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2014年 12月 17日。Facebookから”あるメッセージ”が 

入りました。親しい女性からでした。 

 

そのメッセージ内容は、背筋に寒気が 

走る内容だったのです。それは・・・ 

 

「幽霊が身体の中に入ってきて「幽霊が身体の中に入ってきて「幽霊が身体の中に入ってきて「幽霊が身体の中に入ってきて、、、、悪さをして困っています。悪さをして困っています。悪さをして困っています。悪さをして困っています。    

    助けてください。」助けてください。」助けてください。」助けてください。」    

 

もう自分ではどうしようもない・・・ 

足が勝手に動き、意味不明の行動を取ってしまう・・・ 

かなり深刻な状況でした。 

 

波動アップコンサルタント波動アップコンサルタント波動アップコンサルタント波動アップコンサルタントとして、本格的に 

始動するきっかけとなった出来事だったのです。 

ここから幽霊や悪魔など、闇の勢力との戦いが始まりました。 

 

ただ、その戦いを通して、いろんなことに気づき、 

波動アップに関する独自ノウハウも蓄積することができたのです。 

お蔭で、今では、悪魔に魂を支配されてしまった方を悪魔に魂を支配されてしまった方を悪魔に魂を支配されてしまった方を悪魔に魂を支配されてしまった方を    

救うこともできる救うこともできる救うこともできる救うこともできるようになっています。 

 

「そんなことが現実にあるのか？」 

と思われるかも知れません。ただ、これは事実です。 

実際、私はその現場に立ち会い、対処しています。 



今から更に詳しくお話しします。 

 

 

はじめまして。波動アップコンサルタントの 

三宅巧一です。私は、理系出身のWordPress集客 

コンサルタントとしてコンサルティングサービスや講座、 

塾などを開講しています。それは今でも続けています。 

塾生は、のべ塾生は、のべ塾生は、のべ塾生は、のべ 120120120120名以上名以上名以上名以上となりました。 

 

この他にも２つの起業アカデミーを開講。 

塾生の合計は、約塾生の合計は、約塾生の合計は、約塾生の合計は、約 60606060名名名名です。 

 

このように集客や起業など、ビジネスに関するノウハウ提供、 

コンサルティングが私の専門分野でした。 

 

でも、2013年 11月末、”ある合宿セミナー””ある合宿セミナー””ある合宿セミナー””ある合宿セミナー”へ参加。 

わずか２泊３日のセミナーにも関わらず 

私は「別人」に生まれ変わったのでした。 

 

私の「波動」が短期間で一気に上がり、 

見える世界が変わってきたのです。 

 

このセミナーをきっかけに「波動」に関する 

あらゆる情報を自然に引き寄せ、2014年には、 

自らの波動を更にアップし、人生成功に必要な 

「人・物・お金・情報」を自然に引き寄せる方法「人・物・お金・情報」を自然に引き寄せる方法「人・物・お金・情報」を自然に引き寄せる方法「人・物・お金・情報」を自然に引き寄せる方法を体系化。 

 

そして、2015年 3月から、本格的に 

「波動アップ」に関するコンサルティング 

サービスを提供できるようになったのです。 

 

「波動」とは一体何か？「波動」とは一体何か？「波動」とは一体何か？「波動」とは一体何か？    

 

「波動」は量子力学の世界になります。例えば・・・ 

「音波」「電磁波」「電波」「色波」「念波」などは、すべて波動です。 



身近な例だと、テレビ、ラジオ、電話などはテレビ、ラジオ、電話などはテレビ、ラジオ、電話などはテレビ、ラジオ、電話などは    

波動によって機能波動によって機能波動によって機能波動によって機能しています。例えばテレビ

はテレビ局で撮影した映像と音声を電気信号

へ変換し、電波として各家庭に情報を届けて

います。 

 

そして各家庭では、テレビのチャンネル操作 

によって周波数を合わせることで、テレビの

映像が見え、音声が聞こえるのです。 

 

