
 

 

特典４ 
 

本当にエネルギーがあるパワースポット 100選!! 
 

1 小滝川ヒスイ峡：新潟県糸魚川市小滝 

 

翡翠（ひすい）は深緑の石で、意中の人からプレ

ゼントされると生涯幸せになると言われていま

す。 

 

日本でもここの翡翠は良質でエネルギーが強い

とされ高額で取引されるほどの人気であり、この

糸魚川に訪れる事によって、治癒力も強化される

と言われている秘境のパワースポットです。 

 

 



２尼崎えびす神社：兵庫県尼崎市神田中通３丁目８２ 

 

数あるえびす様を祀る神社の中でもこちらのえ

びす神社は少し異なり、訪れれば一般の人でもで

もわかりますが、巫女の純粋でかつ神聖なエネル

ギーが漂っている場所です。 

 

その為か他の神社より華やかで日本の朱もあで

やかに感じるのが特徴です。また、龍神様がいら

っしゃる希少価値の高い神社の一つなので、商売

繁盛や浄化には素晴らしい場所になります。 

 

３青山の水松：北海道石狩郡当別町青山奥 5352 

 

樹齢 1300 年以上（飛鳥時代）と言われる長寿の

樹であって、又その昔に大火災でも残ったとされ

る生命力が強く、運気が強いとされています。 

その為、健康や長寿、家内安全にはもってこいの

パワースポット 

 

 

 

 

 

 

４石見銀山：島根県大田市大森町イ 1597-3 

 

銀は天然石の効果を数倍上げる効果があると言

われていて、別名月のゴールドといわれています。 

 

ゴールドは魔除けに最適とされるので有名です

が、月の力（神秘的な力や引き寄せや、金運など

に効果がる）を含んだ銀は、ある意味ゴールドに

勝るかもしれません。 

 

その銀が採掘される石見はスピリチュアル的に

みても高能力の聖地と言えます。 

 



５ 網走神社（あばしりじんじゃ）：北海道網走市桂町 2 丁目 1 

 

実は北見国の一宮と称される由緒ある神社。 

 

三女神を祀りっており、その三女神様からの由

来で網走神社の他に弁天様と呼ばれる神社です。 

弁天様は財と才を持ち、実は昇格した神様だっ

たりもします。 

 

その為、昇進や財や受験などにはとても相性の

良いパワースポットです。 

 

６ 来宮神社（きのみやじんじゃ）：静岡県熱海市西山町 43-1 

 

熱海の地有名ですが、神社だけではなく、境内の

中の樹は、有名な大楠。 

 

樹齢二千年というところもすごいですが、参拝の

後に幹を一回りすると寿命が 1 年伸びると伝え

られています。 

 

 

 

７ 日光二荒山神社（にっこうふたらさんじんじゃ）：栃木県日光市山内２３０７ 

 

日光東照宮の隣にある神社で、大己貴命（おおなむちのみ

こと）を主祭神として祀っているので、全ての縁結びの神

様として人気があります。 

 

恋愛からビジネス、お金に対しての縁を結ぶと言われるこ

の神社はパワースポットとしては大変人気がありますが、

密かに、美男美女になれるというご利益もあるという裏パ

ワースポットでもあります。 

 

 

 

 

 



８ 北海道神宮：北海道札幌市中央区宮ヶ丘 474 

 

道内 1 位の初詣参拝者数を誇るこの神社は、北海

道が開拓するときに、鎮座した守護の神様が祀ら

れている神社です。 

その為、悪い事や荒々しさを浄化してくれるとい

った意味では最高峰でしょう 

その部分をとっても勝負をかける時、何か始める

時には訪れてみてはいかがでしょうか？ 

又それほどの強い気が流れているので、自己メン

テナンスには最高の場所です。 

 

９ 新屋山神社（あらややまじんじゃ）：山梨県富士吉田市新屋神社河原 1230 

 

新屋山神社（あらややまじんじゃ）は、霊峰富士

山２合目にあります。 

金運神社としても有名ですが、富士山の異常なほ

どの霊的エネルギーが満ちているこの場所にあ

る神社は無意識に人々を引きつけます。 

 

年間参拝者も桁外れであるにも関わらず聖地と

霊地としてのエネルギーはよどむことがなく、 

ビジネス界においてのカリスマの人々も数多く

行くというパワースポットです。ここに訪れるとまずは魂が洗濯されて、次にビジネ

ス、金運共に、アップするという場所です！ 

 

10 川越氷川神社（かわごえひかわじんじゃ）：埼玉県川越市宮下町 2 丁目 11－3 

 

主に縁結びの神社ですが、出来ればご家族におす

すめのパワースポットです。毎日午前８時から配

布される１日 20 個限定の「縁結び玉」が有名で

すが、パワースポットの叡智を頂くなら、毎月８

日と第４土曜日に良縁祈願祭が行われる時の、縁

結び玉、がおすすめです。 

この「縁結び玉」は巫女さんがひとつずつ清めな

がら作ったお守りなのですが、その清め石は社内

にあるという事なので、この場所を訪れた時は、

地にしっかり足をつけて歩く事に意識すしてみると良縁に恵まれると思います 



11 「おかげ横丁」で伊勢うどん（伊勢神宮）：三重県伊勢市宇治館町１ 

 

伊勢神宮の正式名称は「神宮」。内宮・外宮など

を合わせて 125 社もある神社の総称が伊勢神宮

は有名所ですが、今回のパワースポットは、「お

かげ横丁」で伊勢うどん 

どんなパワースポットなの？ 

 

まずは入り口に大きな招き猫、そしてふくすけう

どん、どんぶりの最後に福の字 

この三つ巴が大きく福を招きます。 

 

ただ、江戸時代からお伊勢参りの後の伊勢うどんといわれるぐらいですから、きちん

と参拝してからのがご利益があると思いますよ。 

 

12 富士山 

 

