●

●●きてきてきてきて、、、、体体体体のののの●●●●通通通通ってってってって●●●●突突突突きききき抜抜抜抜けていくけていくけていくけていく。。。。    

変性意識状態に入る。 

●●●●●●●●の分身があなた自身の●●●●そっと●●●●たとイメー

ジする。変性意識状態となり様々な宇宙意識へのアクセスが可能となったとき、

●●●●●●●●の分身を自らの●●●●●●するのである（●●●●●●●

●が嫌いな人はこのイメージはやめてもよい）。 

「●●●●●●●●の上に広がる天の彼方」、あるいは「遥か天高い宇宙の彼

方」を思い浮かべます。●●●●●●●●の手（または●●●●）が「天の気」

の●●●●●●●●をイメージしよう。そこから●●●●●●●●を●●●●

いく。このエネルギーは生命体の原動力の一つである「天の気」という。「天の

気」を●●●●ら●●●●内の●●●●真っ直ぐに下し、遥か●●●●もまた

深く、地●●●●まで真っ直ぐにおろしていく。●●●●り抜けた●●●●て、

とイメージしてもよい。 

 

②②②② ●●●●からからからから、「、「、「、「地地地地のののの気気気気」」」」がががが溢溢溢溢れれれれ出出出出てくるてくるてくるてくる。。。。    

「天の気」をおろし、●●●●を通して●●●●まで●●●●せる。そこで

は、●●●●に●●●●ように横溢する無尽蔵の巨大エネルギーを感じること

ができるだろう。これを「地の気」という。「地の気」を感じたならば、「天の

気」を●●●●から、「地の気」を●●●●汲●●●●いく。 

 

③③③③ 天地天地天地天地のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーはははは、、、、●●●●●●●●にににに結集結集結集結集するするするする。。。。    

天地を●●●●イメージを持ち続ける。「天の気」には、●●●●を下降し続

けさせる。「地の気」には、●●●●を●●●●けさせる。このとき、●●●●

と●●●●、自身に●●●●二つのエネルギー流は●●●●●●●●の位置で

安定的に●●●●る。●●●●●●●●内側のあたりである。天と地が●●●
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●ってできるエネルギーの塊を感じたならば、その塊を●●●●せていく。 

 

④④④④ 天地天地天地天地のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーセンターセンターセンターセンター（（（（●●●●・・・・●●●●））））とととと●●●●●●●●ぐぐぐぐ    

ここからは●●●●なエネルギー操作の色がより濃くなる。馴れない人は苦

労するかもしれないが頑張ってほしい。 

 天地の気を●●●●●●●●に結集させ続けると、●●●●なエネルギー感

を感じる人があるだろう。身体をよく緩ませている人や●●●●十分な経験が

ある人であれば、自然と肉体が動きだして整体が始まり、骨盤や背骨や顎など

の位置が調整されていくだろう。ここでは十分に●●●●●●●●を天地の気

で充実させることが大事である。天地の気が●●●●に充実したかどうかは、

菩薩のリングで●●●●●●●●に対して問い合わせしてもよい。 

 十分に●●●●●●●●が充実したならば、天地から●●●●し続けるエネ

ルギー状態をそのまま保ちつつ。平行して自身の●●●●●●を意識する。●

●●●意識を集中するのである。●●●●識を集中し、●●●●●●が意識で

きたか？と菩薩のリングで●●●●●●●●に問い合わせてもいい。 

十分に●●●●在を意識することができたなら、●●●●しているエネルギ

ーの感覚と同じ程度まで、●●●●●●のエネルギー感を大きくしていく。十

分に●●●●●●のエネルギー感を大きくしていくことができたなら、●●●

●●●●●と●●●●●●を●●●●く。●●●●●●●●に充実しているエ

ネルギーを●●●●していくと同時に、●●●●●●を●●●●●●●●くの

だ。そして、●●●●合させるのである。 

    

⑤⑤⑤⑤ 「「「「天天天天のののの気気気気」「」「」「」「地地地地のののの気気気気」「」「」「」「●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●」」」」をををを「「「「●●」」」」にににに充実充実充実充実させるさせるさせるさせる    

「天の気」と「地の気」を●●●●●●●●に充実させ、自分自身の「●●

●●●●」と●●●●らば、その●●●●る「●●」にエネルギーを注ぎ込む。 

 頭頂には●●●●●●●●●●、●●●●の●●●●て太く●●●●中●●

●●方から注がれ続ける「天の気」、下方から浴び続ける「地の気」、天地の気

で充実した●●●●●●●●、存在を意識することで充実させた●●●●●●、

●●●●●●●●と●●●●●●を繋●●●●にある「●●」に●●●●ネル

ギーを充実させる。「●●●●熱いエネルギーの塊を作れたなら●●●●●●●

●●●から●●●●へとどんどんエネルギーを注ぎ込むのである。これらすべ

てのイメージ（エネルギー操作）を平行してできるように何度も繰り返し訓練

していただきたい。 
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⑥⑥⑥⑥ 全全全全エネルギーをエネルギーをエネルギーをエネルギーを●●●●からからからから●●●●げげげげ、、、、自自自自らをパーフェクトらをパーフェクトらをパーフェクトらをパーフェクト☆☆☆☆クロスにクロスにクロスにクロスに    

