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この度はモナ浄化のアチューンメントを受けていただきましてありが

とうございました。

以下の規約をお読みいただき、また、このマニュアルに書かれている

ことをご理解いただき、モナ浄化を正しく使っていきましょう。

◆モナ浄化のアチューンメントを受けた⼈は、その⽇から他の⼈に有

料でモナ浄化を⾏うことが出来ます。

但し、他の⽅に有料でモナ浄化を⾏う場合は必ず「モナ浄化」とお相⼿

にお伝えください。（霊さんたちに「モナ浄化」の名前で⼝コミが広が

っているのでご協⼒をお願いします）

◆有料でモナ浄化を⾏う場合の価格設定は⾃由です。　（⽬安として

は1回　4∼5,000円ほどです）

　1週間、1ヶ⽉など期間を設けるセット販売なども⾃由に⾏ってい

ただいて⼤丈夫です。

◆モナ浄化は⾃由に他の⽅に⾏っていただいて⼤丈夫ですが、モナ浄

化の著作権を全て放棄しているわけではありません。

本来の意図（エネルギーの浄化）と違う⽬的でモナ浄化を⾏っている

のを⾒つけた場合にはモナ浄化を⾏う権利を剥奪させていただくこと

もあります。
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浄化もヒーリングも同じエネルギーワークの仲間であ

り、どちらも「⾁体や精神のエネルギーを正常な状態に

整える」ということを⽬的としていますが 

この2つは原理が⼤きく違います。

●「 浄化 」は 

いらないものを取り除く

 という「 マイナスの作⽤ 」

があり

●「ヒーリング」は

⾜りないエネルギーを外

から補う

という「 プラスの作⽤ 」が

あります。

浄化とヒーリングは違います

step 1
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⾁体や精神の状態を良くしたいときには

1.まず浄化でいらないものを取り除き

2.ヒーリングで新たにエネルギーを注ぎ込んで  

  枯渇したエネルギーを増やしてあげる

 というように両⽅を⾏うことが望ましいのです。 

  

※ 動物 に⾄っては ⾃⼰免疫⼒が強い ため、浄化だけで状態が良くな

ることも多く経験しています。

ヒーリングのスキルを持っていても、浄化のスキルを持っていない

という⼈を多く⾒かけますが

浄化のスキルをお持ちでない⽅は、ヒーリングの効果を最⼤限に

引き出すためにも、とりあえず最低でも1つは習得しておくことを

オススメします。



1.誰でも出来るようになります

モナ浄化はアチューンメント式なので、アチューンメント後は 誰で

も1回30秒 で出来るようになります。

年に3∼4回復習も兼ねてZoomによる 無料の練習会 も開催して

いますので⾃⼰流になってしまう⼼配がありません。

2.安⼼・安全です

モナ浄化は⼈間にも霊さんにも優しい浄化のため、浄化をするこ

とで低次な存在から攻撃を受ける⼼配がありません。

3.無駄なエネルギーを消耗しません 

モナ浄化は不要なエネルギーを無理やり光に返すのではなく、 ⾃

分の意志で⾃⼒で 光に返っていただきます。

そして、ポジティブな 感謝 と 応援 のエネルギーだけ使うので、激し

いエネルギーの消耗もないため疲れることがありません。

         

step 2

モナ浄化の特徴
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浄化は通常はオーラの外

側についた不要なエネル

ギーを光に返しますが、モ

ナ浄化は オーラの中 に間

違って⼊ってしまっている

霊さんも浄化することが出

来ます。

4.オーラの中も浄化できます

(※⾁体の中まで⼊ってしまったものを除く)
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5.あらゆるものを浄化できます

モナ浄化は⼈だけでなく、動物・⼟地・建物・アクセサリーなどあ

らゆるモノを浄化することが出来ます。

遠隔での浄化も可能で、地球やウィルスなどに対しても浄化する

ことが出来ます。

6.即効性があります

ヒーリングは結果が現れるまでにある程度の時間がかかること

が多いのですが、モナ浄化の場合は浄化と同時に痛みや腫れの

軽減や⾝体の軽さ、精神的な落ち着きなどの変化を瞬時に感じる

ことが出来ます。



step 3 

モナ浄化の名前の由来

私がこの浄化を⽣み出し精査していきながら、いざ世に出そうと

思ったとき、「名前」がないことに気づきました。

私の⼼の師匠「⼤天使ミカエル」に名前について相談したところ

「イタリア語」

と⾔われました。

「???」と思いながらも、イタリア語の単語を調べてみると

「 平和 」や「 平和的な 」という意味の「モナ」という単語に出会いまし

た。

霊さんを忌み嫌わず、怖がらせることもなく、「平和的」に光に

返っていただく のでこの浄化にピッタリだということで「モナ

浄化」という名前になりました。
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浮遊霊さん 

⾃分から出たネガなエネルギー 

⾃分が⼿放したエネルギー 

サイキックアタック(⽣霊)

step 4

 モナ浄化で浄化することができるエネルギー

モナ浄化では以下のエネルギーを光に返すことが出来ます。
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◆霊障による⾁体(特に上半⾝)の不具合が取れる