富士山は日本では有名なパワースポットです。 

ただ実際にどんなパワースポットかというと、祭

神が、浅間大神（あさまのおおかみ）や木花開耶

姫命（このはなさくやひめのみこと）で、皆さん

も耳にしたことはあるかと思います。 

 

その他にも、福慈神・不尽神などという記述があ

るくらいの霊妙な神山で有名なのです。 

そして一つの山にここまで多数の神社が存在するのも珍しく、強いエネルギーを発す

る場所でもあります。 

 

13 元伊勢籠神社（もといせこのじんじゃ）：京都府宮津市字大垣 430 

 

ここは、伊勢神宮の神々がここから遷られたこと

から「元伊勢」とれ呼ばれている場所です。 

 

参拝の際には天気が急変したり神様が色々と変

化をみせてくださる不思議な場所でもあります。 

ご自身がよこしまな考えを持ったり、体調不良だ

なと思った時はぜひ訪れてみるといいかもしれ

ない浄化パワースポットです。 



14 諏訪大社・上社本宮：諏訪市中洲宮山 1 

 

日本最古の神社。 

社殿四隅に御柱（おんばしら）という神柱が立ち、

圧倒的なパワーを放っているので、参拝の最中に

意識して回ると良いでしょう・・・ 

 

生命力だけではなく、心機一転や再出発などには

とても良いパワースポットです。 

 

 

15 江ノ島神社：神奈川県藤沢市江の島 2 丁目 3-8 

 

ここのパワースポットは有名かもしれませんが、

雨の日の午後⒉時までに海を眺めてから階段を

使って参拝して恋人の丘にいくと恋愛だけでな

く、龍神様のご利益があるという裏スポットがあ

ります。 

 

 

 

 

16 武田神社：山梨県甲府市古府中町 2611 

 

ここは武田信玄公を祀っている神社で有名です

が、何よりもここは金運では不思議なパワースポ

ットで、「三葉の松」は黄金色になって落葉する

ので、これをしおりにすると金運があがります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 千葉神社：千葉県千葉市中央区院内 1-16-1 

 

実は、良縁や幸運を呼び込む力がある北辰妙見尊

星王（ほくしんみょうけんそんじょうおう）様を

祀っている神社です。 

 

御神霊は、天の星、人の星、全ての星を司る為開

運招福、運気好転，八方除けなどの御利益があり

良い運気を取り入れるパワースポットです。 

 

 

18 水天宮：東京都中央区日本橋浜町 2-30-3 

 

東京水天宮（とうきょうすいてんぐう）は、安産、

子授け、子育ての御利益がありますが、一番のパ

ワースポットは子宝犬を像をなでるととご利益

があります 

 

 

 

 

19 深川神社：愛知県瀬戸市深川町１１ 

 

境内に、横穴式円墳があってかなり古代からの物

であるらしいのですが、何よりもこの古墳は辺り

一帯を治める長をお祀りしていた「聖域」になっ

ていて、現代にまで残された強い聖域エネルギー

があるので、神様を感じる場所となっています。 

 

 

 

 

20 東京大神宮：東京都千代田区富士見 2-4-1 

 

今では恋愛成就で有名な神社ではありますが、こ

の神社は、「東京のお伊勢さま」と呼ばれ日本で

初めて神前結婚式を行った神社として有名なこ

とから恋愛や良縁などの御利益があるといわれ



ております。 

 

この神社のパワースポットとして素晴らしいところは主祭神が、天照大神（あまてら

すおおみかみ）でこの神様は伊勢神宮までいかないと出会えない神様のため、出会い

（異性特定なし）には最高のパワースポットです。 

 

21 元祖ピラミッドパワー エジプト・ギザのピラミッドとスピンクス 

 

そのパワーと言えば、スピンクスは復活再生 

ピラミッドは受信・増幅・保存と美容と健康に

効果をもたらしてくれるでしょう。 

 

模型のピラミッドですら、物の腐食を遅らせる

ほどパワーがあるのですからあのスケールでと

考えただけでも測り知れませんね。 

 

※古典ギリシア語ではスピンクス（Σφίγξ, Sphinx）といい、スフィンクスとは

この英語読みである。 

 

22 大天使ミカエル伝説 ノルマンディーのモン・サン＝ミシェル 

 

そのパワーは、大天使ミカエルがそこに作れと命

じたと言われており、訪れた人に大天使ミカエル

のパワーを授けて下さる、とても有難いパワース

ポットです。 

 

また、ネガティブなエネルギーを優しく炎で焼き

払いポジティブに変化させ活動力を与えてくれ

ます。 

 

23 聖母マリアの手形 トルコ・アヤソフィア 

 

そのパワーは、柱にある小さなくぼみに指を入れて水で濡

れるか、もしくは親指を入れ残り 4 本で指が柱から離れ

ることなくクルッと一周できれば、願い事が叶うとされて

いる他に、視力の回復や子宝に恵まれると言った、マリア

様らしいパワーを秘めています。 

 



24 枯れない泉 オーストラリアのエアーズロック・ ムティジュルの泉 

 

そのパワーは、どんな干ばつにあっても枯れる

ことのないムティジュルの泉は浄化作用や身体

の乾きを抑え瑞々しさを保ってくれるそんなパ

ワーを秘めています。 

 

また、エアーズロック自体世界のヘソと言われ、

エネルギーの集まる場所ですから、それだけで

も十分に堪能出来ることでしょう。 

 

25 神々の都市 メキシコのテオティワカン遺跡 

 

そのパワーは、超巨大都市の遺跡でありプレア

デス星と関わりが深いのではとされ、突如とし

て２０万人も居た大都市から人が居なく成って

いる為、ワープゾーンがあるのはとされていた

り。  

魂的にご縁がある方は神々の英知を授かるや

も？ 

 

 

 

26 インカ帝国天空遺跡 ペルーのマチュ・ピチュ 

 

そのパワーは、山頂にある為非常に浄化作用が強

く太陽の恵みにも肖れる為、エネルギー充電に最

適的な場所と言えるでしょう。 

 