これが「波動」の原理になります。 

 

同じように、人間や物質にも固有の周波数があり、人間や物質にも固有の周波数があり、人間や物質にも固有の周波数があり、人間や物質にも固有の周波数があり、 

それが変化しています。私のことをよく知っている方は 

2013年の 12月ぐらいから、私の変化に 

気づかれていることでしょう。 

 

個別コンサルティングのクライアントや塾生からは 

「別人になった」「声が変わった」「若返った」 

など、と言われるようになりました。 

 

１年前に私のセミナーを受講した方が 

１年後に同じセミナーを受講されたのですが 

その方からも・・・ 

 

「去年とは声が全然違う、「去年とは声が全然違う、「去年とは声が全然違う、「去年とは声が全然違う、    

    聞き惚れてしまいました。」聞き惚れてしまいました。」聞き惚れてしまいました。」聞き惚れてしまいました。」 

 

というコメントを頂いています。 

 

なぜ、別人のように思われるようになったのか？ 

その理由は・・・「私の波動が上がったから」「私の波動が上がったから」「私の波動が上がったから」「私の波動が上がったから」 

ということになります。 

 

波動についてもう少しだけ追加で説明すると 

波動には「高い波動」と「低い波動」「高い波動」と「低い波動」「高い波動」と「低い波動」「高い波動」と「低い波動」があります。 



 

例えば・・・ 

 

・モーツアルトの音色は高い波動で 

・黒板をひっかく音は低い波動 

 

・やさしく語りかける時の声は高い波動で、 

・怒鳴り声は低い波動 

 

・感謝は高い波動で、恨みは低い波動 

 

こんな風に思ってもらえば大丈夫です。 

 

この波動は、「同調」「共鳴」「干渉」「同調」「共鳴」「干渉」「同調」「共鳴」「干渉」「同調」「共鳴」「干渉」 

という特性を持っています。 

 

例えば、赤ちゃんが複数名いる時 

一人が泣き出すとそれに同調するように 

他の赤ちゃんも泣きだしますよね。 

これは「波動の同調」です。 

 

がん細胞（低い波動）に何らかの高い波動 

（例えば、パワーストーン）をあてると、波動干渉に 

よって、がん細胞がなくなる可能性があります。 

 

実際、私の知人はステージ３の肺がんに 

なったことがありますが、手術や抗がん剤、 

放射線治療を一切行うことなく、 

波動療法や気功で完治しています。 

 

高い波動同士は、共鳴することでより高くなり 

低い波動同士は、共鳴することでより低くなるのです。 

 

自分の身の周りで起こっている出来事は自分の身の周りで起こっている出来事は自分の身の周りで起こっている出来事は自分の身の周りで起こっている出来事は    

実は自分が引き寄せている！？実は自分が引き寄せている！？実は自分が引き寄せている！？実は自分が引き寄せている！？    



 

冒頭に登場した霊障に悩んでいた女性ですが、 

その後のコンサルティングを通して、驚愕の事実が 

明らかになりました。それは・・・ 

 

幽霊だけではなく、悪魔が悪さをしていた幽霊だけではなく、悪魔が悪さをしていた幽霊だけではなく、悪魔が悪さをしていた幽霊だけではなく、悪魔が悪さをしていたのです。 

例えば・・・ 

 

� お風呂から出ようとしたら、立ち上がれなくなってしまった 

� 歯を磨いていたら、首が横に曲がったまま元に戻らなくなってしまった 

� 外出先にて１メートル半径で振り回され、頭を地面に強打した 

 

など、通常では考えられないような出来事が 

毎日のように起こっていたのです。 

 

なぜ、このようなことが起こるのでしょうか？ 

その根本原因は、彼女の魂に突き刺さっていた 

”あるネガティブ感情”が幽霊や悪魔の”あるネガティブ感情”が幽霊や悪魔の”あるネガティブ感情”が幽霊や悪魔の”あるネガティブ感情”が幽霊や悪魔の    

低い波動と共鳴低い波動と共鳴低い波動と共鳴低い波動と共鳴し、引き寄せて 

しまっていたのです。 

 

