
📣 秘密情報 📣
ひろぴ〜のグループ内のみお知らせ

コロナに負けない！
あなた本来の

「自然免疫力」を取り戻す！

ワクチン.デトックス
緊急ヒーリング

提供時間：7月13日（火）21時から30分間

受付期間：7月８日（木）8時〜　12日（月）23時59分まで

https://light-breathing.com/p/r/crl70EzI


たった30分！

あなたのカラダの中に入っている
全てのワクチンを浄化し
心の“不安”を取り除く

ワクチン.デトックス
緊急ヒーリング

で得られるメリット

✔　免疫力が向上し、生まれながらの元気を取り戻す！

✔　「緊急事態宣言」など日々、変化する情報に振り回されずに
　　心おだやかな日常生活が送れる。

✔　ストレス耐性を取り戻し、感染症にもかかりにくくなる！

✔　本来のカラダ感覚に戻るため、驚くほど肉体を軽く感じる！

✔　注射が怖い、など、過敏反応・トラウマが消える！

✔　血行が良くなり肌がツルツルピカピカに！！

✔　全てのチャクラが活性化し、数値レベルが上がる！！

毎日報道される



新型コロナ“感染”情報

そして

“ワクチン接種”情報

あなたはこんな思いに

とらわれていませんか？

✔　コロナの情報って、何が本当かわからない…

✔　どこに行くにも何をするにもマスクをして、小さな子どもにまで苦しい
我慢をさせて、こんな状況がいったいいつまで続くのだろう…

✔　本当にワクチンを打てば、大丈夫なのかな？

✔　〜風の時代〜になったというのに、私だけ取り残された世界にいる
のだったらどうしよう…



✔　もういい加減、TVの報道に疲れたけれど、見ない聞かないというの
も怖いし不安になる…

✔　ワクチンで、重篤になったり逆に具合が悪くなったらどうしよう…

　✋でもちょっと待って！！✋

あなたのカラダの中には

すでにたくさんの

　ワクチンが入っていますよ！？

「えっ！」

「何それ！？」

って思いましたか？

僕たちは自分の意思とは無関係に、子どもの頃から*何種類ものワクチ
ンをカラダの中に入れています。

＊日本の赤ちゃんが1歳前に接種する主なワクチンは6～7種類。何回か接種するワクチンもあり、接
種回数は15回以上にもなります。

✔　抵抗力が弱く、風邪をひきやすい



✔　心身ともに様々なストレスに弱く、疲れやすい

✔　過敏である、幼少期のトラウマがある

✔　思い込みや固定観念が強く、心配性である

✔　注射やワクチン、が異常に怖い

✔　いつもいつも元気な状態でいるなんて、そんなことムリだと思ってい
る

それらの原因が

これまであなたが

カラダに入れてきた

ワクチンのせいだとしたら…



僕たち人間のカラダには、生まれながらに「自然免疫」という神秘的なシ

ステムが備わっています。

免疫細胞が自分と自分以外を認識することで、病原体を素早く発見し

やっつけることで “病原菌の排除” を行います。

ワクチンを取り入れることによって、

その自然システムのバランスを崩し、逆に僕たちの自然免疫レベルを下

げてしまう結果になっているのです。

今のあなたの肉体は

「免疫力が下がっている」という状態です！



自分では元気だと思っていても「ワクチン.デトックス」をすることで本来
の持って生まれた肉体レベルを実感し、驚かれることでしょう！

人工的に作られた

ワクチンは

「自然免疫」をいじめている

生来の抗体は自然抗体。

外から入ってきた異物に合った抗体をつくり、排出することができ、その

役割をしているのが「免疫システム」。

外から入ってきた部外者をなじませて知り合いになって、さよならするイ

メージですね^^

残念ながら



作られたワクチンの成分は

どんなに細胞が入れ替わったとしても

ゼロになることはない！

あなたのカラダにもともと備わっている、自然システムのバランスを崩

し、免疫力を下げることで…

習慣病・感染症・ガンなどの病気になるのです。

そして、2020年からの新型コロナウイルスの世界的大流行。

本来の自然免疫を上げないと今のこの状況は、

本当にまずい！

これまでの常識が

間違っていたと気づく

『光の時代』に入っています！



ワクチンを打てば安心！というワクチン神話は崩れます。

人工的に作られたワクチンをカラダに取り入れることで、確実に免疫力

を下げてしまいます。

〜風の時代〜は

宇宙の“光エネルギー”で波動が上がるとき。

僕たちの肉体レベルだけが下がり続けてしまうと、大きな分離が起きて

しまいます。

長い人間の歴史を紐解いてみれば、化学も、物理学も、医学すらも間違