全てのイメージ（エネルギー操作）と並行しながら、●●●●をどんどん大

きくしていく。●●●●へ、●●●●体へ、●●●●の裏まで、●●●●手の

●●●●で、●●●●て●●●●ぺんまで。 

見事に変性意識状態に入り身体を脱力させて、これらのイメージ（エネルギ

ー操作）をやってのけたならば、自然と身体には真っ直ぐ軸が通り、両手は●

●●●に●●●●ているだろう。それこそが、あなた自身の身体が、あの「パ

ーフェクト☆クロス」が示す完全なるエネルギーの状態を実現したことの証左

となるのだ。 

「天の気」と「地の気」が●●●●に●●●●注がれ、「●●●●●●エネル

ギー」と●●●●「●●」に充実し、「●●●●」となっている。大地に対して

真っ直ぐに立った身体は、天地の軸が正しく通り、骨盤・背骨・顎をはじめと

する骨格が調整されていく。●●●●に広●●●●手の先からは、「●●●●●」

となった己からあふれ出すエネルギーが放出され続けていくことを感じるだろ

う。 

    

⑦⑦⑦⑦ 己己己己がががが宇宙宇宙宇宙宇宙エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの中心中心中心中心となりとなりとなりとなり、、、、●●●●なっなっなっなってててて●●●●●●●●    

「「「「パーフェクトパーフェクトパーフェクトパーフェクト☆☆☆☆クロスクロスクロスクロス←←←←ストリームストリームストリームストリーム★★★★」」」」のののの完成完成完成完成    

「●●●●●」と化した身体には「天の気」と「地の気」が●●●●●●●

●がれ続けている。「●●●●●●●」に充実され続けるエネルギーは、●●●

●に●●●●た●●●●ら放出され続けるようになるだろう。さらに、●●●

●心として、己に充実され続けているエネルギーが●●●●なって●●●●が

っていくようにイメージ（エネルギー操作）を行う。●●●●げて立っている

自分の中心●●●●から●●●●広がり、●●●●き抜けて大きくなり、どん

どんどんどん大きくなって、宇宙へと広がっていくイメージをもつことである。

これこそが「パーフェクト☆クロス←ストリーム★」の完成である。あのシン

ボルに示された通りのエネルギー状態であることが分かるだろう。●●●●、

●●●●いうイメージが難しい場合は、自分というエネルギー●●●●ら●●

●●にエネルギーが●●●●続け、●●●●方へと●●●●がっていくように

すればよい。 

●●●●てまで●●●●たら、パーフェクト☆クロス←ストリーム★ セル

フボディ・メンテナンスの完了である。 
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８．一瞬で、パーフェクト☆クロス←ストリームに入る 

←シンボル「パーフェクト☆クロス」は、前項で示した「パーフェクト

☆クロス←ストリーム」の流れを簡潔に象徴している。。。。    

言霊「やわら・ねむり・あらわ・ひらく・ひびきやわら・ねむり・あらわ・ひらく・ひびきやわら・ねむり・あらわ・ひらく・ひびきやわら・ねむり・あらわ・ひらく・ひびき」などの実践を通

じて変性意識状態に馴れて、その感覚を覚えた人ならば、呼吸を整えた

り体の力を抜いたりすることで、短時間で変性意識状態に入ることができる。 

「パーフェクト☆クロス←ストリーム」の流れ①から⑦にも習熟した人であ

れば、たとえば「パーフェクト☆クロス←ストリーム」と唱えたり、「パーフ

ェクト☆クロス←ストリームに自分がなった」と唱えたり、等身大のシンボル

「パーフェクト☆クロス」を視覚的にイメージして自分に重ねてみるだけで、

①から⑦の状態に近い流れを一瞬で実現することができるだろう。 

注意しなければならないことをお伝えしておく。①から⑦までのイメージ（エ

ネルギー操作）を簡略して、「天の気」と「地の気」を呼び込んで●で●●●

●せて●●●●出せばいいだけじゃないか？と安易に考えてはならない。それ

だけの流れでは、「パーフェクト☆クロス←ストリーム」の完成度が６８％程

度まで落ちてしまうのである。●と●●●●●●を繋げて、●●●●注ぎ込む

こと。シンボルの●●●●として●●●●ら●●●●ネルギーを広げて、●●

●●体●●●●宙へと広げていく過程をしっかりと行うことで、「パーフェク

ト☆クロス←ストリーム」の完成度は１００％となったのである。最初はイメ

ージが難しいかもしれないが、何度も繰り返し挑戦し、朝飯前で実現・体感で

きるところまで修練を積んでいただきたい。 

 ワタシが施術するときに行っているパターンを紹介する。 

ア：●●●●●●●●が頭の●●●●置いた。 

イ：シンボル「パーフェクト☆クロス」を身体に重ねる。 

ウ：●●●●●●●●が天地の気の●●●●）を●●●●●●●● 

エ：「天の気」と「地の気」の流れを●●●●じる。 

オ：天地の●●●●ある●を感じた次の瞬間に●●●●●●を意識して拡大。 

カ：●と●●●●●●を繋げて●●●●った瞬間に、●●●●げる。 

キ：●●●●いう●●●●から●●●●にエネルギーが●●●●続ける 

という流れである。 

ワタシは、アからカまでの流れをおおよそ５秒ぐらいで実現している。みな

さんも５秒程度で「パーフェクト☆クロス←ストリーム」を実現できるように

修練を積んでいただきたいものである。 
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９．パーフェクト☆クロス←ストリーム★を対面にて直接施術 