その根本原因に気づき、取り除いてからは 

霊障問題がすぐ解決しました。 

 

つまり、あなたの身の回りで起こっている出来事は 

すべて自分が発している波動が引き寄せている自分が発している波動が引き寄せている自分が発している波動が引き寄せている自分が発している波動が引き寄せている 

ということになります。 

 

別のクライアントの事例も紹介しましょう。 

いつも直属の上司との人間関係が悪くなってしまう 

というパターンを繰り返している男性がいました。 

 

その根本原因を探っていくと・・・ 

少年時代の野球が関係していることが判明したのです。 

 

野球でライトを守っていたのですが 



落球してしまい、それが原因で野球の試合に 

負けてしまったのです。 

 

その時のネガティブ感情が魂に残っていたので、 

その波動の影響で、どうしてもここぞという時に 

失敗してしまい、直属の上司との関係が悪化してしまう直属の上司との関係が悪化してしまう直属の上司との関係が悪化してしまう直属の上司との関係が悪化してしまう    

パターンを繰り返していたパターンを繰り返していたパターンを繰り返していたパターンを繰り返していたのでした。 

 

あなたも繰り返してしまっている 

悪いパターンはありませんか？ 

 

例えば・・・ 

 

� 何度も離婚してしまう・・・ 

� いつもいじめられ、仲間外れにされる 

� 太ったり、痩せたりを繰り返してしまう 

� 部下がいつも離れていってしまう 

� 妻や夫との喧嘩が絶えない 

 

など、いろんなパターンがあります。 

 

これらは、すべてあなたの魂に残っているあなたの魂に残っているあなたの魂に残っているあなたの魂に残っている    

ネガティブ感情の波動が原因ネガティブ感情の波動が原因ネガティブ感情の波動が原因ネガティブ感情の波動が原因です。 

 

根本的に解決するためには、その魂に残っている 

ネガティブ感情を取り去る必要があるのです。 

 

人生成功のポイントはたった一つ、それは・・・人生成功のポイントはたった一つ、それは・・・人生成功のポイントはたった一つ、それは・・・人生成功のポイントはたった一つ、それは・・・    

 

「波動を上げること！」です。 

波動が上がれば、人生成功に必要な 

「人・物・お金・情報」を自然に引き寄せる 

ことができるようになります。 

 

事実、私の波動アップコンサルティングを 



受け始めた方々は、まだコンサルティングの途中ですが 

現時点において、このような成果を上げています。 

 

●幽霊や悪魔の嫌がらせから解放され、 

 前向きに生きるようになった 

 今は「悪魔に負ける気がしない！」「悪魔に負ける気がしない！」「悪魔に負ける気がしない！」「悪魔に負ける気がしない！」 

 と言えるくらい元気です。 

 

●会社を退職し、完全に独立起業。 

 独立初月から売上独立初月から売上独立初月から売上独立初月から売上 45454545万円を達成！万円を達成！万円を達成！万円を達成！    

 家族との関係も改善できた 

 

●会社をクビになり、派遣社員として再スタートしたら、 

 正社員の話が舞い込み、課長代理として転職に成功課長代理として転職に成功課長代理として転職に成功課長代理として転職に成功 

 

●整体業界トップクラスの先生のお弟子さんから 

 「うちで働き「うちで働き「うちで働き「うちで働きななななががががらららら学学学学びびびびまままませせせせんんんんかかかか？」？」？」？」という 

通常ではあり得ないお誘いをもらった 

 

●娘さんがとても前向きになり、10歳にも関わらず 

 父親の仕事（父親の仕事（父親の仕事（父親の仕事（WEBWEBWEBWEB制作）を積極的に手伝う制作）を積極的に手伝う制作）を積極的に手伝う制作）を積極的に手伝うようになった 

