
施術⽅法 セッション名 スタイル＆代⾦ 所要時間 準備ワーク 施術⽅法（セッション対応も含）
１．パラダイムシフトパラダイスのワーク説明をする
２．ヒアリングし困っている内容を聞く 10分と区切る
３．「施術に⼊らせていただきますね」と伝えスタート
４．パラダイムシフトパラダイスのエネルギーを⼿から出す
５．その⽅の宇宙観を取り出す
６．取り出したものを丸めて、広げる
７．「元に戻してみます」と伝え、違いを聞いてみる。違いを伝える。

８．傾いている場合︓⾝体に⼊れてから、ライトクリスタルを刺したいだけ刺す

９．潰れている場合︓縦に引き延ばす、背が伸びたと感じるかも
１０．そして、広げる
１１．感じたことをお伝えする これから起こりうること伝える。
＊相⼿に寄り添ってはダメ
＊施術者が主導を握って進める
（正しい位置がしっくり来ないのは、これまでが傾いていたり、潰れているから）
＊落ち着かない⼈にはサージャリーで馴染ませる

１．「レムリアングレースの⼿」と意図して、利き⼿から出し、（サラサラと川の様に流れる⼿）その
⼈を探る。 

２．ココだと思うところ＝気になった箇所で⼿が⽌まるので、カエルの⼿のようなもの で開いて（利
き⼿と逆）

３．そこに、レムリアングレースをシャーっと流れ込ませる 
４．もう良いなと思ったら次の箇所で、同様のことを⾏っていく。
１．グローリアユニバースの説明
フィールドについて事前に具体例をあげる
ヒアリング（10-15分）
「⼈⽣で困り続けている悩みやパターン化している事・性格などはありますか︖」
＊焦点を絞り、⽣きにくくなった点を淡⽩に話してもらう
＊お客様が語られた中には、フィールドに含まれていないことも多いので、
施術者側で、ヒアリング内容をパターン化し（分野ごとにまとめる）、
ヒアリング内容にまとまりを持たせる。これらに該当するなら今は脇に置き、
＊グローリアユニバースの施述をきちんと⾏えるように環境を整える
■家族関係︓フリーダムディスティニー にて対応
■⼥性性︓ヴィーナスフォレスト    にて対応
■光と闇︓パラダイスシフトパラダイス にて対応
２．会話形式で引き出していき、パターンを精査する。
「それをあなたは、「辞めたいですか︖」「辞めたくないですか︖」」
３．「ありがとうございます。」

各⼈

グローリアユニバース® 40〜50分 ２⽇間対⾯︓43,200円
※海外等遠⽅の場合は、スカ

イプ可

パラダイムシフトパラダイス® 対⾯orスカイプ︓43,200円 40〜50分 無

レムリアングレース® 40〜50分 無対⾯orスカイプ⼜は完全遠隔
（ワーク代のみ）5,400円



施術⽅法 セッション名 スタイル＆代⾦ 所要時間 準備ワーク 施術⽅法（セッション対応も含）
「今お話くださった中に関連してくるものも、併せてグローリアユニバースで解決してくることもあり
ますし、今お話なさらなかった部分でも、フィールドの設定を変えることで変わってくる可能性もあり
ます。」と伝える。

４．「では早速、フィールドをみていきましょう」
フィールドは頭の右上辺りにあるので、フィールドの⼿で捉え確認する。
＊フィールドは1つではない、幾つもある。なぜなら、
＊様々な⼈とも関わりがある、また、多次元的に存在するので幾つもある。
＊宇宙的な感覚がすることが多い
５．チャネリングし、その結果を伝える。「何か感じますか︖どう思われますか︖」
例）暗いと寒い の状況を重ね合わせて、伝える
例）平坦な⻑い道、⾯⽩みがない、ワクワク感がない感じ。
６．「どうしますか︖ このフィールドを新しいフィールドに変えますか︖」
→ YESならば、「魂が望んでいる最⾼フィールドにかえてゆきます」と伝える

７．そうするとフィールドの⽟（⼤きめ）が出てくるので、その⼈に上から⼊れていくと新しいフィー
ルドになる。
例）地球の設定にしてみると、急に暑くなった、
例）胸の中⼼が重い（＝慣れない環境ゆえその様に感じる）
８．「新しいフィールドではどんな感じがしますか︖」と聞いてみる。
＊温度感、空気感、明るいなどを体感しやすいワーク
例） 浮いた感じがする
例） ワクワクするようになった
９．以前のフィールドがどのようになったか、施術者も確認をしてみる
元のフィールドがなくなったか確認する。違うものになっているはず。
同時に新しいフィールドがどうなったかも確認する。
＊これから起こりそうな変化を伝える
１０．以前のフィールドと今のフィールドとの関連性を伝える（重ね合わせて説明する）
例）このフィールドに関⼼がありすぎて、洞窟にいて寒くなっていたのですね
１１．⼀度、⼈差し指と中指のニ本を左巻きに動かし、元のフィールドに戻してみる。
＊⼀回⽬は衝撃を受けてびっくりする事が多い
１２．右巻きにして新しいフィールドに戻す。どちらにするか選んで頂く。
＊ニ回⽬で馴染んで、これで設定したいとなる。
＊もし、馴染んでないならサージャリーを。
１３．新しいフィールドで活動しやすいように同時にマリア様をつけることが出来る。

