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◇  ペタルトーンエッセンス一覧 ◇（2023 年 最新 ver.） 

 

・ペタルトーンエッセンスは、創始者デイビッド・イーストー氏とパートナーのヘレン・ギルド氏によって、 

１９９２年に英国の聖なる土地、グラストンベリーで誕生した花や植物とそのスピリット（精霊）たちからな

る動的な新しいタイプの飲まずに使用するフラワーエッセンスの一つです。 

 

・植物のもつパワフルなエネルギーを、直接オーラに溶け込ませることで、あらゆるエネルギーレベルでの変容

をもたらし、素晴らしい人生を創造していけるようサポートします。 

 

・現在でも米国のホワイトハウスや、英国の裁判所などにも使用されており、家や職場、ご自身のオーラや土地・

建物などの浄化にも定評がある、英国を中心に世界各地で活躍されていたジュディ・ホール氏推奨のエッセン

スです！ 

 

・エッセンスには、ヒーリングで大変有名なチャリスウェルの井戸水、もしくはグラストンベリーの湧水をベー

スに、保存用と蒸発を促進させるためのウォッカで作られています。 

 

・ペタルトーンは、サンメソッドや煮沸方法などの手法とともに、独自のメソッドで作られています。 

 

 

◆使用方法◆ 

ペタルトーンは、全て、飲用せずに直接手に付けて、オーラやチャクラに溶け込ませて使用します。 

種類によっては、直接、床に数滴落とす、お風呂に入れる、加湿器やディフューザーに入れるなども可能です。 

 

（基本の使い方） 

・エッセンスを片手に数滴落として、両手を軽くこすり、エッセンスを蒸発させます。 

この時に蒸発させ過ぎないように注意してください。 

・肌から約 15 ㎝ほど離してチャクラやオーラの位置に手を置きその場で約 20～30 秒ほど手を止めます。 

・全身のオーラに使い場合は、身体の上から下へオーラを手でなでおろして行くようにお使いください。 

・使用するチャクラが指定されているエッセンスは、そこに使用するのが最適ですが、他の場所にも使えます。 

・各エッセンスの使い方について、上記と異なるものについては、以下別途記載してあります。 

 

※免責事項：ペタルトーンエッセンスは、当社のエッセンス使用以外の誤った使用に対しての、一切の責任を負

いません。使用法は常に守られることが前提となっています。 

独自のやり方を試したい場合は、ご本人の責任下において行ってください。 

その結果に関する責任は、当方では一切負わないものとしますことを、予めご了承ください。 
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◆目次◆ 

 

・スペースクリアリングシリーズ    ３～４ 

・オーラプロテクションシリーズ    ５～７ 

・シャーマニックツールズ       ８～９ 

・繁栄と豊かさのエッセンス      10 

・タントリックラブエッセンス     11～12 

・ウエイトロス（減量）シリーズ    13 

・ハワイシリーズ           14～16 

・HG シリーズ            17～18 

・フラワーフェアリーシリーズ     19～20 

・カナリア諸島・タイ王国のエッセンス  21 

・ペット・チャクラトーンシリーズ    22 

・プラネット（惑星）のエッセンス    23～24 

・初心者用エッセンス          25 

・トリプルアプリケーションシリーズ   26～27 

・オーガニックミネラル（オーラプロテクションシリーズ）  28～29 

・タントリックリチャージ（オーガニックミネラル）     30 

・ペタルトーン with エッセンシャルオイル         31 

・高周波（HF）シリーズ        32～33 

・マトリックスゴールドシリーズ     34～35 

・New Arrival (新着のエッセンス)    35～39 

・ペタルトーン Q＆A      40 

・ペタルトーン活用術＆追加情報      41～43 

 

 

※以下のエッセンスは、英国のストックエッセンスがなくなったため、現在販売終了となっています。 

（2022 年 9 月現在） 

・グリーンウエイ７ 

・ロック１ 

・クレンジングエンジェル（旧ハワイ５） 

・トーンマスター 

・クリスタルブリーズ 

・リーフ 1A 

・クリエイティブ（クリエイティブ with ペパーミント）※2023 年後半再販予定 
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◆ スペースクリアリングシリーズ (空間やオーラの浄化) ◆ 

・このシリーズは、仕事場や日常生活、そして個人のオーラから不要なエネルギーを取り除きます。 

・家だけでなく、公共のスペースやホテル、トリートメントルームなど、必要と感じた場所全てに使用できます。 

・愛するペットや、許可を得てから、ご家族・ご友人にもお使い頂けます。 

 

◆使用方法◆ 

・直接オーラや気になるチャクラに溶け込ませる。 

・加湿器やディフューザーに数滴入れる。 

・入浴時に数滴バスタブに入れてると、お風呂上りとてもスッキリします！ 

 

・スプレーボトルを作り、気になる場所に噴霧することも出来ます。 

 ☆スプレーボトルの作り方と浄化方法☆ 

・市販の大き目のスプレーボトルに、きれいな水を 100～150ml に対し、 

エッセンスを３～５滴入れてよく混ぜます。 

・部屋の出来るだけ高い位置から、部屋全体に万遍なくスプレーします。 

※家具や家電製品が濡れないように、必要な場合はカバーをしてください。 

※スプレーは、出来るだけ一度に使い切ってください。（水の劣化防止） 

※アストラルクリアだけは、スプレーボトルでの使用は向きません。 

スプレーを作る際に、水と一緒に無水エタノールや植物性のグリセリンを入れると保存期間が若干延びます。 

 

 

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

 

◇クリスタルクリア◇ 

・クリスタルクリアが基本の浄化になります。 

・建物、鉱物、お部屋などの居住空間、身体の周りを覆うエネルギーの浄化に。 

・毎日の浄化に最適です。 

・クリスタルクリアにホワイトライトを数滴混ぜると、このエッセンスをより高いレベルまで引き上げます。 

 

◇クリア２ライト◇ 

・暗いエネルギーの浄化に素晴らしく働きかけます。 

・暗い部屋に明かりを灯したような状態にしてくれます。 

・まるでハープの音色のような波動のエッセンスです。 

・鉱物・水晶（クリスタル）を素晴らしく綺麗に浄化します。 

 

◇ゴールデングロー◇ 

・このエッセンスを使うところ全てに、浄化のエネルギーとともに、金色の美しい光をもたらします。 

・オーラの境界線を強くし、オーラを金色の光で満たします・ 

・クリスタルクリアとゴールデンライトのコンビネーションエッセンスです。 
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◇アストラルクリア◇ 

・アストラル体やネガティブなエネルギー（人から送られる負の感情も含む）の浄化に。 

 

◆使用方法◆ 

・このエッセンスはディフューザー（噴霧器）での使用が最適です。スプレーには向きません。 

・市販のアロマディフューザーや、キャンドルを使ったアロマランプなどにも使用出来ます。 

 （各機器メーカーの使用方法に添ってお使い下さい） 

・きれいな水にエッセンスを数滴加えて、お部屋の隅に置いておきます。 

（エッセンスの効果は数時間続きます） 

・この方法は、地味ですが、人の出入りが多い場所やトリートメントルームなどに、最適な浄化方法です。 

 

★とても重いエネルギーをシフトさせたい時… 

・数日間、場合によっては数週間、エッセンスを入れたディフューザーを稼働させます。 

  エネルギーは必ずシフトします！ 

 

◆ 本格的な浄化 ◆ 

・なかなか取り除けない、しつこいエネルギーや、強力にへばりついてしまったエネルギーは、クリスタルと共

に使用します。・クリアクオーツ（透明な水晶）に、アストラルクリアのエッセンスを数滴たらしますが、エッセ

ンスを垂らす前に、エッセンスのエネルギーが空間に放出されるようにクリアクオーツをプログラムします。 

・この世にとどまっている霊魂を、光の世界に送ります。 

必要な場所に、霊魂が助けや癒しを見つけられるようにと念じながら、水晶にプログラミングします。・クリスタ

ルクリアと同様に、個人のオーラを浄化することも出来ます。・とても強力にネガティブな影響を除去し、広範囲

でオーラを保護してくれます。ゴースト的な重いエネルギー  の浄化にも素晴らしく働きます。 

 

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

 

【 鉱物・水晶（クリスタル）の浄化方法 】 

クリスタル・ミネラル・宝石・半貴石・金・メノウ・ダイヤモンド・ルビー等 4500 以上の鉱物を浄化できます！ 

 

クリスタル（鉱物）の浄化 

１） エッセンスを数滴手のひらに落として、軽く両手を擦り蒸発させ、鉱物の周りをなでるように浄化します。 

エッセンスを数滴、水を張った容器に入れて、その中に 5～３０分ほど石たちを漬けておきます。 

※エッセンスを何滴入れるか、もしくは何分つけて置くかはダウジング等で決めてください） 

３）沢山の石たちを一度に浄化する場合は、スプレーにすると便利です。 

（スプレーボトルの作り方） 

きれいな水 100～150ml に対し、エッセンス３～５滴入れよく混ぜます。 

そして約 1 分ほどなじませてください。 

※スプレーボトルは出来るだけ 1 度で使い切ってください（水の劣化） 

※アストラルクリアの場合は、直接、エッセンスを鉱物に数滴つけるか、エッセンスを手に蒸発させてから、 

鉱物の周りをなぞるようにして使います。水の中に数的入れて使う方法はお勧めしません。 
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◆ オーラプロテクションシリーズ（エネルギー保護）◆ 

・オーラプロテクションシリーズは、オーラに保護膜を作り、不要なエネルギーの侵入を防ぐよう働きます。 

それぞれのエッセンスは、独自の方法で作用します。 

 

・オーラや身の回りを清め、エネルギー保護を形成することが可能になり、それにより他からのエネルギーの攻

撃を受けにくくし、自分のスペースをよりコントロールしやすくなります。 

 

◆使用方法◆ 

・適切な場所（オーラ全体）やチャクラ、又は手首の内側（エネルギーのアクセスポイント）に使用します。 

・オーラ全体にエッセンスを馴染ませると、効果的です。 

・1 度に 1 種類のエッセンスを、1 日数回、必要と感じるときに何度もお使いください。 

・就寝前の使用もオススメです！ 

・効果を体験できた後に、次の違うプロテクションシリーズをお試しください。 

そうすることで、ご自身に一番よく作用するエッセンスを見つけることが出来ます。 

※次のエッセンスを使うまで、約 1 時間が最適とされています。 

 

・エッセンスを使い続けることにより、更に時間をかけて、オーラに保護シールドを形成する累積的影響も兼ね

備えています。 

 

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

 

 

◇パワーシールド◇ 

・サイキックプロテクションのための特別なエッセンスです。 

・オーラを浄化し、不要なエネルギーの侵入を防ぐためのアストラルバリアをオーラに作り上げます。 

・オーラを強力に保護します。 

・体の周りを取り囲むオーラと、その周りの環境にネガティブな影響を及ぼすエネルギーから、 

しっかりとオーラを保護します。 

・有害な影響を及ぼすエネルギーの侵入を防ぎ、これらの影響を受けにくくしてくれます。 

・頻繁に使うことにより、オーラの保護膜を強化してくれます。 

・スペースクリアリングシリーズ（浄化のエッセンス）を使った後で使われるとより効果的です。 

・エッセンスがオーラに溶け込んで消える毎に必要な頻度でお使いになるか、手首の内側に数滴たらし、 

軽くこすり合わせてエッセンスを蒸発させてお使いください。 

 

◇スペシャル 8◇ 

・低次のアストラルエネルギーを効率よく浄化し、ユニークな 8 層のシンメトリ状のプロテクション・シールド

を形成します。 

・非常に有効なエッセンスで、低次元のアストラル・レベルとのつながりを絶ち、エンティティや否定的なエネ

ルギーに対するとらわれから私たちを解放してくれます。 
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◇スペースマスター◇ 

・オーラと家屋、職場の両方をパワフルに保護するエッセンスです。 

・侵入しようとする(寄生エネルギー)や、低次元のアストラルエネルギーから、 

オーラや建物を守るためのシールド(保護膜)を作ると同時に、強化します。 

・空間エネルギーの保護に、100ml の水にエッセンスを 6 滴ほどたらし、 

それを部屋の空間の隅々に届くようスプレーして下さい。 

※その場合には、電子機器は全てスイッチオフにし、カバーして下さい。 

・浄化のエッセンスの後に使うことで、浄化されたエネルギーの場を安定化させることが出来ます。 

☆プロテクションの効果は、一度の使用で最長約 8 時間持続します。 

 

◆使用方法◆ 

・通常のペタルトーンエッセンス同様、オーラに溶け込ませて使いますが、以下の方法もオススメです。 

（空間のエネルギー保護） 

１）100ｍｌの水にエッセンスを 6 滴入れてスプレーボトルを作ります。 

２）部屋の隅々まで行き渡るように、空間に万遍なくスプレーします。 

※この時に、電子機器類などのスイッチを切り、水にぬれないようにカバーをかけてください。 

 

★スペースクリアリングシリーズと併用することで、浄化されたエネルギーの場を安定化させます。 

・この保護効果は、一度の使用で最長 8 時間持続します。 

 

 

◇EMF プロテクション◇ 

・このエッセンスは、私達の周りを取り巻く電気スモッグ(無線 LAN、Wifi、携帯電話及びあらゆる種類の電気

振動)から、体の周りを取り囲んでいる繊細なエネルギー体をシールドするだけでなく、 

オールラウンドにエネルギーを保護するという素晴らしいエッセンスです！  

・心を落ち着かせ、エネルギーを集中させる手助けをします。 

・過剰なエネルギーを鎮め、センタリングを促します。 

・第 3 チャクラ(太陽神経叢)にお使い下さい。 

 

◇ゲートウエイセンチネル◇ （首の後ろに使用） 

・首の後ろにある“サイキック・ゲートウエイ”を保護します。 

・多くの否定的なエネルギーは、首の後ろにあるこのポイントから私達のエネルギー体に侵入しようとします。 

・このエッセンスは、このポイントにエネルギーの保護膜を形成し、これらの有害なエネルギーが入り込まない 

 ようにガードしてくれます。 

 

 

◇イージス◇ 

・「イージス」は低次元のアストラル界のエネルギーからオーラをプロテクトしてくれます。 

※長期に渡る深刻なサイキック・アタックの場合は特に、太陽神経叢のチャクラに使用して下さい。 
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◇ファイヤートーン◇ 

・プロテクションの幅が更に拡大して、複数の層でオーラを守ってくれるエッセンスです。 

・就寝前に使用すると、深く休息出来るスペースがもたらされます。 

・日中に使用すると、世俗的な活動の中で、あなたに必要なバウダリーを維持することを助けてくれます。 

 

◇スペシャル８◇ 

・低次のアストラルエネルギーを効率よく浄化し、ユニークな 8 層のシンメトリ状のプロテクション・シールド 

を形成します。 

・非常に有効なエッセンスです。低次元のアストラル・レベルとのつながりを絶ち、エンティティや 

否定的なエネルギーに対するとらわれから私たちを解放してくれます。 

 

 

◇テンプルフレーム◇ 

・プロテクションと浄化のためのエッセンスで、「火」のエレメントとともに働きます。 

・穏やかに、且つ、とても強力に作用します。 

 

 

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

 

 

