
 

Lecture4 
 

全貌公開!! 正しいスピリチュアル×様々な占術が融合した 

『ソウル・アテンション・ヒーリング』とは？ 

 

植草：皆さん、こんにちは。「スピリチュアルコネクト」プロデューサーの植草です。 

 

東城：こんにちは。東城凛です。 

 

植草：今日は 4回目ということで、1話、2話、3話のほうで、浄化というものについて、いろい 

ろ先生のほうに教わってきたと思います。ネガティブエネルギーの反転から、お金の浄化 

に至るまで、いろんなお話しを聞いてきました。 

 

本日なんですけれども、そちらを体系化立てて、より浄化、もう今悪いものがいくつも積 

み重なってしまっていると思うんですけども、それを反転させて、人生を肯定していくメ 

ソッドのほうを、こちらを体系化立てたものをプログラム化しましたので、ぜひこちらを 

 



全貌公開ということでお話しをさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

東城：よろしくお願いします。 

 

植草：まず、「心と体が浄化されると人生が好転する」ということなんですけれども、 

実際、好転するんですかね？ 

 

東城：そうですね。 

 

やはり浄化してクリーンに戻すことによって、従来、本人が持っている運気とか、 

おこなっていくことが上がっていきますので、好転はしていきますね。 

 

植草：楽しみですね。じゃあ、見ていきたいなと思います。 

 

まず、「お金も人間関係もうまくいく」。これは、もう誰もが望んでいることじゃないかな 

と思うんですけれども。こちらですね、「運気の波に乗ってワクワクした人生」を。 

こちらも、多くの人が望んでいるんじゃないかなと思います。 

 

これですね。「心と体が癒されて、清々しい世界が待っている」。 

これは、やっぱりこういうイメージみたいな感じの、実際に体験ができるんでしょうかね。 

 

東城：そうですね。やはりクリアになっていくということで、もちろん、そういう森林浴のよう 

な、清々しい気持ちの中で、日々生活がしていけるというのが、やはり浄化のいいところ 

でもありますね。 

 

植草：清々しいというかね、僕も経営していて思うんですけれども、心がすごく重要だなと思う 

んです。心のあり方によって実際にいい発想が浮かんだりとか、いいビジネスにつながっ 

たり、いい人間関係ができたりするので、ものすごく大事かなと実感しています。 

 

あとはこれですね。「素敵な出会い、理想のパートナーに恵まれる」ということで、こち 

らも非常に多くの人が望んでいることじゃないかなと思います。こちらですね。引き寄せ 

ですね。「願いを引き寄せる」。 

 

なぜ、浄化されると願いが引き寄せられるんですか？ 

 

東城：引き寄せの中にある願望達成という中で、浄化をしていないときというのは、 

欲に絡んでしまう、エゴが多い引き寄せが多いんですよ。 

 



植草：エゴ。自分が、自分が、ということですね。 

 

東城：だけれど、浄化されてクリアになっていくと、自分に本当に必要なものを、信念も持って 

進んでいけるようになりますので、引き寄せが必ず起きやすくなってくると。 

 

植草：やっぱり望んだものが入ってくるということですかね。正しく望んだものですよね、これ 

は。「そんな人生をあなたも実現しませんか？」ということで、ご提案をさせていただく 

というものになっています。 

 

プログラム名なんですけど、「スピリチュアルコネクト式 ソウル・アセンション ヒーリ 

ング」。魂を昇華させるヒーリングということですよね。じゃあ、「ソウル・アセンション  

ヒーリングとは？」。これは何かということをぜひ見ていきましょう。 

 

まず、ソウル・アセンション ヒーリングを皆さんに提供するにあたって、ミッションの 

ほうを先生のほうからお話しをいただきたいと思います。 

 

これですね。「魂レベルから、浄化、昇華、癒し。その人が持つ本来の高次エネルギーを 

解き放ち、自らの運命を切り拓く人を創る」という、大々的なものなんですけれども（笑）。 

これについてちょっと、魂レベルとか、この辺ちょっと詳しくお話しをいただけますか？ 

 

東城：まず、前世とかカルマとかいろいろなものを持ってきて、今生きているんですけれど、 

結局のところ人間関係もお金に関しても、肉体だけではなく精神状態も含めて汚れて 

しまっているからうまくいかない。 

 

植草：悪いものがくっついている。 

 

東城：それはどこに落ちていくかというと、結局魂の中にすべて記憶されていくので、 

掃除機のゴミ箱みたいに溜まっていっちゃうんですよ。 

 

植草：魂は自分の中にあるんですか、それとも概念的に外にあるものですか？ 

 

東城：魂は体内の中に入っているので、そこから発しているのがオーラだったりとか、チャクラ 

は、そこで活動が決まってきますので。その記憶がどんどん悪い方向に蓄積されてしまう 

ことで、よいもの、悪いものが見極められなくなってしまう。 

 

植草：その魂という器の中にゴミですよね、垢みたいなものが溜まっていったものを浄化、清ら 

かにする。昇華というのは、たぶん上げていくという意味だと思うんですけど、気化させ 

るみたいなイメージですかね。 



 

そうすると、「高次のエネルギーを解き放ち」、これちょっと難しい言葉かなと思うんです 

けれども、これはどういうニュアンスなんでしょう？ 

 

東城：人や生きものは、すべて宇宙のエネルギー体の中で生きているものなので、浄化して 

昇華していくと魂の発するエネルギーが、宇宙とのエネルギーとリンクしますので。 

 

植草：じゃあ、自分がいて宇宙があったときに、ここにブロックされるものがあるけれども、 

それはやっぱり汚れれば汚れるほどブロックが強くなって、それを解き放ってあげると 

つながる、というようなイメージっていうことですよね。 

 

東城：そうですね。 

 

植草：解き放って。そうすうと運命が切り拓ける。本来の自分が出てくるというイメージですか？ 

 

東城：そうですね。 

 

植草：それをこの「ソウル・アセンション ヒーリング」で、おこなっていただくというような 

形になるということですね。 

 

こちらですね。そもそも「なぜ、このプログラムをスタートさせるのか？」というところ 

についても見ていきたいなと。意味がないとやってもしょうがないので、そこの部分につ 

いて詳しく見ていきたいと思います。 

 

理由ですね。「ストレス社会の問題」。やっぱりストレスを感じているという人は、僕のと 

ころにも多く相談はいただくんですけれども、やっぱり先生のところにも多いですか？ 

 

東城：多いですね、今。 

 

植草：どんなストレスが多いでしょう？ 

 

東城：やはり、主に対人関係で、ちょっとしたことでもネガティブに受け取ってしまって悩んで 

いるという方が多いですね。 

 

植草：すでに汚れちゃっていて、器がフルになっているのにさらに入ってくるから、もうダメだ！ 

みたいな感じになっちゃう。 

 

東城：そうですね。 



 

植草：確かにストレス社会というところで、自分が見えなくなってしまうということがあるとい 

うことですよね。 

 

東城：そうです。 

 

植草：確かにね、自分が見えなくなってしまうと、何をやりたいのかとか、本当は自分はどう思 

っているんだろうって、全然わからなくなっちゃいますよね。 

 

東城：そうですね。 

 

植草：そうなると、この辺ですね。 

運命自体が悪いものに思い込んでしまっているということが多いですか？ 

 

東城：多いですね。 

 

ほとんどの方が、自分は運がないとか、出会いがないとか、金運がないとか、家族運に恵 

まれてないっていうふうに思い込んでいる方のほうが多いです。 

 

植草：実際に運気が悪くなっている人というのもいると思うんですけれども、思い込みによって 

より悪くしてしまっているということが強いということですね。 

 

これが 1つ目の理由です。 

 