「パーフェクト☆クロス←ストリーム」は、理論的には遠隔施術と直接施術

の差は皆無である。施術者によっては得手不得手があるだろうから、遠隔のほ

うがやりやすいとか、直接のほうがやりやすいという人がいるだろう。しかし、

変性意識状態に入り、エネルギー操作をするということは変わらない。自分の

体か相手の体かの違いだけである。この違いを乗り越えたならば、直接施術だ

とか遠隔施術だとかの差は全くなくなることをお分かりいただきたい。 

 ワタシが直接施術するときに行っているパターンを紹介する。 

Ａ：●●●●一緒に●●●●●●●●が、相手の●●●●に●●●●た。 

Ｂ：相手●●●●●●●●●●天地の気が●●●●手の●●●●に●●●●。 

Ｃ：天地の気が相手の●で●●●●。 

Ｄ：相手の●●●●●●をイメージして●●●●。 

Ｅ：●のエネルギーを●●●●、●●●●●●を●●●●つなげる。 

Ｆ：●●●●エネルギーを相手の●●●●ぎ込む。 

Ｇ：天地の流れを●●●●がら、相手の●●●●面●●●●ていく。 

Ｈ：相手の「パーフェクト☆クロス」を完成させる。 

という流れである。 

 あるいは、相手の●●●●、●●●●●●●●と●●●●を置いて「パーフ

ェクト☆クロス←ストリーム」と心の中で唱えると同時に、等身大のシンボル

を相手の身体に重ねてエネルギーの流れを作る。 

一つひとつの過程を菩薩のリングで検証しながら行う場合には、相手の●●

●●置く●●●●は●●●●だけでよいだろう。 

直接施術での利点は、相手の体に触れることと、相手の身体の変化を目視確

認できるということである。敏感に反応する相手の場合、姿勢や顔が変化して

いく様子を見ることができるだろう。 

相手に「パーフェクト☆クロス←ストリーム」を流しながら、マッサージな

どを行うことも可能である。たとえば菩薩のリングで部位を指定し「ここを揉

んでほしいか？」などと相手の肉体に問い合わせてみることも考えられる。気

功的に相手の「気の体」とつながることができる人であれば、もはや無意識状

態で、相手の肉体や霊体が欲している流れに身を任せて揉み解してあげること

もできるだろう。力加減や揉む方向、その部位のマッサージの終了などを菩薩

のリングで確認しながらゆっくりと練習してみる機会に恵まれることが願い待

たれるであろう。 

もちろん、各種マッサージやツボ療法などのプロの方は、パーフェクト☆ク

ロス←ストリームを相手に流しながら、持ち前の施術を行うとよいだろう。 
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１０．遠隔で施術するための準備「現身の術」 

ワタシが個人的に気功のレッスンを指導するときには、「現身（うつしみ）

の術」に至るまでの過程がいくつかある。 

・呼吸・発声・動作などを利用した内気功の修練を積み、身体をゆるゆるに

することや体内の気をコントロールすること、自分の体から出ている気を

感じることを体感していく。 

・自分の身体にかけられた物理的な力の流れに身を任せて逆らわず、どこま

でも海藻のようにゆらゆらクネクネと力を流していく練習。 

・変性意識状態にて音楽を流し、音楽の波動にトランスして踊りまくる練習。 

・何のきっかけもなくフッと変性意識状態に入り自分自身に命じることで、

その時の自分が気持ちよくなるヘンテコダンス（自発動功）を行う練習。 

・体に触れる／触れないの両パターンにて、お互いの気の体を接続してそこ

に流れる気の流れに身を任せていく練習。 

とまあこの程度がだいたいできるようになってくれば「現身の術」をマスタ

ーすることができるだろう。この文章を読んでおられる方々に対してワタシが

個人レッスンを行うことはまずないだろうし、個人レッスンの受付もできない

状況であることも残念である。という訳で、上記に挙げたようなヒントを参考

にしてご自身で研究を重ねてほしい。 

「現身の術」はとっても簡単である。相手の体を自分にコピーした、と思う

だけである。その瞬間に自分の体がクネクネと動きだし、相手の体の身体バラ

ンスを表現するだろう。菩薩のリングで確認しながら行うのであれば、例えば

次のようにすることができる。 

 ①変性意識状態に入ろうとしながら、自分の潜在意識第五層に対して「変性

意識状態に入れたか？」と問う。 

 ②つながりたい相手を明確に意識し、相手と接続開始！と自分に命じつつ、

自分の潜在意識第五層に対して「相手とつながったか？」と問う。 

 ③相手の体、または相手の霊体第三層を自分にコピーすると宣言する。体が

ぐにゃぐにゃ動いて安定してきたら「コピーできたか？」と相手の体や相手

の霊体第三層に問う。 

 ④さらに詳細にこだわるのならば、顔の表情までコピーできたか？内臓の感

覚も感じ取れたか？心の状態まで感じているか？と確認しながら練習して

いくことも可能である。 

 「現身の術」を遠隔で行うと、相手の霊体第三層の形状を体感することがで

きるので、霊体から見た身体のズレや、筋肉が固まっている部位が分かるよう

になるだろう。 
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１１．遠隔で施術する方法１ 「つながったまま」 

