
 

 

６章 次なる世界へ 

 

～思念、心の浄化を行い、自分の中にエネルギーを循環させて解放する～ 

 

植草：皆さん、こんにちは。スピリチュアル・コネクト、植草です。 

 

東城：東城凛です。 

 

植草：いよいよ最終章ということで、第 6章「次なる世界へ」ということなんですけ

れども。1話から 5話まで、かなりのボリュームとテクニックという形で教え

てきていただいたんですけれども。 

 

ここから、今までは東城先生の守護の下というか、守りの下で、皆さんを浄化

に導いてきたんですけれども。これからは、皆さん自身が、自分で浄化をした

りとか、自分で道を切り開いていかなければいけないということなので、今日

は、そこのところにフォーカスを当てて、最終講義を進めていきたいと考えて

おります。 

 

 



では、早速なんですけれども、振り返りをしてみたいと思います。 

 

 

 

動画のほうはいつでも見直していただけるので、あとは、細かいところは見て

いただければと思うんですけれども、今まで何をしてきたのかということを振

り返りながら、まとめとして使っていただければなというふうに思います。 

 

まず、第 1章「人間関係の浄化：対人（対人／恋愛）」。他人の場合と恋愛関係、

夫婦関係の場合について見ました。 

 

第 2章は、「サイキックアタックと心の浄化：思念・心」。サイキックアタック

って、これは何でしたっけ？ 

 

東城：サイキックアタックというのは、周囲の方から無意識のうちにいろんな攻撃を

受けてしまうという行動で。自分も相手にしている。 

 

植草：無意識の攻撃みたいな感じですね。その浄化を見てきました。 

 

第 3 章「チャクラと魂の浄化（カルマ）」ですね。第 4 章で、「お金と場の浄  

化：お金・仕事環境」を見てきました。なんだかお金周りがよくないとか苦労

が多いなという人は、ここのところで浄化ができたんじゃないかなと思います。 

 

第 5章で「家の浄化とパワースポット化：家庭内浄化・開運」について見てき

ました。 

 



第 1章をもうちょっと細かく見ていきましょう。 

 

 

 

人間関係を浄化し、エネルギーを解放するというところだったんですけども、

こんな形で、「DNA 修復」とか、「意識、言霊の書き換え」とか、あと「呼吸

法」なんかも見て。「遠隔ヒーリング」もやりましたね。 

 

第 1 章がものすごいボリュームで、急遽 2 つの動画に分けるということにな 

ったんですけれども。本当にボリュームたくさんでやってきました。たとえば、

覚えていますかね。こんなものがありましたね。「マントラ」。 

 

   

 

東城：手に描きましょう。 

 

植草：手に描くとどうなったんでしたっけ？ 

 

東城：悪いものを吸収したり排出したりとか、よいエネルギーを自分の中に取り込む

ということで、浄化がすごく強くなって、跳ね飛ばしてくれる力がありますよ、

というマークですね。 

 



植草：これは、職場とか外でも使えるということでやっていただいたものになってお

ります。 

 

そして、呼吸ですね、「呼吸の浄化」。 

 

 

 

この辺りは第 1章だったということもあって、非常に基本的な、土台となるも

のをベースにやってきたんですけれども、呼吸はすべての基本ですよね。 

 

東城：そうです。 

 

植草：このあと出てくる 3章とかも、チャクラとかでも非常に重視されるものですけ

れども、こちらを浄化するということを教えていただきました。 

 

で、「浄化塩」ですね。 

 

 

 

これもよく出てきましたよね。1 章から 5 章までで、これを使う機会というの

が、かなり多かったんじゃないかなと思います。作り置きをしておいたほうが。 

 



東城：お時間があるときに必ず作り置きをしておくと、あら、なくなっちゃったわ、

ということが避けられると思いますので、ぜひ作っておいてください。 

 

植草：「遠隔ヒーリング」ですよね。 

 

 

 

これは何をやったんでしたっけ？ 

 

東城：まずは浄化をするということでバランスを整えましょうということでヒーリン

グの原理みたいなところを説明させていただいたという形で、次のところに持

っていくための説明でおこなってきたと思います。 

 

植草：「DNAの浄化」。 

 

 

 

このあと出てくる DNA チューナーとか、第 1 章から 5 章まででかなりあった

と思うんですけれども。実際に購入していただいているという人も中にはいら

っしゃるということだったので、ぜひ DNA チューナーで調整のほうをしてみ

るということもやっていただければなと思います。 

 

 



「ハートチャクラの浄化」。 

 

 

 

これは第 4チャクラ。実は緑なんですよ、なんて話を覚えていらっしゃいます

でしょうか。 

 

で、「潜在意識・言霊の書き換え」ということで、これはどういうことを。 

 

   

 

東城：強引にアファメーションをすると反発が起きて、必ずそこにひずみができて、

かえって浄化ができなくなったり、ネガティブなものを取り込んでしまうので、

自分らしく言い切るというところを無理しないっていうところの説明から入

っていって「私は」という形で誘導させていただいたワークだったと思います。 

 

植草：ただ振り返るだけだと、今日の講義も面白くないので、雑談なんかも踏まえて

いきたいと思うんですけれども。やっぱりアファメーションというものが、今

の世の中に浸透してきているわけですよね。 

 

けれども、先生のところに来る、カウンセリングを受ける方は、うまくいって

ないわけですよね？ 何でなんでしょうね。 

 



東城：思ってもいないことをとか、自分の言葉じゃない言い方でというときに、台本

読みみたくなってしまうので、その部分で、頭も身体も魂も反発を起こしちゃ

うので。 

 

そうすると、結局受け入れてないものは起きないじゃないですか。そういう現

象が、アファメーションがうまくいきません、引き寄せの法則がうまくいきま

せんということが多いので。 

 

まずは自分らしく、言葉も自分らしくというところからスタートしていくのと、

あと、つい欲張って 10個、20個って言っちゃうじゃないですか。じゃなくて

1 個に統一することによって、頭の中に落とし込んでいくということが大事な

ので、頭の中で、無意識に自分らしい言葉が発せられるということがアファメ

ーションにつながるので。そこをやっていきましょうという感じですね。 

 

植草：今、無意識という言葉も出てきましたけれども、真面目すぎるんでしょうかね、 

皆さん。考えすぎ？ 

 