【 プロテクションエッセンス・パワーアップ術 】 

・オーラプロテクションシリーズ全８種類のエッセンスは、独自のパワフルな保護作用を持ちます。 

・これらのエッセンスに、ペタルトーン・プラントアライ（シャーマニックエッセンス）を加えると  

 エッセンスの持つ潜在能力が、最大で 40％ほどアップします。 

 

◆使用方法◆ 

・使用するエッセンスを選び、それぞれの使用方法に従って使った後に、そのエッセンスの持つ保護作用を 

 最大限に活性化するという意図をもって、ペタルトーン・プラントアライを２～３滴、足元の床に落とします。 
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◆ シャーマニックツールズ ◆ 

 

◇ペタルトーン・プラントアライ（ハワイ／イギリス）◇ ※以下プラントアライ 

・プラントアライは、あなたのエネルギーレベルのプロセスの協力者として、万能な植物のメディスン・スピリ

ットとしての機能を果たしてくれます。 

・プラントアライは、エネルギーレベルのあらゆる癒しや浄化を強力に促進し、正しく使用されることによって、

素晴らしい潜在能力を発揮してくれます。 

・また、プラントアライ自身の意識が高いため、さらなる善のためのみに作用します。 

 

◆使用方法◆ 

・まずはプラントアライと個人的な関係性を確立します。 

・足元に数滴落とし、このエッセンスのパワフルな植物のスピリット（精霊）との、内なる旅を意図します。 

・プラントアライの精霊と一度コンタクトを取れば、その後は共にワークを行うことが出来るようになります。 

・施術で使用する場合、クライアントの足元、もしくはあなたが浄化したいと思う場所に、数滴エッセンスを落

とします。 

・その後、プラントアライの精霊に指示を出します。 

※施術する際に、ご自身でプラントアライに指示する内容を詳細に組み立てるほど、より正しい結果を得るこ

とが出来ます。 

 

・プラントアライは、エネルギーに関わることであれば、どの様な働きもしてくれます。 

・エネルギーの浄化と癒し、特定のエネルギーの活性化に。 

・クリアトーンと同様に、個人の内側のマイナスの思考パターンを解消してくれます。 

※経絡やチャクラに関する知識など、ご自身の持つ知識の幅によって、可能性は限りなく広がります。 

 

 

◇Z14ｖ２◇ ※以下 Z14 

・エーテル体の浄化。（エーテル体の１４層に作用） 

・Ｚ１４を更に効果的に使うために、より高次のスピリチュアルなエネルギーと、自分の意識が合っている事を

感じる必要があります。 

・英国のヒーラーであるジュディ・ホール氏がアンフィボールクオーツと共にＺ１４を使用すると、素晴らしく

効果的であることを発見しました。 

 

◆使用方法◆ 

・Ｚ１４を使用する前に、通常、大天使ミカエルに祈りを捧げてから使います。 

※大天使ミカエル以外に、ご自身で繋がりを持ちたいと感じる大天使やマスターなど高次元の存在も可能です。 

・浄化が必要な場所に数滴おとしてください。 

・スプレーにして使用したり、ディフューザーなどに入れて使用することも出来ます。 
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◇リーフ１◇ ※リーフ１A は販売終了しています。 

・イギリスで作られたこの植物の精霊のエッセンスは、環境をパワフルに浄化し、癒してくれます。 

・土地の浄化に。 

 

◆使用方法◆ 

・水をいれたスプレーボトルを作り、その中にリーフ１を数滴入れます。 

・それをスプレーすることによって、その土地のアストラルレベルに付着している汚れを浄化します。 

その土地全体が浄化されるように、満遍なくスプレーします。 

・室内に使うと、自然界の癒しのエネルギーが、部屋全体に広がります。 

・地面に直接数滴落として使うことも可能です。 

 

【 より高度なシャーマン的使用方法 】 

・より高い効果を得るために、地球の渦を巻いているポイントの一つをダウジングして、その箇所にスプレーし

ます。 

・そのポイント（数平方ｍ）にスプレーすると、より大きな渦巻き状の浄化のエネルギーの場が開かれます。 

 そのエネルギーは数平方マイルにも及び、より広い領域に影響を与えて、浄化されたエネルギーの状態が何時

間も続きます。 

 

 

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

 

◆オージーロック ２，３ ◆ ※ロック１は現在販売終了しています。 

・ロックエッセンスは、とてもスペシャルです。 

・私たちを地球の最も古く叡智のある存在・岩石と繋げてくれるのです。 

・これらロックエッセンスは、私たちが地球のエネルギーを必要としている時に役立ちます。 

 例えば、グラウンディングが必要な時、叡智を求めている時、そして私たちがより天に近いエネルギーに触れ

ている際に、バランスを取ることが必要な時など。 

・ロックエッセンスは、とても深いレベルで作用します。 

・ロック３は凝り固まった記憶のブロックを打ち破ります。 

 

・現時点ではロックのエッセンスに関する情報はこれしかありませんが、ダウジングなどでロックエッセンスが

選ばれた際に、グラウンディングや地球との繋がりを助ける目的で使用する事が出来ます。 

 

・ロックエッセンスは、オーストラリアの巨大な花崗岩から作られています。 

 この岩たちが自ら奉仕を提供してくれました！ 

 

・祭壇にエネルギーをチャージしたい時、地球のエネルギーにより神殿を作り出す際に、全てのロックエッセン

スを使う事が出来ます。 

・ロックエッセンスは、この様な聖なる空間にオファーすることも出来ます。 
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◆繁栄と豊かさのエッセンス◆ 

 

・繁栄のエッセンスは物質世界と私たちの実生活を改善したい人におすすめです。 

・より高見を目指し、自らの真の可能性を実現したいのに、それを邪魔する狭い視野や信条・態度に、 

私たちは長年悩まされてきました。 

・私たちの生きている世界には、沢山の豊かさ・資源があります。 

 それらをポジティブでクリエイティブな目的に利用したいと思いませんか？ 

・繁栄のエッセンスは、それぞれ単品でも使用できますし、これらの問題を解決するための専門のトレーニング

コースと併用することで、更に強力にサポートしてくれます。 

 

◇繁栄１◇ （第 5 チャクラに使用） 

・豊かさのエネルギーに繋がることを助けます。 

・自分自身を表現することの助けに。 

 

◇繁栄２◇ （第 3 チャクラ・太陽神経叢に使用） 

・ハイヤーセルフ（高次の自己）と繋がることを助けます。 

・ハートの内側から来るメッセージに繋がり、それに従って行動出来るように。 

 

◇繁栄３◇ （第 2 チャクラに使用） 

・気持ちをポジティブにしてくれます。 

・自分を信頼し、自分の価値を認められるように。 

 

◇繁栄４◇ （第 3・第 5 チャクラに使用） 

・豊かさを制限している思考パターンや、エネルギーパターンを浄化します。 

 

 

 

◇スピリットオブアバンダンス◇ 

・豊かさの世界とあなたを繋ぐ新たなエッセンスです！ 

・多くのリーダー達が、欠乏感の意識を増進させて、人々の中に恐れを作り出しています。 

・スピリットオブアバンダンスは、絶えず存在している真の豊かさのスピリットと、あなたとを深く繋いでくれ

ます。 

 

・豊かさのエネルギーに抵抗して、自らを豊かさから遠ざけようとする自分自身の側面に光を当てます。 

・あなたを前進させ、その陰となっている側面を癒すことで、人生に真の変化をもたらします。 
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◆タントリック・ラブエッセンス◆  

 

◆タントリック for シングル◆ （シングルの方向け） 

 

◇ゴールデンウエイ◇ （第 4・第 5 チャクラに使用） 

・今、あなたに相応しいパートナーを引き付けることに波長を合わせてくれます。 

・エネルギーを上げて、浄化してくれます。 

 

◇ビューティー◇ （オーラ全体に使用） 

・あなたの美しさを内側から引き出し、より魅力的にします。 

 そうすることで、自分の肉体の美しさを高く評価することが出来るようになります。 

・セクシャリティを癒し、それによって気分を良くしてくれます。 

・マッサージオイルや化粧水に少量入れて使うことも出来ます。 

 

◇ブライトスター◇ （第 1・第 4 チャクラに使用） 

・本来の自分のままでいることをサポートします。 

・あなた自身の力、ハートからの囁きと輝きに！ 

・ブライトスターは、あなたが最もあなたらしく居られるようにサポートし、 

 自身にパートナーシップをもたらすことを許可し、承認させてくれるよう働きます。 

 

◆使用方法◆ 

・１日２回、まずは 3 週間の間、定期的な使用をおすすめします。 

 

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

 

 

◇ティクリア◇ 

・オーラの中に記録されているショックや恐れなどのブループリント（青写真）を溶かし、解放します。 

・遠くアトランティスの時代まで遡り、現在まで続いている人間関係に関する不要なカルマコードをカットしま

す。 

・腐れ縁を断ち切る助けに。 

・選択する自由を、あなた自身に与えてくれます。 
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◆タントリック for カップル◆ （パートナーと 2 人で使用するエッセンス） 

 

・タントリックカップル用エッセンスを、前戯やセックスの時にオーラに溶け込ませて使用することで、 

繊細なエネルギーと感性のレベルを高めてくれます。 

・植物たちは、私たちがより深く、そして最大限に心をひらき探求が出来るよう、繊細ですがパワフルなエネル

ギーを与えてくれます。 

・それは、時に過去生の体験や、自分自身の魂に繋がるまでにエネルギーを高めてくれます。 

 

◇ビューティー◇ （前戯の際に、第 3・第 4 チャクラに使用）※シングルと同じエッセンスです。） 

・感度を総合的に高めます。 

・性の最初の衝動を穏やかにし、エネルギーが高いレベルに上がって行くことをサポートします。 

・キャリアオイルにいれて、マッサージにも使用できます。 

 

◇ディープスプリング◇ （セックスの際に第 2 チャクラに使用） 

・ハイヤーセルフとのコミュニケーションと、自分のハートに繋がることをサポートします。 

・時に、2 人が過去世から持ち越してきた様々な気づきに繋がり、その体験をより深く理解させてくれます。 

・愛を交わしている最中か、その後に使うと、消耗したエネルギーセンターを満たしてくれます。 

 

◇パープルバレー◇ （前戯の際に、第 5 チャクラに使用） 

・ハイヤーセックスにおいて、両方のパートナーにとって大切な感受性を高めてくれます。 

・個を超えた女性性（女神）に繋がること、セクシャルな体験から知恵を得ることをサポートします。 

 

◇マウンテンヤン◇ （第 4 チャクラに使用） 

・ハイヤーセルフに繋がり、チャネルを開き、これらのエネルギーがセックスい流れるよう働きます。 

・陽（Yang）のエネルギーを上昇させます。 

・これ以外にも、清潔なオールバーナーなどでエッセンスを蒸発させて使うことも可能です。 

 その際は、きれいな水にエッセンスを数滴入れてください。 

・浄化したクリスタルにパープルバレーを溶け込ませて使うことも出来ます。 

 その際には、他のクリスタルはベッドから遠ざけておいてください。 

 

◇ゴールデンリバー◇ （前戯の際に、全身のオーラに使用） 

・オーラを金色の光で満たしてくれます。 

・低次の感情を魂と融合させ、無条件の愛に変容させることをサポートします。 

・過去のパートナーによって縛られているものを解き放ち、男性性や女性性を、共に高めてくれます。 

 

 

※基本的にパートナーと一緒に使用するものですが、ダウジングで選ばれたり、どうしても気になる方は個人使

用も出来ます。 
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◆ウエイトロス（減量サポート）シリーズ◆ 

・体重を減らそうとしてもなかなか減らないその原因は、精神や感情にあるのかもしれません。 

・ウエイトロス”(減量)セットは、肥満という問題を根本から、安全に優しく解決することを助けます。 

そして、あなたのエネルギーを自由にし、より完全に本来の自分自身に戻れるよう調節してくれるように働き

ます。 

・この植物のエネルギーは、情緒的なブロック、思考パターン、その人の持つ信念およびすべての肥満の原因と 

なる問題の背後にある無意識な要素のすべてを開放し、助けるためのものです。 

 

◆使用方法◆ 

・セットで朝、寝る前、1 日 2 回規則的に使われることをおすすめします。 

・指定されたチャクラにエッセンスを溶け込ませてお使いください。 

 

◇ウエイトロス１◇ （全身のオーラに使用） 

・自分自身の美しさとイメージを、しっかりと自分で感じ取ることが出来るように。 

◇ウエイトロス２◇ （第 3 チャクラに使用） 

・抑圧された感情を解放し、未来に希望を見いだせるように。 

◇ウエイトロス 3◇ （第 3 チャクラに使用） 

・自らが作り上げてしまった間違った自己イメージではなく、本当の自分を表現できるように。 

◇ウエイトロス４◇ （第７チャクラに使用） 

・スピリチュアルセルフと繋がる助けに。 

◇ウエイトロス５◇ （第３チャクラに使用） 

・精神的な負担となっている要因を解放します。 

◇ウエイトロス６◇ （第３チャクラに使用） 

・無意識に抱え込んでしまっているかもしれない、既に不要になった考えを打ち砕きます。 

◇ウエイトロス７◇ （第４・第２チャクラに使用） 

・性に対する無意識のブロックを取り除き、抑圧された怒りを解放します。 

◇ウエイトロス８◇ (第６チャクラに使用) 

・傷ついた後で、新たに強く立ち直れるように。 

・継続する勇気を。 

◇ウエイトロス９◇ （第３チャクラに使用） 

・不必要な感情や、サイキックの帯のカットに。 

・有害で、自分を躊躇させるような影響力とエネルギー的に繋がっている知人、又は今までに会ったことのある

人で、既にいらなくなったエネルギーを取り除きます。 

◇ウエイトロス１０◇ （第３チャクラに使用） 

・過ぎ去った過去から解放してくれます。 

◇ウエイトロス１１◇ （第３チャクラに使用） 

・グラウンディングに。 

・完全に体の中にあることを助けます。 
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◆ハワイシリーズ◆ ハワイ島で作られたエッセンス  

 

◆使用方法◆ トリプルレイヤーアプリケーション：オーラに 3 回エッセンスを溶け込ませます 

・この方法は、新しく画期的で、パワフルにオーラにエッセンスを溶け込ませる方法です。 

・従来のチャクラに直接溶け込ませる方法とは異なる有効性があり、負担をかけずに 3 回使用することができ、 

オーラとチャクラにエッセンスがより深く浸透します。 

・より深いレベルでのオーラへの保護効果を深め、オーラを強化してくれるエネルギーの層を構築します。 

 

 

◆使用方法◆ 

◎1 回目 

・エッセンスを手に取ります。 

・頭頂にある第１４チャクラ（手が届く範囲で最も上部のチャクラ）から順番に、下の各チャクラへエッセンス

を溶け込ませていきます。 

（体の全面にあるチャクラに使用） 

・第 14→13→12→11→10→9→8→7→6（サードアイ・眉間）くらいまで。 

 

◎2 回目 

・更にエッセンスを手に取ります。 

・第６チャクラから始めて、首の周りと後ろ側にも塗布し、下位のチャクラへと溶け込ませていきます。 

・第 6→5（喉の首の後ろ）→4→3→2→1（ベースチャクラ・基底）→下方（足元） 

 

◎3 回目 

・外側のオーラにエッセンスを溶け込ませます。 

・手のひらを外側に向けるようにして、身体の周りを覆っている外側のオーラ（手が届く限りの範囲）にエッセ

ンスを溶け込ませます。 

 