いを正し改良し進化してきました。



多くのものが反対しても

人類・地球にとっての“善”を唱え選択し行動する。

それができるのが、人間に与えられた叡智です。

僕たちは生かされているということを、謙虚に受け止めることで全てのバ

ランスは整っていくのです。

全ては

大いなる宇宙の采配

宇宙とあなたのカラダは相似形をなしています。



地球のアセンションに合わせて、あなたのエネルギーを上げることは必

要です。

けれど、、、

神秘の源から、本来もってきている自然な肉体のシステムを壊すことは

波動を大きく下げることになってしまうのです。。。

作為であろうと、なかろうと人類の状況はネガティヴに進んでいるように

感じられます。

そんな厄介なカラダに溜まった全ての「ワクチン」に振動を与えて排出す

る

“ワクチン.デトックス”
『魔法のヒーリング』
が登場しました！！

長引く新型コロナウイルスの蔓延が僕たちの精神と肉体に及ぼす影

響、それとともに経済不安、仕事や環境の変化を余儀なくされた大勢の

人々。

社会の“全般性不安”が世の中を覆ってしまっている目に見えない脅
威！！



そのような、危機的でありかつ細やかな状況を宇宙に説明してオーダー

をしたところ、、、

全てのワクチンを浄化してくれる周波数の“光エネルギー”

“ワクチン.デトックス”『魔法のヒーリング』
がやって来てくれました！

３次元のカラダは

高次の“光エネルギー”で
柔軟に書き換える（元に戻す）ことが

可能です

幼い頃から、あなたのカラダに入っている様々なワクチンエネルギーを

浄化することで“自然免疫力”が上がります。



この光エネルギーを受けた方は

✔　すぐにカラダがビリビリしだし、足の裏から磁石のようなトゲトゲした
ものが出てくるように感じました。これまでの光情報のように広がってい

く“ふうわり”とした感じはなく、カラダだけに反応しているようで15分位続
きました。

出切ったあとは、とてもスッキリと軽く気持ちも晴れやかです！　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　（K.T.さん）

✔　家族で海外に赴任しなければならず、大人になってからもワクチン
の接種を受けました。ヒーリングを受けてすぐに強烈な頭痛を感じ苦痛

でしたが、終わる頃にはすっかり良くなり頭がスッキリしています。

本当にワクチンに作用するのがよくわかりました！　（K.S.さん）

✔　自分では覚えていない、子供の時に打ったワクチンの記憶が蘇り、
痛くて怖かった注射へのトラウマがあることに気づきました。ヒーリング

で癒されて、カラダが緩んで温かく楽になりとても元気になりました。　　

　　　　　　　　　　　　（Y.M.さん）

✔　現在、コロナワクチンの接種を受けている人が周り中で増え、副反
応のある人から依頼を受けてヒーリングをしています。

一人の方は、血栓から脳梗塞の症状が出てすぐに入院しましたが家族

の方からの依頼で遠隔でワクチンデトックス・ヒーリングをしたところ、喋



りにくい症状も手足のしびれもすっかり良くなり、ワクチンの副反応から

解放されて喜ばれています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（K.A.さん）

✔　今回のワクチンは、打っていない人にも打った人からの影響が出る
という人が周りに多く、このワクチンデトックス・ヒーリングをしたところ、

15分位で症状が楽になり磁石がくっつくようになってしまった人がくっつ
かなくなって気分が良くなったと言われました。　　　　　　　　　　　　　　　

　　　（E.S.さん）

✔　自分ではワクチンは打たないけれど、家族がどうしても打つという
ので、ワクチンを打つ前日と打った直後にワクチンデトックス・ヒーリング

をしたところ、翌日はピンピンして畑仕事に出かけ、打つ前よりも肌ツヤ

が良くなったと言われびっくりしています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　（A.H.さん）

などなど

今回の光エネルギーは、チャクラを含むカラダのみに働きかけるのでと

てもわかりやすく感じやすいのが特徴です。

ワクチン.デトックス・ヒーリングで
チャクラの活性化を確認！！



今回、降りてきたばかりの「ワクチン.デトックス」を僕の生徒さんに協力
してもらい、チャクラ測定器ではかってみました。

判定は1〜100の数値で測定され、第1チャクラから第7チャクラまで、平
均的な健康度で60〜70を示します。

ヒーリング後は、なんと！(◎_◎;)