インスピレーションの受けやすい場所ですので

考えに詰まった時など、気軽には行き難い場所で

はありますが、此処ぞと言う時には良いやもしれ

ませんね。 

 

 

 

 

 



27 神々が宿る島 ハワイのマカプウヒーリングプール 

 

そのパワーは、火山の火のパワーと母なる海の

水のパワーに富、不要なエネルギーをリリース

し必要なエネルギーをチャージすると言った凄

く理に叶ったパワースポットと言えるでしょう。 

 

また、ネガティブな感情の洗い流しも得意な場

所ですから、リフレッシュにも最適であり、プ

ールに浸かりながらタダ海を眺めて居るだけで

も心が洗われるでしょう。 

 

28 奇跡の治癒力 フランスのルルドの泉 

 

そのパワーは、奇跡が起きてしまうほどのエネルギーを

持ち難病などから幾人も救い出している事から、奇跡の

治癒力と言われています。 

 

聖母マリアが現れる事でも有名で、様々な奇跡を齎すの

でしょう。次に目撃するのは貴方かも知れません。 

 

 

 

 

 

29 最強の均衡ポイント アメリカのセドナ・ポイントンキャニオン 

 

 

 

そのパワーは、男性エネルギーの補充にはベルロックでチャージし、女性エネルギー

の補充にはカセドラルロックでチャージする。 

エアポートメサで瞑想し調律を施し完全な均衡を取ることが出来るとても優れた場

所に成ります。 



30  富と権力の象徴 中国・黄龍 

 

そのパワーは、ズバリ富と権力の上昇で昇龍の

姿をしていることから、富と権力を与えてくれ

る場所と言われています。 

 

風景として捉えてもとても美しいところです。 

ただし3000ｍ級の場所にあるので高山病などが

懸念され体調は万全にしてから行かれることを

お勧め致します。 

 

31 水と復活の力を持つ 大垣八幡神社：岐阜県大垣市西外側町 1 丁目 1 

 

そのパワーと言えば、過去の戦争により２度の

消失が起こるも復興を遂げ現在に至る、皆に愛

された神社であります。 

 

自噴水が境内にあることからも、水の力も強く

瑞々しいエネルギーに満ちています。 

また、夫婦銀杏と呼ばれる雄雌其々の銀杏が根

元から融合し縁結びの木としても有名である。 

 

 

32 日本最高峰の金運神社 新屋山神社（あらややまじんじゃ）：山梨県富士吉田市

新屋神社河原 1230 

 

そのパワーと言えば、レイラインに興味がお有り

の方はご存知かも知れないが、イヤシロチ･レイ

ラインの一つで、金運に満ちた場所に存在してい

る、とても有難い神社であり宝籤などを買う時に

奉納してみるのも一興でしょう。 

 

また、本宮には【お伺いの石】が安置され、お伺

いを立てた事が良い結果の場合は【お伺いの石】

は軽くなり知らせて頂ける。 

 

 

 



33 幸福の櫻 櫻木神社（さくらぎじんじゃ）：千葉県野田市桜台２１０ 

 

そのパワーと言えば、豊作御もたらす稲靈の神氣

に満ち溢れた場所と言えるでしょう。 

 

櫻＝サクラという言葉には稲靈が座す場所とい

う意味があり豊作をもたらし見守ってくださる

意味を持っている。 

 

つまり、食うに困らず幸せに成れるエネルギーが

強く、春に桜を愛で奉納しない手はないでしょう

ね。 

 

34 虎狩侯爵 徳川園：愛知県名古屋市東区徳川町 1001 

 

そのパワーと言えば、造られた物とは言え滝を有

し水の力とマイナスイオンが豊富な上に木々も手

入れが行き届き住宅街にあるオアシスである。 

 

徳川義親は虎狩侯爵と呼ばれ静と動を決めた人で

ある事から集中力を得ることが出来る、お受験な

どに最適か。 

 

 

35 国津神の最東北点 鹽竈神社（しわひこじんじゃ・しおがまじんじゃ）：宮城県

塩竈市一森山 1 番 1 号 

 

そのパワーと言えば、古代の土着神のエネルギー

が活きており、塩釜の代表的パワースポットであ

り伊達藩からも寵愛され陸奥國の砦として奉られ

ていた。 

 

國の鬼門を預かる神社でもあり、 

それだけパワーの強い神社と言える。 

 

つまりは守護する力が強く禍から身を守って下さる有り難いポイントと言えるでし

ょう。 

 



36 戸隠神社 長野県長野市戸隠奥社 

 

「天岩戸伝説」で有名な場所ですが、ここの神社は、凄い数のご利益が受けられる所

です。 

修行道が厳しいので、ある意味達成したあとの充実感と神聖な叡智の恵みを受ける感

覚が体感できるかと思います。 

ご利益は、開運、商売繁盛、芸術・芸能上達、スポーツ必勝、学業成就、安産祈願、

病気平癒など。 

 

37 比叡山延暦寺:滋賀県大津市坂本本町４２２０ 

 

比叡山といえば織田信長で有名になった場所で

すが、霊的スポット、高次のエネルギーでは有名

な場所です。 

 

比叡の神の子である最澄様が京の鬼門封じ・・・

結界を張った場所なのです。 

 

戦国時代にはいろいろあった場所ですが、結界を

張るほどの強いエネルギーがあったのですから仏の道にそれた事は許されませんと

いった厳しさもあったのでしょう・・・ 

ここでは自分を戒め自己向上を求める人には最高の場所ではないでしょうか？ 

 

38 寒川神社：高座郡寒川町宮山３９１６ 

 

この神社はパワースポットで有名ですが、特にパ

ワースポットとして凄いのが四神相応なのです。 

 

横浜中華街では門が四神相応ではある以外関東

ではここだけだと思います。 

 