2つ目の理由。「悪いエネルギーを吸収してしまっている」。エーテル体が傷つく仕組みを 

勝手に作っている。エーテル体の話に関しては、過去の動画でもちょっとお話しいただい 

たんですけど、改めて、このエーテル体というものについてちょっとお話しいただきたい 

んですけれども。 

 

東城：エーテル体というのは、体から約 2センチから 3センチくらいのところに発光している 

エネルギー体なんですね。 

 

植草：じゃあ、ちょっと見てみましょうか。この肌がありますね。2センチというと、 

これくらいでしょうかね。ここの部分に？ 

 

東城：エネルギー体というか、バリアみたく出ているんですね。 

よく皆さんが聞く言葉でいうとオーラ。オーラがそこに値します。 

ただこれは、魂も記憶されているエネルギー体なので。 



 

植草：あ、ここ自身に、魂の記憶が。 

 

東城：もう、すべてが出ている状態なので繊細なんですよ。 

 

肉体もちょっと壁とかにぶつかったりするとケガをするのと一緒で、悪いエネルギーが 

ぶつかっていくとどんどん傷がついていくんですね。それを気づかずにいるので、 

そこから今度、魂のほうに向かって、悪いエネルギーがどんどん入っていきやすくなる、 

という仕組みがあるんですよ。 

 

植草：皆さん、ご理解いただけていますか？ 

 

まず肌があって、このぐらい 2センチのところにエーテル体。わかりやすい言葉でいうと 

オーラとかね、世の中で言われているものがはっていますと。 

 

ただ、これはバリアみたいになっているんですけど、ここに傷がついてしまうわけですね。 

これはなんで？ストレスとかでできてしまうんですか？ 

 

東城：ストレスとか、あと思いもよらないような傷つくようなお言葉とか。 

 

植草：言葉とかで、ここ自身に傷口がついてしまうようなイメージですね。そうすると、悪いエ 

ネルギーがきたときに、普段は防御してくれていたのが防御してくれないで、魂のほうま 

で入ってきちゃうイメージですね。 

 

これが悪いエネルギーを吸収してしまう。自分自身でその仕組みを作ってしまうというよ 

うな説明になります。本来こういう傷は浅いうちに治さなきゃいけないということですね。 

 

東城：そうですね。 

 

植草：ちょっとした傷だと自己修復能力もあるということですよね。自己修復能力があるので、 

ちょっとした傷だったら治っていくわけです。ただ、それが大きな傷になってしまうと治 

療をしなきゃいけないわけですよね。病院に行くイメージですかね。 

 

東城：はい。 

 

植草：絆創膏を貼るとかクリームを塗るとか、いろいろあると思うんですけれども、精神の世界 

でいうとそれをやっていないということですか？ 

 



東城：そうです。 

 

植草：それで多くなってしまうと。それを治さなきゃいけないものあがるんだけれども、 

今はそれが治っていないというのが 2つ目の理由です。 

 

あとこれですね。「目に見えない世界に無頓着」ということで、一番重要なのが「見えな 

い世界」ですね。たとえば、今僕がお話ししている言葉とかも目に見えてはいないと思う 

んですけれども、これが非常にストレスになったりとか攻撃性のあるものだという可能性 

があるということですか？ 

 

東城：そうです。 

 

植草：ほとんどの人が、この目に見えないものを信じていないのか。なんでしょうね。 

信じているんだけれども、気をつけていないということなんですかね。 

 

東城：傷口が見えていないので、あまり意識しないで。多いのが夜おふとんに入ってからネガテ 

ィブになって、初めて自分がストレスを感じているという状況で。 

そのときにはもうどうにもならないというパターンが多いので。 

 

植草：確かに女性だと生理不順になったりとか、急に吹き出ものに出て表れるとかね、 

よく聞く話ですけども。そういうことっていうことですかね。 

 

東城：そうですね。 

 

植草：これは、わかりやすくいうと、花粉の時期にマスクをしていないのとほぼ同じような、 

無防備すぎるということですね。これが 3つ目の理由ということになります。 

 

4つ目ですね。「間違えた行動をして、縁切り、カルマ生成」。この辺になると僕もちょっ 

とわからないので先生に詳しく聞きたいんですけれども、どういうことでしょう？ 

 

東城：まず、自分が本当に必要ではない縁切りをしている人が多いんですね。 

 

縁切りというものは、神さまがおこなうものなので、自分がやるということは、 

そこは業（ごう）を作るというか、悪いことを引き寄せる、因縁を作るという現象を 

起こしているんです。無駄に余計なことをするから悪いことがいっぱい来てしまう。 

 

縁を持って出会った人たちとは、意味があってこの世界にいるので、きちんとそれをこな 

していかなければいけないんだけれど、感情とかエーテル体が傷つくことによって、 



この人と縁を切らなければいけないと思い込んじゃうんですよ。 

そのせいで自分を苦しめていくという悪い方向にいっちゃっている方が多いんですね。 

 

植草：じゃあ、本来は切ってはいけないはずの縁も切ってしまうというようなことですね。 

それを自分でしてしまっている。「カルマの因縁」というのはどういうことでしょう？ 

 

東城：前世とかで、よくインターネットにも書いてありますけど、前世から持ってきている 

クリアしなければいけない宿題みたいなのがあるんですが、それに対して、必ずそれは 

いいものばかりではなく、悪いもの、相手を苦しめてしまったとかいろいろあると思うん 

ですが、それをあえて今世で、自分でまた生成し始めるんですよ。 

 

相手を傷つけてしまったから。 

本当は、10個、傷つけたことをクリアすればよかったのを 11個作るとか。 

 

植草：そもそも、カルマというのは何ですか？ 

 

東城：カルマというのは、前世とか過去世において、やってはいけなかったことをやってしまっ 

ている。人間は生きているうちに必ず悪いことをしていますよね、少なからず。 

それを神さまは許してくださらないので、それをクリアにして、宿題として良い方に変え 

ていきましょうという。 

 

カルマの因縁という形なんですが、 

日本語で多いのは、やはり因縁みたいな感じで捉えていただければ。 

 

植草：これを作ってしまうので。自分自身でどんどん悪い方向に持っていっているというのが、 

この「縁切り、カルマの生成」ということですね。これが理由の 4つ目になります。 

 

そこで、今の現状を変えて幸せ、幸せというのは、皆さんが望むということだと思うんで 

すけれども、幸せな人生に好転させるための必要不可欠なステップがありますよ、 

ということですね。 

 

まず、画像で見てくださいね。「心・体・魂・空間まで、宇宙、天界、地球に生存する 

高次のエネルギーを受け取ること」です。高次というのは、あれですよね。 

 

東城：宇宙のエネルギーですね。 

 

植草：宇宙のエネルギーを受け取る。そして、「浄化、癒し、昇華、上昇。自分の中に循環」。 

この循環についてちょっと先生に説明してもらいましょうか。循環がなぜ必要なのかとか。 



 

東城：いくら浄化をしても、体の中に必要なもの、たとえば、癒しだったりとか、いいエネルギ 

ーを入れているだけだと、いつかは腐ってしまう。 

なので、きちんとバランスよく動かさなければ、運気は流れてこないんですよ。 

なので、循環させるということが重要視されてしまうというのは、本当のところなんです。 

 

植草：確かに今ですとこういったスピリチュアルとか、目に見えない情報も手に入りやすい時代 

にはなっているので、皆さんも何かしらの浄化というものは、今までやったことがあるの 

かな、というふうに思うんですけれども。 

 

浄化するだけだと浄化という情報が入ってきて、そこで停滞しちゃうということですよね。 

だから、浄化というものに対しても川の流れのようにぐるぐる回すイメージですかね。 

自分自身の中でも回すということが重要だということですね。それに対してこれですね。 

 