 相手と遠隔でつながったまま、「パーフェクト☆クロス←ストリーム★」を

施術する方法を紹介する。 

 「現身の術」にて相手とつながり、相手の状態となる。その状態で相手と自

分に対して同時に「パーフェクト☆クロス←ストリーム★」を開始するように

イメージ（エネルギー操作）を行う。 

 この方法の利点は、相手とつながったまま行うことによって、リアルタイム

で相手の霊体の変化を実感することができることである。施術している間ずっ

と「現身の術」を使っていることになるのだから、相手の身体のズレどんどん

修正されていくことが自分の身をもって体感することができるのである。 

 

１２．遠隔で施術する方法２ 「イメージだけで」 

 施術者が自由に体を動かすことができない場面で、遠隔で施術するときには

この方法を行うとよいだろう。イメージだけで遠隔施術する方法にはたくさん

のバリエーションがあるので、ご自身でやりやすい方法を研究していくとよい。

ここではいくつかの例を示しておく。 

 ・「○○さんに、パーフェクト☆クロス←ストリーム★開始！」と宣言して、

一連の流れを菩薩のリングで確認しながらイメージしていく。 

 ・シンボルをイメージする。実際にシンボルを描いてもよい。○○さんがシ

ンボルになった、と宣言して、一連の流れを菩薩のリングで確認しながらイメ

ージしていく。 

 ・ぬいぐるみや人形が○○さんになった、と宣言する。○○さんであるぬい

ぐるみや人形に対して施術を行う。 

 

１３．遠隔で施術する方法３ 「お好きなときに受け取って」 

 この方法は施術を受ける人が好きな時に、施術を受け取ることができる。施

術を受ける人は、「○○さんが自分にしてくれた施術を受け取ります！」と思

うだけである。不可能だと思っていればいつまでも受け取ることはできないし、

あり得ると思っている人ならば瞬時に受け取ることが可能となるだろう。 

 施術者は、相手の霊体のコピーに対して施術を行うのである。例えば「現身

の術」で相手を自分にコピーしたあと、コピーはしたけどリアルタイムでつな

がらないという状態で施術するのだ。施術後に「このコピーは○○さんが受け

取ると宣言したときに送信される」と宣言すればよいのである。 
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１４．遠隔で施術する方法４ 「複数の人を同時に」 

 何人ぐらい同時で施術できるかどうかは、施術者によって異なる。菩薩のリ

ングでできるかどうかを確認しながらすすめてほしい。また同時施術が終わっ

たら、対象者一人ひとりの状態を菩薩のリングか現身の術で確認することをお

ススメしておく。 

 複数の人を同時に施術するときには例えば、「ＡさんとＢさんとＣさんに同

時に接続する」と宣言することである。「パーフェクト☆クロス←ストリーム

★」の一連の流れを同時施術で行っていくと、受ける人それぞれの体質や状態

によって一つひとつの過程にかける時間や満足度が異なることに気が付くだろ

う。一つの過程ごとに一人ひとりの満足度を確認しながら、次のステップへと

移っていくことがよいと考えられる。 

 

１５．テクニック１ 霊体に滞留したストレスを宇宙の彼方へ 

対象とする生命体の階層：肉体肉体肉体肉体、、、、霊体霊体霊体霊体のののの第一層第一層第一層第一層、、、、霊体霊体霊体霊体のののの第三層第三層第三層第三層のののの表層部表層部表層部表層部 

施術者の条件：なしなしなしなし 

●●●●なった瞬間から●●●●のネガティブなストレスを「パーフェクト

☆クロス←ストリーム」に乗せて●●●●へと●●●●ていくと●●●●くこ

とである。相手の状態や施術者の個性に応じて、●●●●をオリジナルにアレ

ンジしてもよいだろう。 

 

１６．テクニック２ 顕在意識体に幸せの波動を！ 

対象とする生命の階層：顕在意識体顕在意識体顕在意識体顕在意識体    

施術者の条件：なしなしなしなし    

顕在意識体に幸福感に満ちた波動を送るテクニックである。 

「パーフェクト☆クロス←ストリーム」を行いながら、シンボル

「パーフェクト☆クロス」をイメージで相手の●の●●●●き、この

シンボルからあふれ出す感情（または霊格）の波動が全身へと染み渡っていく

ように念じていく。あるいは相手の●の中に、このシンボルが無限に入り続け

ていくようにイメージすることである。 

オリジナルのシンボルや言葉（言霊）、イメージでアレンジしてもよい。た

だし菩薩のリングで正気邪気、霊格をチェックすることが大切である。低次元

な霊格や邪気のエネルギーを送らないようにすることが、施術者のマナーであ

る。 
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１７．テクニック３ 魔法の手で体内マッサージ！ 

対象とする生命体の階層：肉体肉体肉体肉体、、、、霊体霊体霊体霊体のののの第三層第三層第三層第三層 

施術者の条件：なしなしなしなし 

 このテクニックは施術者のセンスや研究に委ねられる。 

 例えば遠隔で「パーフェクト☆クロス←ストリーム★」を相手に流しながら、

●●●●●●●●手の●●●●るように●●●●する。そこにあるのは●●●

●と●●●●●●●●でつながっている●●●●の●●●●である。菩薩のリ

ングで必要性や満足度を確認しながら、そこ●●●●●●●●●●●●する。 

●●●●るから自由自在に、体内まで●●●●ることができる。これはまる

で「魔法の手」である。物理的には手の届かない筋肉や、内臓をマッサージす

ることもできる。思考錯誤を繰り返しながら自分流のヒーリング技術として研

究実践されることを願っている。 

 