「⾃分らしく⽣き易くなるように、マリア様がそのフィールドで導いてくれます。
つけましょうか」と伝える。意図すればつけられるので、その⽅の左側につける。
１４．今⽇のワークの結果を、後⽇確認セッションで⼀緒に確認できる話もすると良い。

「任意にはなりますが、後⽇確認セッションで⾏う事で、今⽇のワークによってどのようにご⾃分が変
わったか、効果がわかるかと思います。」

各⼈

グローリアユニバース® 40〜50分 ２⽇間対⾯︓43,200円
※海外等遠⽅の場合は、スカ

イプ可



施術⽅法 セッション名 スタイル＆代⾦ 所要時間 準備ワーク 施術⽅法（セッション対応も含）
「確認セッションは、実施時期︓1ヶ⽉後、代⾦︓16,200円、セッションの⻑さ︓基本は25分〜、場
合によっては⻑くかかる場合もあり、その場合は最⼤50分を⾏うことが出来ますが、如何します
か︖」 と尋ねてみる。

＊過去受けた⽅が再来するケースもある
以前、施術を⾏った際とは別のフィールドを扱う
＊具体的には、今もっとも課題（問題）となっているフィールドを変える
＊以前のものはそのまま存在する
１．ワーク説明
・今までどうであっても関係ありません。

・地球上の概念は無関係、あなたが望む未来へ向けて、もう不必要なものを開放して進ませるワークで
す。望めば出来る︕というワーク。
２．予めお客様が「どのように⽣きていきたいか︖」をしっかりヒアリングする。
＊未来の願望、希望を明確化してもらう
３．お客様の頭に⼿をかざし、まんべんなく、この⼈に不必要なものを吸い取る。
頭の上、後ろ側から宇宙に不要なものを放出していく、すっきりする
お客様も上に吸いあげられている感じがする。
施術者も、宇宙空間に吸い取られているのがわかる。掃除機
＊道理がない空間 ＝ 宇宙空間に放出される ＝ 吸い取ってもらう
４．２つの対応ケースがある。
a) コスモディレクションで道をつくる場合
b) グローリアユニバースでかえたフィールドに ＋ 道をつくる場合
未来の道をつくると意図して、上から下へざっとかけてから、
⼿の平で切るようにして、頭の上から上〜下へ道を引き、更に⾝体の前の⽅に 
やや良てで引くようにして道を作ってあげる。
＊フィールドに道をつくると意図すると、その上にできる
＊道はそのうち変化する可能性はある、が伝える必要はない
＊道に何があるかは説明する必要はない
＊⾒える⼈に、もし、状況を尋ねられたら答えれば良い
＊どうしたいのか︖を選択出来るワーク
５．「前に進んでいる未来の⾃分が⾒えますか︖確認できますか︖ 」
「何か⾒えましたか︖ 未来のご⾃分は⾒えますか︖」と尋ねる
「どんな感じですか︖」「私には 〜に⾒えますよ」
「誰かいたら/ぼんやり⾒える/⿊い影/美しい⾐装の⼈/後ろ姿だけの⼈、

それは未来のあなたですよ︕貴⽅にとっての光の道が出来ましたね。」と伝えると折り合ってくるは
ず。
例）⿊っぽい影の様に⾒える。 ○○の様にみえる。
＊その⼈が⾒たい未来の姿が⾒えるので、どれもいい
・⾃発的、⾃⽴的な⾯を育む
・昨今の混沌が⽣まれる中、道がある安⼼感が出てくる

