
 
©HealingArtForms－Nicole Lanning 

 

              All information in this manual copyrighted to Nicole Lanning. 

Don’t get any reward with this manual. It is done completely free of charge. 

                  

 1 

 

 

著作権©2008 Nicole Lanning  http://www.healingartforms.com/ 

日本語翻訳 花梨 (2009)  rittyann37@kym.biglobe.ne.jp 

 

このマニュアルは、Nicole Lanning 氏が配布したＰＤＦの形式で、無償かつ完全な

状態で渡されなくてはなりません。 

文章の一部を複製・改変する事は、信用のおける公平な使用を目的とした意見やコミ

ュニティでの簡潔な発言に引用をすることを除いて禁止されています。 

この文章の一部分を引用すること、撮影、Ｆａｘ、複写、情報伝達、Ｅメール、電子

出版、リンクを行うこと/ウェブサイトへの投稿を行うことは、Nicole Lanning氏の

文書による許可を得ずに行ってはなりません。もし、誰かが著作権を侵害しているのを

発見したら Nklanning@aol.com までお知らせください。 

 

免責事項：Pain Management Empowerment TM は、いかなる医療や保険、メンタルケ

ア、あるいはそれに類似する事柄のかわりになることはありません。 

全ての波動エネルギーは、保険医療のかわりとしてではなくそれらと結びついて、作用

します。適切な専門家に相談することなく、これらの種類のエネルギーワークを試みる

ことがないよう、覚えておいてください。 

http://www.healingartforms.com/
mailto:rittyann37@kym.biglobe.ne.jp
mailto:Nklanning@aol.com
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日本語版マニュアルの翻訳に関して、翻訳者は翻訳内容およびそれに関わる全ての事柄

において一切の責任を負いません。 

この日本語版マニュアルは創始者の許可のもとに翻訳されています。 

訳者に断りなく日本語訳を改変することはご遠慮ください。 

Pain Management Empowerment 
 
これは、私自身の痛みの管理の問題に対してワークをしている間にチャネリン

グした新しい形態です。私は線維筋痛症（病名の一種）だと診断されていまし

た。そして、それはとても痛く、時にはぱっと大きく燃え上がるように（痛み

が）起きていました。かつて、私はこのように診断されて、それらの燃え上が

るような痛みの管理を助け、その試みを助けるのにさまざまな異なる形態を使

い始めていました。時にはある段階までの助けにはなりましたが、ある時には

なりませんでした。それらは、時として操縦し扱うことが困難でした。 

ある日、私は瞑想中に、私自身が痛みの管理と問題に対してのワークをしてい

た際、その新しい形態が大天使ミカエルと同じように助けてくれる私のガイド

の一人を通して、やってきました。それはとてもシンプルで使いやすい形態で

あり、無料のセルフアチューンメントだったのです。この情報は、私のために

きて、私のための方法としてきましたが、特に慢性疾患や長い間痛みと対処し

ている残りのすべての人々に対して、共有します。 
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How can this form help? 
 
これは、使うためにいつでも呼び出して、作用する、簡単でシンプルな形態で

す。慢性疾患や多くの痛みの問題に対して使うために導いていきます。 

たとえばこれらの問題には、狼瘡（病名の一種）や慢性疲労、線維筋痛症や、

あるいは、慢性腰背痛、関節痛、外科的なものによる苦痛およびさらに関連す

る多くの苦痛があります。 

一度アチューンメントを受けたら、新しいエネルギーを呼び出して使うことが

できます。そして、あなたの問題を助けるのにとても短い時間で痛みを解放し

ます。痛みの源や基礎となる問題が取り去られるのではありません。しかし、

あなたが感じている肉体的な痛みを一時的に解放するのを助けます。 

 

How to receive this empowerment? 
 

これは無料のセルフアチューンメントなので、あなたが好きな時に単に呼び出

すことができます。あなたがエーテルの領域で受け取るためにすでに設定がな

されています。 

 

「今、私はすべてが最も素晴らしくなるために、Nicole Lanning（ニコール・

ランニング氏）から The Pain Management Empowerment を受け取る準備ができ

ています。ありがとう」 

 

原文： 

“I am now ready to receive the Pain management Empowerment from Nicole Lanning 

 for the highest good of all. Thank you.” 
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この言葉で活性化するようにセルフアチューンメントを、私は書き表しました。

そして、それはとてもシンプルです。だからこそ、どうか、この新しい形態に

あなたのエネルギーが（同調するための）権利を与え、活性化するための宣言

後は、使ってください。 

 

How can I activate and use this form? 
 

このエネルギー形態を使って活性化させるのは、まさに、とても簡単です。単

に宣言してください： 

 

“Pain Management Energy On”あるいは、あなたがこのエンパワメントのエネ

ルギーを活性化したいと思う好きな似たような言葉で。 

 

ADDITIONAL INFORMATION 
 

私は、一生懸命チャネリングに励んでいる人と同じように、興味を持って学ん

でいる人たちと共有することのできる新しいエネルギー世界の形態を提供して

います。あるいは、それほど自らのスピリチュアルな道を進んでいない人たち

に対しても提供しています。 

どうぞ、このヒーリングシステムに対して敬意を払ってください。 

そして、威厳とともにこのエネルギー世界を扱ってください。 

このエネルギーは無償のセルフアチューメントシステムなので、あなたはこの

システムにいかなる代償を払うことはありません！ 

だからこそ、どうぞ、このシステムに敬意を払ってください。 

そして、全ての人と共有し活用するために作り上げた私のエネルギーや時間に

対して、敬意を払ってください。 

 

 

 

このアチューンメントをする際にあたっての前提条件はありませんが、当然の

ことながら、エネルギーワークに対しての基礎的な知識は有益です。 
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●The Pain Management Empowermentをセルフアチューンメントすれば、アチュ

ーンメントを行う全ての人のエーテル体の範囲において受け取りが始まります。

この形態にまったく疑いはありません。 

 

●このマニュアルのいかなる改編も禁止します。 

また、このエネルギーを求める人に対してのみ与えられるべきです。 

どんな理由であってもこのマニュアルを売ってはなりません。活用し、共有す

る全ての人に対して完全に無償で提供されなくてはなりません。 

 

●全ての著作権は Nicole Lanning に帰属します。 

これには他の言語への翻訳、すべての名前やシンボル、文章、およびアチュー

ンメントプロセスも含みます。 

 

このスピリチュアルなエネルギーの贈り物が、あなたの人生やスピリチュアル

な道の過程を促進することに気づきますように。 

もし、いかなる質問やコメント、フィードバック等があるならば、遠慮しない

で私に連絡してください。 

 

Nklanning@aol.com  または  HealingArtForms@aol.com 

 

Many Blessings and 

Love and Light to you all! 

 

Nicole Lanning 

www.healingartforms.com 

mailto:Nklanning@aol.com
mailto:HealingArtForms@aol.com
http://www.healingartforms.com/

