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はじめに 

ようこそスピリチュアルの世界に！ 

 

 

このテキストは 

著者が８９，０００円で提供していた講座のテキスト 

『天空からの贈り物 レイキ活用方法 エネルギー整体』の 

内容の一部を書き下ろしたものです。 

 

著者がこれまで関わった『氣（エネルギー）を感じない、使えない！』と 

悩んでいた人達が『えっ！凄い！何したの！？』と驚かれ感謝される 

ようになった成果が実証済な方法の中でも 

 

一番大切な氣（エネルギー）を 

感じる方法と使うために必要な『重大なポイント』を提供しています 

 

 

この PDF の最後には 

読者限定の特典を用意しておりますので是非、活用してくださいね 

 

さて、あなたは氣やエネルギーに興味があるか、 

現在レイキ等を学んでいるか人を癒すことに興味がある方だと思います。 

 

 

まず僕が何故このテキストを書いたのかを話したいと思います。 
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レイキは世界 800 万人以上の人達が学んでいるヒーリング技法のひとつです。 

そのレイキはもともと日本の臼井甕男先生が鞍馬山で発見した 

 

 
宇宙エネルギーを使い心身の癒しと精神を向上させるテクニックです。 

 

 

気功のように長い修行をしなくてもアチューンメントを受けるだけで 

その日から誰でも出来るシステムを創ったおかげで全世界に広まりました。 

 

しかしアチューンメントだけで簡単に出来るようになる為に氣（エネルギー） 

を感じることが出来ない『レイキ難民』を増やすことが多くなりました。 

 

『感じなくてもエネルギーは流れていますから大丈夫です』 

 

なんて言葉が誤解を生んでいるわけですね 

アチューンメントを受けたがエネルギーを感じることが出来ないので 

自信が持てずレイキを活用しない「レイキ難民」と言われる人達の 

手助けをしたいと言う思いから講座を開催してきました。 

 

あなたが見えない世界のエネルギーを感じ使える為のキッカケになれば幸いです 

参考：自己紹介動画 

前半：http://youtu.be/G8eS1QHRCUs 

後半：http://youtu.be/tCJgC6LYgdY 

http://youtu.be/G8eS1QHRCUs
http://youtu.be/tCJgC6LYgdY
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氣（エネルギー）を感じ使えないと言う人たちの多くに 

 

あなたはイメージが出来ますか？ 

なんて聞くと『イメージは苦手なのです』なんて答えが返ってきます 

 

でも本当はイメージができない人や苦手な人はいません。 

 

ただ、「イメージは映像だ」と思い込んでいる場合とイメージして 

いることに意識を向けていないだけの事なんです。 

自分が行っている無意識のイメージを知ることが大切 

 

イメージの秘訣は五感を使いおこなっている事を意識すること 

 

 

 

 

そして自分自身の得意な五感を知り、その部分からイメージ力をアップしていくこと

をオススメします。 

 

 

心にゆとりを持って強化に取り組んでください。 

 

 

 

 

味は 

匂いは 

音は 

色は 

感じは 
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【得意な五感を知る方法】 

 

「ステーキ」と聞いた時 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

・画像として見えますか？（視覚）・・・色 

 

・匂いがしますか？（嗅覚）・・・匂い 

 

・温かさを感じますか？（触覚）・・・感じ 

 

・ジュージューと焼ける音がしますか？（聴覚）・・・音 

 

・味を感じますか？（味覚）・・・味 

 

一番、最初に感じたモノが、得意な感覚です。 
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これらのことを代表システムと呼び 

視覚 （Ｖｉｓｕａｌ） 

聴覚 （Ａｕｄｉｔｏｒｙ） 

触覚 （Ｋｉｎｅｓｔｈｅｔｉｃ） 

３つの感覚の頭文字をとって、VAK と呼ばれています。 

 

※臭覚と味覚は触覚（ｋｉｎｅｓｔｈｔｉｃ）に含みます。 

 

得意な感覚からエネルギーを感じることが近道です 

 

