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■最初は半信半疑。でも、

分後、その効果に誰

グサロン「Ａｕｒａ Ｃｒａｎｙｕｅ（ オーラ ク
ラーニュ）」。一見ごく普通のヒーリングサロン
サロンには、全国各地から連日悩みを持った多

のようだが、実はまったく違う。
くの方々が通い、体験したことがない癒やしと身
体の劇的な変化を体感している。なぜならここで
はボディートークという最新の脳科学を応用した
即効性のあるエネルギー療法を行うからである。
「最初はみなさん100％疑って来られます。でも帰
られるときには劇的な効果に感動されます」そう語
るのは、オーナー兼セラピストの横山真理子先生。
ボディートークはまだ日本ではあまり 知られて
いないが、これからブレイクすると言われている。
オーストラリア人のカイロプラクター、ジョン・ベル

済み。創始からわずか 年ほどで全世界 カ国に驚

ネルギー医療として認められているほど効果は実証

横山真理子先生
％の人が

回の施術で効果を実感！

るかが鍵になる。つまり、従来の方法だと、的確な

イアントのことを、理解し働きかけることができ

セッションでは、カウンセラーがいかに的確にクラ

言葉を介して行われる心理カウンセリングなどの

療法なので、また戻ってしまうことがある。また、

従来の施術の問題は、症状に対してだけの対処

で、ついにたどり着いたのがボディートークだ。

にわたり実践し、5000人以上の方をケアする中

と身体と魂をトータルにケアするセッションを長年

学的経験もあり、スピリチュアルな観点からこころ

で非常に定評がある横山先生。西洋および東洋医

が本来持つ魅力や才能を最大限引き出すセラピー

トラウマや長年抱えていた恐怖症の改善、その人

効果。

■ 従来の施術の問題を解決。驚くほど安全で抜群の

異的なスピードで拡大し続けている魔法の技術だ。
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Ａｕｒａ Ｃｒａｎｙｕｅ（オーラクラーニュ）

東京都目黒区と茨城県土浦市にあるヒーリン

もが目を疑うという。

60

トハイム博士によって創設され、欧米では正式なエ
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得意とする相談内容：人生全般の問題の解決（お金、 恋愛、 結婚、 人間関係、
開運、 健康面全般、うつ、こころの問題など）、
妊婦と胎児のヒーリング、ペットのヒーリング
施術手法：ボディートーク、アロマヒーリング、リコネクション、リコネクティブ・ヒーリング、
施術方法：対面、 遠隔
時
間：１１：００～２０：００ ※月曜定休 完全予約制
料
金：ボ
 ディートーク１５７５０円、 願望達成実現セッション５２５０円（ボディー
トークにプラスのみ）、アロマヒーリング（レインドロップなど）１０５００
円／６０分～、リコネクション５４３３３円（２回セット）、
リコネクティブ・ヒー
リング１２６００円／４５分、フェイスヒーリング６０分１０５００円
住
所：中目黒店／〒１５３‐００５１東京都目黒区上目黒１‐５‐１０
中目黒マンション３０１号
土浦店 ／〒３００‐００３４茨城県土浦市港町１‐７‐６ ポートワンビル５Ｆ
※どちらでも先生の施術が受けられます
電
話：０１２０‐２０‐１１０７（共通）
ホームページ：http://www.AuraCranyue.com
メールアドレス：AuraCranyue24@gmail.com
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悩める女性が殺到中 !!
97% の人が劇的な効果を感じる
驚異の施術“ボディートーク”とは？
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情報を得て効果が長持ちする施術ができるかどう
いる。そのプロセスを指揮しているのがインネイト
ところが、ストレス（肉体的、感情的、精神的、環
境的ストレスのいずれにしても）がこれらのコミュ

