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ゆんさま 販売 ４３才 

 

いつもお世話になっております。 

おかげさまで毎日がとても快適で、昔の悩みがなんだったのかあまり思い出せないほどで

す。 

 

私は元々自分にものすごく自信がなく、こんな醜い私が生きていては迷惑だという思いを

心の底にずっと持っていたと思います。失恋をきっかけに佐藤先生のコンディショニング

を受けさせていただきました。 

引き寄せの法則やエネルギーや、心理学など色々勉強し、講座を受けたり、エネルギーワ

ークを学んだり、それでも変わらない現実に数年ぶりに佐藤先生のブログで CDなどを購

入させていただきました。とても効果を感じたこともあり、何より自分がとても面白そう

だなとワクワクしたので、すぐにシフトや新生を使わせていただきました。 

思っていたよりもすごく効果があり、炙り出しによる辛い思いもありましたが、いつのま

にかクリアになっていました。 

毎日、シフトを敷いて眠り、日中はハンカチのシフトを身につけていました。 

今は、だいぶクリアになってきたので、私服慈愛と爆発的生命力を敷いて寝ています。 

 

もともととてもマイナス思考で心配症、悩みだらけで、自分のことが大嫌いだったのに、

今は、悩みというものがほとんど無くなり、自分の事を好きになれてきました。 

以前は自分が迷惑な存在で、醜いという思いこみが酷かったと思うので、それなりの現実

を受け取っていました。 

本当に自分の心が変われば現実も変わるということを実感しています。 

会社で、パワハラを受けイジメに近い働き方をしていた私が今では、上司に気をつかわ

れ、周りの人にとても親切されています。 

 

自動浄化ツールは今ではもう手放すことなど考えられないです。あれほど辛い現実を受け

取っていた事も、自分で自分をいじめていたんだと分かりました。笑ってしまうくらいで

す。特に何をやっても変われないと思う方、毎日が辛い方、他力本願では変われないと感

じている方、騙されたと思って是非使っていただきたいです。 

 

何よりも、心がクリアなので身体の調子も良く、疲れを感じなくなりました。 

朝出勤した時の元気な状態のまま仕事が終わるので色々行動することもできるようにな

り、さらにそういう自分に自信がつき、自分を好きになることができて、良いことの連鎖

ですね。 
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もちろん嫌な現実を受け取ることもありますが、その出来事に対して、自分の対応の仕方

も確実に変わったと思います。周りからしたら大変だねと言われることも、私からすれば

全然問題のないことだったりします。 

 

シフトも新生もこんなに効果があるものは他にはないと感じました。掘り出しやイメージ

ングが難しくても、全自動でクリアになる部分が一番素晴らしいと思います。 

この浄化ツールに出会えなければと考えると恐ろしいです。 

こんなに素晴らしいものを開発してくださり佐藤先生には本当に感謝しています。より多

くの方が浄化ツールで幸せになれることを祈っております。ありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

かおりさま マッサージ業 ４５才 

 

私が新生を手にしたきっかけは、3回シナコンを受けて自宅でも佐藤先生にセッショ

ンされているのと同じ事を日々したかったのです。 

 

職業柄、人に触れて癒したい！癒して差し上げたい！そう思いながらの施術をしてい

て、癒したい私がいつもクリアでいつもフレッシュな状態になりたかった 

 

使い方に習いしばらく使うと、お休みした新生。 
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お休みしたらふと、しばらくすると溢れてくる日常の不快感。 

使わずにいると頭がリピートボタン押したような不快感の輪唱… 

 

しかし、もうそうなっても怖くないと実感する出来事がありました。 

 

さっきまで不快だ不快だと愚痴気味な自分に、新生を紹介した友達から「新生だ

ね！」と言われて速攻 敷いて仰向けになりました。 

 

さっきのように話していたら、みるみる消え？あれ。 

 

私はいま何に怒っていたの？ 

私は何を連呼したの？ 

 

ってくらい、ホワァ〜ン。なくなっちゃいました。 

 

その不快感が消えるまで、ほんの二、三分。 

さっきまで執拗に繰り返していた、あのイマィマ強い感情なんだったんだろ？ 

 

はい！消えた〜！ 

 

そしてシフト。これはなんて力？これは魔法？ 

 

でも、これはもうわたしには手放せないアイテムです。 

 

佐藤先生素敵なツールを開発してくださりありがとうございます 

 

これからもよろしくお願い致します。 

 

 

↓ もうひとつのご感想 

 

 

Ｑ、シフト＆新生を使う前は、具体的に何に悩んでいましたか？すべて教えてくださ

い。 
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私はシナコンを先に３回受けてました。が 

日常生活で不意に不安な要素が 

現れたとき、すぐシナコンして欲しくなりましたが。 

自宅用ツールを使う事も出来る！ 

それで申し込みました。 

悩みは仕事でだったり、対人関係だったり。 

 

Ｑ、シフト＆新生をお知りになったきっかけは何ですか？ 

今熊あやさんからです。 

 

Ｑ、シフト＆新生をお使いになって何がどのようになっていきましたか？ 

 何がどう変わりましたか？ 

些細な不快感から深い不快感まで 

問いかけながら自問自答すると 

繰り返すうちに 

不快感がどんどんと薄れていくのを感じました。 

 

Ｑ、どのようにお使いになった時に、効果を実感しましたか？ 

 また、今はシフト＆新生を普段どのようにお使いになっていますか？ 

使い方は四つ折りを枕にかけ 

頭から肩が載るようにセットして 

仰向けで不快感を頭の中でリピートしたら徐々に薄れ消えました。 

 

Ｑ、世界最強の自動浄化ツールを使っていなかったら？今あなたはどうなっていたと

思いますか？ 

 

 

毎日が苦痛と不快感と悲しみと憂鬱の繰り返しに感じると思います。 

 

Ｑ、以前のあなたのように、まだ同じお悩みを持つ方々へメッセージをお願いします。 

このツールは一見なんの変哲もないスカーフです。 

どこにそんな事が出来るメカニズムがある？くらいに思うかもしれません 

 

 

が！ 
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不思議な力はあるんですね 

 

不思議としか言えませんが 

 

私にはなくてはならないものになりました。 

 

あるだけで寝るだけで触れるだけで安心して過ごせる日々 

 

あなたにはもう 

敵は居ません。不快感は必ずなくなり 

素敵な理想や願いまで叶いやすくなりました。そんな人生を送れちゃいます。 

 

私がそうなんですから。 

 

 

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

K・H さま 会社員 ４８才 

 

シフト&新生を使う前のことは、実はよく思い出せません、それくらいクリアになっていま
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すが、思い出しながら書いてみますね 

実母との最悪の関係、仕事での行き詰まり関と消耗感、人生に疲れ果てていました。こんな

私が生きていていいのかとさえ感じていました。佐藤先生のコンディショニングをうけて

大元は綺麗にしていただきましたが、メルマガで知った携帯用のシフトを知り毎日身につ

けるようにしたところ、初日から悪夢でうなされ、まずは、炙り出しが((( ；ﾟ Д ﾟ))重かっ

た体が軽くなり、まずは仕事にいくのが苦にならなくなり、はかどり、ミスがなくなり、親

子間の会話も楽しめるように、変わっていきました。自分の中の感情が原因だったと気付き

ストンと府に落ちたのです。そして、いまでは、起こった出来事(客観的に見て良いこと、

悪いことも)に対してプラスイメージしか沸いてこないってすごくないですか？

 