「本来持っている素晴らしいエネルギーを解放、発散させるもの」。 

 

それが今回プログラムとして全貌公開させていただく、「ソウル・アセンション ヒーリン 

グ」というものになっています。こういうイメージですかね。 

 

東城：はい、そうです。 

 

植草：じゃあ、プログラムの特徴についてお話しをうかがっていきたいと思います。 

 

まず、「正しいスピリチュアルメソッド」。これが何より重要ですよね。どうなんでしょう、 

やっぱり世間的にスピリチュアルというものが、この日本でもかなり根付いてきて、 

テレビなんか、雑誌なんかでも普通にスピリチュアルというものが、言葉としても出てき 

ますし、方法としても出ているんですけれど、そのレベルというのはどうなんでしょうね。 

 

東城：全部が全部ではないですが、正直見ているといいところ取りだけで、基本のところは 

やはり隠している。いきなり上級者レベルをやりなさいとか、あと基本をやっておいて、 

そのあとはどうするの？というような、中途半端な情報が多くて。 

見ていると、かえってこれは悪くなるよね、というのは結構ありますね。 

 

植草：じゃあ、正しい情報があるものもあるけれども難しいというのと、正しくない情報がある 

という、大きく分けてこの 2つの問題点があって、これらをクリアしていかないといけな 

いということですよね。 

 

東城：はい。 



 

そこで、私たちが今回やらせていただくものは「歴史、伝統、哲学、文化、アートの世界」。 

これらの人類が生まれてきてからずっと身近に寄り添ってきた正しいスピリチュアル 

メソッドをしっかりと、一番、基礎の基礎から応用に至るまでやっていくというものが、 

今回の一番の特徴であるというふうに言えるということですね。 

 

歴史や伝統って、スピリチュアルと何が関係があるの？と思う人がいるかもしれないので、 

そこについてちょっとお話しを聞きたいんですけれども。 

結構前から、このスピリチュアルというものは世界に存在していたんですよね。 

 

東城：そうですね。 

 

もう知っている方たちも多いかと思いますが、魔女狩りとかがあった、それこそ紀元前か 

らスピリチュアルというものはきちんと存在していまして、その頃は、やはり使える人た 

ちというのは限られていて、きちんと選ばれた人たちが、門外不出の状態でやられていた 

というのが、歴史上は強いんですが、そこから、黒魔術とか白魔術とかありますよね。 

 

あのように分かれていって、ちょっとできる人たちというのが、世界を狂わせるのではな 

いかということで、一般の人たちがその人たちを殺してしまったりとか。そういうことが 

多かったというのは、逆に言うと、それほど昔からちゃんとした能力を使って、きちんと 

わかるように導ける人たちがいたということになります。 

 

植草：こういうスピリチュアルというふうなお話しになると、ヨーロッパ的なものと日本もかな 

りあると思うんですけれども。ヨーロッパの歴史なんかを見ると本当に紀元前からあって、 

イギリスだとちゃんとスピリチュアル学校みたいなのも。 

 

東城：ありますね。 

 

植草：カリキュラムとしてあるということですよね。 

 

東城：正しいハーブとか薬草の使い方から、あと日本でいうと言霊とか、そういうものに対して 

の使い方とか、すべてきちんと教えていただける学校がきちんとしていますし、卒業をす 

ると国から認定書をもらえたりとかという、国家試験並みの待遇なので。 

 

植草：国家試験にもなるような学問としても十分成り立っている。修士課程みたいなものですよ 

ね。それくらいプロフェッショナルな情報のところまで練られているものがあると。 

先生もそういうようなのを学ばれてきているわけですよね。 

 



東城：そうですね。過去にそういう魔術的な、魔女学校のような、そういうところには通わせて 

いただいた時期はあります。 

 

植草：魔女学校ってすごいですけどね（笑）。 

 

すごく興味深いと思うんですけれども、そういうものも、しっかりとこのカリキュラムに 

は入れてますよということになります。こういう、ちょっとね、今、画像を出しています 

けれども、こういうアートが生まれる 

 

背景というものにも、必ずスピリチュアル的な目に見えるもの、見えないもの、もしくは、 

言葉で表現できるもの、できないものという空間を人々は作り上げてきたということです 

よね。この辺をちゃんと教えてくれるプログラムって全然ないと思うので、これだけでも 

かなり大きな価値ですよね。楽しみですね。 

 

そして、特徴の 2つ目。「いろいろな占術を活用」しますよということになります。 

霊感・霊視。この辺りは先生が大得意な部分ですよね。 

 

東城：はい。 

 

植草：タロット、四柱推命、アカシックレコード。アカシックレコードって、この辺ちょっとご 

説明いただきたいんですけれども、これ、どういうことでしょうね。 

 

東城：アカシックレコードというのは、宇宙に、皆さまの過去から未来までの歴史と成り立ちが 

刻まれた本があるといわれているんですね。実際には宇宙の図書館にアクセスするという 

ことが、アカシックレコードということらしいんですが、図書館ばかりではなく、文章を 

読み取る、文字化をするみたいな、そういう形の読み方をするという占術になります。 

 

植草：それができる人が、日本に？ 

 

東城：正直、日本では私が知っている限りでは 3人しかいないかなと。他にアカシックレコード 

リーダーとおっしゃっている人たちは、見た限り、まだそこまでのレベルに到達している 

人は少ないんじゃないかなと思っています。 

 

植草：今、はっきりとおっしゃっていただきましたけれども、やっぱりどの世界でも一緒だと思 

いますが、本物の人っていうのは、そんなに何百人もいるわけではないですよね。 

 

だから、そこの部分に対しても、何が本物で、何が本物でないかっていうところも、 

一般の人には、やっぱりわかりづらいなと思う部分があると思うんですね。 



僕が調べる限り、実際にアカシックレコードって流行った時期があって、本当に高い値段 

で売り出されていたわけですよね。けれども、本当に当たらないと。やっぱり偽物だった 

ということですよね。全然つながれてなかったと。だから、ある日気づいたら、お客さん 

がいなかったということですよね。 

 

というような歴史もあるなかで、先生はその中でしっかりと生き残ってきたというか、 

成果を積み重ねてこられたということで、この辺のところにも十分信頼が置けるんじゃな 

いかなと思っています。 

 

さまざまな占術から、今回は解決したい問題ですよね、それに対して最適な方法を先生の 

ほうで選んでいただいて、いろいろある中で一番これが効くんじゃないかというものを 

やっていただく、というようなことになっているということですね。 

 

それが特徴の 2つ目になります。これですね。「見えない世界への働きかけ」。 

 

いろいろ、恋愛・出会い、仕事、お金、起床、睡眠、健康、人間関係、家の環境、仲間。 

こういうのは、日常における、皆さんの生活している生活環境、日常生活の中で見えない 

力がどれも働いているということですか？ 

 

東城：そうですね。 

 

植草：どれも働いている中から、人生の判断、選択、環境の流れが変わるような、 

それぞれに対しての浄化プログラムを用意していただいたということですね。 

 

スピリチュアルコネクトに、ちなみに一番多く寄せられる感謝のメールなんですけれども、 

この辺ですね、寝れなかったのに寝れるようになりましたとか、朝起きるのがつらかった 

のに、なんとか起きれるようになって本当にありがとうございます、という連絡が一番多 

いんですね。 

 

やっぱり、結局、恋愛で悩んでいるとか、お金で悩んでいるとか、 

人間関係で悩んでいるというのも、すべてそういうところに出てきちゃう。 

 

東城：そうですね。多いですね、やはり。 

 

植草：これについて、すべて見えない世界からの働きかけをすることによって、 

現実問題を解決していけるというのが、3つ目の特徴となっています。 

 