ウィズダム「天性の知恵」と呼ばれる部分なのだ。

た無意識からのサインに即座に対処でき、クライ
ニケーション網を妨げ分断してしまい、身体は本来

きい。しかしボディートークは違う 。身 体に現れ
アントは自ら悩みをうちあける必要はなく、ただ
ボディートークとは、読んで字のごとく、私たち

の自己治癒過程を達成できなくなっているのだ。
の体が本来持っている自然治癒力という偉大なる力

調から人間関係に至るまで、あらゆる問題が解決
してしまうという。そして根本から改善するので
と対話し、OS（オペレーションシステム）にあた

ベッドに横たわりリラックスしていれば、心身の不

症状が再発することは、基本的にはないという。

■ホントにびっくりします！

あなたも知らない

体的にはどのような症状に成果があるのだろうか。

けることで、治癒していく施術方法なのだ。では具

る、インネイトウィズダム「天性の知恵」に働きか

誰もが持つ「自己治癒力」にある

■なぜ、そんなことが可能なのか？ その答えは
身体には、本来誰しも生まれながらにして自ら
を治癒していく「自己治癒力」が備わっている。傷

らゆるプロセスが行われており、これら全てのプロ

一種だ。私たちの体内では、毎秒2000億ものあ
さん。ボディートークによって、アトピー性皮膚炎が

されるなんて信じられませんでした」と語るＥ．Ｎ

「短期間で長年抱えていたアトピー性皮膚炎が改善

ことを身体が答えてくれるのです。

セスには情報を伝達し身体を治癒していくために、

改善されない本当の原因が的確に指示された。本人

口が改善されたり、痛みが取れるのも自然治癒力の

協 調して働 くコミュニティーシステムが 含 まれて

る横山先生のクライアントのＡ．Ｋさん。私たちの

クライアントさんではなく「がんそのもの」だけ

に負担をかける化学療法や投薬だ。これは個々の

者に対して現代医療が行うことというのは、さら

人の免疫力を著しく低下させる。しかし、がん患

なかでも感情的な過度のストレスというのは、

で引き起こされる症状の一つである。

たとえばがんは、免疫力が極端に低下すること

には特に効果的

「生まれながらの難病の方」「どこへ行ってもダメだった方」

■ どこへ行っても改善されなかったという方もあきらめないで！

情から来る不調の修正も可能だというから驚きだ。

る感情状態の解消や、身体の奥深く蓄積された感

とも可能なのだそうだ。苦手な場面を前にすると陥

こころの問題や、対人関係などの解決方法も知るこ

ので、ボディートークによって、身体ばかりでなく

面の状態など、すべてが情報として記憶されている

精神には、肉体のことはもちろん身心の不調や精神

さえも忘れていた３歳のころのト
声も出せなかったという。それ以

ラウマを指摘された時は、驚きで
外にも、アトピー性 皮 膚 炎の方
は食べ物にアレルギーを持ってい
ることがほとんどだが、そのアレ
ルギー源になる食べ物にも身体が対応できるように
なるとのこと。食べたい物を気にせず食べられるな
んて、アトピー性皮膚炎の方には朗報である。
■こころと現実、両方ともハッピーに。
いセッションがあるよ！』 信頼している友人がそ

「『こころのモヤモヤ、悩みを取ってしまう、すご
う絶賛して薦めるので、何だかわからないけど一度
受けてみたのがボディートークを知るきっかけでし
た。私は朝スッキリと起きられず、人間関係の悩み
からうつ状態になっていたのですが、その原因がす
ぐわかり、その原因を根っこから取り除いてもらう
ことができたのです。私には衝撃的でした。」と語

ヒーラー
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かは個々のカウンセラーの力量によるところが大

アトピーの施術前・施術後
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に注目する考え方に立っているからだ。ボディー
男であるべきだった』などの思考パターンができ
になっていたりもします。そして、成長してから