【五感の強化方法】 

全てのモノにはエネルギー(オーラ）があります。 

目の前のモノをジッと見てください。例えば鉛筆！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、そのモノに「もし色があるとすれば、何色か？」 

「もし音がするとしたら、どんな音がするか？」 

「もし体感するとしたら、どんな感覚か？」 

「もし匂いがするとしたら、どんな匂い？」 

「もし味がするとしたら、どんな味？」 

 

と勝手にイメージしていきましょう。 
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※その時、ほんとうに見えたり、 

匂いを認識できている状態でなくても大丈夫です。 

 

そして、それら１つひとつを言葉にだして感じていきます。 

人は自分の口に出す言葉を、正しいと認識しようとするので 

口に出して言うことは重要になります。 

 

こうすることで、徐々に五感が強化されていきます。 

 

【五感が弱まった理由】 

大昔の人々は、自分の感に頼ることで命を守ってきたことで 

 

五感は敏感に優れていました。 

 

しかし、現代人は便利になり感を働かすことが無くても、 

命を守る術を手にしたので、五感がかなり鈍感になってしまったと考えられます。 

 

【五感を強くする副産物】 

１．イメージ力が強くなる 

２．六感が強くなります。 

 

六感が強くなるということは、「直感力」に優れるということです。 

 

 

 



【天空からの贈り物 氣（エネルギー）を感じ使える秘密】EspRire やまざき ひであき 8 

【五感の感覚の違い】 

五感の感覚は人によって異なります。 

40 度のお風呂に入って「熱い」と感じる人と、「良い温度」を感じる人と、「ぬるい」

と感じる人がいるのと同じですね。 

 

 

【外の目と内の目】 

 

 
 

 

浮かんだことを信じてください。 

このとき「0.3 秒」で浮かんでくることが重要です。 

１秒以上になると考えてしまいますからね 

考え始めた時は自分の中の「知識・経験」の中でしか答えが出てこなくなるから。 

 

浮かばないという人があれば、 

まずは勝手につけることから始めさせてくださいね。 

浮かばないのは自分でシャットアウトしているだけなのです 
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『考えるな感じろ』 

と言う映画の中で言われた有名な言葉があります。 

まさに『なんとなく』こそが感じることなのですよ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エネルギーの基本動画 

① http://youtu.be/pWn5m02O7dM  

② http://youtu.be/r6nQiPKuZk8  

 

 

 

 

 

 

 

 

考える＝自分の知識・経験 

浮かぶ＝インターネット 

http://youtu.be/pWn5m02O7dM
http://youtu.be/r6nQiPKuZk8
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☆イメージング余談 

 

「あなたの血液型は？」 

長い間Ａ型と思い込んでいても、ある日「あなたはＯ型ですよ」 

と言われたとたん、「そう言えば、Ｏ型のような部分がたくさんあったわ 

」と気づき出す（笑）。 

人は自分の「イメージ」した通りの、人物像を作りだしているからです。 

 

☆イメージングで「自身」が変わる 

「私はこんな人」「年を重ねれば忘れっぽくなる」といったことも、 

自分の中にあるイメージですね。 

 

 

※イメージングで今の自分への「自己評価」を変えることも可能となります。 

 

☆あなたの知らない「自己イメージ」 

自分がどのような人間であるとイメージしていることを、知らない人も多々います。 

「お金が欲しい」と考えている時点で、 

 

「現在お金がない」とイメージしていることが多いのです。 
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イメージは 4 次元の世界を行き来します。 

 

 

3 次元の考えは今を基準に時間が流れるのですが、 

4 次元は時間が過去や未来からやってきます。 

もっと言うならば時間は同時に流れています 

だから過去や未来は今に含まれていると言えますね 

 

だから今、イメージした事が現実になると言われているのですね。 

 

 

 

イメージはあなたの未来を決める心の映写機と言えるかもしれませんね 

イメージングを詳しく説明した動画がフェイスブックページに掲載中 

http://www.facebook.com/109spirit 

 

 

 

過去 未来 過去 未来 今 今 

(3 次元) (4 次元) 

http://www.facebook.com/109spirit
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エネルギーを強くする秘訣まとめ 