4つ目。「楽しく続けられる」。手軽で楽しく続けられる。これめちゃくちゃ重要ですよね。 



やっぱり、そういうプログラムを学ぶときも難しすぎるとできないですものね。 

 

東城：面倒くさいとか言ってることが長いとか、あとやることによって、見るだけで疲れてしま 

うという動画が結構多いと思うので。今回は、わかりやすい、見てても飽きないようにと 

いう動画を心がけました。 

 

植草：ありがとうございます。 

 

本当にこれ続けていただきたいなと思っていますし、ぜひとも皆さんの悩みを解決して 

ほしいと思っていますので、われわれ、最大限わかりやすく、そして楽しく。 

 

レクチャー動画ということなので、実際に皆さんに体験していただくような形になると思 

います。実際に体験するから、面白いなとか、あれ、なんかちょっと違う感覚だな、 

変わってきたかな、というものを受け取っていただけるような仕組みを作っているので。 

その辺もしっかり伝えていくということで、やれるんじゃないかなと思います。 

 

これですね。「マンツーマン感覚で浄化していく」ということが、かなりのポイントにな 

るかなと思うんですけれども。先生に個別でコンサルティングを頼むと、結構お値段がす 

るんですよね。僕も存じ上げていますけれども、まあまあ高いです（笑）。 

 

なんですけれども、今回はこういう動画という形で情報提供をさせていただくので、 

マンツーマン感覚なんですけれども、かなりリーズナブルというかね、 

お買い得価格でできるんじゃないかなというふうに期待をしています。 

 

あと特徴の 5つ目。「運気の流れが上昇」。 

一番大きいのは、金運、恋愛運、仕事運、この辺でしょうかね。 

 

この辺は、皆さん、求められていると思うんですけれども。日常生活、要はこれはアカデ 

ミックな知識、もちろん提供していただけると思うんですけれども、実際の生活において 

まったく効果がないとか、難しすぎて何をしたらいいかわからないというものではない、 

ということが、特徴の 5つ目ですよね。 

 

東城：そうです。実際の利益があるというか。 

 

利益というのはお金という意味ではなくて、感覚的に改善されていくというものだと思う 

んですけれども。そういったものが感じられる、「日常で実践できるワーク」ということ 

になっています。ここが非常に特徴としても重要なポイントかなと思うんですけれども 

 



実践ワークって、なんでもかんでもすぐ好転しますよとか、できますよというのは稚拙だ 

というか、安直で全然使えないというところもあると思うんですけど。 

 

かといって、アカデミックに学術的にやりすぎると、皆さん、たぶんそれの専門家になり 

たいって、中にはいると思うんですけど、スピリチュアルの専門家になりたいって、 

10年がかりですよね。 

 

東城：そうですね。すぐに、たとえばワンデイで、1日で習得できますというのは、 

やはりそういった部分で探求、追求していないので、やはり途中ですぐにコケてしまうだ 

ろうと、私は思っています。 

 

植草：何の世界でも一緒だと思うんですけれど、極めようと思ったら 10年、20年、30年って 

かかる中で、その中で先生が習得されたことを、日常生活で使える、実際の益がある 

ワークというふうになっていますので、この辺りも受け取っていただきたい、 

十分大きな特徴なんじゃないかなと思います。 

 

もう今、かなり特徴が素晴らしいなと思ったんですけれども、 

実際にプログラムがどんなものなのかという概要をちょっと見ていきたいと思います。 

 

「エネルギー解放へのステップ」。 

 

3つのステップで、皆さんを改善、浄化のほうに導いていただける 

ということなんですけれども。 

 

まず、「高次のエネルギーを受け取っていただく」ということですね。それは、先生から 

の直接のヒーリングもありますし、実際に皆さんに行動していただくものもあると。 

 

ステップ 2で、「心身、魂、空間の浄化・循環」ですね。 

これで仕組みを作るというイメージでしょうか。 

 

東城：はい、そうです。 

 

植草：ステップ 3で「高次のエネルギーを解放・発散」。 

自分自身がそれを活用できるようになるというイメージですか？ 

 

東城：そうです。 

 

植草：これをレクチャー動画とワークによって、皆さんのほうをエネルギー解放に導いて 



いきたい。浄化というものを感じていただくというようなものになっております。 

 

ロードマップのほうを見てみましょう。 

今回 6つの章にわけて、皆さんにプログラムをお届けしたいと思っています。 

 

まず、第 1章「人間関係の浄化」。 

 

ここは、やはり大きな問題ですよね。これが浄化されないと次のステップにはなかなかい 

けないですね。人間として生まれたからには、人間関係でうまくいかないと幸せになれな 

いということで、第 1章から本論というんですかね、持ってこさせていただきました。 

 

これも対人なんですけれども、大きく分けると「他人と恋愛」になるわけですよね。 

他人というのは、恋愛関係以外で、配偶者、妻、夫、恋人とか好きな人という以外を指し 

ているようなイメージで思っていただければなと思います。 

 

第 2章「サイキックアタックと心の浄化：思念・心」とあるんですが、 

サイキックアタックって、これなんでしょう？ 

 

東城：日々生活していると、たとえば、憧れる人っているじゃないですか。だけど、それは全員 

が全員憧れているわけではなく、その中に、必ず、妬みとか、やきもちとか、いろいろあ 

ると思うんですが、そういうものを無意識のうちに相手に飛ばしているんですね。 

 

やはり、先ほど言ったエーテル体が、そこで傷ついていくという現象があって。 

あとは言霊によって、心ない言葉で相手を傷つけたりというのも、 

そういうのもすべてサイキックアタックに入ります。 

 

植草：そういうようなアタック、攻撃ですね。 

 

そういうものを受け取ってしまっている自分に対して浄化をしていく、 

というようなプログラムが、第 2章でおこなわれると。 

 

第 3章ですね、「チャクラと魂の浄化（カルマ）」と書いてあります。 

チャクラって、詳しくはプログラムの中でお話しいただけると思うんですけれども、 

そもそもどんなものなんでしょう？ 

 

東城：体の真ん中をすべて 7色、今、体から外れた部分だと 13色のチャクラがあるんですが、 

基本的に体内の中にあるのは 7色。 

 



これのバランスが悪くなってくると、人間的に、生きていくのがつらかったりとか、 

意味もなく体調不良を起こしたり。あとは、感情的に起伏が激しくなったり、 

寝るときに睡眠薬を飲まないと眠れないとか、そのような状況が起きやすくなる。 

 

植草：結構、睡眠薬とか精神薬とかにお世話になっている人も年々増えていたりね。 

 

実は大きな社会問題になっていると思うんですけれども、そういったものも結局チャクラ 

のバランスが乱れているから起こるというようなところなので、この辺の浄化をして。 

カルマというのは魂という意味でしたっけ？ 

 

東城：因縁ですね。魂の中に刻まれてしまっている因縁ですね。 

 

植草：この因縁を浄化していきましょうというのが第 3章ですね。 

 

第 4章「お金と場の浄化：お金、仕事環境」。 

 

確かに、お金は仕事の環境で生むものなのでセットでやらなきゃいけないというイメージ 

なんですけど、仕事環境がお金につながってくるというイメージなんですか？ 

 

東城：お金というものは、すべての他人の運気をすべて吸ってくるものですから、一番悪いもの 

も、いいものも、最高値で自分の元にくるんですね。 

 

なので、そこに伴う仕事、ビジネスというのは、やはりお金が対価で入ってきますので、 

連動しているので、仕事が悪くなってくると自分のお財布に入っているお金の運気も悪く 

なっていく。 

 