なんて素晴らしい。 

そして、大難が、無難になっている。こんなにも良くなるのだなぁと、驚いています 

佐藤先生や、シフトに出会えなかったら自分は、きっと暗闇に潜む悪霊みたいに生きてたの

ではないかな。 

携帯用シフト申し込む前は、実は半信半疑、こんなんで変わる？と迷いに迷い、躊躇するこ

と１ヶ月、今ではその当時の自分をひっぱたいて「早く申し込んで！」と言ってやりたい笑 

確実に自分が変わる、まわりの世界観も変わる、体感、実感した私が言うのですから間違い

ありませんよ。とお伝えしたいです 

注意:匿名、写真は誰かわからないよう加工願います 

追記:佐藤先生にはじめて会ったとき、何に対してかよくわからない漠然とした恐怖感、嫌

悪感が、あったなぁと思い出しました。今は感謝の思いでいっぱい ありがとうござ

います  
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★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

 

T・H さま 会社員 ３４才 

 

Ｑ、シフト＆新生を使う前は、具体的に何に悩んでいましたか？すべて教えてくださ

い。 

 

人間関係。人の嫌なところばかり目につきなかなか人を好きになれないこと。 

目標達成のスピード。夢や目標はあるが、ブレーキがかかるようになかなかスムーズ

に思うように行動できないこと。 

 

Ｑ、シフト＆新生をお知りになったきっかけは何ですか？ 

 

佐藤達三さまのシナジーコンディショニングを受けてから、メルマガを拝読するなか

で。 

 

Ｑ、シフト＆新生をお使いになって何がどのようになっていきましたか？ 

 何がどう変わりましたか？ 

 

１日１日スッキリした感情で仕事に向かえていること。 

嫌なことや苦手なこともあまり意識せずに自然に取り組めるようになったこと。 

日々の愚痴が減ったこと。 
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人は人、自分は自分と分けて考えられるようになり、嫌な部分ばかり目につくことがな

くなったこと。 

 

Ｑ、どのようにお使いになった時に、効果を実感しましたか？ 

 また、今はシフト＆新生を普段どのようにお使いになっていますか？ 

 

寝るときにスカーフをひいて寝ていますが、 

朝スッキリと起きられるし身体が軽いので仕事場に気楽に向かえるようになったこと。 

１日の嫌なこともその日のうちにリセットできるので、 

次の日に持ち越すことがなくなったこと。 

 

Ｑ、世界最強の自動浄化ツールを使っていなかったら？今あなたはどうなっていたと

思いますか？ 

 

日々身体が重く、人の嫌なところばかり目について愚痴も多くなりどんよりとしていた

と思う。 

 

Ｑ、以前のあなたのように、まだ同じお悩みを持つ方々へメッセージをお願いします。 

 

自分と人をしっかり区別できることが本当に気楽で自然な状態なので、 

ぜひそのようになってもらえたら毎日楽しいです。 

一人で悩んだり抱えているようなら 

家ですぐに使える浄化ツールを使ってスッキリしてみるのも良いのではないでしょう

か。 

 

以上です。 

宜しくお願い致します。 
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★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

なおみさま 会社員 ５８才 

 

Ｑ、シフト＆新生を使う前は、具体的に何に悩んでいましたか？すべて教えてくださ

い。 

 

  「ねばならない」「～べきである」という考え方が強くて、イライラしていたように思い

ます。 

  常に、体に力が入っている感じでした。 

 

Ｑ、シフト＆新生をお知りになったきっかけは何ですか？ 

 

  佐藤先生のメルマガを読むようになり、知りました。 

  （メルマガを読むようになったきっかけは忘れました） 

 

Ｑ、シフト＆新生をお使いになって何がどのようになっていきましたか？ 

 何がどう変わりましたか？ 

 

  いい意味で、どうでも良くなったので、イライラすることがなくなり 

  顔つきもおだやかになって、リラックスできている感じです。 

  何気ないことにも、感謝ができるようになりました。 

 

Ｑ、どのようにお使いになった時に、効果を実感しましたか？ 

 

 また、今はシフト＆新生を普段どのようにお使いになっていますか？ 

  特に体の重い不調はなかったので、新生は部屋の浄化のみに使っていました。 

  重い不調がないと、体には使ってはいけないと思っていました。 

  最近は、そうではないことを教えていただいたので、新生を敷いて寝ています。 

  そして、朝起きてすぐに、シフトを第一、第七チャクラに当てています。 

  新生を敷いて寝ると、朝起きた時に、体がとても軽くスッキリしていて 

  気分がさわやかです。 

  そして、シフトを当てると体が整う感じがします。 
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Ｑ、世界最強の自動浄化ツールを使っていなかったら？今あなたはどうなっていたと

思いますか？ 

 

  次のステップに進むのに、時間がかかっていたと思います。 

 

Ｑ、以前のあなたのように、まだ同じお悩みを持つ方々へメッセージをお願いします。 

 

  何かの力を借りるのではなく、自力で解決したいと思い込んでいましたが、何かの

力を借りて 

  ステップアップがスムーズに行くなら、こだわることなくその力を借りたらいいと思

います。 

  シフト・新生を体感されてみることをおすすめいたします。 

 

 

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

E.T さま 会社員 ４８才 

 

シフト、ツールを使わせていただく前の私は、人間関係で心がボロボロでした。 

信じていた人との突然のお別れ、日常的なモラハラ、パワハラに疲れていました。 

 

このままでは壊れてしまう、何とかしたい、状況を変えたいとヒーリング、カウンセリン

グ等を頼っていました。 
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おかげさまで 1番きつい状況から抜け出せましたが、私の中では、「まだまだ」「もっと

変わりたい」との気持ちがなかなか消えず、検索していました時に佐藤先生のホーム

ページに辿り着きました。 

 

「これを最後にしたい」と感じ、シフト、ツールを申し込ませていただきました。 

 

その時々の状態で使い方も変わり、その都度質問させていただきました。 

 

当初は、就寝時は新生を上半身に敷いて休み、日中は慈愛のカードを持ち歩きまし

た。 

 

新生は昼間は部屋の浄化に使用しました。 

 

現在は、きつく感じる日には就寝時に新生を、昼間はシフトを持ち歩いており、きつく

感じない日には夜はシフトを頭の下と胸に置いて休み、昼間もシフトを持ち歩いており

ます。 

 

それまでは、数珠ブレスを使ってましたが、今ではシフトがあるので使うこともなくなり

ました。 

 

気がつけば、心も軽くなり過去のことだと思え、日常的に起こるきついこともうまく切り

替えられ、聞き流すこともできるようになったことを感じます。 

 

精神的な疾患でお悩みの方はもちろん、体の具合が悪い方、お悩みもなく健康な方

でもシフト、ツールは人生を前向きに、いい方向に導いてくれることと思います。 
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★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

 

T.M さま 看護師 ４３才 

 

自分自身シナジーコンディショニングを学んでいましたが、なかなか自信は持てず 

他人に行うことはおこがましいことだとすら思っており 

誰にも言うことなく自分と家族の浄化を中心に行っていました。 

しかし、毎日ひとりでやっていると自信のなさと相まって前に進めているのかすらもわからな

くなってゆき、 

結果が目に見える形でない分、真剣さと取り組みも減ってゆきます。 

 

そんな時メルマガでシフトのご案内が届きました。 



 

14 

 