東城：かなりそうですね。悪い予測はすごく考えるんですよ。いいことについては考

えないんですよね。なので、そこで悪いことを引き寄せてしまって、起きたく

ないから、誰かから聞きかじったきれいな言葉でものを言おうとすると、やは

り普段使っている言葉ではないので、まずそこから引き寄せは起きない。 

 

そこで起きないから、何で起きないんだろう、私はっていう、また自分では、

今度、バンパイア気質になっていろんな悪いものを吸い込んでいく。 

 

植草：今、引き寄せという言葉が出てきました。引き寄せの法則なんて、ちょっと前

に世界的な大ベストセラーになって。引き寄せって至る所で言われていますけ

れども、この引き寄せがうまくいかない人って、やっぱり多いですよね。理由

というのは、この辺り、浄化に関わってきているんですか？ 

 

東城：そうですね。とてもいいものを引き寄せたいときに、いいものというものが、

悪いもののところに近づくかということなんですね。なので、まずは自分が少

しでもいいものにしていかなければ、いいところは入ってこれない。ほこりの

中にきれいなものは入ってこない。 

 

あと、その引き寄せに対しての思いというのが、誰かの言葉を借りている、 

コピーである。 

 



植草：コピーの言葉って出てきていますけれども、いろんなものに今の人は影響を受

けすぎているんですか？ 

 

東城：すごく受けていますね。誰かのコピー。たとえば、芸能人のコピーだったらい

いんですけれど、身近にいる人のいいところも、悪いところも真似していって

しまう、というところでオリジナルがなくなってきている。 

 

そうすると、やはりそこに無意味な共感が生まれる。それは共感ではない共感

が生まれるので、相手の悪いものも自分の中に吸収するじゃないですか。そう

すると、やはり汚れていく一方なので。 

 

誰かのコピーであると思考の停止気味になってくるので、いいことが起きるわ

けがないんですよね。 

 

植草：コピーというと、感情のコピーなんていうのも、わりと最近問題になってきて

いると思うんですけれども。どうでしょう、たとえばテレビとかを見ていても、

笑い声が入って。皆さんもイメージできると思うんですけれども、ここで笑わ

なきゃいけない、ここで泣かなきゃいけないとか。こういうものが自分に悪い

影響を与えているということもあるわけですか？ 

 

東城：そうですね。たとえば、悲しい映画を見ていて周りが泣いているから泣かなき

ゃという、感化されてしまうとか。ドラマだと好きな俳優さんが泣いているか

ら泣かなきゃ。でも、自分は実際にその場面をまったく嫌いな俳優さんで見た

ときに泣けるか、というところなんですよ。 

 

植草：これは、かなり女性ならではの、今、観点だったのかなと思うんですけれども。

そういう形で本来の自分の感情が、どこかおざなりになってしまって、その上

に乗っかってきた感情が、自分の感情なんだという誤認識、誤った認識をして

いるから、本来の自分がどんどん隠れていってしまって、それで悪くなってい

るということがあるということですね。 

 

だからこの浄化というのは、そもそもそういうふうにして、本来の自分を見失

ってしまっているものに対して、自分を見つけにいく作業でもあるというふう

に言い換えることができると。 

 

そうなると、この辺の潜在識、言霊の書き換えというところも、こういう視点

を見ていただくと、もっと理解度が高まるんじゃないかなと思いますよね。 

 



第 2章「サイキックアタック」。 

 

 

 

悪い攻撃なんですね。「強力な思念の浄化」、ありましたね。 

 

 

 

何をやったんでしたっけ？ 

 

東城：思念の浄化ですか。これは「天使を味方につける浄化」というところで、 

 

   

 



天使ごとのタリスマンとお色をつけまして、そしてこの中で気になるお色とか

を選んでいただいて、名前を覚えてもらって、名前を言って、このタリスマン

をさわるだけで天使がきちんと味方してくれて、チャクラバランスもよくなる

よ、という浄化方法ですね。 

 

植草：天使が味方してくれるって、ちょっと。全体を通してもわりとこれは、たとえ

ばアファメーションとか、マントラとはちょっと性質の違う浄化方法でしたよ

ね。また改めて、もう忘れちゃっている人もいるかもしれないので。改めて見

ていただけるといいんじゃないかなと思います。 

 

3章ですね。「チャクラと魂の浄化」。 

 

 

 

チャクラのお話しをしていただいたんですけれども、それ以来チャクラを意識

してくださっている方がどのぐらいいるかなと思うんですけれども、先生のと

ころに来る方々もチャクラバランスが整っていないというか、そういう方が多

いんですか？ 

 

東城：多いですね。それで調整してくださいという方もいらっしゃいますし、自分の

バランスの悪いところをよくするためには、何をしたらいいですか？というよ

うなお話しは、最近増えましたね。 

 

植草：なぜ、その人たちは、チャクラが乱れているんじゃないかって思ったんでしょ

うね。 

 

東城：やはりスピリチュアルが好きな方たちはもちろんなんですが、結構、ネット環

境では、チャクラというものの言葉を使ったアプリとか CM とかが蔓延して

いるんですよね。無料で見ます、みたいな感じのやつとかで。 

 

植草：確かにチャクラって、某有名マンガでもチャクラみたいな、ありますよね（笑）。



だから、チャクラという言葉自体は、日本中の……。 

 

東城：ほとんどの方が知っているんじゃないかと思います。 

 

植草：それぐらい国民ワードというかになったわけですけれども。そういうところか

ら。でも、バランスが悪いって、アニメで知った人は、バランスとはいかない

じゃないですか、おそらく。 

 

東城：そうですね。何か体調が悪いとか、最近、人に対してイライラしますとか、恋

愛がうまくいきませんとか、意味もなく寝込んでしまいますとか、そういう現

象は……。皆さんが最初にいくのって、必ず霊現象なんですよ、霊障（れいし

ょう）ですか？と聞いてくるんですよ。 

 

でも、霊障じゃないですよと言うと、じゃあ、何ですか？って言うと、チャク

ラかなっていうところが入ってくるので。 

 

植草：今、霊障という言葉が出てきましたけれども、霊障とチャクラバランスの違い

たぶん自分は霊障なんじゃないかと思っている人も結構多いのかなと思って。

この違いって、細かいところはあるんでしょうけど、大きいところでいうと何

が違うんですか？ 

 

東城：ほとんど自分の体感的なものは変わらないんですが、霊障の場合は、ほとんど

の方がすごい片頭痛から入っていくので、体調がなんとなく悪いねとか、そう

いう状態からは入っていかないので。 

 