 

 

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

 

 

◇ティリーフ：ハワイ１◇ 

・ティリーフは、ハワイではとても伝統的で神聖な植物とされています。（保護・天恵・浄化） 

・スピリチュアルな道の探求に。センタリングに。 

・精神(魂)を強くし、元気づけてくれます。 

・より低い自己のエネルギーから作り出された苦しみからの解放に。 

・スピリチュアルな自己を維持・強化し、力を与えてくれます。 
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◇プルメリア：ハワイ２◇ 

・深い魂のレベルでのコミュニケーションを高め、心の友、ソウルメイト、パートナー、グループなど繋がりの

ある人々との出逢いをサポートします。 

・自己表現と、他者からの視点での理解を深めます。 

・初対面同士のコミュニケーションを助けます。 

・同じ場所にいる人同士が、高い霊的な次元でコミュニケーションが出来るようサポートします。 

 

 

◇ソウルトーン：ハワイ３◇ 

・霊的な進化を早めることをサポートします。 

・大いなる源と繋がりながら、自然にスピリチュアルに進化していけるように。 

・部屋にスプレーすると、優しいエネルギーが広がります。 

・ヒーリングサロンなどの場や部屋を優しく整えます。 

・ルームスプレーに最適です。ペットの癒しにも。 

 

 

◇レッドハイビスカス：ハワイ４◇ 

・エーテルレベルへの癒しをもたらします 

・エンティティをオーラから取り除くために、透明なクリスタルにお使い下さい。 

・クリスタルに使う事によって、更にエッセンスが持つ特性を生かして使う事が出来ます。 

 

 

◇ママケ：ハワイ 5◇ ※以前販売していたクレンジングエンジェル（旧ハワイ５）は現在販売中止です。 

・癒しと緩和に優れたエネルギーをもちます。 

・チャクラに使用することで、身体の（トラブルスポット）へエッセンスのエネルギーが移動し、 

そこで癒しが行われます 

 

 

◇ナイオ：ハワイ６◇ 

・グラウンディングとエネルギーの活性化。 

・やる気が起きない、前に進む行動力が欲しいときに。 

・深い精神のレベルから男性性を強化し、力を高めます。 

・陽エネルギー(男性エネルギー)の活性化に。 

 

 

◇ヒーリングエンジェル：ハワイ７◇ 

・スピリチュアルで純粋な癒しのエッセンスです。 

・肉体にエネルギーをチャージしたい時に。 

・病気など肉体的な問題に、精神面から光を当てます。 

 



16 

 

◇スペースクリア：ハワイ８◇ 

・場所とオーラの浄化に。 

・ディフューザー（噴霧器）での使用に適しています。必要な滴数をダウジング等で調べてお使いください。 

・床にエッセンスを数滴落とした後に、浄化を指示することも出来ます。（シャーマニックな作用を持ちます） 

・旅行先や外出先での、手軽なお部屋の浄化に。 

・部屋の四隅にたらしてください。一気に部屋を浄化してくれます。 

・オーラの浄化にもお使い頂けます。必要な所にお使いください。 

 

 

 

◇ハワイブルー：ハワイ 9◇ 

・感情を癒すためのエッセンス。 

・感情が爆発したときの衝撃を和らげます。 

・繰り返し、憂鬱な気分におそわれ、元気が出ないときに。 

・他者からの憎しみや嫉妬による"毒の矢"をオーラから取り除きます。 

・その土地に置いておくことにより、そこで最近起こったトラウマ的な事柄を癒すことができます。 

(過去 3 年位まで遡って)庭やその他の土地の癒しと浄化に有効に使えます。 

 

 

◇ラマ：ハワイ 10◇ 

・私たちを『今ここ』の境地へと導き、自らの気付きを統合してくれる素晴らしい祝福のエッセンスです。 

・センタリングを強化します。 

・散らばってしまったエネルギーを集めてまとめてくれます。  

・とても深いレベルで、すでに要らなくなったエネルギーの帯をカットし、カルマの解放を促します。 

・注意力が散漫な時、取り乱して落ち着かない時、パニックや混乱していると感じている時に、自分自身の中心

に立ちかえることを助けてくれます。 

・落ち着いて自分自身の中心を感じられるようにサポートしてくれます。瞑想のお供にも。 

(深い部分での、とても素晴らしい祝福のエネルギーです)・ 
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◆HG エッセンスシリーズ◆ ヘレン・ギルド氏によって誕生したエッセンス 

 

◇HG ハワイアンツリー１◇ 

・自己実現に強い影響を与えます。 

・ハイヤーセルフと連携し、具現化する直前のアイディアにエネルギーを与え、変化をもたらすよう働きます。 

・創造のサイクルの完成段階をサポートしてくれます。 

・アイディアを実生活に具現化していく助けに。 

 

◇HG ハワイアンツリー２◇ 

・深い部分に強く染みつき、トラブルの原因になっているエネルギーを取り除く助けに。 

・潜在意識とメンタル面での、深いリパターニングの作用があります。 

・9 番目の高次のチャクラと、喉のチャクラ(第 5 チャクラ)を繋ぎます。 

・クリアクオーツを使って、額のチャクラ(第 6 チャクラ)に使用することも出来ます。 

 

◇HG ハワイアンツリー３◇ 

・エネルギーを癒しの波動へと引き上げてくれます。 

・キーワード・同調・巻き込み。 

・「同調」とは、マスターの周波数が肉体や微細レベルのボディを、マスター自身が持つ周波数へと引き上げて 

くれることを意味します。 

・これらが起こることにより、ネガティブで有害なエネルギーや、様々な障害となっているエネルギーが 

自然な形で取り除かれていきます。 

 

◇HG ハワイアンツリー4◇ 

・アチューンメントに。 

・とてもピュアな周波数で、アストラル体にエネルギーを構築し、高次の周波数に調整することを助け、 

そのエネルギーを保持する働きをします。 

・瞑想や、微細なエネルギーを使ったワークやヒーリングにお勧めです。 

 

◇HG ハワイアンツリー５◇ 

・この美しいツリーエッセンスは太平洋中部からもたらされました。 

・ハイアーセルフ（高次の自己）や聖なる源と繋げてくれ、インスピレーションが流れるように促し、再生し、 

そのインスピレーションが、パーソナリティの次元に降りてくることが出来るようサポートしてくれます。 

・神なる意識の具現化をサポートします。深い霊性を伴ったエッセンスです。 

・強力な女性性のエネルギーに繋がります。 

・創造性と豊穣性。 該当する場合は受胎などにも。 
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◇HG ハワイアンツリー６◇ 

・精神的拘束や制限から抜け出す助けに、緊張したメンタルに。 

・興味や探求心を刺激し、心を開く助けに。 

☆スピリチュアル/サイキックレベルで起こる現象についての学習を、助長するかもしれません。 

 

◇HG ハワイアンツリー７◇ 

・アクション、アイディアを顕現する助けに。 

・アイディアが現実的に役立つように焦点を合わせ、具現化するように、より高いレベルからのエネルギーを 

もたらします。 

・第 3 チャクラ（太陽神経叢）を活性化します。 

 

 

 

◇HG ロージア◇ 

・プロテクト、自らのエネルギーを閉じる、そしてあなたのオーラに美しい薔薇の輝きをもたらします。 

・開きすぎているチャクラをある程度閉じる事をサポートします。 

・グラウンディングして（体内）での意識を感じる助けに。 

・感覚が繊細すぎてエネルギーに左右されやすい方にお勧めです。 

・プロテクション作用を持ちます。 

 

◇HG ローリングウエイブス◇ 

・優しく静かなエネルギーで不安をとりのぞきます。 

 

◇HG ヘーゼル・HG オーク◇ 

・電磁波からオーラを保護するエッセンスのシリーズです。 

・コンピューターや携帯電話等の電子機器類から発せられる有害な影響を緩和するためのエッセンスです。 

 

・EMF プロテクション 

・HG オーク  

・HG ヘーゼル  

・リリース  

・スピリットパス３ 

 

これら 5 本のエッセンスは、オーラ全体に使用出来ます。 

まず、電子機器を使う前に EMF プロテクションを使います。 

それから他のエッセンスをオーラに溶け込ませます。 

（エッセンスを使う順番は、ダウジング等で決めてください） 
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◆ペタルトーン・フラワーフェアリーシリーズ◆ 

・このシリーズは、何歳の子供でも使えるように特別に希釈してありあます。 

他のペタルトーンエッセンスと同様に飲用はできません。蒸発させてオーラに働きかけるものです。 

・この方法は、人体に優しく無害で、植物の持つバイブレーション・エネルギーを使って、 

日々の問題を癒してくれます。 

・子供さんにエッセンスを使う場合は、大人が行い、子供たちの手の届かない安全な場所に保管してください。 

 

・エッセンスには、蒸発を促進させるために、少量のアルコールが加えられています。 

・使う時は 1 本ずつ、大抵の場合、オーラ全体に使用します。 

大人の人がエッセンスを手に取り、数滴手エッセンスを手のひらに垂らして、軽くこすり合わせて 

エッセンスを蒸発させます 

（※この時にこすりすぎるとエッセンスが全部蒸発してしまうので軽くこするだけにしてください） 

・それを子供のオーラに向けてゆっくりと手を動かし、30 秒以上かけてゆっくりオーラに溶け込ませます。 

・その時に、身体から約 10～15 ㎝ほど手を放すのが理想的です。 

但し、60 ㎝まで離れていても、エッセンスは有効に作用します。 

 

◇クリアリング◇ 

・このエッセンスはゴールデングローのジュニア版です。 

・オーラからの有害なエネルギーや負のエネルギーを浄化してくれます。 

・日常生活を送っているだけで、人はこのような（有害）な刺激を蓄積してしまいます。  

これは子供についても例外ではありません。 

・シャワーを浴びるように、オーラを浄化します。 

・素晴らしく有益な金色のエネルギーもオーラに加えてくれます。 

 

◇ビューティー（フラワーフェアリー）◇ 

・子供たちが世界に出て行こうとする時、自分の外見や価値について、周囲からの様々な強烈な考えなどに 

さらされてしまいます。 

・ビューティーは、他人がどう言おうと、また、どんな行いをしてこようと、自分について良い感情を持ち、 

自分は美しいのだと思えるように助けてくれます。 

 

◇ラブ＆サポート◇ 

・愛とサポートは誰しもが必要なことです。 

・このエッセンスは思いやりのエネルギーをオーラに満たしてくれます。 

・それにより、出会う他の人たちとも、有益なエネルギーのバランスを取ることが出来ます。 

 

◇ショック◇ 

・人生に於いて、トラウマが出来るような出来事には精神的なショックがつきものです。 

その事を癒さない限り、そのトラウマはエネルギーとして長く体の中に残ってしまいます。 

・ショックの本質については余り知られていませんが、それは人を衰弱させるものであるという事は、 
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私たちも知っています。 

・子供たちにとっては、大人が思うよりも、小さなトラウマが精神的に深く傷をつけ、 

それが長く残ってしまうことがあります。 

・この素晴らしいエネルギーのエッセンスには、オーラからトラウマを除き、人間関係に於ける様々な絆を 

作ってくれる働きがあります。 

 

◇スウィートドリームス◇ 

・夜は子供たちにとって、とても素敵な休息の時間です。しかし、そういかない時もあります。 

なかなか寝付けなかったり、悪夢にうなされて目を覚ましてしまう時もあります。 

・このエッセンスは睡眠前や、夜中に目を覚ましてしまった時に使うと最適です。 

 

◇レッティングゴー◇ 

・抑え込まれた様々な感情は、そのままにしておくと、蓄積して、更には余り良くない方法で外に発散されて 

いまいます。 

・このエッセンスは、抑え込んだ感情やエネルギーを解放することを助けてくれます。 

 

◇プラネットアース◇ 

・プラネットアースが呼んでいます！ 

・地球と切り離されている時、このエッセンスを使うと、優しくそしてパワフルにエネルギーを身体に戻し、 

地球に引き寄せてくれます！ 

 

◇ビｲカーム◇ 

・落ち着いて周囲の状況に集中しなければならない時、この美しいエッセンスは、オーラに働きかけて、 

強力な癒しのエネルギーをもたらすともに、沈静化させる作用も持ちます。 

・不安に対処する時に役立ちます。 

 

◇インデペンデンス◇ 

・私たちがこの世界で経験することの多くは、他の人も同様に経験しています。 

・社会の調和という意味では、他に同調することはある程度必要かもしれませんが、それと同時に自己が 

埋没してしまい、自分を見失ってしまう可能性もあります。 

・このエッセンスは、自分の個性をポジティブに捉えられるように働きかけます。 

・そしてあなた自身が 2 本の脚で、しっかりと立つことが出来るようサポートしてくれます。 

◇ヒーリング◇ 

・まるで思いやりのある癒しの天使のように、このエッセンスは心の傷や痛みを癒してくれます。 

・比較的ちいさな痛みから、かなり重いトラウマ的な事柄のまでも癒してくれます。 

 

◇ムービングフォーワード◇ 

・自分の未来に対して前向きに捉えることが出来るように、気持ちをポジティブにしてくれるエッセンスです。 

・人生に対しての冒険心を呼び起こしてくれます。 

・気持ちが落ち込んだ時に、楽しい感情を解き放ってくれます。 
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◆カナリア諸島のエッセンス◆ 

◇アルビオンスター◇ 

・古代から地球に流れているエネルギーの流れに繋がれるように。 

・初めて(光り)から魂が離れ、人間になると決めた頃から、私たちが忘れてしまっている(人生の目的)に 

気付かせてくれます。 

・アーススターチャクラを活性化させ、自然界に心を開き、強く繋がることをサポートしてくれます。 

・地球をプロテクトしている働きを持つエネルギーを、自らのオーラの領域に築いていくことをサポートします。

この場合には、第 2 チャクラにお使い頂くことをお勧めします。 

◇セレモニー◇ 

・地球上全ての存在たちを癒す作用を持ちます。 

・全ての存在の幸福の為に行うセレモニーの場にお使い下さい。 

・この植物のエネルギーは、真に祝福の場をサポートすることを望んでいるので、スピリチュアルなワークをす

る時に、ワークの効果を高めてくれます。 

 ※スピリチュアルワーク中に、その場に数滴エッセンスを落とすか、祭壇にエッセンスをお供えします。 

◇ワーシイ◇ 

・辛い感情面での「痛み」を浄化します。 

・自己価値を下げる要因となっている無意識のパターンや、癒しに対する抵抗感を壊してくれます。 

・これらのブロックによって阻まれていたエネルギーを解放してくれます。 

・「無価値観」から脱却する助けに。 

 

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

◆タイ王国のエッセンス◆ 

◇スピリットパス１：タイ・イエロー◇ 

・下位のアストラルを含め、あなたのアストラル体の振動を向上させます。・天と地を接続するように働き、 

高周波振動の最も洗練されたレベルから、優しくそして強力にアストラル体にエネルギーをもたらし、 

有害でネガティブなエネルギーを交換します。 

・そのエネルギーを落ち着かせ、癒し、整合させてくれます。 

◇スピリットパス２：タイ・オレンジ◇ （エネルギーの変換を促すエッセンス） 

・物理的なレベルでの有害なエネルギーを変換します。 

・高い波動のエネルギーを、地球上で対応できるように変換して私たちにもたらしてくれるように働き、 

落ち着かせ、安定させてくれます。 

・炎のエレメントの要素で、ネガティブなエネルギーを強力に変換させます。 

・精神的な刺激が欲しい時にもお勧めです。 

◇スピリットパス３：タイ・プルメリア◇ （アストラルスピリットパス／サイキックゲートウエイ） 

・首の後ろにあるサイキックゲートウエイのエネルギーを整えます。 

・アストラルレベルや、それについての問題を抱えている方にお勧めです。 

・アストラル層が物理的に整っていない人に。 人との繋がりを強めてくれます。 

・人との繋がりを強めてくれます。 
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◆ペットのためのエッセンス◆ 