「対面セッションを毎日受けるのに匹敵する」旨の文言に惹かれました。 

使い始めはうまく使えていなかったこともあり効果を体感できていなかったのですが 

メールで使い方を改めて教えていただき、効果を感じるようになってゆきました。 

感覚的には「原因不明の不快感、痛み」などがクリアになっている感じがしました。 

 

毎日使っているとクリアな状態が当たり前になるので、変わらない毎日が過ぎてゆきます。 

使い方もすっかりマンネリ化してしまい上手に使えていないのかもしれません。 

クリアさの中にも一部靄がかかってる感じや体の重さなどを感じるようになっていました。 

 

その後新生のリリース、送付されてきたときは重い病気の人専用とのことだったので 

なるべく寝室より離れたところにしまっていました。 

 

さらに月日が流れ、今年 10 月の新生のスーパーアップデートのお知らせを受け、 

相変わらず続いていただるさが抜けるかなと思い、使ってみることにしました。 

初めて新生を使用した日の夜中 2 時ごろ、ふと金縛りにあう予感がしました。 

ここ数年金縛り自体なかったので緊張が走ります。 

金縛りにならない方法も試してみますが全く体に力が入りません。 

意識はしっかりクリアのまま。 
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頑張ってうっすら目を開けてみると隣のベッドの足元にチェックのパジャマを着た男性らしき

人型が座っています。 

特に恐怖は感じず、はっきりと感じるその存在にとても驚きました。 

うわー、久しぶりに何かが来た？と思っていると私の体のだるさを感じていた右半身から 

黒い人型がばりばりばり！という感じで起き上がり体から離れてゆきます。 

すべて私の体から離れると消えてゆきました。 

気が付くと隣のベッドにいた人型も消えていました。 

そなんだかぐったりしてその後は眠りに落ちてゆき、朝目が覚めてもさっき起きた出来事のよ

うにはっきりと覚えていました。 

夢にしては何日たってもはっきりと覚えています。 

数日のち体のだるさはすっかり抜けていました。 

 

新生は今は家屋、土地浄化のために部屋の真ん中に敷いています。 

シフトは毎日頭とおしりに敷いて使用しています。 

時々瞑想をするときに使ったりもしています。 

 

シフトを使う前と後で変わったこと、それは、 

「些細なことに思い悩むこともなく、毎日平穏に暮らせている。」ということです。 

実はこれはものすごく幸せなことなんだと思います。 
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最近はまた学びたいと思う気持ちも湧いてきているため、新しい学びを始める予定です。 

ゆくゆくは家族以外の人にシナジーコンディショニングを提供できるような人になれたらよい

なと思います。 

 

原因がはっきりしない慢性的な不快感、痛みなどを改善したい人が使われたらわずらわしさか

ら解放される 

のではないかと思います。 

 

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

M.N さま 主婦 ４８才 

 

私は１０年以上前から、鬱や無気力、首こりあごの不調、不眠などで 

非常に疲れやすい状態でした。 

 

ヒーリングなど色々試していましたが、大きく改善しませんでした。 

 

そして１年半前にネットでシナジーコンディショニングを知り、セッションを受けたのが

きっかけで、シフトをレンタルしはじめました。 
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３月に新生がリリースされ、心身の重い症状の人向けであると知り、飛びつくようにレンタ

ルしました。 

 

私は結婚していて、鬱状態、無気力、対人恐怖症で、何とか自分の事や最低限の家事をして 

いる状態でしたが、実家の母が認知症になってしまった為、実家の仕事の確定申告を、急き

ょ私が全部やらなければならなくなりました。 

 

何を聞いても「忘れた、わからない」と繰り返す母を相手に、 

自分の状態と今後のことを考えて絶望しました。 

 

そして書類を探したり再申請したり電話で問い合わせしたり、普通の人なら難なくできる

かもしれない事を、新生を体に当て涙を流しながら、なんとか一人でやり遂げました。 

 

新生があったから辛い気持ちを浄化しながら、できました。 

 

また、新生でつらい気持ちもなくなっていくのだから、という希望をもって困難だと感じる

ことに向き合うことができました。 

 

あの時から９か月経ちますが、毎日、新生で浄化し、途中から至福慈愛も使い始めさらにス

ピードアップしました。 

 

気持ちも体も少しずつ軽くなっていき、精神状態はだいぶん安定してきています。 

 

自分の気持ちが落ち着いてきたら母の状態も少し改善して、 

今は私の負担は少し軽くなっていますし、兄弟も手伝ってくれています。 

 

新生がなければ、自分は自ら死んでいたか、病院に入院していたか、 

それくらいのひどい精神状態でした。 

 

大げさでなく、新生に命を救われましたし、人生を救われました。 

 

結果的に自分の家族も救われました。 

 

まだ無気力や、首のこりはありますが、楽観的にはなったし日々の何気ない喜びを感じるよ

うになりました。 
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私の新生の使い方は、とても辛かった時は、日中の、活動している時に、胸からお腹にかけ

て当てるようにしていました。 

 

安定してきてからは、寝るときに背中に当てています。 

 

できるだけ肌に近くなるよう当てると、重い気持ちが早く楽になるのでそうしています。 

（下着と服の間などに入れる） 

 

もし以前の自分のような人が身近にいたら、とにかく新生を使ってみて！と言いたいです。 

正直、世界最強の～という名前が、うさん臭さを感じるのですが（すみません笑）、 

 

今では、ツールとしては本当にそうかも、と思います。 

 

さらにバージョンアップした新生が楽しみです。 

 

 

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

Y.T さま 自営業 ４７才 
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佐藤先生 

 

いつもお世話になり、ありがとうございます！ 

 

 

Ｑ、シフト＆新生を使う前は、具体的に何に悩んでいましたか？すべて教えてください。 

 

何か抜け出したいのに頭打ちな感じがつきまとっていて、それが何か分からずモヤモヤと

していました。 

佐藤先生に質問メッセージを送ると、シフト&新生を使うと良いとのアドバイスをいただき、

使い始めました。 

 

 

Ｑ、シフト＆新生をお知りになったきっかけは何ですか？ 

 

メルマガからです。 

 

 

Ｑ、シフト＆新生をお使いになって何がどのようになっていきましたか？ 

 何がどう変わりましたか？ 

 

色々溜まっていたものが、浮上してきたみたいで、悪夢をみたり、胃の痛みや風邪のような

症状が出たり、喘息のような症状が出たり。 

 

きっと炙り出しだな！と確信していたので、 

コンディショニングも受けさせていただきました。 

とてもスッキリとした感覚があり良かったのですが、まだ喘息症状だけは残っているので、

アドバイスいただいた通り、ランニングをして抜いている最中です。 

 

 

Ｑ、どのようにお使いになった時に、効果を実感しましたか？ 

 また、今はシフト＆新生を普段どのようにお使いになっていますか？ 

 

寝る時に、新生を枕と敷布団にまたがるように敷いて寝るのがとても効果を感じます。 

 

うっかりして新生を敷かなかった日は悪夢を見ましたので、違いを感じました。 
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Ｑ、世界最強の自動浄化ツールを使っていなかったら？今あなたはどうなっていたと思い

ますか？ 

 

まだずーっとモヤモヤの中にいて、気持ち悪かったと思います。 

仕事でももう一歩抜け出したいところがあったので、本当に助かりました。 

 

 

Ｑ、以前のあなたのように、まだ同じお悩みを持つ方々へメッセージをお願いします。 

 

もし使うことを迷っていらっしゃる方がいるようでしたら、ぜひおススメいたします！ 

体験されたら、分かると思いますよ。 

次の段階へ抜け出しましょう！(^-^) 