 

●会社の上司や同僚との人間人間人間人間関係関係関係関係が劇的に改善が劇的に改善が劇的に改善が劇的に改善し、 

 前向きに仕事に取り組めるようになった 

 

など、まだ波動アップコンサルティングを 

スタートして間もないのですが、このような 

成果が出ています。 

 

では、波動を上げるためには 

具体的に何をすれば良いのか？ 

３つのポイントについてお話しします。 

 

●波動を上げるポイント１：●波動を上げるポイント１：●波動を上げるポイント１：●波動を上げるポイント１：    

    身体を細胞レベルできれいにすること身体を細胞レベルできれいにすること身体を細胞レベルできれいにすること身体を細胞レベルできれいにすること    

 



食べている物の反復が現在のあなたの身体です。 

その食べているものに食品添加物が多く含まれていたり 

自分の身体に合っていない食品ばかり食べていたら 

あなたの波動は上がりません。 

 

身体を細胞レベルできれいにすることがポイント身体を細胞レベルできれいにすることがポイント身体を細胞レベルできれいにすることがポイント身体を細胞レベルできれいにすることがポイントです。 

まずは、食生活を見直す必要があります。 

具体的には、キネシオロジーという技術を使い 

普段食べているものがあなたの身体に 

合っているのか？チェックします。 

 

また、ロシアから輸入した音波による体内状態 

チェック＆調整機器「メタトロン」を活用した 

「メタトロンセラピー」「メタトロンセラピー」「メタトロンセラピー」「メタトロンセラピー」で波動を上げることも可能です。 

 

この他にも基礎代謝アップ健康法や人間の身体

にある「気＝エネルギー」の出入り口である７

つのチャクラを開いていくエネルギーワーク、

健康習慣化サブリミナル音声を毎日聞くなどい

ろんな手法があります。 

 

●波動を上げるポイント２：●波動を上げるポイント２：●波動を上げるポイント２：●波動を上げるポイント２：    

    ネガティブ感情を解放することネガティブ感情を解放することネガティブ感情を解放することネガティブ感情を解放すること    

 

あなたの魂には、ネガティブな感情（例えば、憎しみ・ 

恨み・罪悪感など）が残っている可能性があります。 

 

� ネガティブな感情（低い波動）が魂に残っているのか？ 

� 誰に対して、どんなネガティブ感情を抱いているのか？ 

� それは、どの出来事が原因になっているのか？ 

 

それらの情報をフィンガーチェック（キネシオフィンガーチェック（キネシオフィンガーチェック（キネシオフィンガーチェック（キネシオ

ロジーの一種）ロジーの一種）ロジーの一種）ロジーの一種）で特定し、音叉、メッセージカ

ード、エネルギーワークなどを駆使しながら、

それらネガティブな感情（低い波動）を 

打ち消すセッションが必要です。 



 

ネガティブ感情を一掃することで波動が一気に上がり、 

引き寄せ力を強化することができます。 

 

●波動を上げるポイント３：●波動を上げるポイント３：●波動を上げるポイント３：●波動を上げるポイント３：    

    波動が上がる思考法をマスターする波動が上がる思考法をマスターする波動が上がる思考法をマスターする波動が上がる思考法をマスターする    

 

思考も波動に大きな影響を与えています。 

 

� 魂の目的である「理念」の明文化 

� 波動が高くなる思考セッション 

� 波動を高くするサブリミナル音声 

などを駆使して、宇宙の法則に沿った「愛と調和」を 

意識した思考法へ変化させるセッションを行います。 

 

これにより波動レベルが上がり、引き寄せ力を 

強化することができます。 

 

このように「身体」「感情」「思考」の最適化で 

人生を豊かにする「人・物・お金・情報」を 

自然に引き寄せることができるようになるのです。 

 