あとは、特定の清められた場所。自分が、たとえば浄化したじゃないですか、

そこの場所が居心地が悪いから始まりますので。 

 

霊障だと、今まで嫌いだったものが大好きになったりとか、突然。あと、生活

のパターンが逆転してしまうとか。あとは、夜な夜な知らない人の声がすると

か、いろいろなものなので。チャクラバランスが崩れているという方のほうが

ほとんどですね。 

 

植草：だから、チャクラバランスの可能性のほうが高い。なので、第 3章では、この

チャクラのバランスを整える方法を、 

 



 

 

それぞれのチャクラがどういう性質を持っているのかという説明をしていた

だいたあとに、 

 

   

 

指で簡単に整えるという方法を教えていただいたという形ですね。 

 

だから霊障を疑われている方も、まずこっちをやってみて、効果を試してみる

というのもいいですよね。 

 

魂の浄化はこの辺りでしたね。これもタリスマンの一種。 

 

 

 

東城：そうですね。チャクラごとのタリスマンですね。かつそれに対して活性化する



ように、おまじない的に入っている状態ですね。 

 

植草：第 4章は、「お金と場の浄化」なんですけれども。 

 

 

 

お金の相談というのも多いんですか？ 

 

東城：そうですね。たとえば、どこどこの誰々のどうのというような細かいのは 1

パーセントいるかいないかなんですが、金運がなぜ上がらないんですか？とか、

金運はいつ来ますか？というのは、常時来ますね。 

 

植草：皆さん、金運というものに、かなり惑わされているというのが、感覚値的には

非常に多いんですけれども。金運という言葉がよくないんですかね？ 

 

東城：そこなんでしょうね。本当に一発当たりみたいな、くじみたいな感覚になっち

ゃうんでしょうね。金運というのは、皆さん平等なんですよ、と言っても、い

や絶対に不平等だって。 

 

植草：だから、まずそこですよね。金運は平等であるというところと、一発当てるみ

たいなところに執着をしているうちは、金運は訪れない。 

 

東城：そうですね。やはり皆さんは、日々活動して、動いて、そこに対価が生じるも

のですから。動かずしてお金が入ってくるという方はまずいないので。 

 

植草：社会現象としては、過払い金とかの話とか、宝くじのシーズンになれば宝くじ

に頭がね。借金と一発逆転みたいなところに。非常に強い言葉だし、強い現象

なので、引っ張られちゃうのは、これは人間として当然のことだと思うんです

けども、その上に金運というものを乗せると具合が悪くなるんですね。 

 

東城：隣の芝を身始めゃうので、どんどん具合が悪くなりますね。 



 

植草：確かに。これは非常に経営者とかには、多いんじゃないですか？ 

 

東城：経営者の方とか中間管理職の方は、多いですね。 

 

植草：何なんでしょうね。自分の力ではどうにもならないときに、先生みたいに頼り

たくなっちゃうんですかね。 

 

東城：最後の背中を押してもらいたいというところが大きいのかなという感じはしま

すね。 

 

植草：なので、先生のところには経営者の方もかなり多くいらっしゃるということな

んですけれども。 

 

東城：おかげさまで、今はほとんどが経営者の方で。 

 

植草：それぐらいお金というものが、パワーがあるぶん怖いものだというところのお

話しもしてきたと思うんですけれども。そのお金をどう捉えればいいのかとい

うことですよね。 

 

お金が稼げないという人には、ブロックの解除方法も教えていただきましたし。

この辺ですね、「仕事場の浄化」みたいなところも教えていただいたという形

ですね。 

 

「惑星ヒーリング」でしたね。 

 

 

 

やりました。水金地火木土天海冥。あと月が出てきましたね。 

 



で、「マネーヒーリング」ですね。「豊かさのイメトレ」。 

 

 

 

東城：イメージトレーニングですね。 

 

植草：これをもう一度、ぜひ見直してほしいんですけれども。一発逆転した自分をイ

メージしても意味がない。 

 

東城：そう、ダメなんですよ。 

 

植草：宝くじが当たった！みたいなのは、全然ダメだと（笑）。 

 

東城：手に届く範囲から始めないといけないということですね。 

 

植草：現実的なところからやってくださいということですね。だから、スピリチュア

ルも占いも、確率を上げるものではないということですね。 

 

東城：そうですね。本来の持っているものをきちんとした状態に持っていくためにや

るものですから。たとえば、10 年後に宝くじが当たりますよ、という方は、

10年後じゃないと当たらないので。今すべきことは、その 10年後に向けての

きちんとした生活をしていく、浄化をしていくということで、そこにたどり着

くという未来があるわけですから。第一歩は、きちんと浄化をしていきましょ

う。 

 



 

 

植草：「太陽と月の儀式」もやりましたね。これはどういうのでしたっけ？ 

 

東城：これは呼吸ですね。 

 

植草：呼吸で整えるというものですね。それと「形代」。 

 

 

 

東城：この形代を持って歩く。お塩と形代とをお財布に入れて歩きましょう、という

ものですね。皆さん、これをダウンロードしてくださいという状態で、やらせ

ていただきました。 

 

植草：形代が、もののパワーとしては、今回提示させていただいている中でも、かな

り高いほうなんですよね。 

 

東城：いろんな場面で、最終的には使える形代くんなので。万能なお守りですかね。 

 

植草：ここで気をつけていただきたいのが、リスクトレードじゃないですけれども、

強いエネルギーを持っているものほど間違えた使い方をしたら……。 

 

東城：逆にいきます。 

 



植草：だから、そこを非常に気をつけていただくと。そういう例とかってあります？ 

強いエネルギーを適当に使ってしまったがゆえに反発をくらったみたいな。 

 

東城：だいたい、自分のエネルギーと、たとえば形代さんのエネルギーが合わない場

合というのは、ドラマのように小さく、細かく、悪いことが起きますね。 

 

植草：たとえばどういうことでしょう、小さく、悪くというのは。 

 

東城：テーブルの角に足をぶつけるから始まり、痛いと思っていたら、トイレのドア

に指が挟まり、気づいたら遅刻しちゃうと思って走っていこうと思ったら階段

でコケちゃったとか。駅に着いたら、あと 10秒で乗れるものが閉まっちゃっ

たとかという負の連鎖が起きますね。 

 