スッキリ！！ 

 

 

 

↓もう一つの感想 

 

あれだけ運動することが苦手でしたのに、ツールを使い始めてから、ジョギングが出来るよ

うになりました。 

 

なぜが家族が次々と運動を始め、みんな何かしら身体を動かすようになっています。 

良いことですよね！ 

 

初めて新生や至福慈愛を敷いて寝た時に見る悪夢 w。 

敷いて寝るものを替えると起こるのです。とても面白いです！ 

 

それから、一度おじゃんになった出版の話がまた来ています。 

しかも、前回とは違い今度はもっと大手の出版社です。 

どう進むのかまだ分かりませんが、これからの展開が楽しみです。 

 

ありがとうございます！ 

 

感謝を込めて 
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★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

 

K.S さま マッサージ ２９才 

 

Ｑ、シフト＆新生を使う前は、具体的に何に悩んでいましたか？すべて教えてくださ

い。 

 

主人からの愛情不足を感じていた。 

。好きかどうか確かめなければいられなかった。いつも不安だった。 

 

仕事がうまくいっていなかった。 

 

 

Ｑ、シフト＆新生をお知りになったきっかけは何ですか？ 

 

友人に、スーパーお茶会に誘われて。 

お話を聞いて、使ってみたいと思った。 
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Ｑ、シフト＆新生をお使いになって何がどのようになっていきましたか？ 

 何がどう変わりましたか？ 

 

不要なものをどくどくと吸いとってくれる感覚を感じた。 

主人が優しくなった気がした。 

 

仕事も、うまくいく！と信じられるようになった。 

 

Ｑ、どのようにお使いになった時に、効果を実感しましたか？ 

 また、今はシフト＆新生を普段どのようにお使いになっていますか？ 

 

からだが重くなったときに使用している。 

 

肩凝りや頭痛の時にも、新生を被るとどくどくとすいとっていく。 

 

逆に言うと薬では治らないが、新生を被ると治る。 

 

寝るときに敷いて寝ている。 

 

仕事の前には、仕事でのパワーが発揮できるようにシフトを使い、終了したら新生で

自分に移ったであろう重さを浄化している。 

 

Ｑ、世界最強の自動浄化ツールを使っていなかったら？今あなたはどうなっていたと

思いますか？ 

 

悶々と悩み続けていてまだ出口にたどり着けていなかったと思う。 

誘ってくれた友人にとても感謝している。 

 

 

Ｑ、以前のあなたのように、まだ同じお悩みを持つ方々へメッセージをお願いします。 

 

主人や恋人からの愛情不足。 

私の事好きじゃないのかな？と不安に思ってしまうことがある方、その不快感は取る

ことが出来ますよ。 
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私は所詮その感覚は、自分が作り出している幻想なのだと気づかせていただきまし

た。 

今は、大好きな主人がいてくれて幸せだなぁと思います。 

 

どうしても前に進めない、考えすぎてしまう方にとってもおすすめです！ 

 

もっともっと沢山の人が明るい道を歩くことが出来ますように！ 

 

 

↓もう一つのご感想 

 

 

私がずっと心の中で思っていたことは、主人からの愛情不足を感じていたことです。 

好きかどうか確かめなければいられなかった。いつも不安だった、変えた仕事がなかなかうまくいっていなか

ったり… 

 

そんな時、友人に、スーパーお茶会に誘われて。 

お話を聞いて、使ってみたいと思いましたがまだ迷っていました。 

 

お茶会の後、カードが不要なものをどくどくと吸いとってくれる感覚を感じた。 

すぐに主人が優しくなった気がした。 

 

仕事も、うまくいく！と信じられるようになった。 

 

今ではシフト&新生をお願いしていて、からだが重くなったときに使用しています。 

肩凝りや頭痛の時にも、新生を被るとどくどくとすいとっていくような感覚です。 

逆に言うと薬では治らないが、新生を被ると治る。という感じです。 

 

寝るときに敷いて寝ている。 

仕事の前には、仕事でのパワーが発揮できるようにシフトを使い、終了したら新生で自分に移ったであろう

重さを浄化している。 

 

時間があるときには食べ物にシフトをひいてから食べるようにした。 

なんだかお通じも良くなった気がします。 

 

友人に誘ってもらえていなかったら、悶々と悩み続けていてまだ出口にたどり着けていなかったと思う。 
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誘ってくれた友人にとても感謝しています。 

 

 

主人や恋人からの愛情不足。 

私の事好きじゃないのかな？と不安に思ってしまうことがある方、その不快感は取ることが出来ますよ。 

 

私は所詮その感覚は、自分が作り出している幻想なのだと気づかせていただきました。 

今は、大好きな主人がいてくれて幸せだなぁと思います。 

 

どうしても前に進めない、考えすぎてしまう方にとってもおすすめです！ 

 

 

もっともっと沢山の人が明るい道を歩くことが出来ますように！ 

 

 

 

 

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

よし君さま 会社員 ５２才 
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Ｑ、シフト＆新生を使う前は、具体的に何に悩んでいましたか？すべて教えてくださ

い。 

 

    肩こり、胃腸の不具合、筋肉の痛み 

 

Ｑ、シフト＆新生をお知りになったきっかけは何ですか？ 

   

  メルマガ 

 

Ｑ、シフト＆新生をお使いになって何がどのようになっていきましたか？ 

  何がどう変わりましたか？ 

 

  全体的に緩んできた感じがします。 

 

   

Ｑ、どのようにお使いになった時に、効果を実感しましたか？ 

  また、今はシフト＆新生を普段どのようにお使いになっていますか？ 

 

  眠れるようになった。寝るときに使用している。 

 

 

Ｑ、世界最強の自動浄化ツールを使っていなかったら？今あなたはどうなっていたと

思いますか？ 

 

  ずっと悩んでいた。 

 

Ｑ、以前のあなたのように、まだ同じお悩みを持つ方々へメッセージをお願いします。 

 

  まずは行動をしてみましょう。 
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★★★★★★★★★★★★★★★  

 

 

 

M.K さま 自営業 ５３才 

 

シフト・新生を使う前は、 

精神的には、理由の分からないイライラやモヤモヤや、 

自分自身への自信のなさ、自分はなんのために生きているのかなど、 

1 人ではいくら考えても答えの出ない焦燥感がありました。 

肉体的にも定期的に襲ってくる腰痛等があり、 

いつも、自分自身の不快の根本的な原因と言いますか、 

何故この人生を生きているのか、が知りたいと思っておりました。 

 

そんな中、シフト＆新生を知ったのは、 
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自分が使っているアメブロのブログをネットサーフィンしていた時、 

佐藤先生のブログを偶然読んだことがきっかけでした。 

 

佐藤先生のブログ記事や、シフトや新生の記事を食い入るように読んでいました

（笑） 

そして当初、これが本当ならとんでもない奇跡だ、 

と、驚きと期待が半々だったように思います。 

不思議と疑いの念は湧かず、心のどこかで、 

私はきっとこれらを使う事になるだろうな…と漠然と考えていた気がします。 

 

その自分自身の予感は的中し（笑） 

間もなく新生＆シフトを使わせて頂く日々が始まりました。 

届けて頂いてすぐにシフトを使い始めた初日に、 

頭と胸に置いて浄化していた際、胸の辺りがドクドクっとなり、とても驚いたのです

が、 

その後楽に呼吸出来ていることに気が付きました。 

それまで普通に呼吸出来ていると思っていたのですが、 

そうではなかったんだと、この時初めて気が付いたのです。 
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そして、シフト＆新生を使い始めてからは、 