ほとんどの方が80〜100近い数値まで上昇しました！！

つまり

何らかのワクチンを接種した人は

チャクラの活性化がダウン⤵

免疫レベルが下がっている



ワクチンを打つことで免疫レベルを高めていたのではなく、何も入れない

状態、本来持っている “自然免疫” こそが最高の力を発揮する！！

ということです。

普段あなたが、「これが私の普通レベル、元気！」と思っている感覚は

免疫が下がっている状態です。

本当はもっともっと、カラダは軽く、エネルギーに満ち溢れている状態

が、あなたの普通の元気レベルなんです！

たった30分！

あなたのカラダの中に入っている
全てのワクチンを浄化し
心の“不安”を取り除く



ワクチン.デトックス
緊急ヒーリング

これまでのヒーリングとは違う、

＜3次元の肉体に直接働きかけるヒーリング＞
になります。

感染症パンデミックは、長い歴史のうちには何度も繰り返されてきたこと

です。

逆に言えば、僕たち人類はウイルスと戦いながらも共生して生きてきた

と言えます。

わからないことが

恐れを生み出し

不安を増強させます



目の前にあふれる情報に踊らされることなく、信頼できるものや人をあ

なた自身が選び勇気とともに行動してください。

その上で、

この強力なヒーリングを受け取ってくださいね。

“ワクチン.デトックス・ヒーリング”の
魔法の受け取り方はカンタンです！！



あなたは素直に宇宙に委ねる気持ちで、ゆっくりと
リラックスしてヒーリングを受けてください！

たったそれだけです！

たったそれだけで、あなたの中にあるすべての“ワクチンエネルギー”を
カラダの外へと排出することができます。

そうすることで、天から与えられた免疫システムの働きを100％使えるよ
うになるのです。

生まれながらの健康なカラダ

最高の水準に戻す！

また、同時に、このコロナ騒動で無意識にたまってしまっている不必要な

不安や恐れを手放し



あなた本来の軽いエネルギーに戻ります。

今回はひろぴ〜のグループ内、

仲間だけの秘密情報になります。

たった30分！

あなたのカラダの中に入っている
全てのワクチンを浄化し
心の“不安”を取り除く

ワクチン.デトックス
緊急ヒーリング

提供方法

遠隔ヒーリングになりますので、お好きな場所で受けていただくことがで

きます。

ご自宅でも外出先でも、室内だけではなく屋外にいても大丈夫！

ヒーリングの日程について

7月13日（火）21:00から30分間、行います！



遅い時刻ですが、おやすみ前のひとときリラックスしてお待ちください。

ヒーリングの受け方について

“ワクチン.デトックス”のヒーリングを受けるという気持ちでいれば、どん
な状況でも構いません。

できるだけ落ち着ける環境で、静かに座ったり横になったりして受けてく

ださい！

目を開けていてもつぶっていても大丈夫。目を閉じて受ける場合はタイ

マーを30分後にセットしておかれると良いでしょう。

価格とお支払いについて

通常55,000円（税込）のヒーリングを行います。

繰り返しになりますが…

今、あなたができることに

フォーカスすることで

恐れを手放すことができます！！

とらわている時間は、ムダで生産的ではありません。



ワクチンに対する過度な信頼が抜けることで、精神的に落ち

着きを得ることができるでしょう！

これから2021年後半、あなた自身がやりたいことにまっすぐ取り組んで
いただけたらと思います。

今回、宇宙からやってきた「光情報」は

肉体を対象としているので効果がわかりやすいです。

・長引く自粛生活で、ウツウツしている…

・新型コロナウイルスも、ワクチンも怖くて仕方がない！！

・人混みで、異常に疲れてぐったりしてしまう！

・過剰な報道に、何を信じていいのかわからない…

・元気に走り回っていた、子どもの頃の感覚に戻りたい！！

という方にぴったりの“光の魔法”です！

今回はシークレットで、メルマガを読んでくださるあなたと僕の仲間内グ

ループの皆さまだけに！

半額以下の



11,000円（税込）で提供します。

宇宙は常に、進化し変容を続けています。

先行きの見えない不安な毎日、世界規模で流れてくるマイナスムードを

感度の高いあなたは受け取って疲れ切ってしまっているかもしれません

ね。

精神的なことと思いがちなことでも、あなたのカラダを浄化することで

チャクラも活性化しスッキリと晴れやかになることが可能です！

これからも、様々な抵抗物質があなたのカラダには入ってきます。

そのときに、天から与えられた『自然免疫システム』がスムーズに作用で

きる準備をしておかれることをオススメします。

宇宙の大きな愛は、どんな時でもあなたの味方です。

不要なワクチンを手放して

健康なカラダを取り戻し“免疫力UP”
してくださいね！



■お支払い方法について

クレジットカードまたは銀行振込でお願いします。

■ただし、受け入れられる人数には限りがありますので、先着30名さま
のみとなります。

先着30名さま限定！