・多くの動物たち（ペット）のトリートメントに使え、愛する動物たちのためのエッセンスです。 

・子供用のエッセンス同様に、ペット用の 4 本のエッセンスは、すべての種類の動物やペットに使用される  

目的で選ばれています。 

 

【 使い方 】 

・エッセンスを掌にとり、軽くこすり合わせて蒸発させ、ペットのオーラの周りを、 

満遍なくなでるようにようにして、必要な時に何度でもお使いください。 

◇ペット１◇ 

・自信と自己価値・信頼することと、ペット自身の自己価値を上げてくれます。 

◇ペット 2◇ 

・『痛み・傷』の癒しに。 

◇ペット 3◇ 

・愛のあるサポートのエネルギーを提供します。 

◇ペット 4◇ 

・すべてのレベルでのエネルギーの保護に。 

 

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

 

◆チャクラトーンエッセンス◆ 

・このエッセンスのセットは、７つの主要なチャクラを浄化し、トーンアップするためのパワフルな 

エッセンスです。 第１チャクラから第７チャクラまでの合計 7 本です。 

 

【 エッセンスを使用する順番 】 

・第１チャクラから順番に、上位チャクラに向かって使っていきます。 

まず 

１） ベースチャクラ（第 1 チャクラ） 

２） 仙骨のチャクラ（第 2 チャクラ） 

３） 太陽神経叢（第 3 チャクラ） 

４） ハートセンター（第 4 チャクラ） 

 

そして、更に 3 つの上位チャクラ 

５）喉のチャクラ（第 5 チャクラ） 

６） 額のチャクラ（第６チャクラ） 

７） 王冠・クラウンチャクラ：百会（第７チャクラ） 

 

・セット以外にも、ピンポイントで必要なチャクラにお使い下さい。 

・このエッセンスは、音と植物のエネルギーから形成されています  
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◆プラネット（惑星）エッセンス◆ 

 

・地球とキロンを含む 12 種類の惑星のエッセンスです。 

・英国のクリスタルヒーラーで、占星術にも造詣の深いジュディ・ホール氏からの依頼で、 

2017 年に作られたエッセンスです。 

 

◆使用方法◆ 

・プラネットシリーズは、下記のような様々な方法で使用出来ます。 

・ご自身の持つ占星術等の知識の深さによっては、活用範囲の可能性が、さらに広がります。 

 

・ダウジング等で、エッセンスのエネルギーが必要な場所（チャクラ等：複数可）を選んで使います。 

・ご自身の出生時の惑星サインを表すエッセンスを選び、それをオーラ全体に使用します。 

・占星術の世界で、『挑戦（克服）すべき側面』を持つ惑星を選び、オーラ全体に使用します。 

もしくは『自分にとっての挑戦すべき側面を持つ惑星』と自身のエネルギーを調和させてくれるチャクラを 

ダウジング等で選び、エッセンスをその場所に使います。 

★惑星のキーワードは、ジュディ・ホール氏著書『占星術バイブル』より引用しています。 

 

◇地球：EARTH◇ 

 

◇太陽：SUN（自己）◇ 

・キーワード 

生命力・意識・力・創造性・活力・可能性・個性・自己アイデンティティ・自己表現・人格統合・認識・父 

 

 

◇月：MOON（永遠なる女性）◇ 

・キーワード 

感情的反応・気持ち・直感・変動・受容力・熟考・習慣幼児期・応答・周期・母・母性本能・過去・潜在意識 

祖先からの継承・気分 

 

 

◇水星： MERCURY （メッセンジャー）◇ 

・キーワード 

コミュニケーション・旅行・学び・知識・知性・思考理性・論理・雄弁・認識・賢明・調和・知力・執筆 

スピーチ・うわさ話・ウィット・狡猾・ペテン師・機敏表現力・記憶 

 

◇金星：VENUS （愛）◇ 

・キーワード 

関係性を持つこと・愛・欲望・社交性・願望・審美・魅力エロティシズム・女性・性・調和・魅惑・うぬぼれ・

親密競争・美・貪欲・満足感・好色・官能的 
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◇火：MRES（意思）◇ 

・キーワード 

意志・行動・主張・攻撃・力強さ・自衛・欲望・情熱・男性性・エネルギー・熱・怒り・不安・激怒・男らしさ

丈夫・せっかち・燃焼 

 

 

◇木星：JUPITER （学者）◇ 

・キーワード発展・楽観主義・幸運・信頼・哲学・しきたり・希望・知識過剰・豊富・運・運行・膨張・創造的・

視覚化・崇高・寛大・消耗・豊作・富裕・良心 

 

 

◇土星：SATURN （道を指し示す者）◇ 

・キーワード 

制限・支配・整理・組織・境界・倹約・保護・力・規則・方向英知・回復力・カルマ・影・自虐・時間・恐れ 

否定・困難・責任・助言者 

 

◇キロン：CYRON（治癒を施す怪我を負った人）◇ 

・キーワード傷を負っていること、悩み、破砕、治癒、矛盾、ジレンマ、放棄、創始、融合、呪術師、鍵、 

異端者、統合 

 

 

◇天王星：URANUS （目覚めさせる人）◇  

・キーワード 

混沌・変化・振動・独創性・予測不可能・不調和・逸脱・革命・反逆・高尚な知性・直感・変化と変動・解放 

探求・衰弱天才・発明・テクノロジー 

 

 

◇海王星 ( NEPTUNE )：空想家◇ 

・キーワード無制限・解消・ひらめき・幻想・無我夢中・ロマンチックな愛・現実逃避・啓発・熱中・不明瞭 

魅惑・欺き・神秘主義・崩壊・感受性の強さ・混乱・罪つかみどころのなさ・犠牲 

 

 

◇冥王星：PLUTO（再生する人）◇ 

・キーワード 

力・乱用・生死と再生・復活・排除・タブー・汚染・変化・破壊・執念・強制・無意識の精神・腐敗・独裁者 

激情・宗教的対話・精神分析 
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◆ペタルトーンビギナーズセット（初心者のためのペタルトーン）◆ 

 

・ペタルトーンビギナーズシリーズは、ペタルトーンに慣れていない初めての方にも、エッセンスを簡単に選べ

るように作られています。 

・チャクラやオーラに溶け込ませてお使いください。  

お風呂に入れて使うことも出来ます。 

 

 

◇カーム＆リラックス１◇ 

・優しく穏やかなエネルギーで、気持ちを落ち着かせてくれます。・不安を取り除く助けに。 

 

 

◇カーム＆リラックス２◇ 

・緊張を和らげ、エネルギーの滞りを解消します。・癒しのエネルギーを全身に広げます。 

 

 

◇グリーフ＆セパレーション：悲しみと分離◇ 

・思いやりに満ちた癒しの天使。傷ついた感情の癒しに。 

 

 

◇ピースフル・スリープ◇ 

・不眠や悪夢への対策として、第 3 チャクラにお使い下さい。 

 

 

◇ストロング＆ブレイブ：強さと勇気◇ 

・モチベーションアップに！ やる気がでない時に。・前向きに自分を信じられるように。自己価値アップに。 

 

 

◇コンフィデンス：信頼・自信◇ 

・真の自分でいること、個性を受け入れる助けに。 

・本当の自分の気持ちや考え・アイディアを表現出来るように。 

・大勢の人の中にいても、ブレずにいられるように。 
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◆トリプルアプリケーションエッセンス◆（3 度に分けてエッセンスを塗布します） 

 

・この深いレベルでのオーラ保護のシリーズは、オーラを強化するための目的として、特別に作られました。 

・連続して 2 回、3 回と使用するかどうかについては、あなた自身がどう感じるかによって使い分けて下さい。 

そうすることで、更に効果が高まります！ 

・最適なエッセンスを使うために、時々使っているエッセンスを変えてみることをおすすめします。 

 

 

◆使用方法◆ 

・トリプルレイヤーアプリケーション：オーラに 3 回エッセンスを溶け込ませます 

・この方法は、新しく画期的で、パワフルにオーラにエッセンスを溶け込ませる方法です。 

・従来のチャクラに直接溶け込ませる方法とは異なる有効性があり、負担をかけずに 3 回使用することができ、 

オーラとチャクラにエッセンスがより深く浸透します。 

・より深いレベルでのオーラへの保護効果を深め、オーラを強化してくれるエネルギーの層を構築します。 

 

 

【使用手順】 

◎1 回目 

・エッセンスを手に取ります。 

・頭頂にある第１４チャクラ（手が届く範囲で最も上部のチャクラ）から順番に、 

下の各チャクラへエッセンスを溶け込ませていきます。 

（体の全面にあるチャクラに使用） 

 

・第 14→13→12→11→10→9→8→7→6（サードアイ・眉間）くらいまで。 

 

◎2 回目 

・更にエッセンスを手に取ります。 

・第６チャクラから始めて、首の周りと後ろ側にも塗布し、下位のチャクラへと溶け込ませていきます。 

・第 6→5（喉の首の後ろ）→4→3→2→1（ベースチャクラ・基底）→下方（足元） 

 

◎3 回目 

・外側のオーラにエッセンスを溶け込ませます。 

・手のひらを外側に向けるようにして、身体の周りを覆っている外側のオーラ（手が届く限りの範囲）に 

エッセンスを溶け込ませます。 

 

 

 

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 
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◇フローマスター◇ 

・背骨の中にあるエネルギーのクリアリングと保護、エネルギーのブロックを解放します。 

・クンダリーニの経路は背骨のエネルギーの中心を経由し、全てのチャクラを通って上昇します。 

このクリアなエネルギーの流れを保つ事で、全てのエネルギーレベルの活力に対して、 

大きな影響を与える可能性があります。 

 

 

◇シルバーセンチネル◇ 

・３つのレベルのオーラの境界線保護を構築し、不要なエネルギーの侵入を困難にし、 

あなたの個人的なエネルギー空間を自身でよりコントロールできるように働きます。 

 

 

◇エンジェルファイヤー◇ 

・オーラに保護と明確な境界線を構築します。 

・自身の優位性を主張し、あなたの意思に反することを求めるかもしれないエネルギーに対して、 

 効果的な防御を提供します。 

 

 

◇XO◇ 

・オーラに取りついている霊体やエンティティなどのネガティブなエネルギーを引き剥がします。 

 

 

◇EMF プロテクション２◇ 

・オーラの保護と、電磁波周波数かの影響に抗うよう働きかけます。 

（私たちの周りには常にますます多くの人が集まっていて、多くの人達は更に敏感になってきています。） 

 

 

◇クリアサイキックゲートウエイ２◇ 

・首の後ろに使うことが出来ます。 

首の後ろにある霊的なエネルギーの入り口（サイキックゲートウエイ）は、 

不要なエネルギーからの侵入を受けやすい場所です。 

 

 

◇テンプルスペース◇ 

・このエッセンスは、保護のエネルギースペースを形成していくため、床に数滴エッセンスを落として使います。 

・あなたの足の周りを 4 等分し、それぞれに１、２滴、エッセンスを床に落とします。 

そして、両足の真ん中にも 1 滴落とします。 

・これは、瞑想にとても役立ち、保護された境界のある強固なパーソナルスペースを確立します。 

そして瞑想のための安全な環境とヨガの癒しとシャーマニズムの実践を確立します。 
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◇オーガニックミネラルエッセンス◇（オーラプロテクションシリーズ NEW シリーズ） 

 

・このシリーズは、花・植物・有機鉱物から作られています。 

・エッセンスからは、花・植物・水晶／鉱物など、これら全てからの癒しが得られます。 

・ペタルトーン独自のメソッドにより、植物の精霊のエネルギーが合わさった素晴らしいエッセンスです。 

 これらは通常のジェムエッセンスとは大きく異なります。 

 

・ペタルトーンのミネラルエッセンスは、全て、英国在住のヒーラーであるジュディ・ホール氏からの依頼と 

協力のもと、誕生しました。 

・エッセンスに使われている鉱物全て、ジュディ氏より提供されたものです。 

 

◇アンセストラルライト◇ 

・私たちの祖先から持ち越している“ガラクタ”を、強力に浄化してくれるエッセンスです。 

各チャクラに使いますが、特にベースチャクラ（第１チャクラ）への使用がお勧めです。 

・アンセストラルライト が祖先のゴミ（重荷、負の遺産）をスッキリにキレイにします！ 

 

・この新しいオーガニック・ミネラルエッセンスが、祖先の残した（重荷、負の遺産）を強力にクリアに！と 

ジュディ・ホール氏はこの石について次のように語っています。  

『この石は、文字通り過去の層に沈み、人種、集団レベルのコアな部分に到達することができます。 

世代を超え、家系に伝えられてきた祖先系統のトラウマ、修羅場、蔓延した感情および責務などを、 

綺麗に取り除いてくれます。 

それと同時に、魂の学び(soul learning)、霊的［精神的］洞察を維持しながら、 

現在および将来の行動に取り込む事ができるよう促します。』 

 

◇ローズクオーツヒーリングエンジェル◇ ※タントリックリチャージのローズクォーツと同じものです。 

・ハートチャクラに素晴らしく働きかけます。 

・物事を冷静に判断し、感情に押し流されないよう働きかけます。 

・罪悪感や苦しみを開放し、自分らしく生きられるように 

・癒しの愛をハートに引き寄せます。 

・ハートチャクラに素晴らしく働きかけ、エネルギー漏れを封じ、エネルギーを元の状態に回復させてくれます。 

 

◇スモーキークオーツ◇ ※タントリックリチャージ２（スモーキークオーツ）と同じものです。 

・グラウンディングとプロテクションにとても優れています。 

・ネガティブなエネルギーを取り除き、寄せ付けないように。 

・ストレスや心配事などを緩和してくれます。 

・不要となったパターンを捨て去る助けに。 

・グラウンディングと自己受容のためのパワフルなエッセンスです。 

・第１チャクラ（基底）のエネルギー漏れを封じ、再構築します。 
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◇シュンガイト◇ 

・オーラの保護と、オーラに防護膜を形成します。 

・情緒を安定させ、ストレスをエネルギーに変換します。 

・アストラル/エーテルレベルに於いて、心身を再生し、深く埋没した古いパターンを破壊します。 

つまり、問題を表面上に浮上させて、解放する事を可能にします。 

・ヒーリングにも向いています。 

・睡眠中のディフューズにもおすすめです。 

 

 

◇ブラックトルマリン◇ 

・オーラの保護と、オーラに防御膜を形成します。 

・他者から向けられる悪意をブロックします。 

・困難な状況下でも、穏やかで前向きにいられるように。 

・螺旋状のエネルギーを作ります。 

・全てのチャクラからネガティブなものを吸い取り、EMF を含む負のエネルギーを中和します。 

・即効性があります。 

 

 