肩こり、頭痛、⾸の痛み、寝違え、背中の痛みなどが、霊障によるも

のであればその場で取り除くことができます。

◆波動(エネルギー)を整えることが出来る

⼈の波動(エネルギー)は常に波のように変化していますが、モナ

浄化を続けることによる 波動の⽔準の平均値が上がって来ます 。

波動の⽔準が上がると低い層の霊さんたちに邪魔されることも

少なくなりますし、低い集合意識に振り回されることも少なくなり

穏やかな⽇常を送ることが出来るようになります。

◆相⼿の不安定なエネルギーを整えることが出来る

モナ浄化はお相⼿の許可がいりませんので、⼀緒にいる⽅がイラ

イラされているときなどにモナ浄化をしていただくと早めにお相

⼿を落ち着かせることが出来ます。

私の場合、動物園で落ち着きなくウロウロしている⼦によくモナ

浄化をしています。

通常2∼3分で落ち着いて寝てくれます。

step 5

  モナ浄化で期待できる効果
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◆⾦縛りを解くことが出来る

⾦縛りにあっている最中でもモナ浄化を⾏っていただくとその

場で解くことが出来ます。

⾦縛りにあって困っている⽅には3⽇ほど連続でモナ浄化

をすればしばらくあわなくなります。

◆リーディングの能⼒がUPする

浄化には無意識に「観察」をしていきますので、回を重ねる

ごとにエネルギーの状態をリーディングする⼒がついてき

ます。

※リーディングとは、お相⼿やモノの状態を感じとるというスピリチ

ュアル能⼒です。

私の場合モナ浄化の経験を重ねることで

今⽇は⼈混みに⾏ってきたんだな。

今⽇は体調が悪そうだな。

ここ2∼3⽇悩み事があったみたい。

最近断捨離をされたんだな。

というようなことが分かるようになってきました。
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私がスピリチュアルを本格的に勉強し始めてすぐに「浄化」の⼤

切さを思い知る出来事を沢⼭経験しました。

正確には⽬の前の⼈の体験を通して「浄化」がいかに⼤切かを

学ばさせていただきました。

そのため「浄化」に関してはかなりの数のスキルを持っている

のですが、能⼒が上がるにつれて「浮遊霊さんたち」が浄化する

際に恐怖を抱いていることを知ります。

浮遊霊さんたちは、昨⽇までは私達と同じ世界で⽣きている⼈

間でした。

ただ、「残していくものへの⼼配」「志半ばでやり遂げられなかっ

たことへの無念」などこの世に未練があったことで霊界への切

符を受け取りそこねて迷⼦になってしまっています。

浮遊霊さんたちを浄化することは「成仏」させて光の世界に返し

てあげることが出来るのですが、普通の浄化ではまだ浮遊霊さ

んたちの⼼の準備が出来ていないのに強引に成仏させられて

しまいます。

その時に⼤きな恐怖を味わうのです 。

step 6

モナ浄化が⽣まれたきっかけ
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亡くなるときに1度恐怖を味わっているのに、浮遊霊さんたちは

もう⼀度死の恐怖を味わなくてはいけなくなってしまう・・・

この現状をなんとかしたい。

そんな思いからこのモナ浄化は⽣まれました。

浮遊霊さんが憑いていると⾔われると「怖い」と感じると思い

ますが、 浮遊霊さんの9割以上はただの迷⼦さんです。 

その迷⼦の浮遊霊さんたちで⼼の準備が出来た⼈から「⾃分

の意志」で 「⾃分の⼒」で成仏してもらう。 

だから浮遊霊さんたちは怖い思いをしなくて良いし、浮遊霊

さんたちから恨まれることもない。

これがモナ浄化の原理です。

そして、浄化する側の私達に必要なのは「 感謝 」と「 応援 」の気持

ちだけ。

「北⾵と太陽」のお話の「太陽」を思い浮かべてもらえればわかり

やすいと思います。

何より「感謝」と「応援」のポジなエネルギーは波動が⾼くてとて

もパワフルで気持ちが良いです。

浮遊霊さんたちを忌み嫌うのではなく、 浮遊霊さんたちも私

達⼈間も共に幸せになれる のがモナ浄化です。
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私も含めて、モナ浄化をさせていただいた⽅たちから「運が良く