植草：その辺は、かなり注意をしていただきたい。ぶつけたぐらいだったらいいです

けど、骨折でとか、リストラでとか、そういう大きなことになってくると連鎖

がどんどん大きくなっちゃうわけですよね。なので、この辺は気をつけてくだ

さい。 

 

 

 

第 5 章は、「家の浄化とパワースポット化」についてお話しいただきましたけ

れども。結局、家が基本ですね。自分の環境としては家が基本だから、家を大

事にしなさいよ、ということでしたよね。 

 

さらに、ここで重要だったのが、玄関。すべての基本は玄関であると。入り口

でもあり、出口でもあるからですよね。このときに出てきたのが、この辺りで

すよね。クリスタルウォーター。 

 

ここでも形代が出てきましたけれども、クリスタルウォーター、あと浄化塩と

かですね。浄化塩と浄化炭の話。 

 



東城：あと、象さんですね。 

 

植草：象さんの話もしました。ギャグじゃないっていうことを覚えていただいたかな

と思います。この辺ですね、万能ツール。浄化炭の話でしたね、という形で、

忘れちゃった人は復習していただければなと思うんですけれども。 

 

ここまでで、1 章から 5 章までやってきた中ででも、パワーとしては、かなり

高いわけですよね。 

 

東城：そうですね。きちんとやっていただいている方は、やはり全然、変化していき

ていると思いますので。 

 

植草：ということなので、見たけどやってない。これだと効果としては実感できない

ので。今、復習なのでざっときましたけれども、ざっと復習しただけでも、頭

の中の定着度は、全然違うわけですね。 

 

僕は、学びのほうをほかのところでも提供させていただいているんですけれど

も、結局 1回じゃダメなわけですよね。1回、2回、3回、やっていくうちに、

いつも新しい発見がわるわけですよね。 

 

スピリチュアルの世界でも同様ということなので、何度もやっていただいて、

何度も新しいことに気づいていただくと。そうすると、徐々にマスターしてき

て応用が利くようになったり、よりいいエネルギーが受け取れるようになった

りとか、より浄化がされるということなので。 

 

復習が退屈だったという人もいるかもしれないですけれど（笑）、すごく大事

なんですよ、ということもお伝えしていきたいというふうに思います。 

 

とはいえ、ここまで全部やりましたという人もいると思います。われわれもよ

りよい浄化の浄化マスターになっていただきたいという一番最初の理念があ

りますので、最後の章で、「秘技伝授」ということで、最後の「最強の浄化」

を教えていただくというようなことで用意しました。 

 



 

 

これは、結構今までよりはブロックは高い？ 

 

東城：これをやっていて、私のところに習いに来てくださっている生徒さんでも 2

人か 3人かな、クリアできた人は。 

 

植草：何百人も個別で見てこられて、その中でたったの 2人とか。 

 

東城：ただ、すごいクリアした方は、もちろん同業者の方だったんですが、一変しま

したね。どこか行ってきたの？というくらいしゃべり方も変わったし、家庭環

境も落ち着きましたね。 

 

植草：それぐらい。難易度も高いんですけども、クリアしたあとの効果というものは

絶大であるということなので。失敗してしまっても何度もチャレンジすればい

いので、教えていただきたいんですけれども。 

 

それがこちらです。 

 

 

 

「マスター・プリフィケーション 〜完璧な浄化〜」。習得していくということ

なんですけれども。 



 

東城：画（絵）がね、すぐわかるかと思います。 

 

植草：何をしていただくんでしょう？ 

 

東城：最初のほうは、ちょっと難関だと思うんですが、スマートフォン、テレビ、そ

ういう電波が流れるものはすべて電源を落としていただき、電源を抜いてしま

い、そして、何もない状態、電波がない状態で瞑想をする。 

 

植草：ありとあらゆる電波を遮断し。 

 

東城：それこそ昼間だったらブレーカーを落としちゃうぐらいの勢いで（笑）。冷蔵

庫とかがあると思いますので、そこまでは難しいと思いますが、通信機器はす

べて遮断をして、少なくとも 12時間、通常では 24時間落としていただいて、

家の中で、たとえば本を読むでもいいです。瞑想するでもいいです。そのあと

に神社に行ってください。 

 

そのときに通信機器は持っちゃダメです。 

 

植草：スマートフォンを持っちゃダメですよ。 

 

東城：そして、お参りをして帰ってくる。この行為ができないんですよ、みんな。簡

単そうに見えるんですが。 

 

植草：話だけを聞くと、完璧な浄化で、ハードルが高いですよ、というわりには、そ

れでいいの？って、思った人もいるのかもしれないんですけれども。その割合

が、下手したら何千分の 1。 

 

東城：特に、家の近くの神社に行ってくださいと言っているということは、皆さんは、

家の近くの神社は、何で検索しますか？というところなんですね。使っちゃい

けないんです。 

 

植草：スマホもパソコンも使っちゃいけないから。 

 

東城：まず何をするかといったら、外に出て、神社がどこだったか？から始まるじゃ

ないですか。知っている方だったら、そこに向かえばいいんですが、皆さんの

中で、どのくらい通信機器に依存しているか。もう今の時代、公衆電話もない

ですよね。あと知らない人が多いので、その中でたどり着けるかという恐怖が



すごい不安に募ってくるので。 

 

これは内面的にバンパイアで吸い取っちゃっているんですよ、悪いものを。だ

から不安なんですよ。小学生のお子さんとか、無邪気なお子さんが、携帯電話

を持たなくても友達のうちに行っちゃうじゃないですか。あれは汚れていない

から行けるもので、汚れている人ほど神社までたどり着くのが怖いです。 

 

植草：じゃあ、「行けない！」みたいになっちゃう人は、普段、そのぶん悪いものを

受け取っているというバロメーターにしてしまって OKだと。 

 

東城：そうです。なので、これは 12時間、最低でも 6時間、達成できた方はクリア

リングができるという状態です。 

 

植草：いつ神社に行けばいいんですか？ 

 

東城：できれば日が昇っているうちに。もちろん始めたらすぐに行っちゃっても構わ

ないです、先に。ただ、出るのが怖いと思ったら 1回瞑想するなり、部屋の中

でくつろいでからお出かけになったほうがいいと思います。 

 

植草：それぐらい電波も含めた情報遮断をすると。で、クリアしてしまうということ

ですね。これは、どれくらいの期間に 1回やればいいんですか？ 

 

東城：できれば 1月に 1回ですね。 

 

植草：じゃあ、1ヶ月に 1回決めてやってみると。 

 