逆にお金の運気が悪い方というのは、仕事の運気も悪くなってくる、 

というふうに連動しているので。 

 

植草：ここの部分を合わせて浄化することによって、より高い効果を得ていくというのが 

第 4章になっています。 

 

第 5章ですね、「家の浄化とパワースポット化：家庭内浄化・開運」。 

 

すべての基本は、やっぱり家にあるのかなというふうに思うんですけれども。 

パワースポット化というのは、実際にエネルギーを生む場になれる、なる要素がある 

ということですか？ 

 



東城：基本的に家は、皆さまが日々睡眠をとったりとか、癒される場でなければいけないんです 

が、帰りたくないとか、なんか家に帰るとしんどくなる、という方が増えているじゃない 

ですか。 

 

それは、悪い場所に変わってきてしまったという中が汚れていて。実際は自分の神聖な 

場所なんですよ、家というのは。なので、豊かさとか、もちろんお金もそうなんですが、 

すべてを安定させるためには、まず家の浄化とパワースポット化をしなければいけない。 

 

これが最終段階できますね。 

 

植草：どんなに人間関係を改善したり、チャクラを癒したり、お金と職場を癒しても、 

家というものが悪いと、すべてを台無しにしてしまうということですね。 

 

皆さんもご存知かどうかわかりませんけれども、今の日本というのは、家に帰りたくない 

とか、家に自分の場所がないとか、本当に増えているんですよ。ということは、すべての 

ものに対して悪い方向に流れてしまうので、ここのところは、本当に仕上げの部分として 

マストでやっていただきたい部分だなと思っています。 

 

6章「次なる世界へ」ということなんですけれども、これらをすべてやっていただいて 

浄化をすると、また違った世界が見えるということですよね。 

 

東城：そうですね。 

 

植草：ということで、この 6章でやっていこうというふうにプログラムを組んでいただきました。 

 

それぞれを細かく見ていきたいと思うんですけれども、1章の「人間関係の浄化：対人」 

ということころで、恋愛、職場、家庭、これは人間関係を浄化し、エネルギーを解放する 

というのがプログラムの全容なんですけれども。 

 

実際にどういうことをやるのか、ちょっと先生のほうにお話しをいただきたいんですけれ 

ども。これはどういう感じでやっていくんでしょう？ 

 

東城：まず、体感ということで「聞くことから始める」ということをワークで取り入れていくこ 

とと、「いいものと悪いものの違いの音を見極めていく」というのを組み込んでおります。 

 

あとは、自分のものに対しての DNAとか、すべてにおいて書き換えができるようにとい 

う作業とかを結構細かく。チャクラも今回は浄化していくというところではワークを入れ 

させていただいています。 



 

植草：この辺ですかね。「音叉ワーク」とか「クリスタルチューナー」を使っていただくとか。 

「潜在意識」ですね、ここに入らなかったので、意識となっていますが、潜在意識や言霊 

というのを実際に書き換えていただくというようなワークも待っていると。 

 

さっきちょっと出てきたチャクラの部分でも、「ハートチャクラ」ですね。 

何番目のチャクラでしたっけ？ 

 

東城：第 4ですね。 

 

植草：第 4チャクラですね。4つ目にあるチャクラなんですけれども、これを癒すことと。 

「邪眼」というのはなんでしょうかね？ 

 

東城：邪眼というのは、自分が見るものに対して悪意を持ったときに、思念として出る以外に、 

見るものすべてが相手を汚していくんですよ。なので、目つきが悪いよねというのと同じ 

ような違和感を相手が感じ始める。 

 

そこに、悪い要素とかエネルギー体も入ってくるので、受けた側は、悪魔に取り憑かれた 

ような状態を起こす。 

 

植草：じゃあ、人間に見られているのに、人間のものじゃないんじゃないかっていうような 

悪意を相手が……。 

 

東城：相手から受けちゃうので。 

 

なので、逆に自分が邪眼を出すときは、相手にもそういう現象を起こすので、 

自分は、自分の周りがダークな世界に変わってきちゃうんですよ。 

 

植草：これらを浄化すると。ヨガの浄化の基本の呼吸法を教えていただいたりとか。 

「浄化塩」は、じょうかえん？ じょうかしお？ というんですか？ 

 

東城：「じょうかしお」でいいかなと思います。 

 

植草：浄化するための塩。これは、普通の盛り塩とはちょっと違うんですか？ 

 

東城：違います。 

 

盛り塩は一カ所に置いてとか、よくトイレに置きなさいとかありますけれど実際のちゃん 



とした使い方ができる人は少ないので、家庭的に実際に合う、浄化が高いお塩の作り方が 

あって、簡単にできるので、みなさんで作っていければなと思っています。 

 

植草：皆さんで作っていただける塩。あとは遠隔ヒーリングもしていただけるということですね。 

 

東城：そうですね。 

 

植草：遠隔ヒーリングというと、皆さんが動画の先にいたとしても、先生のほうからヒーリング 

を受けられるということになっていますので、第 1章から非常に楽しみな、盛りだくさん 

ですよね。びっくりするくらい盛りだくさんな内容でお届けしていくという形になります。 

 

第 2章ですね。「サイキックアタックと心の浄化」。これは、先ほどお話しがありました、 

思念、心の浄化を行って自分の中にエネルギーを循環させるというところがポイントにな 

るんですけど、この内容について、少し先生のほうから。 

 

東城：先ほどちょっと出た、強力な思念を浄化していく。 

 

それは、相手から受けたものを浄化していかなければ、傷の修復ができないので浄化をし 

ていくということと、あと自分が浄化したことによって、いつでも受けやすくなるので、 

それに対しての防御策ではないのですが、浄化したときにその思いが継続できるようにと 

いうことで、形代（かたしろ）というものを使います。 

それを皆さまに作り方をレクチャーしていこうかなと思っています。 

 

植草：形代って、ご存知ですか？ 人形の形をした紙なんですかね、あれ。 

 

東城：そうです。 

 

植草：紙を人の形にして切って、それを使って。代理になるんですかね？ 

 

東城：そうですね。ただ、浄化してきちんとした使い方をしないで、悪意ある使い方をしますと 

自分に 100倍返しで返ってきてしまうという、ちょっと特殊なものなので、 

きちんとした形で使っていただきたいと思います。 

 

植草：悪用すると大変なことがあるというくらい、かなり強力なもので。楽しみですね。 

「天使を味方につける」。この辺ちょっと天使系が入ってきているんですけれども、 

これはどういうイメージなんでしょうか？ 

 

東城：結構いろいろネットなんかでも天使的なお話しとかワークが多いんですけれども 



漠然としているんですよ。 

 

たとえば、これを受け取りなさいと言われていても、天使ってそもそもなんなんだろうと。 

何に作用するんだろうというところで、ただ自分が好きだからこの天使さんとか、絵柄が 

好きだからこの天使さんという選び方をしているので、天使さんの役割を全部無視してい 

るんですね。 

 

だから、きちんとした味方のつけ方と選び方、天使がおこなうことによっての浄化という 

ところをワークしていこうかなと思っています。 

 

植草：あなたに合った天使は何かということがちゃんとわかっていないと、 

結果もでないですよということですね。「7カラー」これはなんでしょうね？ 

 

東城：「7カラー」というのは、基本的にチャクラに特化しているヒーリングのエネルギーなんで 

すが、ちょっと特殊でして、それを自分の中で操作していけるようになると。 

 

たとえば、今日は、心が少し病んでいるからということで、緑色のカラーでヒーリングを 

おこなうという、カラーヒーリングができるようになるというワードです。 

 

植草：カラーヒーリングが、自分でできるということなんですね。 

 