自分自身の不快の根本原因に気が付けるようになったのが、大きなポイントでした。 

自分では中々気が付けない、潜在意識の中の不快の原因となる感情や浄化ポイントを 

佐藤先生やスタッフの方が、上手く導いてくださり浄化に繋がっていくことで、 

日々心が軽くなっていきました。 

それまで毎日感じていた、イライラする感情が新生やシフトを使うほどに 

無くなっていくのが、私にはとても嬉しい事でした。 

 

シフト＆新生を使い始めた頃は、まだあまり要領が良く分からず、 

頭で考え、とても力んで使用してしまったため、 

自分の念で自分を苦しめてしまったこともあったのですが、 

佐藤先生にアドバイスを頂き、ハートで軽く思い浮かべるだけでいいんですよ、 

と言って頂き、気軽に気軽にをモットーにやり始めましたら、 

浄化の効果が高くなったと感じました。 

 

現在は、シフトは日中や仕事中に胸の所と、 

背中側にはさんだり頭の上に乗せたりと、その時々に気になる場所に使っています。 
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新生は夜眠るときに敷いて寝ていますが、すぐに眠くなりぐっすりと眠れます。 

そして、朝起きた時に軽い感覚が感じられるのが良いです。 

 

もしも、自動浄化ツールを使っていなければ、 

私が長年持っていた、精神的な不快感の原因に気が付く事もなかったでしょうし、 

自分自身を浄化することで、自分の周りの家系や過去生に良い影響を及ぼす事も 

出来なかったでしょうし、何より本当に幸せな自分自身に近づく事が 

出来ていなかったのではと感じています。 

あの時、ほんの一瞬目にとまった佐藤先生のブログを読んでみた、 

自分自身の行動にも不思議なご縁を感じます。 

 

辛い症状や不快感で悩まれている方には、 

まずは自動浄化ツールを、騙されたつもりで良いから使ってみてほしいです（笑） 

1 度でも使ってみて、自分の体で心で感じてみて頂きたいです。 

自動浄化ツールに目がとまった、ご自身の感覚を信じてみて下さいと言いたいです。 

 

 



 

30 

 

 
 

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★  

 

 

 

 

くれそんさま 自営 ５０才 

 

Ｑ、シフト＆新生を使う前は、具体的に何に悩んでいましたか？すべて教えてください。 

 

仕事他 

 

Ｑ、シフト＆新生をお知りになったきっかけは何ですか？ 
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友人の紹介 

 

Ｑ、シフト＆新生をお使いになって何がどのようになっていきましたか？ 

 何がどう変わりましたか？ 

 

たぶん、鬱になったり、自殺とか、をしないで済んでいると思います。 

 

Ｑ、どのようにお使いになった時に、効果を実感しましたか？ 

 

すっきりする日もあれば、不安で仕方ない日もある。 

 

 また、今はシフト＆新生を普段どのようにお使いになっていますか？ 

 

新生は床において、シフトは２４時間 体に付けている。 

 

Ｑ、世界最強の自動浄化ツールを使っていなかったら？今あなたはどうなっていたと思います

か？ 

 

鬱とかパニックとか癌とかになっていると思う。 ぎりぎりでせき止めてもらってるのか

も。 

 

Ｑ、以前のあなたのように、まだ同じお悩みを持つ方々へメッセージをお願いします。 

なので、金銭的にきついけど、他を切り詰めても使わせてもらってます。 

そうするしかない感じ。 

 

最近いろいろ考えられなくなってきたようで、これでこのまま突き抜ければ 

きっといつか浄化すると思う。いつになるか、バージョンアップで早まるか。 

 

どうなるんだろう。 

 

今は使い続けるしかないと思います。 
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★★★★★★★★★★★★★★★  

 

 

 

魚森隆文さま 派遣 ４３才 

 

Ｑ、シフト＆新生を使う前は、具体的に何に悩んでいましたか？すべて教えてくださ

い。 

 

・人間関係で大切な事を知らなかった。 

 

・相手の立場に立った発言や行動が出来なかった。 

 

・お金の「求める」が大変下手だった。 

 

・今一自分軸で生きれてなかった。 

 

・自己愛の不足感から闘争心をベースに生きていた。 

 

・下手な情熱で生き急いでいた。 

 

Ｑ、シフト＆新生をお知りになったきっかけは何ですか？ 

 

2016年の人間関係のおまとめセミナーに参加した事がきっかけです。 

 

Ｑ、シフト＆新生をお使いになって何がどのようになっていきましたか？ 
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 何がどう変わりましたか？ 

 

・自分軸が相当強くなった。 

 

・自己愛をベースに人に対して徳積みをしている自分がいる(無意識に行動に出る)。 

 

・仕事では生活の為の仕事では無く必要とされる感謝や貢献出来る嬉しさや楽しさが

ある。 

 

・人間関係でほとんど困らなくなった。 

 

・自分が必要無いと思う生き方はしなくなった。 

 

・相手の本心が解るようになった。 

 

・今この瞬間を生きれるようになった。 

 

・瞑想しても入りやすくなっている。 

 

・人の評価が気にならない。 

 

・強さを超越した自己への信頼を元に生きている。 

 

Ｑ、どのようにお使いになった時に、効果を実感しましたか？ 

 また、今はシフト＆新生を普段どのようにお使いになっていますか？ 

 

・個別鑑定との併用が絶大な効果をもたらします。 

 

・健康ですが周に一回は新生で寝ています。 

 

・シフトは仕事の時はポケットに入れています。 

 

・メルマガに出てきた案件を自分もにあるか佐藤先生に聞いて無料鑑定でキーワード

を貰って 

シフトや新生で削除している。  
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Ｑ、世界最強の自動浄化ツールを使っていなかったら？今あなたはどうなっていたと

思いますか？ 

 

・生きる事に疲れていたと思う。 

 

・仕事を転々としていたと思う。 

 

Ｑ、以前のあなたのように、まだ同じお悩みを持つ方々へメッセージをお願いします。 

 

・費用対効果を考えたら現状で生活が苦しくても未来に投資する意味でやるべきだな

と思います。 

生きる事が楽しくなり楽になっていきます。 

 

 

もう一つのご感想↓ 

 

 

僕がシフトを知り効果を体験したのは 2016年 11月の人間関係のおまとめセミナー

に出た時です。 

 

まだシフトがレンタルされる前の事でした。 

 

シフトを使う前の僕は人間関係で大切にしなければならない事も知らず相手の立場で 

考える事も出来ていませんでした。 

 

純粋にお金を求める事も自分からしなかったと思います。 

 

それと自分軸で生きているとはまだ言い難い状態でしたし自己愛の不足感から闘争

心をベースに無理をしながら生きていたと思います。 

 

正に「不器用な生き方」のお手本のような状態でした。 

 

シフトですが最初の頃は思いついた事を浄化するとか無料鑑定で頂いたキーワード

を浄化したり、オクトエンサークル動画の視聴時に使ったりしてましたが今年になって

からは個別鑑定を併用するようになりましたがこれが絶大な効果でした。 
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最近では週一で新生で寝たり仕事の時にシフトをポケットに入れたりという使い方をし

ています。 

 

新生は寝起きのクリアさが半端なく気持ち良いです。 

 

その結果たった 2年でかなり変わりました。 

 