東城：すっきりしますよ、次の日。 

 

植草：そのときは、ほかの人にもあまり会わないほうがいいんですか？ 

 

東城：たぶん会うことができないと思います、皆さん。 

 

植草：家族以外とはできないと。確かに、友達とも連絡がつかないですからね。 

 

東城：そうです。どうしたの？という状態なので。 

 

植草：ただこれが今、イメージで、怖いなとか、やってみて不安になってきたという

人は……。 



 

東城：もう浄化してください（笑）。 

 

植草：しないといけないわけですね。これが、完璧な浄化。もう 1個あるんですよね？ 

 

東城：皆さんが使っているスマートフォンの浄化ですね。 

 

植草：われわれが、今どれくらいスマートフォンに依存をしていて、スマートフォン

から情報というか、悪いサイキックアタックを含めて、情報を受け取ってしま

っているかということですよね。 

 

東城：そうですね。あと、やはり電波が出ていますので、電磁波が出ているというと

ころで、つながっている人の、たとえばお友達がすごいネガティブになってい

るものを情報として自分に直接、こんな近距離で受け入れるわけですよ。こん

なすごいサイキックアタックない、状態を受けているわけですね（笑）。 

 

そうすると、電気って、いっぱい悪いものでもいいものでも集まってくると何

が起きるかというと静電気が起きますよね。静電気が起きると、悪いもののエ

ネルギーの静電気だから、全部周りにあるものを吸い取るじゃないですか。だ

から、スマートフォンはすごい邪気のかたまりと言っていいほどなんですよ。 

 

植草：邪気のかたまり。今、僕が動画を撮っているのも実はスマートフォンなので（笑）。

非常に便利なんですけどね。その便利なぶんの代償と考えてもいいわけですよ

ね。これを浄化をしてあげないと、この連続性の中で悪いものだけが入ってく

ると。 

 

東城：先ほどの笑い話ではないんですけど、クリスタルウォーターにポンと投げ込ん

じゃえば一番早いんですけど（笑）。 

 

植草：われわれが、先ほど何を話していたかというと、スマートフォンの邪気払いを

するために、スマホをクリスタルウォーターの中に落としたらいいんじゃない

かみたいな（笑）。冗談ですよ、もちろん壊れちゃうので、それをやっちゃい

けないんですけれども、それぐらいしてもいいんじゃないかっていうぐらい、

このアイテムは。 

 

確かに、引きこもりとかで、家から出られない人とか、昼間の生活の中で非常

にストレスを抱えている人ほど、2 ちゃんねるとか掲示板とかでネガティブな

情報を、逆に受け取るわけですよね。 



 

東城：そうですね。受け取るから、だんだん自分の中で蓄積するから発信しちゃうん

ですよ。簡単に発信できるようになっちゃう。 

 

植草：その波動があるわけじゃないですか。この波動が、自分で汚くなっているから、

そういう悪口の集まりみたいな掲示板と波長が同調しているから、一瞬心地い

いわけですよね。 

 

東城：そうです。 

 

植草：「あ、自分にも仲間がいる」じゃないけれど（笑）、その波長と同調するわけで

すよね。だから、心地いいように感じてしまうという錯覚が生まれているわけ

ですよね。でも、それは本来はそういうわけではなくて。 

 

東城：本当は、「そこって違うでしょう」とか、そう思ったとしても、自分の意見は

別に持っていたりだとかっていうのが本来の姿なんですけど、「もう同士だね」

ってなっちゃうのはおかしいんですよ。 

 

植草：もちろん、なぐさめてほしいとか、そういう気持ちがあるのは、人間なので別

に普通のことだと思うんですけれども、それを間違えた方向でやってしまうと、

それが結局溜まりに溜まって、引きこもりになったりとか、正しいコミュニケ

ーションっていうんですか、人付き合いができなくなったりとか。ゆがんじゃ

ったり、ひがんじゃったり、斜に構えちゃったりという。現実世界でも、結構

そういう相談ってありますよね。 

 

東城：多いですね。自分がされている側の方も、もちろん多いんですが、しているの

に、それに気づかないで、されていると言っている方も多いんですよ。 

 

植草：だから、自分のことが棚に上がっちゃって、「人が」だけになっちゃっている

わけですよね。そうなっちゃうと、結局いつまでたっても浄化どころじゃない

ですよね、蓄積のほうですものね。反対の方向に進んでしまうので。マイナス

だけに蓄積していって、ゼロにならないとね。 

 

浄化って、結局はゼロですものね。何かプラスにするわけじゃないですものね。

運気を上げるではなくて、元の自分に戻す行為ですから、この辺もやると。 

 

今、スマホの話から話が飛んじゃったんですけど、スマホを浄化しなきゃいけ

ないわけで。じゃあ、そのスマホは、どう浄化するんですか？ 



 

東城：バッテリー型が多いので、分解はできませんから、電源を落とします。電源を

落としましたら、家庭用のアルミ箔で包みます。そうしたら、真空のビニール

袋、ジップロックみたいなのに入れます。本当だったら冷蔵庫がいいんですが、

それだとちょっと、という方は、押入れのところに。 

 

植草：目につかないところということですか？ 

 

東城：そうですね。押入れとか。引き出しはダメです。誰かが開ける可能性があるじ

ゃないですか。もし、するのであれば、洋服ダンスの一番下に入れる、という

状態で 24時間出さない。 

 

植草：24時間出しちゃいけません。 

 

東城：そうすると、中の電磁波が分解されていくような状態になるので。 

 

植草：アルミ箔、アルミホイルで包む理由というのは？ 

 

東城：皆さん、ご存知の方も多いと思うんですが、スマートフォンというのは電源を

落としても微弱の電波が出ているので、結局引き寄せているんですよ、いろん

なものを。それを遮断するためにアルミに。 

 

植草：電磁波の遮断のためにアルミを巻いてください。 

 

東城：パックをしているような状態ですね。 

 

植草：そして 24 時間放置。そうしていただくと、浄化ができるということですね。

だから、通常の方ですと土曜日か日曜日、休みのときのどちらかは、完全に忘

れると。 

 

東城：文字での連絡じゃなく、受話器での連絡を取るように、その日はするという、

おうちの電話で。 

 

植草：おうちの電話がない人は、人と連絡を取らない。 

 

東城：そう。お部屋の中にいる（笑）。 

 

植草：スマートフォンを持たずに。 



 

東城：外出をするということですね。 

 