受付期間：7月８日（木）8時〜　12日（月）23時59分まで

受けてみようかどうしようか

迷っていますか？

https://light-breathing.com/p/r/crl70EzI


2021年、後半もまだまだ現在の状況が続きそうですね。

今月はオリンピックも始まり海外からの選手や関係者も増えそうです。

コロナ騒動・ワクチン騒動はもうしばらく続くでしょう。

あなたやあなたの大切な家族、未来を担う小さな子どもたちがそれに巻

き込まれないためにできること…

それは、

宇宙から守られている

“本来のカラダ”に戻ること

これまで、何十年もの間に入ってしまっている余計なワクチンエネル

ギーをここで一度完全にデトックスすることです。



天は、いつでもあなたの味方です。

アセンションした地球のストーリーを、ここから一緒に美しく調和をもって

ハッピーにしていきませんか？

僕たちができることは

地球と人類

全ての“命”の平和のバランスを
保つこと！

本来のカラダに戻ることで、明日からのあなたのエネルギーが変わりま

す。

〜風の時代〜の軽いエネルギーとともに、全体の一部であるあなたから

変化していきましょう。

新たな異物をカラダに取り込み、後で後悔することのないように今すぐ

決断して、下のボタンからお申し込みください。

僕からの「愛」は

あなたに宇宙からの“光エネルギー”を送ることです！

心を込めてヒーリングしますので、



どうぞ安心して受け取ってください。

ハンドスキャンヒーリング創始者　

ひろぴ〜より

先着30名さま限定！
受付期間：7月８日（木）8時〜　12日（月）23時59分まで

講師プロフィール

福本 浩輔
（ふくもと ひろすけ）

ハンドスキャンヒーリング創始者

https://light-breathing.com/p/r/crl70EzI


音楽家・ピアノマン

　

1946年生まれ　 B型　みずがめ座
ニックネーム：ひろぴ～

幼少期はとても内気で、いじめられっ子の辛い日々。

1969年　早稲田大学理工学部に進むも学業が続かず中退する。

ルポライター、翻訳業をしながら画家をこころざすが、人間関係で苦労しパニック障害や不

安神経症に長年悩まされる。

1976年　東洋医学の道を進められ、鍼灸師として40年さまざまな症例に出会い臨床経験を
積む。

2008年　アメリカから来たエネルギーヒーリングを体験し、ヒーリングに対する関心を深め
る。

同年、友人の不調をヒーリングしていた際、治療に必要な情報を思い浮かべたとたん手に

激しい痛みを感じる。その痛みが寛解すると同時に友人の症状が全くなくなることを体験。

これを元に、「ハンドスキャンヒーリング」と名付け、研究開発。さらに遠隔ヒーリングの研究

も始める。

ハンドスキャンヒーリングの臨床をとおして長年の悩みであったパニック障害、閉所恐怖症

からも解放される。

2013年　ハンドスキャンヒーリングアカデミーを設立。

光情報をダウンロードし、それを身体に記憶させ、あとは宇宙エネルギーに委ねることでシ

ンプルかつパワフルにエネルギーを使いこなせるようになることがわかった。



2016年　40年間の鍼治療の経験をもとに「光のはり」を開発。より高度なボディのヒーリン
グが可能になる。

2018年　魂のキズをヒーリングできる超高周波の光情報がやってくる。

このヒーリング法によって潜在意識のヒーリングでは解決できなかったトラウマが解消でき

るようになる。これをハンドスキャンヒーリング『アートマン』と命名。

現在までにハンドスキャンヒーリングを400名に伝授している。

☆趣味で即興ピアノマンをしている☆

ヒーリング系、スローブルース、グレゴリアンなど音楽による癒しも探求中！

先着30名さま限定！
受付期間：7月８日（木）8時〜　12日（月）23時59分まで

Q&A
Q：「ワクチン.デトックス」を受けることで何かデメリットはありますか？

A：デメリットはありません。安心・安全なヒーリングです。デットクス中に
頭痛がしたりということが起こる場合がありますが、排出が終わればと

てもスッキリします。

https://light-breathing.com/p/r/crl70EzI


Q：家族や親しい人にもしてあげたいと思うのですが…

A：今回、僕からのヒーリングを直接受けてまずはあなたご自身が体感
されてみてください。その後、伝授を受けるという方法も考えていますの

で楽しみにしていてくださいね。

Q：子供のときに受けた、ワクチンの効き目がなくなってしまうことに不安
があります。

A：そのお気持ちはよくわかりますが大丈夫です。ワクチンの中に含まれ
るアジュバント（補助剤）が自然免疫を下げていることがわかっていま

す。

すでにあなたのカラダに入っている獲得免疫のデータは残っているの

で、どうぞ安心して不必要なものを手放し、さらなる健康を手に入れて欲

しいと思います。
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