四神相応とは、東を司る青龍（せいりゅう）・西

を司る白虎（びゃっこ）・南を司る朱雀（すじゃ

く）・北を司る玄武（げんぶ）の四神の方位と正しく向き合うことによって、地相を

吉報に導くという。そして鬼門を封じる力があります！ 

 

 

 



39 沖縄県：ガンガラーの谷 

 

ここは精霊で有名すぎる聖地ですが、洞窟に入った途

端別世界に向かいます。 

 

そのときに心と脳裏に死と再生がよぎり、生まれてき

た意味やこれからの生き方を見直して進める監事が体

感できます。 

 

やはり精霊のおかげでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

40 十和田大湯環状列石：秋田県鹿角市十和田大湯 

 

ここにはストーンサークルがあって、しかしただ

行くだけではパワーは感じられません・・・ 

 

一回大地を踏みしめた感覚をおこなってからが

一いいかと思います。 

 

十和田は色々なパワースポットがありますが宇

宙と繋がるにはよい場所 

 

41 琵琶湖：滋賀県 

 

琵琶湖は知る人ぞ知るパワースポットですが、な

ぜ？っていう人も多いですよね！ 

 

琵琶湖に浮かぶ島・・・神の住む島があって龍神

様などをお祀りした神社や西国三十三所観音霊

場の第三十番札所でもあるんです。 

 

湖の真ん中に札所があることも不思議ですが、 

それほど強い霊的エネルギーが作用していると思います。 



42 義経神社：北海道沙流郡平取町本町 119 

 

ここは義経がご神体として祀られているのです

が、なぜか木々が・・・呼吸しているような静

かな空気が流れる安息の地のような雰囲気があ

る神社です。 

 

義経の意志の強さや力強さを吐息として感じら

れる場所・・・迷いがでたときなどに訪れると

良い所ですよ 

 

 

43 美瑛神社 

 

北海道の三大パワースポットの１つで有名な場

所です。十勝連峰から神聖なエネルギーを風で受

け、何故かまばゆい光が満ちている神社です。 

 

スピリチュアルのお仕事を営んでいる人が一度

は行きたい！と言われるほどの場所なのです。 

 

 

44 美瑛の青い池：北海道上川郡美瑛町白金 

 

宇宙の叡智が生みだしたとしか思えない自然界

のパワースポット・・・ 

透き通る青なのに深く深く吸い込まれる青の

池・・・ 

 

自分の潜在意識と繋がれる唯一の場所です。訪れ

た後はきっと自分と向き合えたと実感できるこ

とでしょう。 

 

 

 

 

 

 



45 神の子池：北海道斜里郡清里町字清泉 

 

山に囲まれたパワフルな自然のエネルギーをふ

んだんに秘めた場所。 

 

そういった秘境から湧き出る水は地球の最高の

エネルギーが含まれており自己浄化やマイナス

のエネルギーすらも吸い取ってくれるのです。 

 

世界を探してもここのような場所は少ないと思

います。 

 

神の子池と言われるだけあってエメラルドグリーンの池には神木とも言える木々が

池を覆いつくしていて太陽の木漏れ日から何か不思議な事が起きそうなほどです 

 

46 国宝臼杵石仏（こくほううすきせきぶつ）：大分県臼杵市大字深田 804-1 

 

ここは首がつながった！という都市伝説がある

場所で会社員には人気のパワースポットなので

す。 

 

また珍しい古来の石仏様が多数おり、今の時代

においては景気なども含め一度は足を運びたい

場所ですね 

 

 

 

47 宇佐神宮（うさじんぐう）：大分県宇佐市南宇佐２８５９ 

 

ここは八幡様の総本山なのです。ですので神様

を繋いでいる要の場所。 

 

その為か人間関係だけではなく願望やビジネス

などさまざまなご縁を繋ぐ場所として最高の場

所です。 

 

引き寄せを起こしたい人にはもってこいの場所

かもしれません 



48 増上寺：東京都港区芝公園 4-7-35 

 

ここは勝負をかけたいときに訪れると良いパワ

ースポットです。六人もの将軍が眠る地。日本

を治めた長がここに眠っています 

 

また、勝運、災難除けの本尊様も祭られており

まさに今の世を勝ちたい方にはおすすめの場所

です 

 

49 恵比寿西口神社 恵比寿駅西口 

 

恵比寿駅西口にある恵比寿神社は、第六天魔王

に縁がある神社で何故か恵比寿駅には２つの恵

比寿神社がある。 

 

ただこちらの神社は恵比寿神社という名前とは

別に、６神様も祀られている神社で、参拝に行

ってみると恵比寿様独特の神社っぽくはなく、

何故か緊張感があふれる神社である。 

故に、覚悟を決めたい、大きな分岐、旗揚げや転機の時にいくとご利益がある神社だ

と思います。 

 

50 金錫山地蔵寺（きんしゃくざんじぞうじ）：岐阜県下呂市宮地 939 

 

大病であるがんなどを封じるお寺として有名なお寺ですが、ここにあるご本尊様には

純金の杖を持っているお地蔵さまが納まっておりお参りをすると健康祈願ができる

という、健康では数少ない神社仏閣です。しかし実際に行った時に行ってほしいのは

ご自身も含めですが、家族の健康を祈ることの方が不思議なお力を頂けるようです。 

 

51 岩木山神社：青森県弘前市大字百沢字寺沢 27 

 

岩木山神社は、津軽国の一宮です。「奥日光」と

も呼ばれている神社で土地の浄化と防衛が強い

場所です。一宮というくらいな場所なので、神

社としても神聖さでも高位ということはいうま

でもありません。土地の浄化が強い神社ですの

で、自己浄化か者の浄化には良い場所です。 



52 丹内山神社：岩手県花巻市東和町谷内 2-224-2 

 

丹内山神社は 7 不思議で有名な神社ですが・・・ 

アラハバキ大神の巨石が最高なパワースポットかなと思います。 

触らぬして触れぬして！成就させてくれるこの巨石はそばにいくだけでエネルギー

宵するパワフルな場所です！ 

 