なった」というご報告を多数いただいております。

それにはちゃんと理由があって、モナ浄化によって成仏してくだ

さった霊さんたちが

「怖い思いをせずに成仏出来たお礼」

として、きちんと成仏して光に返った後に守護霊さんがいるポジ

ションに戻ってきてある⼀定期間守護してくれることがあるの

です。

守護霊の数を数えられる⽅が、私についている守護霊さんの数

にとても驚かれたことがあります。

ただ、「運が良くなる」ことだけを⽬的にモナ浄化をやって欲しく

ないので、モナ浄化の⽬的を覚えておいてくださいね。

  

step 7

覚えておいて欲しい⼤切なこと
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モナ浄化の⽬的はあくまで、

霊さんたちに本来いるべき場所=光の世界に返っていただ

き、⾃分のオーラや波動を整えること

です。

そしてモナ浄化に必要なものは「 感謝 」と「 応援 」のエネルギ

ーです。 

逆に「感謝」と「応援」のエネルギーがあればいつでもどこで

も1回30秒で⾃分を整えることができます。

1⼈でも多くの⽅がモナ浄化を習得されて幸せになっていた

だきたいと思っています。
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1.軽く⽬を閉じて⼤きく深呼吸します。 

2.⼼の中で「モナ浄化」と宣⾔します。 

3.浄化したい対象のシルエットを想像します。 

4.その上に何か茶⾊のスライムのようなものが乗っていると設定し

ます。 

5.イメージの中で⼿を使わずに

意識の⼒だけでそれを⼀気に

ベリッと剥がします。 

　(⾃分で⾃分を浄化する際は、

⼿をクロスさせてセーターを

脱ぐように剥がします)

モナ浄化の⼿順

step 8
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6.対象に光の柱を建てます。

その柱が遥かかなた光の世界まで

続いているかどうか確認をします。

7.上がって⾏く存在に対して⼼の中で 

 「ありがとうございます」と連続して

唱えていきます。

その時に⼀⽅で以下のことを語りかけ

て⾏きます。



【感謝】

「光に帰ると決意してくれてありがとう」

「⾃⼒で上がってくれてありがとう」

「今までそばにいてくれてありがとう」

【怖くないよ】

「光の世界は怖くないよ」

「光の世界が本来あなたたちがいるべき世界なんだよ」

「光の世界はとても素敵なところだよ」

【応援】

「頑張ってね」

「⾏ってらっしゃい」

8.上がって⾏く存在たちが炭酸の泡のようにシュワシュワまたは

ザーッと上がって⾏くところを想像または観察します。

9.開始から30秒ほどしたら終了します。   

  体感がある⽅は体感がおさまってから終了します。 

  体感がない⽅は、⾼次な存在または宇宙に終わりの合図をお願

いしてみてください。

※5と6は順番が逆になっても⼤丈夫です。 

※⼟地や建物の場合も同じやり⽅です。 

※動物の場合は背中側に「何か」が乗っているところを想像します。      
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最後に、モナ浄化を他の⽅に伝授できるようになる「モナ浄化ティー

チャーコース」のご案内です。

ティーチャーコースを修了されると、他の⽅に有料（15,000円）で

モナ浄化をアチューメントすることができるようになります。

⾃分にも霊さんにも優しいモナ浄化をティーチャーとしてお伝えし

て下さる⽅を随時募集しています。

モナ浄化ティーチャーコースのご案内

step9 
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■受講資格

1.モナ浄化伝授の効果を⾃他問わず実感されている⽅ 

2.モナ浄化伝授を受けられてから3ヶ⽉以上経たれている⽅

■カリキュラム

第1回⽬　復習とレクチャー（90分） 

モナ浄化の復習

モナ浄化の要点の伝え⽅をレクチャー

他の⽅にアチューンメントできるようエネルギーの「解放」

アチューンメントの仕⽅をレクチャー＆実践練習 

第2回⽬　実技試験（90分） 

モナ浄化の要点説明の実技

モナ浄化のアチューンメントの実技

モナ浄化の⼿順の伝え⽅の実技

モナ浄化のお相⼿への誘導と練習の実技

■ティーチャーコース受講料

7万円

コースについての詳細はこちらのページをご覧ください↓↓

https://dolphinrose.net/monateacher/
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