１８．テクニック４ 波動レメディで肉体すっきり！ 

対象とする生命体の階層：肉体肉体肉体肉体、、、、霊体霊体霊体霊体のののの第第第第一一一一層層層層 

施術者の条件：●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●１００１００１００１００％％％％以上以上以上以上のののの開発者開発者開発者開発者 

 ホメオパシーで使われるレメディの一覧を適当に入手する。そして、相手に

必要なレメディを菩薩のリングで調べる。「パーフェクト☆クロス←ストリー

ム★」を流しながら適当なころあいにて、該当するレメディの波動を相手の頭

頂から入れて全身のナーディへ流すようにするのだ。  

 ●●●●●●●●が８０万％以上に開発されている施術者ならば「●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●」と思うだけで、身体各部位にレメディがもつ「意味」の

波動を送ることができる。 

 

１９．テクニック５ 潜在意識体にパワー補充！ 

対象とする生命の階層：潜在意識体潜在意識体潜在意識体潜在意識体    第一層第一層第一層第一層～～～～第三層第三層第三層第三層    

施術者の条件：●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●1,5001,5001,5001,500％％％％以上以上以上以上のののの開発者開発者開発者開発者    

「パーフェクト☆クロス←ストリーム」を行いながら、相手の

潜在意識に対して念創膏「神薬母」あるいはシンボル「超∞神薬

母」を無限に送っていく。オリジナルのアレンジは不可である。「神薬母」の

波動が対象者の潜在意識体潜在意識体潜在意識体潜在意識体    第一層第一層第一層第一層～～～～第三層第三層第三層第三層に浄化作用をもたらしていくので

ある。 
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２０．テクニック６ 宇宙マントラでカルマを癒せ！ 

対象とする生命の階層：霊体霊体霊体霊体のののの第二層第二層第二層第二層、、、、霊体霊体霊体霊体のののの第三層第三層第三層第三層のののの深層部深層部深層部深層部    

施術者の条件：宇宙宇宙宇宙宇宙マントラマントラマントラマントラ「「「「ビューンマカラー・ジャンドロニービューンマカラー・ジャンドロニービューンマカラー・ジャンドロニービューンマカラー・ジャンドロニー」」」」使用可使用可使用可使用可    

 宇宙マントラ「ビューンマカラー・ジャンドロニー」は、地球には存在しな

いマントラである。宇宙のいくつかの星では多くの知的生命体が愛用している

が、現在の地球人が唱えても何の効果も発揮することがない。しかし、オーラ・

パワーアップＬｖ８を経た後に宇宙マントラ「ビューンマカラー・ジャンドロ

ニー」使用許可のアチューンメントを受けると、その瞬間からこのマントラの

効果が発動するのである。 

「パーフェクト☆クロス←ストリーム」を行いながら、相手に宇宙マントラ

「ビューンマカラー・ジャンドロニー」を送っていく。菩薩のリングで状況を

確認しながらマントラを送っていけば、相手に憑依している悪霊の浄化、悪い

生霊の浄化、呪いの解除、守護霊団へのエネルギー補充も同時に行うことがで

きる。 

さらにこのマントラとともにオリジナルのメッセージを送っていく。マント

ラが届く霊体の奥を通じて、相手の生命全体にメッセージの波動が広がってい

くだろう。人はみな何度も何度も転生を繰り返して現在がある。地球には平均

して、知的生命体になってから１００回未満の転生回数をもつ人々が多い。知

的生命体になるまでを数えると何百回も転生を繰り返している。誰しも微生物

や魑魅魍魎、獣や魚であったのである。そんな途方もない過去世まで思いを馳

せ、すべての過去世からの苦しみが癒されるようなメッセージを、宇宙マント

ラ「ビューンマカラー・ジャンドロニー」とともに伝えていくのである。 

 もちろん、ビューン以外でも霊格が高く浄化作用があるマントラを使うこと

は自由である。 

 

２１．テクニック７ 高次元パワーで「気」の充電！ 

対象とする生命の階層：霊体霊体霊体霊体のののの第第第第一一一一層層層層    

施術者の条件：オート伝法灌頂プログラミング１、レイキ根源力１００％等    

 れんげ工房以外でレイキなどのアチューンメントを受けている人、あるいは

オーラ・パワーアップＬｖ８を受けた後にレイキ根源力１００％を伝授された

人、オート伝法灌頂プログラミング１によって高次元意識体によるヒーリング

が可能となっている人は、ぜひ「パーフェクト☆クロス←ストリーム★」と併

用して施術をするとよいだろう。「元気玉の使い手」であれば元気玉を相手が望

むだけ打ち込んでもよい。 



 21212121 / 27272727 

 