波動波動波動波動をををを高高高高くくくくししししてててて、引き寄せ力を強化する、引き寄せ力を強化する、引き寄せ力を強化する、引き寄せ力を強化する    

「波動アップコンサルティング」とは・・・「波動アップコンサルティング」とは・・・「波動アップコンサルティング」とは・・・「波動アップコンサルティング」とは・・・    

 

先ほどお伝えした波動を上げる３つのポイントが 

そのまま「波動アップコンサルティング」の 

メニューになっています。 

 

具体的には・・・ 

 

●ボディクリーンコンサルティング●ボディクリーンコンサルティング●ボディクリーンコンサルティング●ボディクリーンコンサルティング    

●潜在意識クリーンコンサルティング●潜在意識クリーンコンサルティング●潜在意識クリーンコンサルティング●潜在意識クリーンコンサルティング    

●ブレインクリーンコンサルティング●ブレインクリーンコンサルティング●ブレインクリーンコンサルティング●ブレインクリーンコンサルティング    



になります。 

 

それぞれのメニューを個別に受けて頂くことも 

可能ですが、すべてをまとめた「波動アップ 

コンサルティング」が一番お勧めです。 

 

この「波動アップコンサルティング」は、他では 

受けることができないサービスだと思います。 

理由は、このサービスを提供できる能力をこのサービスを提供できる能力をこのサービスを提供できる能力をこのサービスを提供できる能力を    

持っている人が日本には、恐らくいない持っている人が日本には、恐らくいない持っている人が日本には、恐らくいない持っている人が日本には、恐らくいない    

と思われるからです。 

 

そのため、どんなコンサルティング 

サービスなのか？うまく想像できないかも知れません。 

 

そこで、まずは「波動アップお試しコンサルティング「波動アップお試しコンサルティング「波動アップお試しコンサルティング「波動アップお試しコンサルティング    

サービス」サービス」サービス」サービス」へのお申込みをお勧めします。 

 

波動アップお試しコンサルティングは 

以下のようなサービス内容になります。 

 

� お一人様１回のみお一人様１回のみお一人様１回のみお一人様１回のみお申込み頂けます 

� 費用は「「「「32,40032,40032,40032,400円」（税込）円」（税込）円」（税込）円」（税込）です 

� １回のセッション時間はセッション時間はセッション時間はセッション時間は 60606060分分分分になります。 

� セッションの場所は、東京都中央区勝どき場所は、東京都中央区勝どき場所は、東京都中央区勝どき場所は、東京都中央区勝どき 

  あるいは、スカイプになります 

� テーマは、何でも大丈夫何でも大丈夫何でも大丈夫何でも大丈夫です。 

  ほぼすべてのテーマに対応できると思います。 

（念のため、対応可能か？事前にチェックします） 

 

お申込みからコンサルティングを 

受けるまでのステップは、以下の通りです。 

 

●ステップ１：●ステップ１：●ステップ１：●ステップ１：    

 お申込みフォームに必要事項を入力 

 



●ステップ２：●ステップ２：●ステップ２：●ステップ２：    

 こちらで対応可能かどうかチェックします。 

 特に問題なく対応できる場合は、 

 お支払いに関する案内メールを送ります。 

 

●ステップ３：●ステップ３：●ステップ３：●ステップ３：    

 お支払い手続きをお願いします。 

 その後、セッション日程調整を行います。 

 

●ステップ４：●ステップ４：●ステップ４：●ステップ４：    

 セッションを受けて頂き、本格的に 

 波動アップコンサルティングを受けるかどうか？ 

 ご判断頂きます。 

 

それでは、こちらから「波動アップお試しコンサルティング」 

へお申込みください。 

 

⇒ https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=256063 

 

なお、本サービスに関してご不明な点があれば 

こちらよりお問合せください。 

 

⇒ http://your-ownbusiness.com/contact 

 

それでは、あなたからのお申込みをお待ちしています。 

 

戦略企画ドットコム株式会社 

波動アップコンサルタント 

三宅巧一 

 


