
イメージ・レイキ
無料・自己伝授方式

（日本語版）

著作権表示: © 2008  Nicole Lanning. このマニュアルは、一切の改変を加えず、Nicole Lanning が記載したとおりの PDF 形式

で手渡される限り、無料で配布することができます。レビューやコメントなどの公正な利用の範囲におけるクレジットを付けた短い引

用を除いて、このマニュアルの一部のテキストの複製・盗用は、禁止されています。左記の例外を除いて、このマニュアルの部分的

な引用、フォトコピー、ファックス、複製、送信、email、電子出版、もしくはウェブサイトへのリンクやポストは、Nicole Lanning の明

示的な許可がある場合を除いて、禁止されています。もし誰かがこの著作権法に違反している場合は、Nklanning@aol.com　か

HealingArtForms@aol.com  の私のところまでご報告をお願いします。

免責：イメージ・レイキ(TM)は、資格を持った医師の治療の代替とはなりません。すべてのエネルギーワークと同様に、このエネル

ギーは、医師の治療と並行して効果を発揮するものであり、医師の治療の代わりにはなりません。またこの種のワークを行うときは、

必ず専門の医師に相談してから行うようにしてください。
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イメージ・レイキ

　宇宙全体はエネルギーで出来ています。ある種のエネルギーは私たちの目に見えるほど高密

度なので、私たちはこれを物理的現実と呼んでいます。物理的エネルギーのバイブレーションは

濃密なので、私たちはそれを感覚によって直接経験することができます。私たちの感覚器官はそ

うした物理的世界に対応するよう創られているので、今日にいたるまで、あらゆる物理的な物体

の周囲をより高いバイブレーションが取り巻いていることをほとんどの人が知りませんでした。エ

ネルギーはすべて、そのエネルギーが濃いか精妙かによって、異なったバイブレーションで振動

しています。バイブレーションにはそれぞれ独自の色があり、その色を読むことで、そのエネル

ギーの品質や本性をよりよく理解することができます。

　エネルギー活動によってイメージを生み出すというプロセスは、まさにイメージレイキそのもので

す。この新しいイメージレイキのエネルギーと、あなたが自分で望んだり想像したりするイメージと

を合わせることで、そうしたことを物理的に現実化できます。イメージレイキは、「マニフェステー

ション・エンパワーメント」と似ていますが、異なるバイブレーションのレベルで作用し、光のエネル

ギーと協調して働きます。それが、イメージ・レイキの背後にあるプロセスです。

　欲しい物に意識を集中させるときは、いうまでもないですが、その物が発しているエネルギーに

意識を集中させ、それが車であれ、新しい家であれなんであれ、その物が既に手元にあるかのよ

うに、そのエネルギーを顕在化させることができます。このとき、あなたは心の中のイメージのエ

ネルギーを使っているわけです。それは、オーラの写真を撮ったり、オーラの色を見たりするのと

同じですし、またこれは、物質のエネルギーに意識を集中して、それを複製して物理的に顕現さ

せるのと同じです。なので、このアチューンメントは、私がチャネリングで作成した「マニフェステー

ション・エンパワーメント」と非常に相性がいいのです。どちらも願望の顕現をさせるものですが、

イメージ・レイキは、エネルギーと視覚化という視点から書かれています。

　このアチューンメントにシンボルはありません。というのも、これは簡単に使えるようにチャネリン

グをしたからです。また、アチューンメントはたくさんありますが、それらはシンボルを使ったり、シ

ンボルを使わずにエネルギーだけでいくものもあり、多くの人にとっては、シンボルを正確に描か

なければいけないという心配をするよりも、単にエネルギーを呼び出すだけのほうが簡単だから

です。
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このシステムの使い道について

　このシステムは何にでも使えます。ただ、注意してほしいのは、これはあなたの心の真実の欲

求であり、しかもそれがポジティブな事柄でないと効果がないということです。人や物を傷つけた

り害したりすることには使えませんし、なんでもすぐに目の前に顕現するものではなく、遅延があ

るので、簡単にお金持ちになる方法でもありません。とはいえ、これは、お金や、物理的な物など

についても使うことができます。あなたが欲しい物に意識を集中させます。その物の写真を見つ

けましょう。それは、あなたが撮った物理的な写真でもかまいませんし、描いた絵でもいいですし、

インターネットや雑誌などで見つけた写真や絵でもかまいません。その写真をできるだけ手近な

ところに置きましょう。コピー機で複数のコピーを取るか、複数枚プリントアウトしましょう。写真や

絵の数が多いほど、それによる欲求の実現はより早く簡単になるでしょう。

このシステムの使い方

　このシステムは何にでも使えますが、一番多く尋ねられるのは、お金のことです。たしかに、こ

のシステムを使って、どんなものでもあなたの望む豊かさをかなえられます。

　豊かさとはお金のことだと、ここでは言っておきましょう。お金を欲しがらない人はいないからで

す。1 ドル札の絵を描くか、何か視覚的な補助になるようなものを見つけて、まずは、その絵から

始めましょう。座って瞑想をするか、もし瞑想が困難なら座ってリラックスしてください。目の前に

絵を置いて、それにあなたの意図を集中させます。手の中に何を感じるでしょうか？　その質感

はどうですか？　その感覚は？……

　たくさん持っているのだと感じてください。そうです、「たくさん」です。もしお金持ちになりたいなら、

あなたが望む正確な額に意識を集中させます。$25,000でも＄100,000でも、ゴールはどれだけ

でもかまいません。額を決めて、それを心の中に留めます。そして、そこから決して意識を離さず、

実際にあなたの絵の中にあるかのように、それを見つめましょう。多くの人が、物の周りのエネル

ギーを見ることができるようになるのは、このときです。物理的な絵かそれに類するものを使って

このアチューンメントをするのがいいというのは、そのためです。

　このエネルギーは、金銭面以外のものごとにも使えます。お金を例に挙げたのは、使い方を端

的に説明するのに都合がよかったからです。その物とそれを取り巻く写真のようなエネルギー、

人間のオーラの写真のようなエネルギーに意識を集中させます。すべてのものには、エネルギー

の刻印があります。それを実際に現出させることは、あなたの人生で目的をすばやく現実化させ

る手助けになります。

　このアチューンメントは、「マニフェステーション・エンパワーメント」と一緒に使うと、プロセスをス

ピードアップする手助けになります。私自身も、両方を一緒に使うことで、スピードアップに成功し

ているからです。
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アチューンメントの手続き