・自分軸が相当強くなった。 

・自己愛をベースに人に対して徳積みをしている自分がいる(無意識に行動に出る)。 

・仕事では生活の為の仕事では無く必要とされる感謝や貢献出来る嬉しさや楽しさが

ある。 

・人間関係でほとんど困らなくなった。 

・自分が必要無いと思う生き方はしなくなった。 

・相手の本心が解るようになった。 

・今この瞬間を生きれるようになった。 

・瞑想しても入りやすくなっている。 

・人の評価が気にならない。 

・強さを超越した自己への信頼を元に生きている。 

こんな感じですがこれら一つ一つを見ても普通に生きていればとてもここまで来れな

いなと思います。 

 

何気ない日々の中でこんなにも変わっていたんだと感想を書きながら改めて思いまし

た。 

 

もしシフトを使ってなかったら生きることに疲れていたか仕事を転々と変わっていたと

思います。 

 

これらの効果を考えると費用対効果は測り知れません。 

 

生活が苦しくても未来に投資してきて良かったと思いますし自分らしく楽に生きれて無

い人は是非一歩踏み出して使ってみて欲しいですね。 

 

僕は最初からシフト 4枚体制でやってきましたが流石に２枚で十分だなと思うように

なってきたので、この度 2枚に戻しました。 
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この二年間色々ありすぎましたが常に先生のアドバイスとシフトを使う事で乗り越えれ

てきました。 

 

佐藤先生、これからもよろしくお願いします。 

 

いつもありがとうございます。 

 

以上です。 

 

 

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★  

 

 

 

くーみんさま パート ５１才 

 

私は、シフトや新生を、メルマガなどで知りました。 

 

シフトを使い始めてからは、安心感や気持ちのスッキリ感を味わい、 

新生では奥底から余分なものが無くなっていく気持ち良さなどを感じました。 

 

新生を 10 日以上使用した後は、昼にシフトや至福慈愛カードを見につけたり、夜は至福慈

愛や生命力スカーフを敷いて寝ています。 

 



 

37 

 

もし使っていなかったら、未だに心細さや不安感を感じたり、戸惑ってしまう事が多かった

と思います。 

今は安心感があるので、使命を果たしたいワクワク感があり、のびのびと過ごしています。 

大きな出会い…巡り会えた～～感じです。♩♬ 

 

↓もう一つのご感想 

 

ハンカチシフト、すごいです！ 

 

私は、幼い時から、周りの影響を受けやすく、感情的になったり不安になったりして過ごし

てました。 

大人からそんな心配性だからいけないんだと言われて、嘆きやら自己嫌悪やらでシクシ

ク(T ^ T)したり…。 

自分に自信が持ててない！なんだか嫌…じゃあエネルギーを感じない様にしよう‼︎とし

てきましたが… 

不快感はどんどん募っていくだけでした。 

 

そんな中、偶然に導かれる様に、シナジーコンディショニングを知り、ハンカチシフトの存

在を知りました。 

 

ハンカチシフトは土地、物の浄化を自動でしてくれるので、なんとなく嫌な気分を感じても、

もう大丈夫。(๑˃̵ᴗ˂̵) 

いつのまにか、心も身体もスッキリとしています。 

 

私は使っているうちに、ハッピーな気分はそのままに、嫌な不快な感覚からは受け付け

ない状態になりました。 

 

人混みの中や知らない土地に行ってももう平気になりました。 

そして更に、なんと、エネルギーを感じながら、それを生かす他者浄化を、学ぶ事までし

ています。 

 

どんどん良い事が増え、自分に自信が持てる様になると、何かやってみたいワクワク感で

楽に動けるようになるんですね。 
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日常の生活そのものもサクサク事が済み、気持ち良く過ごしています。 

(何かあったとしても、過剰に慌てふためく事は無くなりました) 

 

もし私と同じ様に自分で自分を押し込めて、まるで何も感じないかのように生きてきた方、

なんとかしなきゃ‼︎と思っている方がいたら、是非、ハンカチシフトを使って頂きたいと思

います。 

 

もしハンカチシフトを使っていなかったら、感じる事の幸せ感から遠ざかり不安で心細い

自分になってたとおもいます。 

 

周りの方達の笑顔を見るのが、 

今の様にここまで嬉しくならなかったんじゃないかな！！と思うと本当に、佐藤先生に開

発して頂けて良かったです。(*´꒳`*) 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★  
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なおちゃんさま 主婦 ４０才 

 

シフトを使う前、何になやんでいたか。 

 

やりたいけど、こわくてできない仕事があって、もやもやしていた。 

好きな人がいても、自分から話しかけられなかった。 

 

 

シフトを知ったきっかけ。 

 

前からコンディショニングで 

佐藤さんに施術してもらっていたので 

佐藤さんから。 

 

シフトを使って何がどう変わったか。 

 

至福慈愛を使ったとき 

安心して 

胸があたたかくなり、息が深く吸えるようになった 

 

 

どのように使ったとき効果を実感したか。 

 

感情を感じたとき 

感情を感じたくなくて、体がかたまったとき。 

 

 

シフト、新生をどうやって使っているか。 

 

新生は寝るとき 

シフトは運転中、休日家にいるとき。 

そして、自分に使えない時は 

かばんに入れています。 

 

シフトは 
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頭と第 1 チャクラに基本あて、 

胸に違和感があるときは 

第１チャクラに使ってるツールを胸にあてています。 

 

 

ツールを使っていなかったら、 

どうなっていたか。 

 

自分から好きな人に近づけなかった。 

教員にチャレンジせずに 

パートの事務をずっとやっていたと思う。 

 

 

同じなやみを持つ方にひとこと。 

 

感情を浄化するだけで 

いろんなことができるようになります。 

やるまでの時間が短縮されます。 

 

世界がものすごい勢いで変わっていきます。 

 

現在 

私はパートナーができ、同居。 

好きな仕事をしています。 

 

 

体験してほしいです。 
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★★★★★★★★★★★★★★★  

 

 

 

ha-chi さま 無職 ３０才 

 

浄化ツールを使ってきて変わった事ですがそういえば掃除が苦手な私が今は凄く掃除をし

ている事です。 

 

カーテンレールの上や窓枠やタンスの裏から排水溝を徹底的にやっています。 

 

しかも不思議なのが嫌々やるのではなくやりたいと思ってやっています。 

 

今までこんな隅々まで掃除した事がなかったので不思議です。 

 

それと TV 台や加湿器,チャイルドシートなど変えたいなぁもぅ１台欲しいな・・と思って

たらぽっと友人やママ友から引っ越しでいらなくなったから TV 台いらない？とかチャイ

ルドシート新しく買うから 1 台いらない？とか連絡が来ていただける事になったり、何か

そうゆうのが多いいです。 

 

運が良くなっているって感じです。 

 

あとは旦那の肩が痛くて仕事が出来なくなるんじゃないかと不安になって佐藤さんに相談

した所、これから 10日程旦那さんの体に新生を敷いて寝ると大分余裕が出てくるはずです。

と言われその通りにしてみるとあれほど痛い痛いと言われ病院の薬&私のマッサージをし

ていたのに 10 日で痛いと言わなくなったのにはびっくりしました。 

 

痛くないの？と聞いたらうーんまだちょっと痛いとは言っていましたが佐藤さんが言った

通りかなり余裕そうでした。 

 

まだありますが最近思った変わった事は以上になります。 

 

これからもよろしくお願いいたします！ 



 

42 

 

 

 

 
 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★  

 

 

 