◇セレナイト・ブルーオブシディアン◇ 

・とても素晴らしいオーラの強壮剤です！ 

・エネルギーをリラックス＆リフレッシュさせてくれます。 

・単品で使うよりも◇バイオレットシルバーエンジェルと併せて使うと、より効果的です。 

 

 

◇ブラックアンバー◇ 

・強力なグラウンディングのためのエッセンス。 

・日常の自己を、高次の霊的存在へ結び付けてくれます！ 

・決断力を高め、勇気を与え、夢の実現をサポートします。 

 

 

◇ペトリファイドウッド（ペトリファイドロック）◇ 

・霊的な進化の過程で、厳しい試練を乗り越えられるように。 

・霊的な成長に必要なものを残し、既に不要になったエネルギーを手放す助けに。 

◇ブラックアンバーと共に使用すると、更に効果的です。 
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◆タントリックリチャージエッセンス◆（オーガニックミネラルシリーズ） 

 

・４つの新しいオーガニックミネラルエッセンスは、セクシャル/創造性のエネルギーを高めます。 

・タントリックリチャージは、下位チャクラのエネルギーの回復を助ける為の優れたエッセンスで、 

生命力を回復させてくれます。 

・セットで１から４まで続けて使用することで、全てのレベルでのエネルギーの活性化に役立ちます。 

個別にも使えます。 

 

 

◇タントリック・リチャージ１：レッドジャスパー◇（第１チャクラ、第２チャクラに使用） 

・第２チャクラに最高のエネルギーを補充してくれます。 

・ストレス時に平穏をもたらし、生きる力を吹き込んでくれます。 

・問題の根本にある原因を理解する助けに。 

・第 2 チャクラ（仙骨）を再活性化させます。（オレンジカーネリアンも同様の作用を持ちます）ｓ 

 

◇タントリックリ・チャージ２：スモーキークオーツ◇（第１チャクラに使用） 

※オーガニックミネラルのスモーキークオーツと同じものです。 

・枯渇したチャクラにエネルギーを補充します。  

 

 

◇タントリックリチャージ３：オレンジカーネリアン◇（第２チャクラに使用） 

・モチベーションを高め、夢の実現をサポートします。 

・活力を与え、各チャクラのエネルギーを強力に高めます。 

・手のひらの中で、クリスタルクリアと混ぜ合わせて使用することで、全てのチャクラとオーラ全体を浄化し、

エネルギーを与えてくれます。 

・第 2 チャクラ（仙骨）を再活性化させます。（レッドジャスパーも同様の作用を持ちます） 

 

◇タントリックリチャージ４：ローズクオーツ◇（第４チャクラに使用） 

 ※ローズクオーツ・ヒーリングエンジェルと同じものです。 

・無条件の愛。深い内面的な癒しと自己愛をもたらします。 
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◆ペタルトーン with エッセンシャルオイル◆ 

・ペタルトーンの人気シリーズに、新たにエッセンシャルオイルをプラスしたスペシャルなシリーズです。 

・エッセンスには、英国・サマーセットやヨーロッパ各地からセレクトされた自然のエッセンシャルオイルが使

われています。 

・従来のエッセンスの作用に、大自然からもたらされた柔らかく優しい精油が加わることで、エッセンスの可能

性が更に広がりました。 

・ペタルトーンと精油の織り成す素晴らしいハーモニーをお楽しみ下さい。 

 

◆使用方法◆ 

・お使いになる前に、ボトルをよく振ってください。 

・通常のペタルトーンエッセンスと同様に、手のひらに数滴たらして、軽く擦り合わせて蒸発させてから、 

 オーラに溶け込ませてください。 

◇クリスタルクリア with フランキンセンス◇ ・ ◇クリスタルクリア with ラベンダー◇ 

・オーラと空間、お部屋の浄化に。 スプレーにもおすすめです。 

◇EMF プロテクション with ローズ（Rose Otto）◇ 

・電磁波やエレクトロスモッグから、オーラを守ります。 

◇アンク with アルニカ◇ 

・陽の気を高めます！ やる気を出したい時に。 

◇スピリットオブアバンダンス with アルニカ◇ 

・あなたと豊かさのエネルギーを強力に繋いでくれます。 

◇ビューティー with パチュリー◇ 

・あなた本来の美しさをしっかりと感じられるように。 

◇テンプルフレーム with フランキンセンス◇ 

・まるで寺院の中にいるような、守られている神聖な空間を作り出します。 

◇クリエイティブ with ペパーミント◇ 

・あなたの創造性をググっと高めてくれます。 

◇セーフスペース with バニラ◇ 

・床に直接数滴エッセンスを落とすか、クリスタルにつけて使用します。 

・あなたのオーラを守る、とても特別なシャーマニックなエッセンスです。 

◇Z14 with ラベンダー◇ 

・床に直接エッセンスを落とすか、クリスタルにエッセンスをつけて使用します。 

・とても特別なシャーマニックなエッセンスです。 

・エーテル層のエネルギーを素晴らしく浄化します。 

 

◆補足と使用上の注意◆ 

・入浴時にバスタブに数滴入れての使用もおすすめです。（Z14 とセーフスペースは除く） 

・手のひら以外の皮膚には、出来るだけ直接エッセンスをつけないでください。 

・万が一、皮膚にトラブルがあった場合は使用を中止してください。 
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◆高周波（HF）エッセンスシリーズ◆ 

・このシリーズは、２０２０年 4 月に新しく誕生しました。 

・これらのエッセンスは、自然の植物のエネルギーと、より高い周波数であるスピリチュアルなエネルギーの 

両方を持ち合わせています。 

（植物のエネルギーであり、天使のエネルギーでもあります） 

 ※エッセンスの名に『エンジェル』がつくものは、天使的な波動と作用を持ちます。 

 

・このシリーズの幾つかはディフューザーで使用することにより、更に効果的に使用出来る可能性があります。 

 

◇ブルーバイオレットエンジェル◇ 

・ウイルスやその他の侵略的な種類のエネルギーをかわすエッセンスです。 

・高周波（HF)エッセンスの最初の製品で、不要なエネルギーをかわすために開発中の新しいシリーズです。 

・『クリスタルクリア』や『クリアトーン』など他のエッセンスと順番に使用できます。 

 ※医学的な主張をするものではありません。エッセンスがウイルスのエネルギーを弱めるという科学的証拠は

ありません。しかしながら、エネルギーの各レベルで役に立つかどうかをご自身で確認することが出来ます。 

 エッセンスは決して通常の医療処置や診断に置き換える事はお勧めしませんが、安全にいつでも使用出来ます。 

 

 

◇エンジェルオブアチューンメント◇ 

・この美しいエッセンスは、大いなる師の前に座しているかのように、私たちの振動を高めます。 

・ミネラルと植物のエッセンスです。・ジュディ・ホール氏の提案でペタルトーンにより作成されました。 

 

 

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

 

◆ライトフィールドエッセンス（全 10 本）◆ 

・ライトフィールドエッセンスは、植物のより有機的な地球ベースのエネルギーだけでなく、ホワイトライトの

バイブレーションの成分を持ち合わせた『高周波』エッセンスです。 

・とても広い振動域にまたがっているため、興味深い可能性を私たちに提供します。 

・それぞれに示された方法でオーラに 

 

◇ライトフィールド１：ライトフィールドプロテクション◇ 

・オーラ保護の⽬的で使⽤し、通常の⽅法でチャクラに蒸発させます。 

 

◇ライトフィールド２：オーラシールディング◇ 

・（ライトフィールド１を使用した後）再度保護します。 今回は足元（床）に数滴を落とします。 

・もしかしたら開きすぎているかもしれないオーラに対して境界を設けます。 
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◇ライトフィールド３◇ 

・トリプルアプリケーション・プロテクションエッセンスです。 

・深い保護と安定化した振動を構築します。 

・ベースチャクラ（第 1 チャクラ）に対して、恐怖とパニックを軽減する⽬的での使⽤もできます。 

 

◇ライトフィールド４◇ 

・エネルギーシステムのコアの奥深くを保護します。 通常どおりチャクラに適⽤できます。 

 

◇ライトフィールド５◇ 

・ネガティブな思考形態のエーテル体の浄化と除去をします。 

・通常どおりチャクラに適⽤できます。 

 

◇ライトフィールド６◇ 

・感情のさまざまなレベルを浄化します。 

・恐怖やその他の否定的で感情的な内容のような、暗くて限定的なものを溶かします。 

 

◇ライトフィールド７：ピースフル・ライトフィールド◇ 

・穏やかな場所を確⽴するのに最適です。 

・瞑想や静かな癒しの準備に最適です。すべてのチャクラに適⽤できます。 

 

◇ライトフィールド８◇ 

・神秘的な⼥性性の⼒が⽬覚めます。 

・未知に直⾯した際、対処できるようになるかもしれません。 

・これは強⼒なエッセンスであり、通常の⽅法でチャクラに適⽤できます。 

・使⽤する際には毎回どのチャクラに⽤いるのが最適であるか、ダウジングしても良いかもしれません。 

 

◇ライトフィールド９：ローズホワイトライト◇ 

・エネルギッシュなエッセンスです。 

・オーラのバイブレーションを、より⽢美な⾼周波数に馴染むようにアップグレードします。 

・すべてのチャクラに。  お⾵呂に最⾼です！ 

 

◇ライトフィールド１０：ゴールデンホワイト◇ 

・周波数を高めます。 

・オーラを祝福したり、高めたりします。 

・すべてのチャクラに使⽤でき、お⾵呂にもおすすめです！ 

 

 

・このシリーズはセットで使用することで、オーラの周りに美しいシェルターのような場を作ることが出来ます。 

・もちろん、1 本からでも使用出来ます。 
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◆マトリックス・ゴールド◆ （全 7 本） 

・植物と木のエッセンスである、この唯一無二のセットは、より経験豊富な人に新しい使用方法を提供します。 

 ※最新の特別な適応方法は、ペタルトーンレベル３のものとなります。 

 

・マトリックスゴールドは、ジュディ・ホール氏が開発に携わって出来たスペシャルなエッセンスです！ 

 

 

◆７本すべてを使う場合◆ 

1）静かに座って数分間心を落ち着かせます。 

 

2）目を閉じて、あなたの前に自分自身が立っているかのように視覚化します。 

徐々に自分のエネルギー体とチャクラがはっきり見えてきます。 

（急ぎすぎないよう、ゆっくりと時間をかけてください！） 

 

3）エネルギー体を見渡して、目立った詰まりや何らかの不調和がある場所を確認します。 

もちろん複数あるかもしれませんが、最も目立つものに焦点を当てます。 

通常、数分経ってからこれが見え始めます。 

 

4）ペンデュラムを使ってダウジングし、7 本のボトルから 1 本を選びます。 

次にどのチャクラに入れる必要があるかをダウジングし、チャクラの前に手を当てます。 

 

5）また、不調和や詰まりが見られたエネルギーボディやチャクラにも使用します。 

もう一度そのチャクラの前に手を当ててください。 

例：不調和が喉の領域にあった場合は、エッセンスを喉のチャクラに使用します。 

 

6）現時点で必要な別のエッセンスがあるかどうかを確認し、ある場合は同様に繰り返しましょう。 

 

7）エッセンスが指示されなくなるまで続けます。 

 

8）エネルギー体とチャクラの視覚化をもう一度行い、現在のどのように見えるかを確認してみましょう。 

 

9）このアプリケーションを適用する前と後で、あなたのエネルギー体についてどう変化したかを書きとめます。

同様に、適用前と後の気分がどう変化したかにも気を配ってください。 

 

【補足】 

・マトリックスゴールドは、他のペタルトーンエッセンス同様に単品としても使用できます。 

・しかしながら、現時点では個々のエッセンスが何に適しているかの詳細はありません。 
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◆視覚化を促進するためのメソッド◆ ☆この手法は、視覚化の開発に役立ちます。 

 

・最初の段階で、自分のエネルギー体を伴った自分のイメージや形を視覚化するのが難しい場合 

 

① 鏡の前に座って、鏡の中の映像を見ることから始めます。 

30 秒ほど見つめてください。 

 

② 目を閉じて、閉じたままでもあなた自身の映像がまだ見えていると想像してください。 

 

③ 次に、映像にチャクラがあると想像します。 

 

 

 

◆視覚化を実践するための、別のテクニック◆ 

 

① キャンドルの炎の前に座ります。キャンドルは 50cm～1ｍほど離しておきます。 

 

② キャンドルの炎を 30 秒ほど見つめます。 

 

③ 目を閉じて、まだキャンドルの炎が見えていると想像します。 

 

④ 目をもう一度開いて、この演習を５～６回繰り返します。 

 

『視覚化』とは、想像力を使って形（アイデア）を生み出すことを意味します。 

この形は、必ずしも写真やビジュアルである必要はありません。 

このケースでは、見えているものは、あなた自身の個人的なエネルギー体とチャクラを表しています。 

想像力を使った方法は、個人にとって良い方法の一つとして生み出されたものです。 
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◆New Arrival 新しく誕生したエッセンスたち◆ 

 

◇アーススター◇ 

・テクノロジーが発達する以前の母なる地球(大自然・自然界)に繋がるように 

・地球、自然、女神、私たちの祖先との結びつきを強めます。  

・女神のエッセンス 

・アーススターチャクラを活性化させ、地球や自然界との繋がりを強めてくれます。 

・瞑想やヒーリング、セレモニーなどで自然界のエネルギーと繋がりたい時に。 

 

◇スピリットスプリング◇ 

・大いなる源（ソース）に繋がるためのエッセンス。 

・精神的な活動に、明晰さをもたらしてくれます。 

・日々の活動に大いなる（意図）を反映できるように。 

・精神レベルを、より高い周波数のエネルギーに引き上げます。 

・高次元の情報を、仕事やグループワークに活かせるように。 

・さまざまなアイディアの分かち合いとグラウンディングに。 

 

◇ヒーリングフレーム◇ 

・このエッセンスは背骨に沿ってエネルギーの浄化を行い、緊張を和らげエネルギーの滞りを解消します。 

・この作用によりエネルギーが内蔵をより自由に流れ、存在の全ての側面にエッセンスの持つ癒しのエネルギー

が広がります。 

・非常に強力な癒しの作用を持つエッセンスなので、エネルギーの滞りを感じる場合は、一日に 2 回、定期的な

使用をお勧めします。 

（最新情報） 

・放射線治療を受けた際のエネルギーの影響を解消するのに役立つことが、ペタルトーンエッセンスプラクティ

ショナーによって発見されました。 

・このエッセンスをダウジング等で選び出された身体の特定の部位付近のオーラにエッセンスを溶け込ませると

ともに、シンプルかつ明確な意図をもってエッセンスを使うことが可能だという事が分かりました。 

・まずエッセンスを必要とする身体の部分のエネルギーフィールドにエッセンスを使った後に、 

次に頭頂のチャクラにも同様にエッセンスを溶け込ませると、 

始めにエッセンスを使った部分から ⇒ 頭頂にかけて、エッセンスのエネルギーが流れていき、エネルギー

が通り過ぎる過程で、その道筋に癒しがもたらされるという事も発見しました。 

・この方法はとても有効であるという事が分かりました。 

 

◇ブルーソース◇ 

・エネルギープールに閉じ込められた意志のエネルギーを解放し、自然界とのつながりを取り戻してくれます。 

・意志のエネルギーが解放されると、「古いデフォルト(既定値)設定」によるパターンに巻き込まれ続けるのでは

なく、人生に於いて新たなエネルギーパターンを創造することが可能になります。 

 