53 盛岡八幡宮：岩手県盛岡市八幡町 13-1 

 

盛岡八幡宮はグラウンディングには聖地中の聖地です。 

 

ここに訪れると何故か胎内にいたような安堵感が生まれ先々

への期待感と指針がつかめる場所です。 

 

また、ご自身の浮ついた気持ちすらも沈静するゆったりでき

るところだと思います 

 

 

 

54 遠野郷八幡宮：岩手県遠野市松崎町白浜 23－19 

 

遠野郷八幡宮は岩手で唯一出雲大社の御分霊を

うけた神社なので縁結びには最高な場所ですが、

何よりも十二支が祀ってあるので自分の干支参

りができるところ！ 

 

一度参拝に行かれる機会がありましたらぜひこ

の干支参りをおすすめします。干支参りは、ご自

身の邪気払いに効果あります 

 

55 釜石大観音：岩手県釜石市大平町３丁目９−１ 

 

釜石大観音は高台にあり津波からも逃れた奇跡的

な観音様！難を逃れて奇跡を起こすこの観音様の

エネルギーで釜石も復興が進んでいるのではない

でしょうか？ 

観音三十三変化身を表した 33 体の仏像がいらっ

しゃいます！ぜひ訪れてみてはいかが？ 



56 古町温泉（ふるまちおんせん）：福島県南会津郡伊南 

 

入って幸せ！そのパワーはと言うと、湯に浸かる事に意義があるミネラルが豊富でナ

トリウム塩化物泉であり、女性に嬉しい美肌効果や便秘、月経障害等に効果が期待さ

れる。 

塩泉のパワーで身も心も浄化さると共に、ネガティブ状態や欝症状の改善も見込める。 

 

57 五条天神社（ごじょうてんじんじゃ）：東京都台東区上野公園４−１７ 

 

病気との縁を切る！そのパワーと言えば、無病

息災に特化されたパワーを感じられる所であり、

大きな手術前後に病気との戦いに挑むと報告に

行くと良いでしょう。 

 

その起こりは古く約１９００年前とされ、それ

だけ願いを聞き届けて下さる、心優しき神々が

祀られていると言う事です。 

 

58 河童の宴 陣馬の滝（じんばのたき）：静岡県富士宮市猪之頭 

 

そのパワーと言えば、水のパワーが強いのだが

戦いを前に静かにエネルギーを高めてくれる。 

 

河童が祭りをしていた場所であり、身体の底か

ら湧き上がるエネルギーが高められ勝負を控え

ている時に訪れるのが良いでしょう。 

 

 

59 出雲大社（いずもたいしゃ）：島根県出雲市大社町杵築東１９５ 

 

言わずと知れた出雲大社。そのパワーと言えば、

縁結びや無病息災･農耕などが一般的に知られて

います。 

 

國の本幹を支えるレイラインの一つで富士山か

ら伸びるラインの始点であり終点に存在する事

から最大限のパワーを有しております。 

 



また、大國主大神は幽冥主宰大神としての役目を持っており俗に言われる天国の統治

者でもあり、国内の神々を神無月に呼び寄せる程のパワーをお持ちの方ですから、参

拝されるだけでもそのパワーを十分に受け取れる事でしょう。 

 

60 明治神宮（めいしじんぐう）：東京都渋谷区代々木神園町１−１ 

 

都のオアシス そのパワーと言えば、先ずは植樹

され出来たとは思えぬほど立派な森です。 

その土地にあるべき種類が厳選され今でも市民

によって保護され愛される事により、とても心地

よいエネルギーに満ちています。 

 

そして、宝物庫付近にある国旗塔と池があります

のでの付近で瞑想などされると面白いですよ。 

 

61 伏見稲荷大社（ふしみいなりたいしゃ）：京都市伏見区深草藪之内町 68 

 

お稲荷様の総本山!そのパワーと言えば、商売繁

盛を思い浮かべる方が大半かと思うが、五穀豊穣

のが基本でありイナリの語源は稲成。国単位で五

穀を稔って国が富んだ程に強力だったが為に商

売まで祈願されたのが、事の始まりです。 

 

何故それ程にまでパワーが有るのかと言えば宇

迦之御魂大神 （うかのみたまのおおかみ）が実

はイエス･キリストであり絶大な力を有していた為です。また、願い事をするのでは

なく、何かを頑張りますから見守っていて下さいと、誓いを立てることにより絶大の

加護を得る事が出来るでしょう。 

 

62 豊川稲荷（とよかわいなり）：愛知県豊川市豊川町１番地 

 

実は寺院!そのパワーと言えば、豊川吒枳尼天（と

よかわだきにてん）が鎮守し伏見系とはまた別の

系統となる。眷属である狐が３０１体おり如何な

る事でも叶えると言われている。永代に渡り奉る

覚悟が有るのなら、祈願してみるのも手か。エネ

ルギー的に見るとヒンヤリとした神聖なる空気

である事は間違いではない。 



63 東京タワー! 

 

今はスカイツリーに押され気味ですが実は東京

都で随一のパワースポットだと思います。 

ここにはたくさんの電波が流れ込み、又近くには

世界で有名な施設もあります。 

 

その為かスピリチュアルな関連の方のパワーア

ップや開花させる！霊的向上などの色々な潜在

意識でのリセットなどに訪れるメッカだったり

もします。 

 

64 本牧神社：神奈川県横浜市中区本牧和田 19 

 

神社の隣が凄い！隣の奥に進むと、熊野速玉社が

祀られています。 

 

そのほかにも「縁切り縁結びの木」があり、真剣

に念じながら思いながら根元をぐるりと右に廻

れば良縁、左に廻れば悪縁を断ち、新しい縁を結

ぶことが出来る、縁のパワースポットです！ 

 

65 横浜中華街 

 

横浜の四神相応！中華街には数々のパワースポ

ットが存在しますが、その中でも強いエネルギー

があるのが、四神相応！ 

 