すごいですね。自分でできるようになるというのが、非常に有益ですよね。 

何かを癒したいというときに、全部が全部、ほかの人にお願いしちゃうと時間もお金も 

かなりかかってくると思うので。それを自らの力でできるようになったら、人生において、 

ものすごく大きな利益ですよね。 

 

そういうものもしっかりと。今後の人生においてもしっかりと考え込まれているというの 

が第 2章の特徴になります。 

 

第 3章ですね。「チャクラと魂の浄化」この辺になってくるとかなりスピリチュアル要素 

も強くなってきて、専門的なお話しというか、専門的な用語も増えてくるんですけれども。 

 

この辺ですね、すごく面白そうだなと思うのが、「タリスマン」あと「惑星の埋め込み」。 

この辺ですね、ちょっと先生から詳しくお話しいただきたいんですけれども。 

 

東城：たとえば、カラー的なヒーリングとかチャクラを一生懸命浄化していても漠然としていて、 

そこから浄化が一回できました、じゃあ、次のときにどういうふうに、浄化をしたからと 

いって進んでいいのかというところが迷うので、必要なカラーに対して日本でいうと護符 



ですね、タリスマンを赤のチャクラだったら、この赤のチャクラは何かに特化していると 

いうものがありますので、それの護符を一緒に付けまして、宇宙のエネルギー、惑星ごと 

にきちんと役割がありますので、エネルギーの。 

 

それを埋め込んで、きちんとして日々、皆さんがちょっとしたときに使えるような形にし 

ていこうという状態です。 

 

植草：惑星の埋め込みっていうと、僕は全然知らなかったんですけど、 

世間的には結構有名なんですか？それとも結構マニアック？ 

 

東城：マニアックですね、正直。 

 

植草：ですよね。僕も全然聞いたことがなかったのであれですけれども。 

いわゆる星座的なものとは全然違うということですよね。 

 

東城：そうですね。星座だと、たとえば乙女座とか、そうなるじゃないですか。惑星というのは、 

たとえば太陽。太陽だったら人間のどこに特化して活性化してくれるとか、土星だったら 

何に特化してとか、それこそ彗星だったら金運に特化してとか、いろいろ意味があるんで 

すね。なので、それを組み込んで、タリスマンの中に埋め込んでいくというわけです。 

 

植草：かなりレアだということですよね。なかなかこれを学べるところは、日本中探してもない 

というものを用意していただいているということで。 

 

この辺ですね。「カルマのお薬」とか「占術の儀式」とかってあるんですけれども、 

これはどういう感じなんでしょう？ 

 

東城：チャクラを整えていって、タリスマンと惑星の埋め込みをしていくと、自然とその中に、 

チャクラが整ってくるところにプラス、タリスマンの効果が入るので、お薬の役目をして 

いて。悪化させないように小さくしていこうというふうに動くようになります。 

 

植草：そういうものもしっかりと用意していただいて、ワークだけじゃなくて、 

その後のメンテナンスの部分もしっかりできますよと。 

 

あとは、「ヨガのポーズ」「呼吸でチャクラを整える」。基本的にチャクラという考え方が 

ヨガの考えの重要なものになっているわけですよね。その辺の部分についても、 

第 3章では学んでいただけるというものになります。 

 

第 4章「お金と場の浄化」。惑星ヒーリングによる誘導瞑想とか、ブロック解放、シータ 



ヒーリング。この辺もシータヒーリングとかかなり専門用語だと思うんですけど、 

この辺をちょっと教えてもらえますか？ 

 

東城：シータヒーリングというのは、潜在意識に働きかけてトラウマとかを解放するといわれて 

いるヒーリングなんですが、実際にメンタルが弱まっているときにこのヒーリングをおこ 

なうと、体調不良を起こしかねないんですね。 

 

なので、「シータヒーリング」とは書いてあるんですが、私の中で、ここはこうしたほう 

がいいという、オリジナルのヒーリングを見つけましたので。シータヒーリングとは似て 

いるんですが、トラウマを癒していく。 

 

よく、即座に治るとか、解放するって皆さん謳うんですが、トラウマはそうそうには解除 

できないので、徐々に浸透して、気がついたら 7日、10日目には癒されていたという状況 

を作るようなヒーリングになっています。 

 

植草：じゃあ、これは、シータヒーリング・デラックスみたいな（笑）。 

東城式シータヒーリングと受け取っていただいて。 

 

東城：そうですね（笑）。 

 

植草：あとは、「お金のブロックの解除」ですね。 

 

これは、僕は個人的にもすごく重要だと思っていまして、僕自身もお金のブロックの解除 

と解放を何個やってきたんだろうというような、もしくは毎日やっているんじゃないか、 

みたいなくらい、これをやっているんですけれども、これをやると本当に収入が変わりま 

すよ。 

 

サラリーマンのときの 10倍とか 100倍とか、本当にそういうレベルで変わってくるので、 

ぜひここのところは受け取っていただいて。もう、ほかのところをやらなくても（笑）、 

僕個人としてはですけどここをやってほしいと強く思っているところなんですけれども。 

 

あとはこの辺ですね。「お金に対する仕事場の浄化」というところも、仕事場が悪いと 

お金だけじゃなくてすべて、1日何時間もいる場所ですから。大半いますものね。 

特に日本は長時間労働というね、問題にもなっていますけれども。 

 

長時間労働が悪いといっても、すぐに日本のこの体質は改善されないので、 

その中でどういうふうにやったらいいのかということも、 

先生のほうから教えていただけるというような形になっています。 



 

あと気になったのが、「太陽と月の儀式」というのがあるんですけど、これを最後 4章の。 

 

東城：太陽の光のエネルギーと月の光のエネルギーを使いまして、インターネットとかで 

出ていないようなやり方で、儀式的に、お金がお財布に入ってくるようにしていくという。 

簡単に皆さんができるよ、という儀式をご紹介したいと思います。 

 

植草：これは、さっきの惑星のとはちょっと違うんですか？ 

 

東城：ちょっと違います。 

 

植草：その辺も踏まえて、第 4章を見ていきたいなというふうに思います。 

 

第 5章「家の浄化とパワースポット化：家庭内浄化・開運」。これは、自分だけでなく 

家庭内や周辺空間を浄化したパワースポット化というんですけれども。 

これは非常に由々しき問題になっているわけですよね。 

 

東城：そうです。 

 

植草：たとえば、家庭内別居状態とか、家庭に居場所がないとか、家に帰る手前で具合が悪くな 

るとかね。非常にヤバい問題になっているわけですよね。これを改善してくれる。 

これだけでも十分すぎるぐらいの高い価値があるかなと思うんですけども、 

実際にどんなことをして、これを達成してくださるんでしょう？ 

 

東城：まずは、ひとつひとつの場所もあるんですが、そこのところに、たとえば、風水的にこう 

しなさいとか、結構あるじゃないですか。そういうことではなくて、こういうことをしな 

ければ、基本的に何をやっても変わらないよ、という浄化の仕方をさせていただきます。 

 

植草：根本ということですね。 

 

東城：そのほかに、たとえばガーデニングをやっている人とか、あと、自分の飲み水とか、 

結構、今はミネラルウォーターとか、気を使っているじゃないですか。そういうので、 

自分だけのお水を作るということもできるし。 

 

それを飲むことによって、ご家族が無駄にイライラしなくなったりとか。帰ってきても、 

安心してよく寝られる環境を作るために必要なお水作りとか。あとは、形代による浄化も 

この中に、今回は違う形代を使ってやっていきたいと思っています。 

 



植草：ちょうどさっき、僕の家に観葉植物があるんですけど、すぐ枯れるんですよ（笑）。 

 