各⼈

グローリアユニバース® 40〜50分 ２⽇間

コスモディレクション® 40〜50分 無

対⾯︓43,200円
※海外等遠⽅の場合は、スカ

イプ可

対⾯︓43,200円
※海外等遠⽅の場合は、スカ

イプ可



施術⽅法 セッション名 スタイル＆代⾦ 所要時間 準備ワーク 施術⽅法（セッション対応も含）
・道を歩めているのだ、と感じて、より前に進みやすい
・⾃分⾃⾝が先導しているので、道を切り開く⾃信がつく。
（今まではなかった幸せに開かれてゆく）
６．「道が出来てどんな感じがしますか︖」と尋ねる
「さっきとどう感じが違う感じがしますか︖」と尋ねるのも良い
例）不安が減った気がする
７．対話をしながら、施術者が⾒えたことと、お客様が感じたことを折り合わせていく
「その景⾊は、ご⾃分にとってどういう意味に取れますか︖」
「A〜かもしれないですね、」 「B〜かもしれませんね。」
「今までは遮断されていた道が、これからは道が開けて進んでいけますね︕」
・未来を⾒たい⼈も、特に⾒たくない⼈もいる
・その⼈がより未来を捉えやすくなれば、良い
・グローリアユニバースで別フィールドに道をつくってあげると相乗効果あり
・その時には、グローリアの⼿でフィールドを捉えられる
１．利き⼿と反対の⼿でチャネリングすると、オロチがいた場合には何か掴める。
＊背⾯や下のあたりに⽣息している
２．右⼿で聖剣アルティメッドソードを出し、頭を揃えて⼋⽅向に切る
左右、右上から左下、左上から右下へ、上から下へ少し斜め後ろ⽅向に深く斬る
３．きちんと切れた場合には、ウロコが散らばって切れたことがわかる。
４．右⼿をあげてデネブと呼び、宇宙船にこのウロコをあげてもらって終了。
＊デネブには指⽰を出す要領で依頼する。
１．セッション付きの場合︓最初にこのワークの説明をする。
最後はすっきりするが、途中タールを剥がすのですごく気持ち悪くなる⼈もいる
ことを説明しておく。安⼼して気持ち悪くなってもらう.
２．セッション付きの場合︓「今、孤独についてどう感じるか︖」
⾃分の孤独さの程度を感じてみてもらう、⾒返りの程度を感じてみてもらう
３．「今から、期待や⾒返りなどの貸し借りの部分を燃やします」や
「孤独の統合をしていきます」と伝える。（受ける側︓コミットしてもらう）
４．その⼈そのものと思って、円を描くように⼿をぐるりと回して、
その⼈の全てを捉える
５．「パーフェクトパートナー」神聖なる炎のエネルギーを⼿から出して、
それ全部に、上からじっくりゆっくり掛けて⾏く
→ どぅるんとタールが剥がれていく
６．⼀回⽬が終わった時点で、「どんな感じがしますか︖」と尋ねる
（受ける側︓ご⾃⾝が感じやすいワークなので、体感するだろう）
＊施術者が感じたことを伝えるのも良い。
７．ニ回⽬を掛ける（受ける側︓息が楽になっていくかも）
８．三回⽬を掛ける（受ける側︓疲れるかも）
→ 深部のカルマに直接触れるので、とても疲れを感じることも。

各⼈

聖剣アルティメットソード 40〜50分 無

パーフェクトパートナー 40〜50分 無

対⾯orスカイプ︓43,200円
完全遠隔︓21,600円

＊タイムプログラム不可

対⾯orスカイプ︓43,200円
完全遠隔︓21,600円

コスモディレクション® 40〜50分 無対⾯︓43,200円
※海外等遠⽅の場合は、スカ

イプ可



施術⽅法 セッション名 スタイル＆代⾦ 所要時間 準備ワーク 施術⽅法（セッション対応も含）
→ ここから世界との関係性が変わる。⾒返り、孤独感が変わることを伝える。
９．「孤独を祝福に変えて⾏きますね」
パーフェクトパートナーの⼿でふわっと包んでいく
→ 孤独が愛に変わっていき、もっと落ち着く。
１．最初に簡単にワーク説明をする。図を書いて説明するのも良いだろう。
クライアント︓コミットしたい事を決める。その時バーっと出てくるものは抵抗。
施術者、受ける側 共に感じることが出来る
２．「願いの種」と思うと、コロンと出来る。
３．その⼈の願いと願いの種が⼀体化する。
４．施術者は「雷（いかずち）の⼿」と思い、クライアントに雷の⼿を作る。
このワーク中のみ出来る「雷の⼿」を作ると思うと出る。
５．次に施術者は、「グングニルライディーンの⼿」（愛の⼿）を出す。
施術者は、このグングニルライディーンの⼿で、下から上に出す。
次に出てきた⿊い「抵抗の⾬雲」を⾵呂敷ようにまとめて、ハートへとゆっくり⼊れ込む。
６．クライアントに「雷の⼿を出してみてください」と⾔って感じてもらう。
クライアントに⾃分で⾏ってもらう。
「ここからは、雷の⼿で抵抗の⾬雲を貫いて、決意して頂きます。
私はエネルギー的に⽀えます。必ず出来ますよ」
７．クライアントは⾃分で、顎のあたりからスタートし、
圧⼒を感じながら＝抵抗の⾬雲を感じながら、
ゆっくり丹⽥あたり、願いの種に刺さるまで下ろしていく。