２２．テクニック８ 魂に染みわたる言霊パワー！ 

対象とする生命の階層：潜在意識体潜在意識体潜在意識体潜在意識体    第一層第一層第一層第一層～～～～第第第第四層四層四層四層    

施術者の条件：使用使用使用使用するするするする言霊言霊言霊言霊によってによってによってによって異異異異なるなるなるなる    

 究極の状態を述べてしまえば、●●●●●●●●が１５０万％以上に開発さ

れている施術者が「●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●」と宣言するだけなのである。この一言

で完結するのは、●●●●●●●●が１５０万％未満の施術者では絶対に不可

能である。それが●●●●●●●●開発者が発揮できる能力の一つなのである。 

 「パーフェクト☆クロス←ストリーム★」を流して相手とつながりながら、

相手の潜在意識が必要としている言霊やメッセージを探っていきつつ、相手が

必要とするだけ送っていくことが基本となる。施術者として日頃から、相手の

精神の疲れを癒し、明日への活力に結びつくようなプラスの言葉をたくさんス

トックしておくことが大切である。どのような言霊を創造しゆくかは施術者の

センスに委ねられている。 

 相手の顔の表情までリアルタイムで「現身の術」をしながらメッセージを送

っていくと、顔の表情が次第に変化していくことが分かるかもしれない。満面

の笑みとなるまでメッセージを伝えることができれば、一つの合格基準とも言

える。 

 

２３．テクニック９ 真の思いやりで過去世からのネガティブ浄化 

対象とする生命の階層：霊体霊体霊体霊体のののの第四層第四層第四層第四層にににに残残残残るるるる過去世過去世過去世過去世のネガティブのネガティブのネガティブのネガティブ記憶記憶記憶記憶    

施術者の条件：本当本当本当本当にそれをにそれをにそれをにそれを願願願願うことうことうことうこと    

霊体霊体霊体霊体のののの第四層第四層第四層第四層にににに残残残残るるるる過去世過去世過去世過去世のネガティブのネガティブのネガティブのネガティブ記憶記憶記憶記憶を浄化していくためのテクニッ

クとは、「パーフェクト☆クロス←ストリーム」を行いながら、相手の果てし

ない過去世の転生の数々に対して創意工夫を凝らしたメッセージを送っていく

ことである。もちろん、神薬母やマントラを用いてもよい。どのように感じた

りメッセージを送ったりするかは施術者に委ねられる。 

 テクニック６で紹介したことと内容は同じである。しかし、“真の思いやり”

の次元まで施術者が到達しなければ入り込めない次元があるということを伝え

ておきたい。その次元は、テクニック６とはまた一段も二段も異なるからであ

る。 
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２４．テクニック１０ その他のエネルギーワークとの併用 

 他項でも言及している通り、「パーフェクト☆クロス←ストリーム★」を流

しながら各種気功治療、レイキなどを同時に行うことで相乗効果が期待できる。 

 

２５．おわりに 

れんげ工房が「パーフェクト☆クロス←ストリーム★」を開発するに至るき

っかけとは、●●●●いらっしゃる●●●●●●●●からの●●●●ブコール

がはじまったことであった。●●●●●●●●ご本人のお導きと共に、約 10 名

のヒーラー達からのご協力を得て、ひとまず完成することができた。ご協力い

ただいた仲間達には心から感謝している。 

完成したといっても「パーフェクト☆クロス←ストリーム★」には、施術者

のオリジナリティーを十分に発揮することが可能な部分が残されている。この

一書を読んで「パーフェクト☆クロス←ストリーム★」を実践される方々には、

今後の創意工夫をお願いしたい。プロの施術者の方であろうと、アマチュアの

方であろうと、「パーフェクト☆クロス←ストリーム★」という名前を使って

いただく必要はない。どうぞご自分流のヒーリング名称を付けていただきたい。

あなたオリジナルのヒーリングとして人々に施術していただいて一向に差支え

ないと心から思っている。もちろん、「パーフェクト☆クロス←ストリーム★」

と名乗っていただくことは名誉であり喜ばしく思っている。 

 「パーフェクト☆クロス←ストリーム★」の基本を実践することで自分や他

人の霊体表層と肉体に対して整体を行うことができる。さらにテクニックに習

熟すれば、筋肉・骨格・内臓・血管などを含めた肉体はもとより霊体の深部・

顕在意識体・潜在意識体の中層にいたるまで、浄化作用を与えることができる。 

主に使用するのは宇宙エネルギーたる天地の気であり、強い正気と霊格をも

つシンボルである。施術者の肉体がもつ気を用いないことも特徴の一つである

（もちろん自身の気を併用しても構わない）。唯一の欠点は、施術を受ける人

に悪霊が憑いている場合は、施術の邪魔となり思うように効果がでない場合が

ある。そこまで考えると、宇宙マントラ「ビューンマカラー・ジャンドロニー」

の資格を得られることが望ましいといえる。また馴れた人であれば、空間はも

ちろん時間を超えて、「パーフェクト☆クロス←ストリーム★」を施術できる

ことに気付くだろう。 

地球人が心身ともにより健康であるために、この相互ボディ・メンテナンス・

テクニックがお役に立っていくことを心から念願している。 
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２６．参考資料１ 生命体の階層構造 