なぜですかって、相談したばかりなんですけれども。それは、僕の家が悪いのではなくて、 

僕がかなりエネルギーを強く、たとえば、こういうふうに伝えるときもおそらくすごい 

エネルギーを使っているんでしょうね。なので、緑から全部エネルギーをもらわないと 

自分を保てないから、というお話しを聞いたんですけれども。 

 

そういうふうにして、自分ではまったく気づけないわけですよね、そういうことって。 

そういうことも教えていただいたりとかするだけでも、ものすごく高い価値があるかなと。 

 

特に、個人的にも興味がある、「クリスタルウォーター」とかですよね。 

水って顕著ですよね、本当にね。 

 

東城：結構、作り方はインターネットに出ているんですけれど、実際にあの作り方のままで 

作ってしまうとあまり効果がないんですよ。 

 

試してみたのですが、普通の精製水とクリスタルウォーター。ネットに出ているやり方で 

やって、試してみると、あまり変わらないんですよ。植物の育ち方とかも。 

 

なので、私たちが実際に知っていて、公開したくないやり方のクリスタルウォーターの 

作り方を教えていこうかなと思っています。 

 

植草：あまり公開したくない情報も。 

実は、このプログラムを始める前に、僕のほう、だいぶ頑張って交渉しているので（笑） 

 

なぜかというと、スピリチュアルコネクトというサイト自身があるわけですけれども、 

日本で一番いいスピリチュアルの情報を提供する場にしたいなと思っていまして。 

スピリチュアルコネクトに訪れてくださる方は、結構ほかのスピリチュアルのサイトを 

見たりとか、ほかの先生のところに行っても、全然、うんともすんとも言わないんですと 

言って、逆にもっと悪くなっちゃいましたっていう人なんかも来ていただいて。 

 

そこで、答えが見つかりましたとか、元気に過ごせるようになりましたというものに 

なっていくというところがあるので、さらにそこを特化していきたいという強い思いから、 

今回、かなり無理を言ってやっていただくわけですけれども。 

 

そういうものも、本物のこととか、実際のメンタルのお医者さんみたいなものです、 

先生とかが。その先生が実際にやっていることというものを教えてもらうのが、 

一番効果が高いわけですよね。 



 

よく、本屋とかに行くと、「医者が食べない食べもの」とか、「医者が飲まない薬」とかっ 

て出ていると思うんですけど、まさにそういうことだと思うんですよ。 

 

なので、そういうものを受け取っていただくというようなことで、 

家の浄化というところもクリアできるんじゃないかなと思っています。 

 

「ガネーシャの言霊」というのもあるんですけどね。 

これはあれですよね、インドの神さま。 

 

東城：そうなんです。豊かさの神さまで家庭円満になっていくと言われている神さまで。 

ガネーシャさまの言霊を使ったヒーリングワークがありますので、 

そちらをちょっと公開したいと思います。 

 

植草：はい。 

 

ということで、第 5章も非常に盛りだくさんです。最終章、第 6章「次なる世界へ」。 

次なる次元へという言葉にも置き換えができるじゃないかなと思うんですけれども。 

 

まず第 6章、振り返りですね。1章から 5章まで本当にボリュームがものすごくあるんで 

すよ。これを全部やっていただくと、そうとう変わるんじゃないかなって、僕自身思って 

いるんですけれども。 

 

それも 1回だとなかなかマスターもできないだろうし、細かなところまでできないと思う 

ので、それを振り返っていただいて、すべてのものをきれいに浄化していただくというと 

ころになると思うんですけれども。 

 

さらにそこから未来へのアプローチですね。この未来へのアプローチが重要かなというこ 

とですよね。実際にこの動画レッスンを受けているときだけ浄化されても意味がないわけ 

ですから。未来に対してのアプローチ法。 

 

あとはもっと深い世界の話。要は、このメソッドがなぜ成り立っているのかというお話し 

も少しいただけるということですよね。 

 

東城：そうです。 

 

植草：この辺のお話しもうかがって。おそらく深い話を聞くと、自分の中の理解度というものが 

深まっていくんだろうなというふうに、僕自身の経験からも思っているわけですけれども。 



そういうふうに深い世界を知ることによって、深さから出てくる表面上のテクニックとい 

うところの品質というか、クオリティが上がってくるんじゃないかなというふうに思って 

います。 

 

6週間プランなんですけれども、新たな人生がここからスタートしますということで、 

全 6章にてお届けしたいなというふうに思っています。 

 

受講スタイルのほうを少しお話しをしたいんですけれども、まず、先生のほうからの 

オンライン講義が毎週届きます。そして浄化のワーク。今すごくたくさんあるということ 

は感じていただけているんじゃないかなと思うんですけれども、そのワークを、 

エネルギーを解放していただくというようなことを毎週やっていただくことになります。 

 

その中には、実際にワークだけじゃなくて、メルマガでのサポートなども入りますので、 

実際に動画を見てどうだったかとか、細かな注意点なども送らせていただくんじゃないか 

なというふうに思っています。 

 

これですね。いつでもどこでも簡単に学べるっていうところが、ネット環境さえあれば、 

インターネットがつながってさえいれば、どこにいたって大丈夫なわけですから、気軽に 

自分の生活リズムに合わせて受けていただけることができるんじゃないかなと思います。 

 

あと、最後になるんですけれども、スペシャルギフトということで、今回、本当に 1章か 

ら 6章のこのプログラムだけでも、ものすごい価値なんじゃないかっていうことは、すで 

に感じていただけていると思うんですけれども、さらに僕は、ここから粘りました。 

ここから粘って、何かないかと（笑）。 

 

この動画を見てくださっている方に限定でプレゼントできるものはないですか、なんてい 

うお話しを、軽く何時間したんでしょうね（笑）、みたいな感じでさせていただいて、 

いくつか付けさせていただきました。 

 

この動画を見てくださっている方だけのスペシャルギフトになります。 

 

まず、特典 1「心と体を癒す浄化音源」ということで音声データですね。 

これは、どういう音声データなんでしょう？ 

 

東城：ただリラックスミュージックとかだと意味がないので、浄化がきちんとできるように、 

外にいたときに、嫌なところにいっちゃったなと思いながら電車に乗ったときとかでも 

聴けるような状態の音源を一つご用意させていただきました。 

 



植草：リラックスをしていただくというような、基本になるようなものだと思います。 

 

2つ目の特典ですね。「聴くだけで引き寄せ体質になる音源」。これもすごいですね。 

どういうものでしょう？ 

 

東城：どうしても引き寄せというのは、いいものも悪いものも一緒に引き寄せてしまう、自分で 

選別ができないので。悩みとか不安とかをもちろん解消していきながら、引き寄せるもの 

がいいものであると、なっていくような体質改善ができるような音声教材を今回作らせて 

いただきました。 

 

植草：1日 5分聴くだけで引き寄せ体質になると。これの真意は実際に聴いていただいて 

実感していただきたいなと思っています。 

 

3つ目ですね。まだまだ特典付きますね（笑）。「魂を浄化させるソウル・アセンション 

アート」。画像なんですけれども、スマホの待ち受けにできるようなものだということで 

すよね。 

 

だから、自分のスマートフォンを見るたびに魂が昇華していくわけですね。これは、実際 

どういうようなイメージの画像なんですか？ 

 

東城：やはり昇華していくということは、自分がエネルギッシュでかつそのエネルギーが一番 

受けていると実感できるように。あと、そのエネルギーを受けているという体感が 

気持ちの中でも起きるようなアートを今回は、混合して作らせていただきました。 

 

植草：宇宙の光のアートという、そういうようなイメージですね。 

 

東城：イメージはそんな感じになります。 

 

植草：この 3大特典でやらせていただこうと思うんですけれども。と言うと思いましたよね？ 

けれども、3つじゃ終わらないんです。 

 