T.S さま 介護士 ３６才 

 

Ｑ、シフト＆新生を使う前は、具体的に何に悩んでいましたか？すべて教えてくださ

い。 

 

生きることが苦痛で仕方がありませんでした。 

 常に自分を責め続け、「何で生きているんだろう、私は生きる価値がない、存在する

価値がない、存在してはいけない」と考えていました。 

人に対する苦手意識も強く、怒りを溜め込んでいました。 

 

Ｑ、シフト＆新生をお知りになったきっかけは何ですか？ 

 

佐藤先生のお弟子さんのブログで知りました。 

 

 

Ｑ、シフト＆新生をお使いになって何がどのようになっていきましたか？ 
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何がどう変わりましたか？ 

 

 常に自分を責め続けることがなくなりました。人に対する苦手意識も軽減し、仕事も

楽にこなせるようになりました。 

また、ただ存在するということや、生きることに楽しみを持てるようになりました。 

 

  

 

Ｑ、どのようにお使いになった時に、効果を実感しましたか？ 

 また、今はシフト＆新生を普段どのようにお使いになっていますか？ 

 

新生は普段は家屋浄化に使っています。 

しぶとい荷物の時は、１日敷いて寝ています。 

 

シフトを仕事の時に、胸と背中に入れるときもあれば、携帯用の至福慈愛と爆発的生

命力をポケットに入れたりと日によって、シフトと至福慈愛を使い分けています。家に

いる時は、至福慈愛を首に巻いたり、膝にかけたり、寝るときにかけて寝ています。 

 

Ｑ、世界最強の自動浄化ツールを使っていなかったら？今あなたはどうなっていたと

思いますか？ 

 

自分を責め続け、生きることに疲れていたと思います。 

 

 

Ｑ、以前のあなたのように、まだ同じお悩みを持つ方々へメッセージをお願いします。 

 

どんなに自分に自信がなくて責め続け、生きることに希望が持てなくても、シフトと新

生、至福慈愛と爆発的生命力を使うことで、軽やかに生きることが当たり前になりま

す。 

 

シフトと新生、至福慈愛と爆発的生命力のパワーもすごいですが、佐藤先生のセッシ

ョン、シナジーコンディショニング養成講座もオススメです。 
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★★★★★★★★★★★★★★★  

 

 

 

A.N.さま ２６才 

 

努力とは今まで頭で考えてするものだと思っていました。 

 

これを読んでいる方は、波動の高い状態の方、つまり人生がうまくいっている人か、そ

うでない人かに分かれると思いますが、私は、後者の方に向けて書こうと思います。 

 

人生がうまくいっていない時というのは、自分ではなかなか気付けないものだと思い

ます。 

 

そういう時は、 

自分より悲惨なものを見てひとまず安心しようとするか、同じような状態の人をとりあ

えず探しますよね。笑 

 

私は、２年前から、ネットに人(妄想)が入りこんだと錯覚し、部屋でネットストーカーと

会話しながら過ごしていました。 

 



 

45 

 

その後は、色々な人に妄想が広がっていきました。 

 

それと、１０年ほど、ガスが出ること(過敏性腸症候群ガス型/どんき症/対人恐怖症/お

なら恐怖症)で悩んでいました。この症状での心境や生活は、新生で消せばどこにも

なくなるので、書けないのですが、思い出して書くことはできます。 

 

しかしそこまでのそれについて書く動機を持つことが出来ません。 

書くべきことは、私は、ガスが出ることについて、４年前ほどから、 

人にガスが移るということで悩み始めました。ということです。 

 

誰かに話したら、その人にガスを意識させてしまい、同じ症状で悩むようになるとか、

そのようにして妄想は広がっていきました。 

 

新生やシフトが無かったら、 

その妄想はどんどんと進化と発展を繰り返していたので、生きてはいなかったと思い

ます。 

 

唯一生き残れる道だと思っていたのは、隔離施設で誰にも迷惑をかけないようにする

ことだと思っていましたが、今思うと、それでも生きていなかったと思います。人生どう

なるかは分かりませんけどね。 

 

袋小路の中で、私に布石を置いてくださっていたのが、佐藤さんでした。 

(シナジーコンディショニングを知ったきっかけは、ネットで知り合った同じ症状の方の

やり取りの中に何気なくその単語があったのと、別の療法を受けている時にその方の

ブログで再度知りました。さかのぼると長年お世話になったカウンセラーの先生が当

時佐藤さんの本を紹介していたりしました。先生の著書の本屋でのお写真の中にそ

の方の本も写っています。笑) 

 

頭で考えても分からないこともあります。 

 

頭で分かることも、分からないようにすることもあります。結局最後に行き着いたの

は、感覚でしたが、頭を介しての感覚ではありません。 

 

しかし、感覚から頭で文字にすることは出来ます。文字から感覚を得ようとするのは

無理です。(だから富裕層ほど身体をケアするのかもしれませんね。) 

ちなみに佐藤さん方が見える波動というのは、感覚です。 
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熟練のお医者さんに身体を見てもらうことと同じですね。 

 

どう関わるかはあなた次第です。 

 

私の新生やシフトの使い方ですが、私は基本新生で嫌な出来事を起こした自分の中

の原因因子を消しています。何もなくても、新生を敷いて寝ます。 

 

今していたのは、｢(本名)が持っている～の原因の全て｣を意図して新生で遠隔をして

それを消しながら身体にはシフトを置いています。シフトは自分にバリアを張ってくれ

るので日中は新生だけでは使いません。 

 

これから新生もさらにものすごいスーパーアップデート版が届くので、その時は新生

だけになるかもしれませんが、基本シフトは日中に常に使用しています。 

 

私は新生とシフトと様々な情報や知識や計らいのお陰で妄想から脱することが出来

ました。 

 

同じ症状で悩んでいる人に何かメッセージはあるか？ですが、特にないです！生きて

てすごいですね！ 

 

経験した今だから言える事は、もっと早く外に踏み出していても意外と上手くいってい

たかもしれないということです。 

 

長ければ長いほど内容が濃くなるとか、結局同じですから。笑 

 

しかし、それもこれも新生と佐藤さん方の功績が大きいです。ありがとうございます。 

 

心のままに書きました。まとめるなど必要であればします。写真はハートで隠さなくて

もずっと撮っていたらどっちでも良くなりましたが、波動が低い時はハートで隠してくだ

さい！笑 
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★★★★★★★★★★★★★★★  

 

 

 

 

Ｍさま 主婦 ４９才 

 

 

シフト＆新生を使う前は何か事あるごとに異常に過敏に反応していました。 

喜怒哀楽が激しい、などというレベルではなく、一度怒り出したり不安になると 

すっかりその感情に巻き込まれてしまい、それを自分で鎮めることができないのです。 

そのために必要以上のエネルギーを消耗してしまい、毎日くたくたでした。 

 

シフト＆新生を知ったきっかけは、佐藤先生のメルマガからでした。 

アマゾンの書籍のおすすめで佐藤先生のご本を知り、拝読させて頂いて、 

その後メルマガにも登録をしていたのです。 

最初にシフトのことを知ったときにはやはり半信半疑で、思い切って実際に 

使い始めてみるまで長いことかかりました。 

 

シフト＆新生を、佐藤先生のアドバイスに従って使うようになって、 

最初はあぶり出しがかなり強く長いことつらい思いもしたのですが、 

だんだん怒りや不安を感じる時間が減っていきました。 
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人と関わって、怒りを覚えることはまだまだあるのですが、以前のように 