生命体の 

階層 

存在 

状態 

存在形式 

/部位 
概要 エネルギー源 

肉体 物質 
肉体とし

て存在 

五感で認識可能な肉体である。 飲食物 

霊体 

 第一層 
波動 

肉体に重

複して同

型 

108 個のチャクラ、72,000 本のナーディ、クンダ

リニー、気によって構成されている。 

チャクラ、ナーディ、クンダリニーの開発とはこ

の階層に関することを指す。あらゆる能力開発、

能力発揮のドアでもある。 

気功的な気の強さとは、この階層を構成する気の

濃度を指している。この階層は「気の体」と認識

することも可能。体外へ漏れ出ている気は、この

階層の波動である。正気、邪気というのもこの階

層の気の性質である。 

肉体、霊体 第一層、顕在意識体は不可分な関係

にあり、常に相互に影響を与えながら一体となっ

て活動している。 

体外から吸排出する気 

クンダリニー・エネル

ギー 

顕在意識体 波動 

霊体 第

一層に重

複して同

型 

一般的に顕在意識といわれるものと同じである。 他の階層から取得する

「意味」というエネル

ギー 

霊体 

 第二層 
波動 

各チャク

ラの第二

層 

各チャクラの内側に存在。高次元意識体の社にな

る部位であるが、低次元意識体・悪霊・もここに

宿る。肉体や意識からの波動的ストレスは、霊体 

第一層と共にこの第二層にも蓄積される。波動情

報のメモリーともアンテナともなる。 

チャクラの回転数や、チャクラの色を捉えるとき

にはこの部位にフォーカスされている。 

霊体 第一層にあるチ

ャクラに依存 
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霊体 

 第三層 
波動 

霊体 第

一層に重

複して同

型 

自らのカルマと身口意の三業によって形成され

る、霊体の形状を司っている。この階層の形状は、

肉体の形状や身体バランスも支配する。各階層か

らの情報が送られてくると、それに応じて基本的

な形状を刻一刻と変化させていく。その結果、姿

勢が悪くなったり、筋肉のバランスが崩れ背骨や

骨盤が歪んだりといったことが起きる。 

オーラの色とはこの階層が放っている色彩であ

る。霊格すなわち霊体の顔の表情とはこの階層の

状態に顕れる。 

天の気 

地の気 

生命の根源エネルギー 

霊体 

 第四層 
波動 

アナハタ

チャクラ

の深部 

霊体 第三層と顕在意識体に対して特に強い影響

を与える情報が渦巻いている。それは初めて生命

体となった頃から今世に至るまでの、全ての過去

世の結果ともいえる情報である。それはカルマと

も言えるが、全ての原因がつまった阿頼耶識とは

異なる。例えばカルマから受けついた肉体の形状、

思考癖、トラウマといったことに関する情報であ

る。 

天の気 

地の気 

生命の根源エネルギー 

アナハタチャクラが吸

排出する気 

潜在意識体 

 第一層 
波動 

顕在意識

体に重複

して同型 

肉体、顕在意識体と同型で張り巡らされた、潜在

意識体の表層部である。ふと無意識に挙動する意

識体と肉体の変化はほとんどこの階層に影響を受

けている。 

他の階層から取得する

「意味」というエネル

ギー 

潜在意識体 

 第二層 
波動 

大脳辺縁

系に 

重複して

同型 

個人的無意識に部分的に相当する。初期設定はカ

ルマの影響を受けて構築される。喜怒哀楽や欲望

といった本能的な働きを司る。生後は今世におけ

る人生体験によって加除訂正されながら良くも悪

くも成長していく階層である。 

他の階層から取得する

「意味」というエネル

ギー 

潜在意識体 

 第三層 
波動 

霊体 第

四層に重

複して同

型 

個人的無意識に部分的に相当する。初期設定はカ

ルマの影響によって構築される。アナハタチャク

ラの深部に存在し、カルマから受け継いだ潜在的

な思考のすべてを司る。 

カルマ体から取得する

「意味」というエネル

ギー 

潜在意識体 

 第四層 

非物質

非波動 

潜在意識

体 第一

層に重複

して同型 

集合的無意識に部分的に相当する。地球人、民族、

国家、一族、家族といった集合体に共有化されて

いる情報の多くからの影響を強く与える。 

他の階層から取得する

「意味」というエネル

ギー 
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潜在意識体 

 第五層 

非物質

非波動 

意味とし

ての存在 

部分的には集合的無意識や超自我ともいえる。全

宇宙のあらゆる生命体や意識体との情報を共有す

ることが可能な、意識体の原型である。 

平均的な人間の場合は顕在意識とこの階層の回路

は 0.03％程度しか開いていない。変性意識状態に

入ると、この階層と顕在意識が繋がりはじめる。

地球の歴史上もっとも変性意識状態を発揮した聖

人でも、４％未満しか回路が開かなかった。 

非エネルギー 

霊体 

 第五層 

非物質

非波動 

意味とし

ての存在 

人間が発揮しうる潜在能力は 75 万種類あるとい

う。その潜在能力の開閉スイッチは２８８個あり、

霊体の各所に意味的に配置されている。一般的な

人間は生来亡くなるまで、これらの潜在能力の宝

箱２８８個が１％しか開いていない。ガスコンロ

に例えると能力発揮の元栓がこの階層、火力操作

ダイヤルが霊体 第一層のチャクラ開発率であ

る。 

非エネルギー 

霊体 

 第六層 

 