　これは、自己伝授形式の無料アチューンメントです。私はこれをエーテル圏において、誰でも好

きなときに共有し、受け取ることができます。結局のところ、このアチューンメントは私の人生を変

えてくれましたし、これを共有した人たちの人生も好転し、私が瞑想やチャネリングで受け取るメッ

セージにも変化が生じたので、最終的に私はこれを自己伝授形式の無料アチューメントとするこ

とにしました。

　アチューメントを受けるには以下のように言ってください。

　「わたしは、いま、ニコール・レニングによってエーテル圏に設定された『イメージ・レイキ』を、最

善の状態で受け取る準備ができました。よろしくお願いします。」
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著作権情報

I am offering these new forms to the world to be able to share with those who have an interest in 
learning as well as those who have a hard time working on channeling or are not as far along in 
their path. Please respect this healing system and treat it with dignity in which it is presented to the 
world. YOU MAY NOT CHARGE FOR THIS SYSTEM, AS THIS IS A FREE SELF 
ATTUNEMENT SYSTEM! So please respect this system and my time and work in creating this for 
all to share and use.(私がこの新しいエネルギーを万人に提供するのは、チャネリングを学んでいる人、

チャネリングを使って忙しく働いている人、もしくはそうした道の近くを歩んでいる人とこのエネルギーを共有

するためです。なのでこのヒーリングシステムを尊重し、万人に公開した意図を汲んで丁寧に取り扱ってく

れるようお願いします。これは、自己伝授形式のアチューメントなので、このアチューメントを使って対価を

受け取ることを禁じます。このシステムを決して濫用せず、私が時間をかけてこのアチューンメントを作成し、

誰もが使えるようにした意図を尊重してください。)

There are no prerequisites for the attunement into this system, but of course basic 
knowledge of energy work is beneficial.(このアチューメントを受けるのに予め必要な資格はありませ

んが、エネルギーワークに関する基本的な知識があると役に立ちます。)

• The Image Reiki is a SELF ATTUNEMENT set in the etheric realms for all to 
receive! There is no certificate for this form.(イメージ・レイキは自己伝授方式で、エー

テル圏にエネルギーを設定して誰でも受け取れるようになっています。なので、証明書は

発行していません。)
• This manual MAY NOT be altered in anyway and should only be given to students 

of this system. IT MAY NOT BE SOLD AT ANY PRICE FOR ANY REASON BUT 
ONLY TO BE GIVEN COMPLETELY FREELY FOR ALL TO USE AND 
SHARE!(このマニュアルの改変は禁じられています。また、このシステムを学びたい人に

のみ配布するようにしてください。理由の如何を問わず、有償での販売を禁じます。完全に

無料で誰もが使え、シェアできるようにしてください。)
• All rights reserved by Nicole Lanning. This includes translations into other 

languages, all names and symbols, test and attument procedures.(この文書の著作権は 

Nicole Lanning にあります。それは、他言語への翻訳権、すべての名前、シンボル、テキス

ト、アチューンメント手順が含まれます。)

I hope you find that this spiritual energy gift enhances your life and spiritual path. If you 
have any questions, comments, feedback, etc please feel free to contact me! 
Nkalanning@aol.com or HealingArtForms@aol.com (このスピリチュアルなエネルギーがあなたの人

生とスピリチュアルな道程を向上させるものでありますように。質問、コメント、フィードバック等がありましたら、

お気軽にご連絡ください。 Nklanning@aol.com もしくは HealingArtForms@aol.com )

Many Blessings and
Love and Light to you all!(祝福と愛と光が皆さんのすべてに注がれますように！)

Nicole Lanning

www.healingartforms.com
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  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

私は、瞑想中にチャネリングしたり、チャネリングセッションをしているときに受け取った、私自身のスピリ

チュアルな絵を提供するつもりです。なので、このアチューメントや他のアチューメント用にチャネリングし

た絵を、オンラインストアで気軽にチェックしてください。

http://www.healingartforms.com/newproducts.htm
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日本語訳について

Copyright 2013 久須木謙

http://www.camphortree.jp/

　この文書は、原著作者の許諾に基づいて作成されています。

　配布条件については、原著作者の著作権情報に従ってください。

　なお、原著である英語版については、

http://www.camphortree.jp/documents/Image%20Reiki.pdf

をご覧ください。
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