37 

 

◇ヴァイオレットシルバーエンジェル◇ 

・好ましくない侵害から日中も夜も等しくオーラを守ってくれる とても素晴らしいエッセンスです。 

・侵害しようとするエネルギーを跳ね返すので、太陽神経叢(第 3 チャクラ)や手首の内側に必要に応じて頻繁に

使用することがお勧めです。 

・プロテクション作用を持ちます。 

 

◇クリエイティブ◇ 

・自らの人生をクリエイトすることが出来るよう、個人のエネルギーを構築する手助けをし、形とアイディアの

世界の相関関係をサポートします。 

・『ソース 77』のエッセンスと併用すると、効果が高まります。 

 

◇ソース７７◇ 

・魂レベルの可能性とフルに繋いてくれます。 

・『クリエイティブ』のエッセンスと併用すると、効果が高まります。 

・この 2 本を使用することで、人生の持つ潜在的な可能性と繋がることをサポートします。 

 

◇New アース＆ヘブン◇ 

・私たちは（地球と天国）このふたつの領域にまたがり、天と地を繋ぐことの出来る唯一の存在です。 

それは私たちの命の要とも言えます。 

・このエッセンスは、地球のエネルギーと私たちを優しく繋ぎ、またスピリチュアルレベルとも、強力に繋いで

くれます。 

・エッセンスをそれぞれのチャクラに使用すると、その働きをはっきりと感じることが出来るでしょう。 

・インスピレーションと目標を結びつける助けに。 

 

◇アカシック◇ 

・眉間のチャクラ（第 6 ﾁｬｸﾗ）とクラウンチャクラ（第 7 ﾁｬｸﾗ）に使用することで、アカシックレコードへのア

クセスを手助けします。 

 

◇クリア２インディゴ◇ 

・異なった３つのエネルギーレベルを保護してくれます。 

・この美しく力強いオーラ保護のエッセンスは、全般的なオーラ保護と浄化に効果があるだけでなく、 

寝る前に使うと、夢の質を変えてくれます。 

 

◇アンゼン２４◇ 

・エネルギーの免疫システム及び、繊細なエネルギーシステムレベルの外部からもたらされる過剰なエネルギー

の刺激を減少させてくれます。 

・体やオーラが過剰なエネルギーの侵入を自ら防いでいる時に、別の側面からサポートしてくれます。 

・非常に穏やかですが、強力にプロテクトしてくれるエッセンスです。 

・このエッセンスは、オーラに保護バリアを作り、外界から受けるエネルギーの影響から、身体とエネルギーシ

ステムへの過剰反応を軽減させ、落ち着いて生活するためにエネルギーを使わせてくれます。 
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◇New マンダラ◇ 

・感情レベルで新しいエネルギーパターンを作り出す働きがあるエッセンスです。 

・生活習慣を変えたい時に非常に役立ちます。 

 

◇クリアサイキックゲートウエイ◇ 

・首の後ろのサイキックゲートウエイのエネルギーを浄化します。このエッセンスを使った後で、 

『ゲートウエイセンチネル』を使用するとエネルギーの侵入を更に受けにくくします。 

 

◇セーフスペース◇ 

・あなたのオーラを守る、特別なシャーマニックエッセンスです。 

・オーラのエーテルレベルの構造を助け、他からの良くない影響が入り込んでこないように働きます。 

・自らの決断や選択がきちんと出来るような、 

スッキリしたエネルギーのスペースを確保することを可能にします。 

・他からのネガティブなエネルギーを跳ね返すのに、十分な強さがないと感じた時に。 

◆使用方法◆ 

・両足の間の床の部分に、2～3 滴たらしてお使いください。 

・クリスタルに数滴つけて使うことも出来ます。 

 

◇スーパーヤン◇ 

・陽の気を高めます。 

・内臓系のエネルギーの滞りを解消してくれるよう、働きかけるようです。 

 

◇リフレッシュ！◇ 

・気分を高揚させ、活性化させてくれます。全てのチャクラでお使いください。 

定期的に使用することで、チャクラに栄養を与え、調子を整えることが出来ます。 

・『クリスタルクリア』と『ピンクエンジェル』のコンビネーションエッセンスです。 

 

◇マウンテントーン◇ 

・エネルギーの周波数を上げ、高い山のような雰囲気をリビングやワークスペースにもたらします。  

・チャクラやクリスタにつけて使うほか、ディフューザーや加湿器で噴霧して使用します。 

 非加熱式ディフューザーを使ったテストでは、すでにかなり良い状態の部屋でも 10〜12％の周波数の上昇が

見られたそうです。 

・個人のオーラやチャクラに使用すると、オーラを高い周波数に同調させ、また、サイキックインプラント 

（心霊的に埋め込まれたもの）をクリアするのに役立ちます。  

・感情レベルでは、思いやりを高め、より高い感情レベルへの同調を助けます。  

 ・もし、グループで仕事をしていて、全員がこのエッセンスを使うなら、グループがポジティブな相互作用の中 

で一緒に仕事をするのに役立つでしょう。  
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◇パワーシールド２◇ 

・このパワフルなエッセンスは、オーラやチャクラのクリアリングとプロテクションのためのエッセンスです。  

・ネガティブなエネルギーパターンに深い影響を与え、自己認識やポジティブな自己信念にも役立ちます。  

・ オーラ全体にできますが、一番必要なのはどのチャクラかをダウジングすると、最も効果的です。  

・パワーシールドが効果的だと感じた方には、こちらもおすすめです！ 

 

◇ティクリア２◇ 

・このエッセンスの主な目的は、コードカット、つまりつながりを切る事ことです。  

・他の人との絆やつながりは、長い時間が経つうちに不健全で役に立たなくなり、時にはエネルギーを消させる

こともあります。  

 ・このようなつながりを解消することで、過去の人間関係から解放され、今現在にエネルギーをより発揮できる

ようになります。  

・ティクリアを使ったことがある方は重宝するでしょう。  

・また、過去の人とのつながりを完全に断ち切りたい場合にも有効です。 

 

◇ゴールデングロー２◇ 

・オーラやチャクラのクリアリング、空間のクリアリング、お風呂での使用に最適です。 

スプレーやディフューザーや加湿器で使用することもできます。  

 ・アストラルレベルやエーテルレベルの浄化をします。ご自身で必要だと思われる回数ご使用ください。  

 

◇HG エルダー◇ 

・HGUK シャーマニックツリーエッセンスシリーズの新たなエッセンスです。 

・大地の女神と繋がり、自然の精霊のエネルギーで癒される特性を備えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

★ペタルトーン Q＆A★ 

Q．どの位の頻度で、使用したら良いのでしょうか？ 

A．ほとんどのペタルトーンは、『使いたい』と感じた時でしたら、どのタイミングでも使えますが、 

基本的には 1 日 2 回の定期的な使用をおすすめします。 

 

Q．何故ペタルトーンは、飲まずに使うのですか？ 

A．ペタルトーンは、飲用用に作られていません。 

  ごく少数のエッセンスには、飲用に適さない植物が使用されています。 

  また、指定されたチャクラやオーラ、使用方法に沿って使う方が、ペタルトーンの良さを十分に 

発揮することが出来るからです。 

 

Q. ペタルトーンは、スプレーにして使えますか？ 

A. エッセンスの持つエネルギーは、スプレーにして使用することで本来の効果が減少します。 

  特に『スプレーにして使用して下さい』と指定のない場合は、通常での使い方をお勧めします。 

  但し、あなたやクライアントがとても繊細（エネルギーに敏感）な場合は、希釈して使用して下さい。 

  作ったスプレーは、出来るだけ一度に使い切って下さい。 

  長く持たせたい場合は、無水エタノールなどを混ぜてスプレーボトルを作ることも可能です。 

 

Q. 沢山のエッセンスを混ぜて、スプレーボトルを作ることは出来ますか？ 

A. スプレーボトル 1 本につき、原則、1 種類のエッセンスがおすすめです。 

 

Q. エッセンスをお風呂に入れて使うことは出来ますか？ 

A. 一部のエッセンスは入浴に適さないものもあります。 

  おすすめはスペースクリアリングシリーズです。 

  お風呂に入れる場合は、1 回につき 1 種類が最適です。 

 

  ※入浴に適さないエッセンス※ 

  ・ティクリア、シャーマニックツールズ（※リーフ２は 2 滴のみ OK）、セレモニー、セーフスペース 

  ・ハワイシリーズ、HG ハワイアンツリーシリーズ、Z14 ラベンダー、セーフスペースバニラ 

 

Q. ペタルトーンは、どれ位の期間、保存が可能ですか？ 

A. 少なくとも３５年間はそのままの状態で使うことが出来ます。 

  エッセンスを作る際に、植物の成分が混じっているため、少し酸化したような匂いがする場合がありますが、

品質には問題ありません。 

 

Q. 他のトリートメントや治療等と一緒に使っても大丈夫ですか？ 

A．はい。安心してお使いください。また、他のフラワーエッセンスなどと一緒に使用することも可能です。 

 

【補足】浄化のエッセンスを室内で使用する場合、窓や扉は開けずにそのままお使い頂けます。 
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★ペタルトーン活用術＆追加情報★ 

 

・アストラルクリア 

 とても強力にネガティブな影響を除去し、広範囲でオーラを保護してくれます。 

 ゴースト的な重いエネルギーの浄化に。 

 

・クリア２ライト 

 オーラと空間の浄化に。その場の波動を一気に高めます。 

 スペースクリアリングシリーズの中では、一番波動の高いエッセンスです。 

 

・アルビオンスター 

 地球をプロテクトしている働きを持つエネルギーを、自分のオーラの領域に築いていくことをサポートします。 

 特に第 2 チャクラにお使い頂くことをおすすめします。 

 

・ファイヤークリア（ファイヤークリア X） 

 燃える炎のようなエネルギーで、あらゆる種類のネガティブな思考を取り除いてくれます。 

 

・クリアスター 

 他者からの感情投影によるネガティブな影響、そしてサイキック（心霊）的なものを浄化します。 

 

・Z14 

 エーテル体のエネルギーをパワフルに浄化します。１４レベルのエーテル体の浄化に。 

 このエッセンスを使う時は、大天使ミカエルなどの大いなる存在に守ってくださるよう、祈りを捧げた後、 

 数滴エッセンスを床にたらしてください。 

 

・ホワイトスプリング 

 エネルギーの消耗時に受けたサイキックアタックによって、枯渇したエネルギーを元に戻してくれます・ 

（補足） 

 夜間、眠っている間はエネルギーの侵入を受けやすくなります。 

 睡眠時の空間浄化とともに、プロテクト系エッセンスを使ってエネルギーを保護することをおすすめします。 

 

・ホワイトライト 

 エーテルレベルのエンティティや、外側からやってきた他者の思考パターンを取り除きます。 

 

・オーラブルー＆クリアトーン 

 この 2 本を併用して使用すると、内側の思考パターンと外側からやってきた思考パターンの両方を 

解消することが出来ます。 
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・憂鬱な気分を改善してくれるエッセンス 

 ファイヤートーン（第 5 チャクラ）・クリスタルクリア（第 5 チャクラ） 

 ホワイトライト（第 4 チャクラ）を、1 日２回指定のチャクラにお使いください。 

 

・電磁波からオーラを保護するエッセンス 

 EMF プロテクション・HG オーク・HG ヘーゼル・リリース・スピリットパス３ 

 まず、電子機器を使う前に EMF プロテクションを使います。 

 それから、他４種類のエッセンスを順番に使います。 

 使う順番やチャクラの場所は、ダウジングや直感で決めてください。 

 

・メモリーロス（物忘れ対応のエッセンス） 

 記憶・メモリーロス：物忘れなどに関係するオーラエネルギーに対応するためのエッセンスです。 

 指定されたチャクラにお使いください。 

 イージス（第 5 チャクラ） 

 シルバージニー（第 2 チャクラ、第 4 チャクラ、第 6 チャクラ） 

 クリスタルクリア（第 7 チャクラ） 

スピリットグラウンド（第３チャクラ、第 6 チャクラ） 

 ソウルトーン：ハワイ３（第 4 チャクラ・第 6 チャクラ） 

 

・クリアアイズ（視力に対応するエッセンス） 

 視力に影響を与えるエネルギーの問題に対処するためのペタルトーンです。 

 指定されたチャクラにお使いください。 

 ナイオ：ハワイ６（第６チャクラ） 

 パワーシールド（第６チャクラ） 

 ホワイトライト（第６チャクラ） 

 

・クリスタルクリアの効果的なオーラ浄化 

 各チャクラにクリスタルクリアを溶け込ませます。 

 次に、再度、身体の周りを覆っているオーラ全体に溶け込ませます。 

 外側を覆っているオーラは、時々、意識して浄化することをおすすめします。 

 

 

・困難な時代に対応していくためのエッセンス 

 クリエイティブ…創造的なアイディアをサポートします。人生を創造し、アイディアを構築していく助けに。 

 フローマスター…背骨の中にある※クンダリーニにエネルギーが流れるようにサポートします。 

         ※脊髄の基底部に存在する霊的エネルギーおよび性的エネルギー 

 New アース＆ヘブン…アイディアの具現化に。 

 繁栄のエッセンス…物事が『動き出す』よう、デザインされています。 
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・カオスな時代を自分らしく元気に泳ぎ切るためのエッセンス 

ミニセット…ピンクエンジェル、メタ、New マンダラ 

こちらもおすすめ 3 本…チャクラトーン６、スピリットパス３、クリアサイキックゲートウエイ 

こちらも便利です！…ソウルスター、ローリングウエイブス、HG ハワイアンツリー３ 

 

・秋の季節におすすめのエッセンス 

 季節の変わり目は、様々なレベルで私たちに強力な影響を与えています。 

 それでも日々の生活は、何かしらの実際的な調整を加えながらも、同じように続いていきます。 

 私たちはこの季節の変化に深く影響を受ける場合があり、その影響を受けにくくするためのエッセンスです。 

 イージス（主に第３チャクラ・太陽神経叢への使用がおすすめです） 

 スーパーヤン（主に第２チャクラと第３チャクラへの使用がおすすめです） 

 

 ◇少し上級編の更におすすめな使い方◇ 

 以下の 10 本のエッセンスをダウジングして、最適なチャクラを見つけて使ってみてください。 

 イージス、スーパーヤン、クリアトーン、スペシャル８、アンク、ラマ：ハワイ１０ 

 プルメリア、オーラブルー、オレンジカーネリアン：タントリックリチャージ３、HG ハワイアンツリー７ 
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◆ THE ORIGINAL SET OF 21 PETALTONE ESSENCES ◆ 

 

・ペタルトーンはユニークでエキサイティングな新しい形のフラワーエッセンスです。 

このエッセンスはオーラに溶け込ませることによってエネルギーフィールドに変化をもたらし、マルチレベル

でのヒーリング作用を持ちます。 

・ペタルトーンはまた、動物を癒し、水晶（クリスタル）に作用し、そして建物のエネルギーにも変化を起こし

ます。 

 

・ペタルトーンは定まった静的なエッセンスではなくそれ自体に生命が宿っており、成長し続けています。 

ですから全てのユーザーが創造のプロセスに参加することができます。 

このエッセンスは新たな発見が絶えずなされており、エキサイティングで様々な体験や使い方が次々と見出さ

れています。 

 