4つ目、ご用意しました。 

 

「本当にエネルギーがあるパワースポット 100選!!」。 

 

すごくないですか？パワースポットというと本屋さんにもありますし、実際にいろんなと

ころで、あそこはパワースポットだよって、各エリアにも地元ならではのところってある 

と思うんですけれども、今回、日本だけじゃないんですよね？ 



 

東城：そうです。 

 

植草：世界のパワースポットを、一生に一回は行きたいというところも加味して、世界のパワー 

スポット、もちろん日本も、日本最大ボリュームなんですけれども、世界というところま 

で目を向けたパワースポットを 100個出していただきました。 

 

その中には、もちろん有名なところもあるとは思うんですけれども、実際に世の中に出て 

いないような、プロフェッショナルがお忍びで行くようなパワースポットのところとかも 

ピンポイントで教えていただくので。 

 

動画のほうでもお話しをどこかでさせていただいているんですけれども、自分に意味ない 

パワースポットに行ってもしょうがないわけですよね。たとえば、恋愛で悩んでいるのに 

お金のパワースポットに行っても、別になんの効果もないわけですから。 

 

今回、お金とか、恋愛、仕事、健康、こういうものを、それぞれの効果・効能別に分けて 

教えていただく、というようなものを PDF形式でまとめさせていただくので、 

これをプレゼントさせていただこうと思っています。 

 

先ほど僕、この動画を見てくださっている方だけと言ったんですけれども、すいません。 

テンションが上がっちゃってそう言っちゃったんですよ（笑）。申し込み者に、です。 

申し込んでいただいた方に特典として、こちらをプレゼントさせていただきます。 

 

最後の話なので、こんな方にぜひ参加していただきたいなというものがいくつかあります。 

どうでしょうね、先生のほうも、実際にやっぱり前向きな人に来てもらいたいですよね。 

 

東城：そうですね。あとは、前に進みたいのに進み方がわからないで立ち止まっちゃっている人。 

そういう方は、ぜひ参加してほしいです。 

 

植草：やっぱり人生を好転させていくというプログラムですから、そういう意味では、ポジティ 

ブな言葉を使って、今日からでもいいのでネガティブな言葉が出てきそうになっても我慢 

して、ポジティブな言葉に変換してやろう、みたいな素直な方が来てくださると、 

結果もやっぱり伸びが違うってことですよね。 

 

今までいろんなことをやってきたんだけれども人生が変わりません。たとえば、引き寄せ 

をやった、浄化をやった、コーチングも受けた、カンセリングも受けた、でも変わらない 

という人に、ぜひ本物のプログラムを受けていただきたいなと思っています。 

 



さらにこの辺ですね。やりたいことがわからないとか、日常生活に悩みとか不安、 

ストレスが、これらがどうしても解消されないという方にも来ていただければ、 

大きな成果物というものを受けていただけるんじゃないかなというふうに思っています。 

なので、ぜひこういった方に参加していただきたいなと思います。 

 

これですね、もし参加していただくと、どういうことが起こるかということを言葉にして 

みました。どういうことが起こるんでしょうね。まとめになるんですけれども、もちろん、 

よい出会い、チャンス、こういったものに恵まれて人間関係がよくなるというお話しをさ 

せていただきました。 

 

あと、お金のエネルギーの流れが劇的によくなりますよとか。悪いエネルギーを受けにく 

い体になりますとか。本当にやりたいものが見つかるとか。家自身がパワースポットにな 

るとかね。 

 

こういうことすべての、浄化という視点から見たありとあらゆるものを、今回、私たちは 

考えて、プログラムとして体系立てさせていただいたので。 

 

ありとあらゆる浄化というものを受けていただくことによって、 

運気がよい人になっていくということが得られる、大きなメリットなんじゃないかな 

というふうに思いますね。 

 

素晴らしいエネルギーに満ちた最高の人生を謳歌してください、ということが、 

私たちからのご提案ということになります。 

 

最後、お申し込み方法なんですけれども、プログラムの公開サイトより、期間限定で 

特別価格にてご提供をさせていただきます。5日間限定になりますのでいろいろ悩む方も 

いらっしゃるかもしれないですけれども、ぜひ決断をしていただいてこのプログラムに 

来ていただければな、というふうに思います。 

 

持ってきていただくものは、ポジティブな心と素直な心と、あとなんでしょうね？ 

 

東城：あとは、根気よく見ること（笑）。 

 

植草：そうですね（笑）。 

 

実際に送らせていただいても、全然見ないというと、それは効果がなかなか難しいので、 

動画を見ていただいて、本当によくしていこうという前向きな心さえあれば、浄化という 

ものが成し得るんじゃないかなと思いますので、決断された方から浄化されていくんじゃ 



ないかなというふうに思っています。 

 

5日間限定ですね。あと先着順で、もしかしたら人数制限をおこなわせていただく可能性 

があるので、その際は、予告なく販売終了をさせていただくことがあるかもしれないんで 

すけれども、そこだけはご了承いただければなというふうに思っています。 

 

特別価格は、本当に 5日経ったら有無を言わさずに自動終了というふうにプログラムを組 

んであるので、申し訳ないんですけれども、そこもご理解いただければなと思っています。 

 

これですね、「あなたも本来のエネルギーが解放し始めたら……」ということなんですけ 

れども、「どんな理想の人生を描きますか？」ということをお尋ねしたいなというふうに 

思います。 

 

皆さん、理想の人生っていうのは、それぞれの方によって全然違うものがあると思うので、 

それは皆さんが思う通りでいいと思います。 

ただ、あなた自身がどんな人生を思い描くのかということを、ぜひこの動画を見ていただ 

きながらでもいいですし、この動画が終わったあとに 5分、10分でいいので、 

どういう道を歩んでいきたいのかな、なんて考えていただくと、すごくそれだけでも 

価値があるんじゃないかなと思います。 

 

ラストメッセージなので、先生のほうから今回のプログラムの意気込みと生徒さんに対す 

る思いというものを伝えていただきたいと思います。 

 

東城：心と体のほうが浄化できずに、本当のいい世界、自分の本来行かなければいけない道に 

行けないで、悩み続けて、周りと閉鎖的になってしまって苦しい思いをしている、 

という方が多いと思いますので、ぜひプログラムに参加していただいて、こんなことで 

悩んでいたんだって、あとで笑える人生を築いていってほしいです。 

 

植草：ありがとうございます。 

 

あとで笑える人生って本当にいいですよね。悩んでいても時間というものは過ぎていって 

しまいますし、また私たちには時間は有限ですから、その時間というものが少しでも有意 

義になったら、それだけで人生っていうものは大きくよくなると思うので、一人で悩まず 

に、もしくは、悩みを解決できずに、困らずに、ぜひすぐにでも解決して、 

いい人生を 1日、1分でも長く過ごしていただきたいなというふうに思います。 

 

それでは、動画を見ていただいてありがとうございます。 

 



東城：ありがとうございます。 

 

植草：ソウル・アセンション ヒーリングにてお待ちしておりますので、 

ぜひよろしくお願いします。 

 

東城：お待ちしています。 

 

植草：失礼します。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

重要！！ 

次回、いよいよ 

 

『ソウル・アテンション ヒーリング』 

限定募集案内がスタートします！！！ 

 

今回、魂レベルから浄化、昇華、癒していくことで、その人が持つ本来の高次エネルギーを解き

放ち、自らの運命を切り拓く人を創るための新プロジェクトが始動します。 

 

ただし、本プログラムの募集は、5日間限定となります。 

少しでも興味がある方は、これからお送りするメールにて詳細をご確認ください。 

 

ぜひ、あなたの人生の全てにおいて、 

高次のエネルギーを解き放ちませんか？  

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 