植草：公園を散歩するとか、きっとそれだけでも浄化ですよね。 

 

東城：そうですね。素晴らしい浄化ですからね。 

 

植草：買い物をするでも、何でもいいと思うんですよね。スマートフォンを持たない

という癖を、週に 1回なんですか。 

 

東城：週 1ですね。 

 

植草：週 1 はそれをすると。月 1 回はパソコンもテレビもダメ、全部落とすという

ことですね。できれば雑誌とかも見ないほうがいいですね。 

 

東城：そうですね。情報を収集するということじゃなく、今の持っている情報を浄化

していくというほうに特化したほうがいいと思いますので。 

 

植草：これが、「マスター・プリフィケーション 〜完璧な浄化〜」。これを最終伝授

として、皆さんにお伝えしたいなというふうに思います。今までの 1章から 5

章をやった人が、これにチャレンジしてみてください。素晴らしい効果が得ら

れるんじゃないかなと思います。 

 

かなり、今までで 1章から今日のお話しも含めると何時間でしょうね、相当時

間を費やして、浄化というものを見てきたんじゃないかなと思います。1 回だ

と理解ができない人は、2 回、3 回と見ていたら、それこそ何十時間という時

間を、この浄化に費やしていただいたわけなんですけれども。 

 

 

 

そもそも、今回お伝えさせていただいたメソッド、理論とか方法、テクニカル



な部分が確立された理由って、何なんだろうなっていう、その歴史と深い理論

の話を最後にしていただくことで、理解度を、腹に落ちる感覚というものを皆

さんに得ていただければなというふうに思うんですけれども。 

 

この辺の歴史というか、流れみたいなのってあるんですか？ 

 

東城：浄化というのは、昔は、基本的に人間ではなくて、不作だったりとか、伝染病

とかが起きたときに、悪いもの、霊、悪魔が、というものが、その土地をとか、

神の怒りでということで、汚れてしまった土地があるから、そこを浄化しまし

ょうというのが、たぶんスタートだったはずなんですね。 

 

植草：悪魔払いと同じ意味なんですか？ 

 

東城：同じ感じですね。日本でいうと、天候不順でずっと日が当たらなくて、くもり

でお米ができないとかというときに、神様が怒ってしまったんじゃないかと。

そうしたら土地に何か悪いものが憑（つ）いているんじゃないか、というのが

浄化の始まりみたいなんですね。 

 

植草：昔は、生贄（いけにえ）とかありましたよね。ご存知の方もいるかもしれない

ですけども、そういうものも浄化の一種だと考えられていたということですよ

ね。 

 

東城：そこから、武士の時代とかがきまして、おげいの方たちができてきたときに、

医学では、まだそんなに進歩していないじゃないですか。だから、病気が、風

邪とかにかかっても治らないというときは、もののけとか、悪い霊に取り憑（つ）

かれているのではないか、ということで、祈祷（きとう）の方とかが来て浄化

をする、病を治すという作業をしたりとか。 

 

あとは、皆さんがよくご存知の陰陽師が場を浄化するとかという状態で使われ

ていて、人間に変わってきたのは、そのぐらいじゃないのかなと。 

 

植草：そう考えると、人が、人として認識できるようになったときには、すでに浄化

という概念は生まれていて、浄化という言葉を使っていたかどうかは別として。

確かに、陰陽師とか、何年前ですか？ 

 

東城：相当前ですね。 

 

植草：2000 年とか前、もうちょっとかな。ずっと邪馬台国の時代ですよね、卑弥呼



の時代ですかね。 

 

東城：卑弥呼の時代なんかだと、たぶん浄化という言葉じゃなく、魔法というか、そ

ういうものを起こすというイメージでやられていたんではないかと思うんで

すが。 

 

植草：よく歴史博物館とかに行くと、そのときに使われていた鏡みたいなものとか、

そういうアイテム的なものが掘り起こされていますよね、遺跡として。そうい

うふうな歴史があったと。 

 

東城：それなので、よくよく見返してみると、病とか命に携わるというところが、身

体が汚れてしまっているという認識できれいにしていくというのが、浄化だっ

た。なんですけど、今は、もうちょっとカジュアルな状態でも入っていけると

いうのが浄化になっているので、どんどん今の時代に合わせて変化をしている

のかなと。 

 

ちょっと調子が悪いからチャクラを浄化しましょうとか、それこそコンビニ的

な存在にはなったのかなとは思っています。 

 

植草：その昔に比べたら今の医学の進歩というのは、非常に素晴らしくて。たとえば

風邪とか、そういうのだったら、ちょっと診て、薬を飲んでねって治るじゃな

いですか。でも、こんなに発展しているのにもかかわらず、より浄化というも

のが身近になっている、この理由って、何なんでしょうね。 

 

東城：先ほどちょっと出た、共感ですね。エンパスですね。エンパスって、特殊な方

がやりますよっていうのが多いんですけど、共感できる能力者なので。でも実

際のところをみると、それは皆さんが必ず持っている能力なので、それが表面

に出ているか、出ていないかの違いで。 

 

今、日本人は 3 人に 1 人がエンパスの能力を使えるといわれているので。何  

でも共感して、掃除機のように。断捨離ができないんですよ、皆さんが。もっ

たいないって、段ボールでも箱でもしまっちゃう方いらっしゃるじゃないです

か。あれを心の中に始めちゃうんですよ。ちょうだい、ちょうだいって、共感

するよ、ありがとうって、もらっちゃう癖があって。それが、たぶんどんどん

蓄積されているのではないかと。 

 

植草：昔よりも、共感というものに対する重要度じゃないですけども、その人自身が

持っているものが増えたということですか？ 



 

東城：そうですね。ものがあふれているのもあるので、そこから選ぶというのは難し

いと思うんですが、ひとまず、わかったふりをしておこうという形が増えてき

て、そのものが本当に自分の中で感動するかといえば、とにかく旅行に行くと、

むやみやたらに空の写真とかを撮って、あとから結局見ないというのと同じ状

態を起こしているんですよ。 

 

植草：そういうふうに歴史を振り返ってみると、昔はそれほど情報が過多じゃなかっ

たから、一般の人までは浄化というものが、そんなに大丈夫だったと。でもそ

れは、医学を含めた学問の発展によって解決されるかと思いきや、ほかの部分

の発展、IT とかメディアとか、こういうものが発展してきて、結局、全体ボ

リュームみたいなのがあるとしたら、邪念とか邪心とか、それは、結局量とし

ては変わってないんですかね？ 

 