・ペタルトーンエッセンスが水晶（クリスタル）にどのような作用を及ぼすのか是非試してみて下さい。   

 

・あなたの家のネガティブなエネルギーを浄化し、さらにはエンティティ（寄生体）などのゴースト的なエネル

ギーも浄化する事が出来る空間をクリアにするためのクリスタルクリアもお試しください。 

 

・リストに掲載された「エレメント」は、クライアントに作用するというよりも、エッセンスがどのエレメント

を通して作用するのかを示しています。 

 

・「レベル」は作用を受けるクライアントの側面を示します。 

 

・「カラー」はエッセンスがどの色を通して作用するか、具体的には「内在する色」をあらわします。 

色には「より高い次元」が存在します。その高い次元の色に働きかけることによって、優れた効果を得ること

ができます。 

 

・このエッセンスのセットは、エネルギー・フィールド（オーラ）内でエッセンスを気化させることにより、外

部から使用するものです。 

 ※ペタルトーンエッセンスは、全て飲用せずに使います。 

 

・ペンデュラムや O リング等の方法を用いて、適切なチャクラ、使用順序を選びます。 

・手の平に数滴たらしエッセンスを蒸発させ、身体から１２～１８㎝離なし、チャクラへエッセンスを溶け込ま

せます。 

 

・エッセンスは即座にエネルギー・フィールドで変容し、強力ですが優しい癒しを与えます。 

どなたでも簡単にダウジンすることでエッセンスを選び使用することができます。 

 

 



45 

 

◇アモーシスト◇ 

・ 一般的な使用法 

スピリチュアルな癒しに。 未来に明るい希望を持つための助けに。 

 （※アルコールを摂取したときには、使用しないでください） 

・エレメント・・・地（100％） 火（100％） エーテル（100％） 

・カラー・・・ 青（75％） インディゴ（100％） 紫（95％） 白（98％） シルバー（95％） 

・肉体レベル・・・パーキンソン病、がんの根本原因に働きかけることもある。 

・感情レベル・・・抑圧されているポジティブな感情を解放します。 

・精神レベル・・・精神エネルギー（思考のエネルギー）をグラウンディングさせ、形にしていく助けに。 

・エーテルレベル・・・エーテル体のエネルギーを癒し、ブロックされていたエネルギーを解き放ち、 

エネルギーが流れてくることを助けます。 

・アストラルレベル・・・未来へと続く人生の旅に希望を見いだせるように。 

・ 人生の冒険を楽しめるように 

 

◇アンク（エジプト：生命の鍵）◇ 

・一般的な使用法 ･･･スタミナ、炎、気分が落ち込みがちな時に、男性的なパワー、 

モチベーションアップ 

・エレメント・・・ 火（100％） エーテル（75％） 

・カラー・・・ 赤（100％） オレンジ（85％） 黄色（90％） 緑（85％） 

・肉体レベル・・・倦怠感、無気力、慢性的な眠気や疲労、M.E（筋肉痛の脳隨縁） 

  ※但し、肉体的に弱っている時には使用しないでください 

・ 精神／エーテルレベル・・・精神的な活動を刺激します。動きの鈍い思考を目覚めさせます。 

枯渇したエーテル体を再活性します。※興奮しやすい人は使用を控えてください。 

※一日の始まりや終わりではなく、完全に目が覚めている時に使います。 

・サイキックレベル・・・浄化、消耗したチャクラにエネルギーを与えます。  

火を使った浄化を行う際に併せてお使い下さい。 

・創造レベル・・・自己の男性的な側面の強化に。肉体レベル、モチベーションアップ（やる気を起こさせます） 

・スピリチュアルレベル・・・クンダリーニにあるブロックを打ち破ります。 前向きに自分を信じることが出

来るように。 ハイヤーセルフとの繋がりの強化に。 

・極性・・・低次元のエネルギーと男性性の癒し。 

・クリスタル 

水晶にも上記のエッセンスの特性を応用することが出来ます。  

水晶の持つ男性性を目覚めさせます。 

水晶につけると、その水晶をネガティブなエネルギーを変容させたり、 

燃やしたりするような働きを持つワンド（杖）に変えることが出来ます。 

・補足・・・体の中にある気が流れる経路を浄化します。 
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◇オーラ・ブルー◇ 

・一般的な使い方 ・・・ ネガティブな思考の型を浄化します。 

・エレメント ・・・ 地 （90％） 風（75％） 火（100％） 水（75％）  

・色 ・・・ 黄色 （10％） 緑 （25％） 青（100％）  

・肉体レベル・・・ある程度の範囲内での呼吸器に関する問題に。 

・精神レベル ・・・ 思考の自由。 息苦しく感じているときに。 情熱、熱意。 

・エーテルレベル ・・・ とてもパワフルで効果的に、ネガティブな思考パターンを壊します。  

・創造レベル ・・・ 創造することを妨げているネガティブな思考パターンを取り去り、根気強く創造してい

けるように。自分の道を進み続けていく強さに。 

・セクシャルレベル ・・・自分の品位を下げるような態度や心構えのパターンに気付き、 

改善していけるように働きます。 自己卑下・自己屈辱の改善に。 

・建物 ・・・ 建物に憑いたネガティブな念の浄化に。  

（大き目のスプレーボトルに水とエッセンスを数滴入れて建物にスプレーしてください） 

補足・・・ クリアトーンと併せて使うことをお勧めします。 

 

 

◇オーラ・フレーム◇ 

・一般的な使い方 ・・・ サイキックアタックを浄化し、オーラを回復させます。 

あなたもしくはクライアントが怒っているときや、ストレス下にあるときには絶対に使わないでください!!） 

・ エレメント ・・・ 水（30% ） 火 （75%）   

・色 ・・・ 赤（100%）  オレンジ（100%） 黄（100%）  緑（90%） 

・感情レベル ・・・ 束縛されていると感じるときに。特にネガティブな念を感じる場合に。  

 念のコードを外します。 

消耗したエネルギーの回復、気だるさに。 フラストレーションを感じる時に。  

友人やパートナーを引き寄せる助けに。 

・サイキックレベル 

サイキックアタックに。ネガティブな念を引き離し、オーラフィールド（オーラの領域）を保護します。   

“念の帯”をカットします。 

・精神レベル ・・・ とても深いレベルのブロックを解放します。受け入れることを許します。 

・クリスタル ・・・ 水晶にも応用して使うことができます。 

 

 

 

◇クリアスター◇ 

・一般的な使い方 ・・・ 流行遅れの廃れた古い考え方を壊します。  

暗い気持ちを明るくします。嫉妬にも。 

・エレメント ・・・地（100%）  風 （25%） 火（95%）  水（100%）  エーテル（25%）   

・色 ・・・ オレンジ（10%）  黄（25%）  緑（75%）  青（100%） ピンク（100%） 

・感情レベル ・・・ 憎しみ、嫉妬、怒り、うつなどの暗い感情をクリアにします。  

その人自身が抱えているネガティブなエネルギーパターンを保持している構造を壊す助けに。 
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・精神レベル ・・・ 思考が明確になるように。 

・創造レベル ・・・ 古くなった創造的アプローチを取り去ってくれます。  

・古く行き詰まった創造的なパターンから自由になれるように。 

・建物 ・・・ その場のよくない雰囲気を浄化します。 火と水のエレメントに作用します。 

・極性…男性性のエネルギーのブロックを浄化します。 

男性から過去に虐待された恐怖、また、男性自身が相手を虐待していた時の恐怖の感情の浄化に。 

       

 

◇クリアトーン◇ 

・一般的な使い方 ・・・エーテル体の浄化に。念の帯（エネルギーコード）を断ち切ります。  

ネガティブな思考パターンの浄化に。 オーラ・ブルーと連続しての使用がお勧めです。 

・エレメント ・・・ 地（100％）  火（50％）  水（25％）  エーテル（75％）     

・色 ・・・ 緑（25％） 青（60％） インディゴ（100％） 

・精神/エーテルレベル 

素晴らしいクレンザーです。（精神/エーテルエネルギーの浄化）  

 ネガティブな思考パターンの浄化。オーラブルーと連続しての使用がお勧めです。  

・アストラルレベル  

火のエレメントを通して、ネガティブなエネルギーを浄化します。   

ネガティブなアストラル体のエネルギーを取り除き、一般的に、ネガティブなエネルギーの束縛を絶つことを

助けます。 

・スピリチュアルレベル 

ネガティブなダルマ(法・倫理的規範・きまり)を浄化し、不幸を払い除けます。 

・創造レベル ・・・ 高次のインスピレーション（霊感）を得る助けに。 

・極性 ・・・ 男性的な側面： 相手に配慮したうえでの積極的な自己主張。 

・鉱物･･･クリスタルを通して使うことにより、特にネガティブな思考パターンを消し去ります。 

 

 

◇クリスタルクリア◇ 

・一般的な使い方  

 この素晴らしいエッセンスは、水晶（クリスタル・鉱物）・建物内のネガティブで有害なエネルギー浄化  

人のエネルギーフィールド（オーラ）の浄化・動物にも使用出来ます。 

クリスタル・ミネラル・宝石・半貴石・金・メノウ・ダイヤモンド・ルビー等 4500 以上の鉱物を浄化できま

す！ 

   

クリスタル（鉱物）の浄化 

１）エッセンスを数滴手のひらに落として、かるく両手を擦り蒸発させ、鉱物の周りをなでるように浄化します。 

２）エッセンスを数滴、水を張った容器に入れて、その中に 5～３０分ほど石たちを漬けておきます。 

※エッセンスを何滴入れるか、もしくは何分つけて置くかはダウジング等で決めてください） 

３）沢山の石たちを一度に浄化する場合は、スプレーにすると便利です。 
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（スプレーボトルの作り方） 

きれいな水 100～150ml に対し、エッセンス３～５滴入れよく混ぜます。 

そして約 1 分ほどなじませてください。 

※スプレーボトルは出来るだけ 1 度で使い切ってください（水の劣化） 

 

 

◆オーラの浄化 

人の体を浄化する場合、 

・手のひらにエッセンスを数滴おとして、両手を軽く擦り合わせてエッセンスを蒸発させ、 

身体から 10～15 ㎝離れた場所から、浄化したいチャクラにエッセンスを溶け込ませます。 

または、オーラの上から下へ撫でおろすようにして使います。 

・スプレーを作り、まんべんなくオーラ全体に振りかけます。 

・数滴お風呂に入れます。 

 

◆建物・室内の浄化 

部屋中にまんべんなくスプレーしてください。  

お部屋のエネルギーの変化に気づきます！   

※必要に応じて、電化製品のスイッチを切る、もしくはカバーをかけてください。 

 

ヒーリングのお仕事をされている方や、セラピストの方々には特にお勧めです。  

クライアントさんの施術の合間に仕事場に使うと、仕事場を浄化します。  

この方法は本当にお勧めです！ 

・エレメント・・・ 地（100％） 風（77％）  

・色・・・  オレンジ（3％） 黄色（24％） 緑（80％） 青（90％）インディゴ（100％） 

・肉体レベル・・・心臓を強くする。花粉症・がん・腫れ・発疹（にきび）動脈硬化・体の気を流す。 

・感情体とアストラルレベル・・・ チャクラにあるブロックを解放します。  

現在の人生に関係しているネガティブな感情や、他からくる攻撃からオーラを保護します。  

中下層のアストラル層を浄化します。 

・サイキックレベル・・・ 魂と精神の間のギャップを埋めてくれます。（第 7 チャクラに使用）   

肉体のプロテクションに。 数滴をお風呂に入れて使うことも出来ます。 

・クリスタル（鉱物）・・・ とても素晴らしくきれいに浄化します。  

『クリスタルに宿るプログラムを消す』という意図をもって使用すると、プログラミングを消すことができます。 

・スピリチュアルレベル・・・ 霊的レベル（サイキック）を、スピリチュアルレベルに繋ぎます。 

・創造のレベル・・・ 創造的なヴィジョンを表現していくことを助けます。 方向とゴール。 

・極性 ・・・ 男女共に持ち合わせている男性性に関する局面を、強力に高めます。（第 7 チャクラ） 
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◇ファイアークリア◇ 

・一般的な使い方 ・・・ 浄化に。（腎臓や肝臓が弱っている時には使わないで下さい） 

・エレメント・・・ 火 100％  

・色  ・・・赤（94%）オレンジ（55%）黄（70%）緑（100%）青（100%）インディゴ（93%） 

紫（100%）ピンク（60%） 

・肉体レベル・・・衰弱、活力を高める。慣性疲労、加齢、冷汗、発疹、日焼け、やけど、癌、 

      肝臓の浄化（※肝臓が元気な場合）体の気を流す。 

・感情体・・・ 抑圧された怒りを解放します。 やる気と熱中すること。恐れに関する問題に。 

（Ex. 死に対する恐れ・飛行機などに乗る場合に伴う恐れ・成功する事、人に対する恐れなど）  

・セクシャルレベル・・・ 根深い性に関する問題やブロックを転換させる助けに。  

エネルギーレベルの上昇によるタントリックなエネルギーのお役立てに。 

・クリスタル（鉱物）・・・ 水晶などの鉱物などにも応用できます。 

・スピリチュアルレベル ・・・ネガティブなものを一掃し、 

グループワークに対し懸念された閉塞感を解放します。  

スピリチュアルな世界に疎い人にスピリチュアルな世界に意識が向くように助けます。  

※ゲブラーのエネルギー。（※セフィロトの樹・カバラ由来の樹） 

 

 

◇ゴールデンライト◇ 

・一般的な使い方 ・・・ 黄金の光をオーラに浴びる。  

・エレメント ・・・ 地（95％）  エアー（95％） 水（100％） エーテル（100％） 

・色 ・・・ オレンジ（100％）  黄色（90％）  緑（90％）  ゴールド（100％） シルバー（70％） 

・肉体レベル・・・ 

・感情レベル ・・・ 低次元の感情を変容させます。 感情的。  

開花すること（Flowering)、 成長、高い次元のレベルの感情に繋がるように。 

・霊的レベル ・・・ 人や過去からの束縛から解き放ち、その関係性のコードを切ります。 

・スピリチュアルレベル ・・・無条件の愛、開花、成長、そしてスピリチュアルな道を歩んでいけるように。   

霊的な教師たち（スピリチュアルティーチャー、マスター等）に繋がれるように。  

体を覆う全体のエネルギーシステムと、すべてのチャクラにゴールドのエネルギーを加えます。 

・クリスタル（水晶・鉱物） ・・・ ゴールデンライトにクリスタルを付け、浄化します。 

ヒーリングなどに使えるように水晶を整えてくれます。 

 

 

◇ジャスミン◇ 

・一般的な使い方 ・・・ 前向きな自己イメージが出来るように。 

憂鬱な気持ちの開放に。美しさ。誕生。 

・エレメント・・・地（90%）  火（88%）  水（86%）  エアー（90%）  エーテル（96%） 

・色・・・ 赤（90%） オレンジ（90%）  黄（80%） 緑（90%）  青（50%）  

ピンク（85%）  インディゴ（100%） 紫（ 87%） ゴールド（87%） 

・感情レベル・・・ 自分を卑下する感情を浄化し、前向きな自己イメージが持てるように。  
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自己を表現することに対するブロック、鬱、ハートセンターの浄化に。 