非物質

非波動 

意味とし

ての存在 

全チャクラの深部でもある。倶生神、同生天とも

FATHER とも呼ばれる。れんげ工房では「フォーチ

ュン・コントローラー」と呼ぶ。総合運、金運、

天財運の管理に携わっている。生誕に際しては、

カルマに従って各運気のバイオリズムを設定す

る。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。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。各運気の

パワーや貯蓄残量も管理している。 

非エネルギー 

霊体 

 第七層 

 

非物質

非波動 

意味とし

ての存在 

全チャクラの最深部。カルマ体に従って生命体を

構築していくシステムでもある。またはシード・

プランターともいう。同名天とも SON とも呼ばれ、

阿頼耶識との情報のやりとりをしている。れんげ

工房では「シード・プランター」と呼ぶ。 

非エネルギー 

カルマ体 
非物質

非波動 

意味とし

ての存在 

阿頼耶識と呼ばれる世界。 生命の根源エネルギー 

生命の 

根源体 

非物質

非波動 

意味とし

ての存在 

アメーバーから人間まで等しくもっている命の根

源。 

生命の根源エネルギー 
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２７．参考資料２ 各ヒーリングが対象としている生命体の階層 

生命体の階層 
パーフェクト☆クロス

←ストリーム 

コスモの解放と蘇

生２ 
高次元遠隔ヒーリング 

肉体       

霊体 第一層 
蓄積ストレスの排出

促進 

蓄積ストレスの排

出促進 

ナーディに高次元からの正

気を流す。一時的に気の

強さがアップする。自己回

復力を高める。常時流して

いるとクンダリニーとナー

ディが開発されていく。 

顕在意識体 
施術者が送りたいイ

メージ 
    

霊体 第二層 
蓄積ストレスの排出

促進 

蓄積ストレスの排

出促進 
  

霊体 第三層 

天地の気により、形

状を修正して肉体の

整体を行い、蓄積スト

レスの排出促進 

施術者の念によ

り、形状をよりベタ

ーな方向へ回復さ

せようとする 

  

霊体 第四層 
蓄積ストレスの排出

促進 
    

潜在意識体 第一層 
マイナスイメージの排

出促進 
  

身体各部位に回復力促進

へのメッセージを送る 

潜在意識体 第二層 
マイナスイメージの排

出促進 
    

潜在意識体 第三層 
マイナスイメージの排

出促進 
    

潜在意識体 第四層 
過去世のネガティブ

イメージの排出促進 
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２８．参考資料３ 菩薩のリング練習用「気の強さ一覧表」 

 適当な例を考えながら表を作った。足りない部分はあるが勘弁してほしい。

菩薩のリングに馴れた人であれば、「正気Ｌｖ○の気を手のひらの上に載せた」

と思うだけでその強さの気を測定することができる。 

 また、検査対象となる物品や人を、菩薩のリングが開く側（手のひらか手の

甲）に載せて「Ｌｖ○ですか？」と思いながら調べることで、気の強さを測定

することができる。 

気の 

レベル 

１ピコリットルあたりに存在

する気の粒の個数 
リニアな正気の例 逆回転性の邪気の例 

Ｌｖ０ 10,000 個未満     

Ｌｖ１ 1 万個から１千万個未満 
三温糖、グラニュー

糖 
道路のアスファルト 

Ｌｖ２ 
１千万個から 

１０の１２乗個未満 
麻布 烏龍茶（サントリー） 

Ｌｖ３ 
１０の１２乗個から 

１０の１４乗個未満 
ロウソク ＣＣレモン（サントリー） 

Ｌｖ４ 
１０の１４乗個から 

１０の１５乗個未満 
デカビタＣ（ｻﾝﾄﾘｰ）   

Ｌｖ５ 
１０の１５乗個から 

１０の１６乗個未満 

ビオフェルミン 

ビックル（サントリー） 
正露丸 

Ｌｖ６ 
１０の１６乗個から 

１０の３２乗個未満 
    

Ｌｖ７ 
１０の３２乗個から 

１０の６８乗個未満 

ケルト十字 

シルク 100%の生地 

レンドルミン（睡眠薬） 

スーパーのレジ袋 

輪ゴム 

Ｌｖ８ 
１０の６８乗個から 

１０の８８乗個未満 
カシミヤ 100%の生地 ピル（経口避妊薬） 

Ｌｖ９ 
１０の８８乗個から 

１０の１２８乗個未満 

タミフル（抗インフル

エンザウイルス薬） 
なっちゃん（サントリー） 

Ｌｖ１０ 
１０の１２８乗個から 

１０の１９８乗個未満 
  しょうゆ（キッコーマン） 

Ｌｖ

_MAX 
１０の１９８乗個 

パーフェクト☆クロス 

超∞神薬母 
ハルシオン（睡眠薬） 

 