てしまい、自分の女性性を受け入れられない理由
も“自分は愛されるのに値しない”という感情が

トークでは、その人の在り方全体を観察し、ある
くことで自己免疫力を回復させ、症状を取り除く
残り、自分の意識が身の回りの状況を引き寄せて

症状を発症するに至ったそもそもの原因を取り除
というかたちで変化を促すのだという。私たちの

母親の波動を直に感じ続けた胎児は、自分の存在

しまい、周囲の人が自分を愛してくれないと悩む

自体に罪の意識を深く植え込んでしまい、その後

ことになるのです。そして母親の精神状態が不安

また、先生は妊婦のおなかの中にいる胎児を対
の人生が大きく変わってしまうのです。

身体の免疫システムというのは、本当に驚くよう

象にしたセッションも提供。これは、胎児のとき

なパワーを持っているようだ。

から良い人生、良い環境を整えてあげようという
「出産を控えた相談者の方には、そうした事実を

定な場合や望まれない懐妊だった場合も、苦しむ

主旨で行われるもので、やはり高い成果を上げて
理解してほしいですね」と先生は言う。胎児期にボ

■胎児期の記憶が人生に与える影響

いる。「親から男の子であることを期待されてい
ディートークを受けることにより、その子に幸せな

ているので事前に予約されることをおすすめする。

つかんでいただきたい。ただし、悩める女性が殺到し

である先生のサロンの扉を叩き、望みどおりの未来を

さらに広まっていくだろう。ボディートークマスター

ディートークという画期的な施術は、今後国内でも

ば、身 体はみごとにすべてを語ってくれる。このボ

悩みや問題の解決方法を身体の深いところに聞け

りするようになりますよ」

潜在能力に目覚めたり、本来の使命も果たせた

色々な可能性が広がります。

でも、制限を外せば本来の輝く自分に戻り、

広がっていたはず。

それがなければ、本来はもっと色々な可能性が

に制限をかけ、魂の光を鈍らせてしまうのです。

込みを抱えてしまうなど、さまざまな要素が人生

だ、子供の頃に親や周囲から言われた言葉で思い

「人は皆、もともと光り輝く魂を持っています。た

術できるヒーリングだという 。「動 物の場合は遠

驚いたことに、ボディートークはペットにも施

■ 聞いてみませんか？ 動物たちのこころの声

すばらしい人生を歩ませることが可能になるのだ。

たのに、実際には女の子だったというのは、よく
あることですが、『私が女
性であることは間違い』
『私が女性であることで親
をがっかりさせた』『私は

隔で行います。施術をすると、身体
行動の原因、飼い主への要望などさ

的な問題、精神的なストレス、問題
ま ざ ま な こ と が わ か り ま す 。し か
し 、実 は 動 物 は 飼 い 主 の 問 題 を 肩
代わりして、不調を来たしていることが多いので
す。このことを多くの飼い主さんに知っていただ
きたいと思っています」
たしかにペットは家庭内の雰囲気にかなり敏感
で、飼い主に悩みごとがあると、一緒に元気をなく
してしまうことがある。この話を聞いて、潜在意識
の問題まで引き受けてくれる家族同然のペットをさ
らに愛おしく感じる人も多いのではないだろうか。
■ 大丈夫。誰でもいまの悩みから解放されて幸せになれます！
ボディートークで人生の可能性を広げましょう！

最後に、先生から悩みを持つすべての人に心強
いメッセージをいただいた。

ヒーラー
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胎 児 期 の ボディー
トークで人生が拓く
ペットの心と体に寄り添
い癒す
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【体験談】
代で独 身なので、すべて納 得 がいく