東城：全然変わってないですね。 

 

植草：だから、おそらくこの処方を今回でマスターしていただかないと、これからさ

らに医学が発展しようとも、さらに IT が発展したりとか、メディアの力が強

くなるわけですから、結局そのダメな邪心とかを受け取っちゃっている人は、

一生受け取り続けなきゃいけない。 

 

東城：そうですね。拒否するということを覚えていないので、どんどん受け入れてい

って、最終的には自分のものがすべてうまくいかないという結果になってくる

と思います。 

 

植草：そういう意味で考えても、全体ボリュームと自分との関わりというものを、よ

り個人が意識していかないとダメだということですよね。 

 

東城：そうです。 

 

植草：と、なったときに、今回お伝えした塩とか竹とか水、あとはアファメーション

的な思考、チャクラ、こういうものが昔から使われてきたというか。別に、今

日の今日使われるようになったものじゃないと思うんですけども、これが効果

的だと言える理由というのは、どういうところにあるんでしょうね？ 

 

東城：やはりネットの中でもいろんなものが出回っている中で、結局、効果がありま

すよというところの、検索で見てもわかるように、着地点というのが、方向性

が一緒なんですよ、みんな。 



 

自分が浄化されたい。だから、自分ができることをしたい。そのためにはどう

したらいい？ということころから始まったときに、やはりアファメーションと

いう言葉が流行語になってしまうくらいに、ポジティブにならなきゃいけない

とか。 

 

道具に関しても、やはり効果があるから何年たっても受け継がれていくという

か。パワーストーンが、もし何もなくてファッションだったら、とっくに廃れ

てなかっただろうし。 

 

きちんとした使い方をしている人たちが効果を出しているから、皆さんは、そ

れにあやかりたいという状態で流行っていくというのがあります。 

 

植草：それらは、非常に太古、まだ、医学も天文学も何もかもが、今より未熟だった

時代にも何らかの効果を感じていて。その効果というのは物理的な効果とは限

らないわけですよね。 

 

東城：そうですね。 

 

植草：結局人間は思考の生きものですし、しかも思考の中も左脳と右脳があって、こ

こが連携しなくても、人間は、たとえば、こういうふうに思うものというのが

わかるというデータが出てきているように、まだまだ未知の部分があるけれど

も、とは言え、たとえば信じる力とか、もしかしたら宇宙全体で見た波動とか、

波長とかのバランスと、人間が考える思考と、石とか竹とか塩っていうものの

バランスが取れていると。全体で見たときに。 

 

東城：そうですね。 

 

植草：非常に概念的なお話しなので、これを証明しろと言われたら、あと何千年勉強

しなきゃいけないのかとか（笑）、それはわからないですけれども。そこに理

論性を求める研究員というのは、これからも出てきてほしいですけども。 

 

そうじゃなくて、一般のわれわれは、それを信じてしまってというか、感覚的

に、あ、いいんじゃいのかなっていうものを取り入れるだけで、それに対して

は、もう答えとして出ていくよ、というようなことで、捉えていけばいいとい

うことですよね。 

 

東城：そうですね。 



 

植草：あとは一つ、非常に重要な点としては、これは、われわれは依存をしてほしい

わけではない、というところですね。スピリチュアルの世界でいうと、ビジネ

ス的にいうと、かなり依存心をあおるというか、そういう手法が流行っている

というか、昔からですけどね。あるんですけれども、われわれとして、別にそ

こは望んではいないですよね。 

 

だから、しっかりと学んで、卒業じゃないですけども、していただければ。 

 

東城：すごくいいかなと思います。 

 

植草：その代わり、学んでいただくときには集中して。ちょっとずつやっても意味な

いんですよね、こういうのって。勉強とか仕事とかでもそうだと思うんですけ

ども。 

 

たとえば、日本人が、ほとんどの人が英語をしゃべりたい病なんですよね。英

語をしゃべりたいけどしゃべれない病なんです。でも、時間だけみたら、小学

校の高学年くらいからやるんですよね。遅くとも中学からはやっていて、10年、

20 年、30 年って、ちまちまやっているからいつまでも話せない。これが、1

年間くらい留学してきなよって言ったら、ペラペラしてくるんですよね。 

 

ということは、この浄化もかなり今回時間を費やしていただいていますし、わ

れわれも費やしてきましたけれども、ここでしっかりとマスターをしてしまう

ということが、結局は、人生のトータルとしてみたら非常に一番効率的で短時

間でマスターしきれたということにつながるのかなというふうに思っている

ので。そんな形で、もう 1回 1話から見直すぐらいの気持ちでやっていただけ

ればなと思います。 

 

ここからは、プレゼント動画みたいになるわけですよね。浄化の話は本当にこ

れで終わりです。ただ、この動画が終わると、皆さんは自分の足で進んでいか

なければいけないんですね。となったときに、いつも、「先生！」と言えば助

けてくれるわけではないぞというような（笑）、厳しい現実がある中で。「先生！」

と言いた人は個別に連絡をしたらいいと思うんですけども（笑）。そういかな

いときもあるわけですよね、先生も忙しいですから。となったときに、じゃあ、

ここから先ですよね。 

 

 

 



 

 

これですね。「次なる世界へ」。浄化をマスターしました。浄化の基本を学び、

応用させていく力もつきました。と、なったときに、ここで終わっても、人生

は終わらないわけですよね。次があるわけです。これが、ちょっと見にくいか

もしれないですけど、プロテクションですね。自分を護る。これの技術が必要

になってくるわけですね。 

 

東城：そうです。 

 

植草：結局浄化をしても、世の中は情報があふれていて、ずっとアタックしてくるわ

けですから、一生浄化をしなきゃいけないのか、みたいな。浄化の人生みたい

な（笑）。それだと、もし自分が亡くなるときに、自分の人生は浄化をしたら

終わってしまったと。冗談みたいになっていますけれども（笑）。そういう人

も、もしかしたら出ちゃうわけですよね。 

 

東城：出ちゃいますよね（笑）。 

 

植草：結局、自分の心はいつも病んでいて、いつもゼロベースに持ってくるだけが精

一杯で、プラスには働かずに人生が終わってしまって、振り返ったときに自分

は何をしてきたんだろう？という形になっちゃうと、本末転倒というか。それ

だったら浄化しなくてもよかったんじゃないか、みたいな。 

 