各門ごとに、朱雀、青龍、白虎、玄武と分かれて

おり、その門をクロスした中心・・・市場通りの

門より一つ隣の通りがとてもパワフルなパワー

で包まれています。 

 

旅行やビジネスなどで転機を迎えたり、金運などには波動がよいのでお試しください 

 

 

 

 



66 鳥海月山両所宮：山形県山形市宮町 3-8-41 

 

鳥海山の神である倉稲魂命、月山の神である月夜

見命を祀っている所。 

 

ここのパワーは何といっても月夜見命様です。こ

の神様は諸説ありますが、素戔嗚尊(すさのおの

みこと)の兄の説が濃厚で夜と食物を司る神様。 

 

その為、ここの場所にいきそのエネルギーに触れ

ると月のパワフルなエネルギーに出会えます。そして、食物に困らなくなるような人

間の元気さと機敏さを沸き起こすようなところです。 

 

67 洞爺湖（とうやこ）：北海道虻田郡洞爺湖町と有珠郡壮瞥町にまたがる湖 

 

古代の噴火跡地! 

そのパワーと言えば、約 11.4 万年前の大噴火で

出来たカルデラ湖であり火山と水のエネルギー

が豊富でハワイを彷彿とさせる。 

 

中心にある中島には渡る事が出来、ヒッソリと

神社があり弁財天が祀られており片思いを成就

さてくれるそうだ。 

また、北の守り神である玄武が住んでいる。 

 

68 神威岬（かむいみさき）：北海道積丹郡積丹町大字神威岬 

 

義経伝説が残る!そのパワーと言えば、今は解放さ

れているが女人禁制の場所でした、源義経に恋焦

がれた首長の娘チャレンカが身投げしたため和人

の女性が来る事を拒んでいた為です。 

 

そのパワーは絶大で覚悟ない者やエネルギーに振

り回されやすい人は行かないほうが身の為でしょ

う。神の威を拝借する場所とも言えますから。 

 

 

 



69 支笏湖『死骨湖』（いこつこ）：北海道千歳市支笏洞爺国立公園 

 

日本一の透明度を誇る!そのパワーと言えば、約

4.4 万年前の大噴火で出来たカルデラ湖であり不

東湖として知られる。 

火と水のエネルギーが強く日本一に輝くほど透

明度を誇る湖だが、ポジティブな時以外は立ち寄

らぬこと。とてもパワーが強い為の弊害か見えざ

るものを見せてしまい程パワフルなのだ。 

 

70 羊蹄山（ようていざん）：北海道後志総合振興局ニセコ町・倶知安町・喜茂別町・

真狩村・京極町 

 

蝦夷富士！そのパワーと言えば、羊蹄山自体には

女性に嬉しい愛や慈愛のパワーに満ち溢れてお

り、龍穴を持つ。 

 

その麓に下り『ふきだし公園』ではカムイワッカ

(神の水)言う御神水が無料で飲んだり汲んだり出

来る為、人が集まるが清浄な氣でドンドン浄化さ

れてしまう為に、一片の淀みもない。 

 

71 飛鳥川上坐宇須多岐比売命神社（あすかのかわかみにますうすたきひめのみこ

とじんじゃ）：奈良県高市郡明日香村大字稲淵字宮山６９８ 

 

禁足地！ここのパワーは行ってみるとわかりますが、広大すぎるほどの自然界のエネ

ルギーと神獣なのだろうか？気配が守護のような雰囲気をかもし出す場所であるこ

と。又祀られている神様が大物主大神様・・・別名大黒様であり薬の神、稲作豊穣、

疫病よけ、などのご利益が受けられる場所です。 

 

72 空気神社：山形県西村山郡朝日町白倉 

 

空気が神体！ここは空気そのものがご神体とい

うまさにこの地球で生きるもの全てが大事にし

なければならないを再確認させてくれます。 

本殿には空気（ご神体）１２が祀られています。 

ここでは自分が日ごろ気づけないことや、瞑想な

ど行いたいときには最適なパワースポットです。 



73 玉簾の滝：山形県酒田市升田字大森 

 

滝に観音様！ 

ここはエネルギー酔いするほどの強い場所で、

修行僧がいまだに途絶えることのない滝です。 

 

心を清め、身体を清めたあとに滝を眺めている

と観音様が見えるという素晴らしい所です。 

 

74 山五十川の玉杉：山形県鶴岡市山五十川 

 

パワフルなエネルギー！ 

包容力があるパワーでここはとても浄化スポットです。 

 

ここまで強いと人を選ぶのに・・・ここでは誰もが受け

入れてくれる優しいエネルギーで来る人たちを迎えて

くれます。 

 

心身ともに疲れたときは一度いってみてください。 

 

 

 

 

 

75 末廣神社：東京都中央区日本橋人形町２丁目２５-２０ 

 

吉原の氏神様！吉原の地元ではかなりのパワースポッ

トとして有名な神社。 

 

世界の守護神として有名な毘沙門天様を祀っています

が、この神様からのご利益があると、株や投資などに精

通する人たちが大きな勝負に出るときに参拝するほど

の勝ち運が強いところです。 

 

地元の人からも愛されている神社・・・昨今神社が風化

しつつ中地元人から愛され大切にされている神社とい

うのも毘沙門天様のご利益のおかげなのでしょうね 

 



76 皇居東御苑：東京都千代田区 千代田 1-1 

 

日本一の龍脈！ここは江戸城が結界を張ったと

きから精密に作られた龍脈にそった御苑です。 

 

全ての龍脈が集まるようになっていることがま

ず凄いですね皇居東御苑の脇を通るだけでもそ

のパワーを頂けます！「清正の井」に是非行っ

てみてほしいです。この井戸から出ている龍の

エネルギーを感じてみるといいかもしれません。 

 

77 月寒神社：北海道札幌市豊平区月寒西 3 条 4 丁目 1 番 56 号 

 