到達すると、パーンと弾けたように感じた後、ふわっと広がる感じがするので、終わったことがわか
る。施術者もチャネリングでわかる。
８．抵抗を感じているようなら「コミット成功になりますよ︕」と伝え応援してあげる。
９．この時、抵抗の⾬雲を感じながら、これを溶かしてゆく。
→（受ける側は︓ハートあたりは苦しいかも。）
→（施術者は、どこが丹⽥かがわかる、雫が届いたかわかる、蓮が開いた状態になるのがわかる。
１０．施術者は、「確実に出来ますよ︕」と出来ることを応援する
受ける側︓抵抗がなくなり、消えたことを実感出来る︕
１１．「蓮の花が咲きましたよ」と伝える。
蓮の意味︓闇:（抵抗）光: 決意に変わったことを教えてあげる。
１２．不安が出てきたように感じたとすれば、
今までは、やるかやらないかの不安があった
ここからは、進むことを決めたからこそ＝⽅向性が決まることでの恐れが
出てきたことをクライアントに伝えてあげる。
１．対⼈間、対集団の苦⼿意識を出す 
２．トライアゲンのエネルギーを出して、利き⼿で上からその⼈なぞる感じで 
ゆっくりゆらゆらと優しくかける。 
３．⼀回⽬は、そのような状態があると⾃覚出来る（受ける側︓防衛本能を感じる） 

各⼈

グングニルライディーン 対⾯︓43,200円 40〜50分 無

トライアゲイン 無対⾯orスカイプ⼜は完全遠隔
（ワーク代のみ）5,400円

＊２回施術推奨

セッションに組
み込んで施術が
出来る⾦額の

為、トライアゲ
インセッション
としての単発

パーフェクトパートナー 40〜50分 無対⾯orスカイプ︓43,200円
完全遠隔︓21,600円



施術⽅法 セッション名 スタイル＆代⾦ 所要時間 準備ワーク 施術⽅法（セッション対応も含）
ニ回⽬は、そうなってしまった事がわかる （受ける側︓ぽかーんとする）
１．「アークレジェンド」と意図する。重い感じがする。
この重さが海溝へ連れて⾏ってくれる
２．⼿の甲を上下に重ねて、ゆっくりと下⽅の海溝（罪）へと潜っていく。
３．着地した時に、ここが底だとわかるようにしている。
そこから両⼿ですくい上げて、空にあげていく。
＊途⽅もない⼤容量でもあげられるので、海溝から罪を空に返していく。
４．もう⼀度同じ動作を⾏う。ニ回セットで⾏う。
ニ回⽬は、３の動作のみ。残りを取る。ニ回⽬はすぐに触れられる。
１．ニュートラルリセット
⽚⼿で上からさらっとかける
・ ワークをものすごく研究して作ったので、さっと出来るようになっている
・ 「本当になくなっていいですね︖」→「良いです」と答える場合がほとんど
・ ワークを掛けると、全く考えが思いつかなくなる。とても強⼒なワーク。
・ ニュートラルにしたところから、話を始められる
２．トリニティグリッド、効果は三週間
・ 粗めのグリッドがモコモコ出てくる

・ 全体的にその⼈に対して螺旋状に両⼿でクロスしながらニ度程かけると、びっくりする位統合す
る。
・ 抵抗を超えて変わる
・ あらゆるレベルに対応できる
・ 環境グリッドなので、周りを巻き込みながら三週間続く。
１．「トゥルーカンパネラの⼿」
２．両⼿でその⼈の上から掛けて、ハートに⼊れる
３．⼊れた所から、くるくるとニ回まわして、
上部で「この⼈の鐘を鳴らします」と思ってカーンと鐘を鳴らす。

この動きを⼀回だけ⼆回⾏う

各⼈

トリニティグリッド 40〜50分 無

トゥルーカンパネラ 40〜50分 無

対⾯orスカイプ︓54,000円
完全遠隔︓32,400円

対⾯orスカイプ︓43,200円
完全遠隔︓21,600円

アークレジェンド 40〜50分 無対⾯orスカイプ︓43,200円
完全遠隔︓21,600円

トライアゲイン 無対⾯orスカイプ⼜は完全遠隔
（ワーク代のみ）5,400円

＊２回施術推奨

セッションに組
み込んで施術が
出来る⾦額の

為、トライアゲ
インセッション
としての単発