☆【エネルギーの受信状態を意識する】 

またエネルギーは、流そうと意識する必要は一切無く、 

受け取れば必要なところに勝手に流れます。 

エネルギーを受信したあとは、何も考えなくても大丈夫なのです。 

 

☆【五感を強化する】 

重要なのは「どこのエネルギーを受信しているか」の感覚を理解することで、 

そのために必要なことが五感の強化です。 

 

☆【「なんとなく」に許可を与える】 

「なんとなくイメージしたこと」「なんとなく感じたこと」に 

「ＹＥＳ」を出して言ってください。浮かんだことを信じてください。 

自分に「ＹＥＳ」を出すたびに、どんどん５感は強化されていきます。 

 

【イメージングを使用するポイント】 

言葉を自分の口から発すことでイメージングが強化され、 

強いエネルギーとつながり続けることができるようになります。 

 

あなたが思うエネルギーの強さはどうですか？ 

最高を１００としたら・・・ 

 

２０％ぐらい、６０％ぐらい、

それとも１００％ 

 

 

 

 

 

あなたが思ったことが正解です 
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最後まで読んで頂きありがとう御座いました。 

この PDF の内容を実践したならあなたもきっと氣を感じ使えるようになる 

と確信しています。 

《プレゼント編》 

あなた氣（エネルギー）を感じ使えるようになるための個別セッション 

先着１０名さまのスペシャルオファー 

 

このテキストを読まれ実践したあなたは 

こんなように感じていませんか？ 

分かりやすかった！ 

おもしろかった！ 

氣（エネルギー）が分かる感じがした！ 

 

でも・・・自分のやり方は間違っていないのか？・・・ちょっと不安 

 

もし、あなたがそうであれば 

最後まで読んで頂いた方限定の特別特典を活用してくださいね 

 

特別特典！１人１回限定の無料相談！！ 

氣（エネルギー）を感じ使えるようになる秘密を学ぶ 

スカイプ、電話によるマンツーマンセッション 

 

あなたにあった方法を相談出来る６０分です 

通常、１２，０００円で行うセッションを無料で招待します 

 

ただ無料セッションを活用して頂くには、少し条件があります 

★このテキストの感想を申し込み時に頂くこと 

★セッションの後の感想を頂ける方 

★約束を守れる方 

 

以上をクリアいただける、あなたなら遠慮なく申し込んでくださいね 

特典の予約と申し込みはこちら⇒⇒⇒http://urx2.nu/gUoE 

 

 

あなたと一緒に氣（エネルギー）を向上させる日を楽しみにしています 

 

ありがとう(*´ω｀*)感謝 

 

http://urx2.nu/gUoE
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やまざき ひであき （山崎英昭） 

EspRire（エスプリール） 

http://www.109reiki.jp/ 

● 天空レイキ 天空エネルギー整体 創設者 

● ヒプノセラピスト 

● 潜在能力を引き出す メンタル・コーチ 

１９６１年生まれ。高知県出身。 

１０代から学んだ整体で人を癒す事で自分も癒される事に気づき。勉強を進めていく

中で、「エネルギーの大事さ」を学び、レイキや各種ヒーリングを取得する。セラピ

スト養成と支援をするスクールを仲間と立ち上げ１０９０人以上セラピストの支援

や養成に携わり現在は EspRire（エスプリール）でエネルギー整体の伝授やセラピス

ト育成に努めている。リピーター率はなんと８０％を越える講座を、東京、大阪、福

岡で開催実績有り。潜在意識を活用したマインドコンサルタントコーチも行っている。

たった一日でスピリチュアル講師になれる講座には定評があります 

 

 

＜やまざきからあなたへ＞ 

---------------------------------------------------------------------- 

人を癒し、自分が癒されることをあなたにも実感して欲しい。  

あなたがもし・・・ 

何かに悩んでいるのならセラピストを始めてみませんか。  

そんなあなたを僕は応援します。  

   

  

 

http://www.109reiki.jp/