東城：単なる神経質みたいな状態ですものね（笑）。 

 

植草：神経質な人みたいになっちゃうと楽しくないですよね。人生は楽しいというこ

とが一番いいんじゃないかなと。結局は楽しむために浄化も覚えていただくわ

けですし、これからスピリチュアルコネクトで学びを得ていただきたいなと思

っているわけですから。 



 

と、なったときに重要な考えが、浄化したあとに何をするかですよね。それが

プロテクション。そもそもプロテクションって何ですか、先生。 

 

東城：自分にバリアを張る。結界を張るということですね。ゆで卵の皮をむいた状態

でいるわけですから、浄化する場合は。ちょっと傷がつくし、ゴミもつきます

よね、落としたら。 

 

ゆで卵の殻が着られたらいいわけじゃないですか。なので、殻を着せる作業を

自分で。脱いだり、着たりということができるように、なるようにということ

を、皆さんとお勉強できたらなとは思っています。 

 

植草：それが、プロテクションですよ。今、結界という言葉が出てきましたけれども、

歴史を見ても結界って至る所にありますよね。実はうちの近くにもあるんです

ね。樹齢何百年でしょうね、木があって、そこに縄？ 

 

東城：しめ縄なんですけど、普通のしめ縄じゃなくて、何かを封印しているというの

がわかるしめ縄で。 

 

植草：おそらく皆さんの家の周りも探したらあると思います。もちろん、都市伝説を

信じるわけじゃないですけれども、国の結界を意識して都市開発を。 

 

東城：しているっていうのがありましたね。電車もそうですよ、みたいな。 

 

植草：日本だけじゃなくて、シンガポールとか香港みたいなところは風水が非常に発

達しているので、風水的なバリアがされている都市開発ですし。そういう形で

国という単位で見ても、結界、バリアですよね、プロテクションがされるわけ

ですけれども。個人においても非常に重要だと。 

 

東城：個人でできたら、きっとそこにはいいものが出てくると思うんですね。 

 

植草：だから、きれいになったあとは護って、戦っていくわけですよね、また。その

プロテクションなんですけども、この話を始めると浄化と同じくらいのボリュ

ームになるか、もっと応用的な感じになっていくので。より実践的になってい

くわけですよね。 

 

なので、それを今から全部教えるというと非常にまた時間が必要なので、全部

は全然、難しいんですけど、一つだけ教えていただくという形ですよね。そし



て何を教えていただけるかというと。 

 

東城：自宅の中に簡単な結界の張り方。 

 

植草：家がすべての基本というふうに、浄化のほう締めていますよね。その家をプロ

テクションする方法が、こちらです。 

 

 

 

「家のプロテクション」。こちらを教えていただきましょう。 

 

東城：まず、ご用意していただくものが一つだけありまして。方位磁石、コンパスで

すね。それをリビングのここだろうという真ん中のところに置きまして、東西

南北の方位を見てください。 

 

植草：方位磁石も今スマホで出るんですよ。効果的に使ってください（笑）。 

 

東城：そうしましたら、リビングの北に向かいまして、心の中で構いませんし、ぶつ

ぶつ言っても構いません。「北に亀、舞い降りる」と 1 回言いながら、西に向

かって歩いて、西の場所に行ったら、「西に虎、舞い降りる」。同じ言葉ですね、

言いながら、東に歩きます。リビングの中でですよ。そうしたら今度、「東に

龍が舞い降りる」と言いながら南に行き、「南に鳥が舞い降りる」と言ったら、

ここで思いっきり手を叩いてください。（パンと手を叩く。）これで結界が張れ

ています。 

 

これは、四神（ししん）ってわかりますか？ 鳳凰ってありますよね。青龍と

か玄武とか朱雀の結界なので、ここで全部が結ばれる形になるので。このリビ

ングは、結界というかプロテクションが張られる状態になります。 

 

植草：これはリビングの中でいいんですよね。 

 



東城：そうすると家全体が、プロテクションが張られる状態になります。 

 

植草：なぜリビングなんですか？ 

 

東城：家の中の中心と考えていただければ。 

 

植草：逆に、できる人は、たとえば広大な庭がありますみたいな人は、庭でやっても

いいんですか？ 

 

東城：そうですね。たまに、京都の辺りの神社さんは、自分が祭っている、たとえば

玄武だったりということで、全部 1日ではたどり着かないんですけど、4つ御

朱印をもらうとうツアーもありますよ。 

 

植草：今、簡単にさらっと教えていただいたんですけど、かなりパワーとしては。 

 

東城：すごくいいです。 

 

植草：特に別に言うだけで、何か、浄化のときみたいに塩を置いてくださいとかは。 

 

東城：ないです。この言葉だけです。 

 

植草：純粋に言葉で。この結界はどのくらいの期間、効果が持続するんですか？ 

 

東城：よほどの邪気が来ない限りは、1週間はもちます。 

 

植草：浄化が先なので、教えていただいた浄化をまずやって、そのあとにこれをやる

と。1週間に 1回、継続してみると。そうすると、浄化したあとに卵の殻、い

わゆるプロテクションといわれる防御バリアが張られるというわけなので、こ

んな形で継続をしていくという形ですね。 

 

以上になります。プロテクションに関しては、これから詳しく教えてほしいと

いう声も、実はほかから入っていまして。なので、最後にちょっとお伝えして

いただいているんですけれども。プロテクション講座なんかもできればいいか

なと思っているので。 

 

ただ、まず浄化が何よりも 1ですから、すべての始まりですから、そちらのほ

うをマスターしていただければということですよね。 

 



東城：そうです。 

 

植草：ぜひ今日の動画を見て、まだ、ちょっとうろ覚えだったなというところとかは、

再度動画を見返していただいてしっかりとマスターをしていただいて、今日教

えていただいた「完璧なる浄化」、秘儀ですね。こちらをマスターしていただ

くという形で進めていただければ、浄化マスターということで、一生ほかで浄

化を学ぶ必要がない、もしくは浄化していただく必要もないぐらいになれば、

ここで学んだ数十時間というものが一生、生きてくるということですからね、

という形でやっていただければと思います。 

 

それでは、全 6章にわたって教えていただきました。ありがとうございました。 

 

東城：ありがとうございました。 

 

植草：皆さんもお疲れさまでした。ぜひ、すべての浄化を試して浄化マスターになっ 

てください。それでは、またお会いしましょう。ありがとうございました。 

 

東城：ありがとうございました。 

 

 