実際父方の家系は離婚が多く、従兄も

て」と、不思議な気持ちになりました。
い」と絶望的になっていたときに、偶

にも限界でした。「このままではまず

ていましたが、ストレスが続き精神的

がら「もしかしてここなら……」と思

然サロンの宣伝を見つけ、半信半疑な

M様
されることにブロックがある」と言わ

のです。一番驚いたのは「Mさんには愛
い、サロンに伺いました。

代

れたこと。こんなにも愛を求めている

私は男性とのコミュニケーションが
苦手で、誰かと長く交際することがな
その後、 カ月もしないうちに理想

のに、そんなことってあるのですね。
回目の施術後からからすぐに身体

代になってしま

い、「このまま結婚できなかったらど
まま順調に進めば結 婚になりそうで

の彼と出会うことができました。この

きたので、病院で出されていた薬も減

全に止まり、身体の状態が改善されて

痢や出血も

ることを実感。すごい即効性です。下
カ月過ぎたあたりから完

うしよう」という不安からセッション
す。もしセッションを受けていなかった

M様

を受けました。

代

らすことができました。また、食欲も

ないですか？」と先生に聞かれ、「家族
のことなど何も話していないのになぜ

出て、顔色もツヤツヤになり、さらに
先週は数年ぶりに家族と旅行にも行く

悪いことや、前 世でも男 女関 係のトラ

また、セッション中、先祖代々家庭運が

るく、下痢と出血をほぼ毎日繰り返し

る状態でした。毎日薬漬けで身体はだ

が、S字結腸まで広がってしまってい

発症。はじめは直腸だけだった病変

しまう効果もあります」と言われ、す

ボディートークは考え方を書き換えて

自分の変化に戸惑い先生に尋ねると、

なりポジティブに変わったことです。

けでなく、考え方や物事の捉え方がか

不思議だったのは、元気になっただ

ことができました。

ブルが多く幸せではなかったことなど
で、辛い身体にムチ打って仕事をし

年前に難病指定の潰瘍性大腸炎を

が次々と明らかになり、「私の身体がそ

生活の向上、家族の幸せを願い生活

だったので、しばらくポーッとしてし

ら湧いてきました。あまりに突然の事

ないんだ」と言う強い思いが心の底か

ように思いだし、「自分は間違えてい

然、昔の事（日常的な事）を走馬灯の

変化を感じているので、「なんだかわ

は、そう考える暇もないくらい、日々

た。しかしボディトークを受けた後

あった」と無理矢理こじつけていまし

意図的に自分の意思を変えて「変化が

なら、言われた事を期待するあまり、

無意識に起こっています。今までの私

驚くことに、このような変化は全て

思います。

が強くなり家庭も明るくなったように

「家族を大切にしたい」と思う気持ち

んなことに対する答えまで出せるなん

最も効果が大きかった事は、自分に
自信が持てるようになったことだと思

を送ってきましたが、全てにおいて

まいましたが、それから、ビックリす

からないけど、楽しい・明るい」とし

います。セッション後のある日、突

年々、悪くなる一方で、恐ろしさと不

きて、何事においても、堂々とした気

るくらい 力と前向きな気持ちが出て

N様

安で押し潰されそうな毎日でした。藁

代

をもすがる思いで、色々実践してきま

接すると、必要以上な不安や倦怠感を

間にか社交性がなくなり、家族以外と

うセッションに出会う事が出来、本当

そう思っています。ボディトークとい

決」にたどり着くことが出来た・・・

彷徨いましたが、とうとう「問題解

これまで改善策を求め、いろいろと

か言えません。

したが、どれも本質的な改善策にはな

初めての経験だったので、どのような

感じるようになっていましたが、それ

に良かったです。

らず、たどり着いたのがボデイトーク

事が起こるのか想像もつきませんでし

らのマイナス面が全て取り除けるよう

でした。

たがその効果は驚くことばかりです。

なったりすることもありましたが、

事でイライラしたり、背を向けたく

また、家族に対しても、他愛もない

が開け、明るくなりました。その明る

ヒーラー

い状態はその後もずっと継続されてい

ことでした。日々重い状態だった視界

一番最初の効果はセッション直後の

になりました。

その１つは、人間関係です。いつの

持ちでいられるようになりました。

たことに感謝しています。

本当にこのボディートークに出会え

いてしまいました。

ます。

わかるのだろう」とかなり驚きました。

1

ごい療法があるものだとまたしても驚

6

んのことをあまり好きではないのでは

ら辛い恋愛を繰り返していたと思いま

が軽くなり、体調が改善されてきてい

1

「父親との関係性の中で作られたイン

1

す。本当にありがとうございました。

もできず、とうとう

かなかできずにいました。ここ数年彼

40
40

ナーチャイルドがありますね。お父さ

40
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87

40
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