・アストラルレベル・・・アストラル界への扉を開いてくれます。 

アストラルレベルのネガティブなものを浄化してくれます。 

・サイキックレベル・・・ 癒しのエネルギーが流れてくるように助けます。 

・セクシャルレベル・・・ 美を受け入れる。 ハートセンターを開く。 

・創造レベル・・・ 創造性のサイクルの完成段階。 

・極性・・・ 女性性の強化に。 

・建物・・・ 空間に漂う憂鬱な雰囲気を浄化します。 

・クリスタル（鉱物）・・・ クリスタルや他の鉱物にも適用できます。 

 

  補足・・・ 子供が生まれるときなどに使うと、誕生のトラウマを軽減することができ、魂が体に入ることを

助けてくれます。 

 

 

◇メタ（慈しみ）◇ 

・一般的な使い方 ・・・ 思いやり、他の人たちからのサポートを受け入れられるように。 

・エレメント ・・・ 地（100%） 火（88%） 水（86%） エアー（90%） エーテル（96%） 

・感情レベル ・・・ 自分自身と他の人からの無条件の愛。 他者からの思いやりを受け入れられるように。

自分自身の弱さと付き合えるように。リラックス。 

・セクシャルレベル ・・・ 女性の性同一性、同性愛の男性にも。バランスと両極性。 

・精神レベル ・・・ 無条件の愛、限りのある不完全な自分自身であるということを受け入れられるように。 

・クリスタル（鉱物）・・・ クリスタルにも応用できます。同様にこのエッセンスに癒されます。 

 

 

◇オレンジチャリス◇ 

・一般的な使い方 ・・・ 神聖なる意志に添うように。 

・エレメント ・・・ 火（5～20％） 水（75％）エアー（75％）エーテル（25％） 地（100％） 

・色 ・・・ 赤（100％）  オレンジ（100％）  黄（100％） 

・感情レベル ・・・ 人間関係に於いて、他者との境界線を確立する助けに。  

自己卑下、ショックの緩和に（第 7 チャクラ） 

・精神レベル・・・自己の目的と大いなる意図を結びつけることへの課題に。意志の強さと弱さ。 

・スピリチュアルレベル・・・自らの意志と、源からの神聖な意図とを結びつけることをサポートします。  

スピリチュアルなガイダンスを受けとる事が出来るように。   

スピリチュアルな聖杯。女性性の側面の強化に。 

・水晶（クリスタル） ・・・ 誤った使い方をしたクリスタル達を癒します。  

クリスタルが導き伝達することが出来る慈悲の心を強めます。 
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◇ピンクエンジェル◇ 

・一般的な使い方 ・・・ 傷付いた感情を優しく癒します。思いやり。 

・エレメント ・・・ 地（100%）  水（100%）  

・色 ・・・ 赤（100%）  黄（70%）  ピンク（100%）  

・肉体レベル・・・外傷・腫物・吹き出物・腎臓疾患 

・感情レベル ・・・ 傷、失恋、傷ついたヒーラーたちを癒します。  

カルマの傷、自分の価値に気づいていない人たちに。 

・精神レベル ・・・ 思考、革新的な思考、インスピレーションの明確さ。 

・サイキックレベル ・・・ サイキックな能力が発達することを助けます。 

人や建物のアカシックレコードにアクセスする時の助けに。 

・創造レベル ・・・ 自らの真の価値を認めること。 

より高いオクターブのエネルギーに対して自分自身を開けるように。 

創造的な思考の誕生と構成を助けます。 

・水晶（クリスタル） ・・・ 上記の特性をクリスタルに補います。 

またこの補強した特質を使用できます。クリスタルも癒します。 

 

 

◇リリース◇ 

・一般的な使い方 ・・・ ブロックの解放 

・要素 ・・・ 地（100％） 風（100％） 水（100％） 

・色 ・・・ 青（80％） シルバー（50％） 

・肉体レベル ・・・ 血液の健康、動脈血栓、リンパ系、酸素化、呼吸によるエネルギー、無気力、インポテ

ンツ 

・感情レベル・・・心の奥底に根付いてしまっている感情の解放に。 

（あるいは、遠く遡った過去・もしくは過去世からのものも含め）   

例：罪悪感、悲しみ、恐怖、憎しみ、恥、後悔、厳格など。   

一般的なハートチャクラに関する問題と、感情を表現することを助けます。   

このエッセスは、特に “意志” が重要なテーマです。 同じく天秤座の人にも。 

・精神レベル ・・・アサーティブネス（自己主張）トレーニングと意志の強化に。   

コミュニケーションスキル、セールスやマーケティングなど。 

・セクシャルレベル ・・・ 性に関して深く根差したブロックの解放に。男性の性的な問題に。 

自信が持てるように。 

・サイキックレベル・・・とても優れたプロテクションです。  

あたなを守護してくれいる存在（守護霊）（Spirit Protector）を、目覚めさせてくれます。  

・アストラルレベル ・・・夢を保護します。夢の記憶、夢の象徴化。夢に出てきたシンボルとその保護に。 

・建物 ・・・ 建物や場所を司っている霊的な存在を呼び起こします。  

数滴を霧吹きなどのスプレーに入れてお使いください。  

※先に クリスタルクリアを、お使い頂くことをお勧めします 
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◇シルバージニー◇  

・一般的な使い方・・・ 精神構造、ビジネス、自制心、精神修養、夢、恐れ。 

・エレメント ・・・ 地（90％）  水（97％）  エーテル（96％）   

・色 ・・・ 緑（40％）青（100％）インディゴ（100％）バイオレット（100％）ゴールド（100％）シル

バー（100＋％） 

・肉体レベル・・・白血病、骨の問題、骨の成長、神経系の疾患、解熱、神経を落ち着かせる、子宮の健康、 

腎臓 

・感情（エモーショナル）レベル・・・個人間やグループ内の人間関係の助けに。身体の防御。育成（養育） 

我慢していた涙を解放する助けに。お金に関する根深い問題の解決。   

被害者、子供への虐待、ネガティブな女性のアーキタイプ※に関する問題に。  

※ユングの心理学用語。人間の心の深層にある、遺伝的に伝わり、集合的無意識を作り上げている心象の基本

的な型。 

・セクシャルレベル ・・・ 性に対してのブロックや恥ずかしさの解放。人を引き付ける魅力。 

・潜在意識レベル ・・・ 恐れ：未知への恐れ、潜在意識に隠れている恐れ、隠された意図を知る助けに。 

（第３、第５チャクラ） 男性の支配的な独裁・横暴に対する恐れに。   

暗がりが怖い、ドラッグなどに依存してしまう時に、潜在意識へのアクセスを助けます。   

・精神レベル   

 精神的な怠惰、ビジネス、管理、精神構造 

分析、科学、秘儀の訓練と学び（エジプトの数秘学、占星術）お金に関するブロック、受験、学術的な世界。 

マインドリーディング（読心術） 第２、３、５チャクラに）アヌビスとイシスの領域、ダウジング、 

サイキックな直観力。 

（夢を通しての働き）・・・夢の中で今抱えている課題と直面することを助けます。 

就寝前に第２チャクラに使うことによって、夢の中で質問にたいする（答え）を受け取れるように。  

 夢の保護。ダウジングと直観。 

・創造レベル ・・・創造サイクルの『受け取りフェーズ』をサポート   

成し遂げた仕事に対する報酬をきちんと受け取ることが出来るように。  

グループの仕事と役割。精神的な自制心 

・スピリチュアルレベル ・・・精神修養、スピリチャルなエネルギーをグラウンディングさせる助けに。 

エネルギーが流れ込めるように構造化します。 

・クリスタルに ・・・ クリスタルを使ったテレパシーに。 クリスタルの（留守番電話）  

クリスタル同士のコミュニケーションを取る助けに。 テレパシー。 

その時に応じたエッセンスの持つ性質を補強し、その特性を使えるように働きます。  

サイキックなダメージを受けたクリスタルを癒します。   
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◇シルベリームーン◇ 

・一般的な使い方 ・・・ 睡眠と夢に関する問題に。 

・エレメンツ ・・・ 地（75％）  火（95％）  エーテル（100％）    

・色 ・・・ 緑（80％） シルバー（100％） 

・感情レベル ・・・自分のフィーリング（感覚）と感情にコンタクトします。 怒りの浄化に。  

イメージに関係した問題に。人が本来持っている計画を明確にすることを助けます。 

イメージではなく、本当の自分を映し出すことを助けます。 

・セクシャルレベル ・・・ 性に関する課題のイメージを助けます。 

・サイキックレベル ・・・ 女性性の側面、満ちてゆく月、満月、水晶占い 

スクライング（scrying）※何等かの物体や物理現象を見つめることにより、メッセージを受け取る方法。 

夢を使ったワークでアストラル界への道に繋がるように。 

アストラル体への投影とその保護に。（銀色の光を通じて） 夢の記憶、アヌビスの領域。 

ネガティブなサイキックの影響の浄化に。 夢に出てきた象徴的なシンボルを理解する助けに。 

イエソド（yesod）※カバラ・セフィロトの樹 

・アストラルレベル ・・・ サイキックレベルと同様に働きます。 

・クリスタルに ・・・ キレイにクリスタル（水晶）を浄化します。  

エッセンスを水の中に数滴入れて、その中にクリスタルを数分間浸けておきます。 

 

 

◇ソウルスター◇ 

・クリスタルクリアを使って浄化した後の水晶に、パワフルなヒーリングエネルギーを補充します。  

エッセンス数滴を揮発させてなじませるか、数滴を水の中に加えて、その中に水晶を入れます。 

（水の浄化にも使えます）※ガイダンスへのコネクション 

・エレメント ・・・ 地（１００％）  火（50％）  エーテル（80％） 

・色・・・ 緑（5％）青（35％）インディゴ（100％）バイオレット（100％）白（95％）ピンク（75％） 

・物質レベル ・・・ 肉体に活力を与えます。 

・感情＆アストラルレベル ・・・ 憂鬱や、自己を卑下する感情を消し去ります。  

低次元のアストラルの扉を閉じて、高次元のアストラル界とコンタクトが出来るようにサポートします。   

悪夢を防ぎます。  

天使界と、更なる神霊化した次元へのコンタクトに。 

・セクシャルレベル ・・・ パートナーとの間に、より精神的な結びつきが持てるように。 

・スピリチュアルレベル・・・ハイヤーセルフとのコンタクトをより強め、ガイダンスを受け取れるようサポー

トしてくれます。 

・極性 ・・・ 性別に関係なく、男性的な側面を強化します。 

・クリスタル（水晶） ・・・ とても強力な癒しのエネルギーを補充します。 

・補足 ・・・ ソウルスターチャクラを活性化させます。 
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◇スピリットグラウンド◇ 

・一般的な使い方 ・・・ グラウンディングに。（地に足をつける） 

・エレメント ・・・ 地（90％）  火（100％）  水（95％） 

・色 ・・・ 赤（100％） オレンジ（90％） 

・肉体レベル・・・低いエネルギー、慢性疲労、血行不良、動脈、リウマチ、心臓・動脈・静脈の強化 

 失血、月経の痛み、白血病、新しい血液細胞、前立腺。 

・感情のレベル・・・相手に配慮した自己主張がきちんと出来るように。  

セルフイメージを上げる助けに。 犠牲症候群。  

今世における性的な暴力の被害に遭ってしまった方や、暴力によって傷ついてしまった方に。  

自殺傾向にある方に。 強い怒りを手放す助けに。  

出生後のうつ状態に。（←この場合、第 4 チャクラに使用してください）   

強い関係性のコードを切る。親友・近親者の死別によるショックに。   

兄弟愛・家族愛の問題を解決する助けに。 ユーモア。 

・セクシャルレベル・・・男性特有の性的な問題に対しての助けに。自信を持たせるように働きかけます。 

・クリエイティブレベル ・・・アイディアを現実の世界に形や構造化して、定着させる助けに。 一般的にク

リエイティブな仕事に携わっているアーティストの方に。 

・スピリチュアルレベル 

自分の中にある（パワー）や、パワーを他に渡してしまうことに対する恐怖を手放す助けに。 

（第 1、第 12 チャクラに使用します）  火のエレメンツと繋がる助けに。  

スピリチュアルなエネルギーを、地球上のレベルにグラウンディングさせます。   

男性の仲間同士の結束を固めます。 ユーモア。 

・クリスタル（水晶） 

このエッセンスをクリスタルに染み込ませることにより、クリスタルはこのエッセンスが持っている、いくつ

かの特性を有するようになります。 

 

 

◇スタンズアローン◇ 

・一般的な使い方 ・・・ 沢山の人の中にいても、個性を発揮できるように。  

個人のユニークさを評価します。自己回帰。 

・エレメント ・・・ 風（90%）  水（100%） 

・色 ・・・ 紫 (うす紫) 100% 

・肉体レベル・・・血流、内分泌系、機能不良の腺、良性腫瘍、石豆、水疱、しもやけ、心臓の強化。 

・スピリチュアルレベル ・・・人混みに居ても、自分のスピリチュアルセンターを保てるように 

アシストしてくれます。 

スピリチュアルな道の探求の際に生じる孤独感に向き合うことを助けます。 

女性的な側面：弱さからではない受容。オーラの強化。 

アカシック・レコードへの回帰とアクセスの助けとなります。 

・クリスタル（水晶） ・・・ このエッセンス幾つかの特性を持つようになります。 
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◇ホワイトライト◇ 

・一般的な使い方 ・・・ 高いレベルの浄化に。 

 クリスタルクリアと混ぜると、エッセンスをより高いレベルに引き上げてくれます。 

・エレメント ・・・ 火（25％）   水（90％）  エーテル（80％）  

・色 ・・・ 緑（100％） 青（80％） 紫（100％） インディゴ（95％）   

・肉体レベル・・・肝臓、浄化  

・精神/エーテルレベル ・・・ ネガティブなエーテル体のエネルギーを壊します。 

前向きな考え方が出来るように。 

・スピリチュアルレベル ・・・高いレベルの浄化に。高次のチャクラに。 

・極性 ・・・ 女性性の側面の強化に。 

・クリエイティブレベル ・・・ 創造性をブロックしているものを浄化します。 

・クリスタル（鉱物）…クリスタルにも上記の特性を応用して使うことが出来ます。 

クリスタルの浄化にも。 

   

 

◇ホワイトスプリング◇ 

・一般的な使い方 ・・・ 純粋なエネルギーの源。 エネルギーの回復を助けます。 

・エレメント ・・・  風（75%）  水（25%） 

・色 ・・・ インディゴ（100% ） 紫（100%+）  白（100%）  ピンク（90%） 

・肉体レベル・・・エネルギーの補充、慢性疲労、衰弱 

・精神/エーテルレベル ・・・ 精神の疲労に。消耗したエーテルを回復させます。 

・感情レベル ・・・  感情的に疲労困憊しているときに。（ノイローゼ気味の方にも） 

・サイキックレベル ・・・サイキックな活動の前に、特別な強さを追加します。 

（第３チャクラに使用します） 

・セクシャルレベル ・・・ 消耗したエネルギーセンターを元に戻します。（25％） 

・スピリチュアルレベル ・・・"古い服を脱ぎ捨てる"ことを助けます。 

新しいレベルによりオープンになって受け入れられるように。 

・クリスタル（鉱物） ・・・ クリスタルを通して応用できます。  

また、浄化してヒーリングや愛のエネルギーを補充することもできます。 

 

 

 