地球の尊厳のパワーを感じる！ 

ここの神社は、倉稲魂命（うがのみたまのみこと）、大山

祇神（おおやまつみのみこと）、市杵島姫命（いちきしま

ひめのみこと）、宇摩志麻遲命（うましまぢのみこと）が

祀られています。 

 

その中でも大山祇神様に魅了する神社です。大山祇神様は、

最近良く耳にする木花知流姫（このはなちるひめ）のお父

さん！そして実は名前からみると山の神様に感じますが

別名の和多志大神様！この神様は海の神様なのです。 

 

地球でのパワーを備える壮大な山と海を両方司る神様が

祀られている神社なのです。 

 

78 昇仙峡：山梨県甲府市高成町 

 

本物のパワーストーンの効果！ここは水晶の街

として栄えたもっとも有名な天然石の場所。 

町中いたるところに天然石が転がっているほど

のパワースポットです。 

 

そして訪れたら必ず行ってほしいのが、巨大ロー

ズクォーツ！あまりの大きさに圧巻です！ 

この街は携帯が圏外になる場所が多いほどのパ

ワフルなエネルギーと地場が流れています。 



79 ロダン・銘石館：東京都町田市野津田町 1000 

 

東京都下の最強開運神社！ 

東京にもパワーストーンで溢れた場所があった

とご存知でしょうか？ 

 

ここには、ギネス世界記録に登録された世界最大

のローズクォーツの球や、43t もの鉱石がいたる

ところにあり、駐車場の敷石もローズクォーツというクオリティ！ 

 

また館内前には水晶の神社が祀られていて、ちょっと変わった参拝法で行います。 

ここに訪れた方は開運アップや成就したと評判ですよ。 

 

80 劔神社＋剣山（つるぎじんじゃ+つるぎさん）：徳島県三好市東祖谷菅生 203 

 

剣山入口！そのパワーと言えば、ソロモンの秘宝

アークが眠るととされそのパワーは類を見ない。

不要な縁や思考感情を切り離しリスタートする

のには最も良い場所。 

 

元々女人禁制であったが現在は入残可能である。 

鶴岩・亀岩などもあり（かごめかごめ）を思い出

させる。 

 

 

81 玉置神社（たまきじんじゃ）：奈良県吉野郡十津川村玉置川 1 番地 

 

亜空間！そのパワーと言えば、別格と言えるでしょうね、来る

人を選びます。呼んでいない人はたどり着けないと言われ、直

前にアクシデントに遭ったり外せない仕事が浮上したりと、気

に入らない人は来させない。聖域たる由縁ですね。空海さんも

修行したそうでそのパワーは確かなものだと言えるでしょう。 

 

若干感じる事の出来るからには違う世界に入り込んだ事が実

感できるかもしれませんね。 

無理難題な恋愛も叶えると言われ、難攻不落な某芸能人を射止

めた女優さんも訪れていたそうです。 

 



82 千ヶ峰（せんがみね）：兵庫県多可郡多可町・神崎郡神河町 

 

岩座神!そのパワーと言えば、千ヶ峰トライアン

グルの頂点に君臨してるパワースポットであり

イスラエル失われた１０士族が関係している為、

その絶対的パワーは世界の人々が羨む程のもの

です。 

 

上記に上げてきたものがそれらに関係するもの

が多いという事に、勘が良い方は気が付いている

事でしょう。 

 

83 皇居：東京都千代田区千代田 1-1 

 

お子様にもおすすめ！皇居？と思う人も多いか

と思いますが、実際はここは万能な全体運 UP に

最高なパワースポットなのです。 

 

龍穴ってご存知ですか？富士山と秩父山系のみ

なぎる霊力が流れ込んでいる穴！の上に聳え立

つのが皇居なのです。 

 

なので、最近落ち着きがないなとか友達関係がうまくいかないな？などにはもってこ

いのパワースポットなのです 

 

84 高尾山：東京都八王子市高尾町 

 

日本三大霊山のひとつ！ 

ミシュランでも 3 つ星獲得の絶景と綺麗な場所

です。なによりもここは神様が力を降り注ぐと言

われている場所で自然界の精霊もいるとのうわ

さが絶えません。 

 

そんな神様と自然の叡智が融合した高尾山は浄

化や成就などに訪れる人も多く、ヒーリングなど

を行っている方の聖地として崇められている場所です。 

 

 



85 出石神社（いずしじんじゃ）：兵庫県洲本市由良町由良 2856 

 

千ヶ峰トライアングルの中心聖地、出石神社。

誰も解き明かさなかった！ 

 

そのパワーと言えば、平城京と同等の絶対的な

ものである。この周辺に住むことが出来れば、

世を制することすら可能なのかも知れない。 

 

見抜くきっかけと為ったのはその名前で『いず

し』と読ませている事だ、出雲系に関係が無け

ればこの読ませ方はさせない為だ。 

 

86 石上神宮（いそのかみじんぐう）：奈良県天理市布留町３８４ 

 

日本最古設立の神宮！ 

ここのお守りが奇跡を呼びます。 

 

神武天皇が仮死状態という危機的状況になった

際、御心霊によって救われたという話。 

起死回生・身体健康のご利益がある御守りです。 

 

 

 

87 天河神社（天河大弁財天社）：奈良県吉野郡天川村坪内 

 

山の中に神社！ 

なんとここは高野・吉野・熊野といった大和三大

霊場を結んだ三角形の中心である大峯山系に位

置しています。 

 

それだけでもエネルギーが強い感じがしますが。 

一番が縁がないとたどり着けない神社！と有名

なのです。 

ですので、真剣に願う人のみが参拝できる場所で、芸能人の方にも崇敬されています 

 

 

 



88 石鎚山：愛媛県西条市小松町石鎚 

 

現代も逸話が生きる！ここの凄い所は、山伏に身

体の不調を伝え、石鎚の薬草を煎じて飲むと数日

で体の調子が治ったという話が絶えません。 

 

また、願成就の御利益があると有名な場所で、山

伏に出会えたら相談せよという願掛けがあり、念

を入れてもらえるそうです。奇跡的に会えたら相

談してみると良いかもしれませんね？ 

 

89 亀麿神社：岩手県二戸市金田一長川 

 

座敷わらしに会えるかも！一時期有名になった宿がありますが、ここはその座敷わら

しが祀られています神社。 

 

当地の座敷わらしは、南北朝時代に 6 歳で亡くなった亀麿が正体と伝えられています。 

平成 21 年 10 月、大火災があった緑風荘の敷地にありながら、奇跡的に被災を免れ

ました。 

 

又聡明で鮮やかな赤い鳥居の奥に逃げ込んだ座敷わらしの姿が目撃されるこの神社

で幸せの足音を聞いてみませんか？ 

  

90 キリストの墓：青森県三戸郡新郷村 

 

え？日本にキリストの墓？ 

新郷村には驚く謎があります。戸来（へらい）は

ヘブライからくるという説があり方言も父親を

ダダ、母親をガガということ。 

 

子供を初めて野外に出すとき額に墨で十字を書

いたりすることやダビデの星を代々家紋とする

家があることなどから濃厚とされており、そんな

キリスト様が君臨した土地でのパワーは強いと

思います。 

 

 

 



91 伊吹山（いぶきさん）：滋賀県米原市、岐阜県揖斐郡揖斐川町、不破郡関ケ原町

にまたがる伊吹山地 

 

薬草の宝物庫！そのパワーと言えば、霊峰らしく

山神様のパワーであり実は幽冥主宰大神（かくり

ごとしろしめすおおかみ）としての大國主大神

（おおくにぬしのおおかみ）が統治している。 

 

気軽に登れる高さでもある為、１度は行ってみた

いものである。恋愛成就の効果を有するあたり、

大國主大神（おおくにぬしのおおかみ）のパワー

とも言えよう。 

 

92 伊勢神宮（伊勢神宮）：三重県伊勢市宇治館町 1 

 

日本神界最高峰！ 

そのパワーと言えば、天皇直結の由緒正しき神宮

でありその力は衰えることを知らず、脈々と引き

継がれているため、子孫繁栄というエネルギーを

持ち陽のパワーに満ち溢れお伊勢さんと親しま

れている。 

 

日本神界の頂点に君臨し全ての民へ平和で過ご

せる様に常にパワーを送って下さっている事に

感謝しなければ成らない。 

 

93 熊野本宮大社（くまのほんぐうたいしゃ）：和歌山県田辺市本宮町本宮 

 

物部氏の先祖！ 

そのパワーと言えば、火水木と三種のエネルギー

を併せ持ちそのパワーは伊勢神宮にも退けを取

りません。 

 

造船術を伝えたとされ、旅路の守りなどもして下

さるので、旅行前に参拝されると良いでしょう。 

 

 

 



94 伊弉諾神宮（いざなぎじんぐう）：兵庫県淡路市多賀 740 

 

國生み！そのパワーと言えば、日本最古の神社が

創始されたのが起源である。 

 

自分を見つめ直し道を切り開くパワーや夫婦の

大神だけあって男女融合の神であり子宝に恵ま

れ、生涯において離れる事がない、そんなパワー

を頂けます。 

関係を深めたい御二人で訪れると良いかも知れ

ませんね。 

 

95 皇大神社（こうたいじんじゃ）：京都府福知山市 大江町内宮 217 

  

大江元伊勢！ 

そのパワーと言えば、元伊勢と言う通りで伊勢神

宮と関連があり伊勢神宮と元伊勢が冬至になる

と太陽が通るラインであり、レイラインで繋がっ

ている。 

 

近くには天岩戸が存在し天照大神（あまてらすお

おみかみ）お隠れに成られた場所が存在している。 

文句なしのパワーで圧巻されること間違いなしです。 

 

96 平城京（へいじょうきょう）：奈良県奈良市及び大和郡山市近辺 

  

奈良時代の首都！ 

そのパワーと言えば、上記の伊吹山から始まる５

ポイントの中心ポイントとなり『大極または太極』

と呼ばれ宇宙の根源を意味する。 

 

絶対的エネルギーを体感できる日本最高の土地で

ある。 

 

 

 

 

 



97 東大寺（とうだいじ）：奈良県奈良市雑司町 406-1 

 

総国分寺！そのパワーと言えば、平城京（へいじ

ょうきょう）と同じくほぼ中心に位置し大仏にエ

ネルギーが集中している為、周囲に居るだけで

様々なエネルギーを受け取ることが可能です。 

 

大仏の掌から高濃度のエネルギーが照射されてい

る、正面に立ち深呼吸をし感謝しつつタップリと

頂きましょう。 

 

98 大神神社（おおみわじんじゃ）：奈良県桜井市三輪 1422 

 

國家の守護神！ 

そのパワーと言えば、農工商全てに働きかけ世の

中の幸福全てにパワーを授けて頂ける場所です。 

三輪山から流れ込む山の氣が強く清々しい。 

 

入山禁止と成っている為、人に荒らされることな

くその力衰えること知らず。 

 

99 楯築遺跡（たてつきいせき）：岡山県倉敷市矢部 

 

古墳の起源ストーンサークル！ 

そのパワーと言えば、石達から滲み出る暖かで包み込むようなエネルギーです。 

ストーンの中心に立ち深呼吸すればグランディングが生じ自分を通して地球と宇宙

に繋がり、ブレる事の無い自分を手に出来るそんな場所です。 

 

100 神功皇后陵（じんぐうこうごうりょう）：奈良県奈良市山陵町字宮ノ谷 

 

五社神古墳！ 

そのパワーと言えば、緑と水に囲まれた美しい古墳で立ち入り調査以外入る事は許さ

れないが、神聖さの中にも荒々しらを感じるのは戦争の鬼神としての気性か。 

朝鮮半島の広域を攻め落とし配下に収めるなと女性ながらも鬼神的パワーを秘めて

いたと言える。 

 