強烈な怒りが持続しないのです。 

そういえばもうどうでもよくなっているな、という感じです。 

以前は人や世界に対しての不信感が強く、事あるごとに怒りを覚え、 

何日経っても同じ怒りが収まらなかったことを思うとずいぶん変わったのではと思いま

す。 

 

シフト＆新生の使い方ですが、やはり佐藤先生にアドバイスして頂く事が 

大事だなと思います。 

自分ひとりでこの不快感を取り除きたい、とフォーカスしてみても、 

あまりうまくいかない人もいるのではないかと思います。 

私がそうでした。 

自分が感じている不快感について先生に相談し、原因をみていただくのが 

浄化の早道かと思います。 

セミナー用浄化ツールから始めて、現在はシフト＆新生を使用させて頂いていますが 

昼はシフトを身につけ、夜は新生を敷いて寝ています。 

 

自動浄化ツールを使っていなかったら、今頃はたまった怒りを抑えきれず、 

親に手をあげてしまったりしていたのではないでしょうか。 

幸いそういう親不孝をせずにすみそうなのはひとえに浄化ツールと 

佐藤先生のアドバイスのおかげです。 

 

今までいろんなセラピーやエネルギーワークを受けてきましたが、 

最初は効果を感じても結局ぶり返してしまう、ということを繰り返してきました。 

自動浄化ツールのことを知ってもなかなか使い始めることができなかったのは、 

「皆に効果があっても、自分だけ効果がなかったら…」という不安のためでした。 

長いこと怒りや不信感をためこんできていたためかあぶり出しが激しく、 

しばらくは浄化ツールを使っていてもそうした感覚感情に苛まれ続けてきましたが、 

ここへ来てようやく効果を感じ信じられるようになってきました。 

私は相当こじらせてしまっていたのでこんな経過でしたが、 

浄化ツールの効果を素直に信じて先生のアドバイスに従って浄化ツールを使ってい

れば 

これほど短期間で「よくなってきている」ことを感じられるツールは他にはないだろうと

思います。 
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★★★★★★★★★★★★★★★  

 

 

 

Ｓ．Ｓさま 主婦 ４８才 

 

シフトを使う前は 子供に過干渉な母親でした。それが子供に悪影響であることにも気づか

ず 子供の世話を焼くこと 子供のすることに口を出すこと それが自分の存在する意味で

あるかのように いわゆる毒親でした。三年ほど前、子供が自立していく過程でついにそん

な親子関係が壊れてしまう出来事がありました。今なら 何をやってたんだろうと思う数ヵ

月の出来事ですが 渦中にいるときは子供に裏切られたような思いで 毎日泣いて 怒りで

心がいっぱいでした。でも 救いを求めて心理学の本を読んだり ブログを読み漁ったりし

ているうちにそんな自分を変えたい思いがでてきて そんなときに佐藤様のブログにたど

り着きました。力を拝借したいと思っていましたら 浄化シフトの発表があり 迷いなく申

し込みを致しました。 

 

毎日使用して 最初は 頭にのせるとなぜか鼻づまりがとれるな とか なんとなくスッとす

るな とかいう感じで 劇的に何か自分が変わったという自覚はなかったのです。でも 毎日

使い続けているとあぶり出されたのは 実の母親との関係。蓋をしていたけれど、母親に触

れることができない自分に気付き、何故なのか説明できない嫌悪感を母親に持っていたこ

とがわかりました。子供とのことと同時進行で取り組み、母親とのことは少しずつですが、

私の心のなかでの関係は前よりは良好になってきていると思います。 私と子供との関係は

年月が少ない分 ほぐれていくのも早く、現在 あの頃の自分を振り返ると 別人のようにさ
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え思えるくらい 思考が変わったなと強く思えます。子供を一人の人として 見られるよう

になりました。別の人生として客観的に冷静に 話ができるようになりました。困ったこと

があっても 慌てず その中からプラスになることを見つけようと出来る余裕がうまれまし

た。心がとても穏やかで 「怒る」ということがなくなりました。 書ききれませんが 前は

感情に支配されていたのが それがなくなり 日々がとても楽になったなと実感できます。

家族も私が変わっていくのをみているので、今は子供たちがシフトや慈悲慈愛を毎日使っ

て寝ています(笑)お陰さまで充実した毎日を送れているようです。私は今でも 心が乱れる

ことがないわけではありませんが どこか別のところから眺めている自分がいます。そうい

うときはまたシフトを使って寝て次の日にはリセットできています。 

浄化ツールを使っていなかったら 前のままの私のまま生きていることはおそろしくて考

えたくもありません。毒親のまま突っ走り、家族からだけではなく友達からも見放されてい

たのではないかと思います。どうかしてたよね と笑って話せる今があり本当に良かったと

思います。問題の真ん中にいるときって見えていないこともたくさんあると思いますが 心

の荷物をなくせば ガラリと変わる未来が待っているよと伝えたいです。すぐに ではない

かもしれませんが 振り返ったとき 苦しんでいたことが嘘のように思える日がやってくる

と信じていいと思います。 

 

もうかなり落ち着いた自分になれていたので 今は新生は部屋の浄化に主に使用していま

す。新生につきましては ペットの犬が今年の５月に病気になりまして 佐藤様にメールで

相談させていただきました。とても丁寧にお答えいただき 新生をしばらく使用して、その

あと 慈悲慈愛、爆発的生命力を使用しております。置いておくと自分でその上に寝に行き

ます(笑)お陰さまで ５月にはいつ死んでもおかしくないと言われていましたが 11 月に 15

才の誕生日を迎えることもでき、このまま年が越せそうです。１日１日を大切に過ごしてい

こうと思っています。 

 

つたない感想ですが 感謝の気持ちをたくさんこめて。 

佐藤様 ありがとうございました。  
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★★★★★★★★★★★★★★★  

 

 

 

 

野呂亜紀子さま スピリチュアルコンサル ５０才 

 

Ｑ、シフト＆新生を使う前は、具体的に何に悩んでいましたか？すべて教えてくださ 

い。 

 

自分とペットの浄化に時間がとられていました。 

 

Ｑ、シフト＆新生をお知りになったきっかけは何ですか？ 

 

佐藤先生のメルマガで知りました。 

 

Ｑ、シフト＆新生をお使いになって何がどのようになっていきましたか？ 
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 何がどう変わりましたか？ 

 

以前より、素早く浄化できるようになりました。 

時間的には数秒間で、あっという間に浄化できています。 

 

Ｑ、どのようにお使いになった時に、効果を実感しましたか？ 

 また、今はシフト＆新生を普段どのようにお使いになっていますか？ 

 

ペットの病気の治療に使っています。 

施設から引き取った子なので、そこで感じていた苦痛が残っていて、なかなか治りき 

らない皮膚の症状などで表面化するのですが、そのたび新生で包むように浄化する 

と、数時間で赤みや腫れがひいていきます。 

 

Ｑ、世界最強の自動浄化ツールを使っていなかったら？今あなたはどうなっていたと 

思いますか？ 

 

ダメだったと思います。 

 

Ｑ、以前のあなたのように、まだ同じお悩みを持つ方々へメッセージをお願いしま 

す。 

 

ワンコも人間も、病気のケアや心のケアの際に手放せません。 

これで大丈夫、という自信が持てます。 

ツールもそうですが、それを使うメソッドも、ちゃんと習得しておくと、いざという 

時、本当に助けられます。 

 

 

↓ もう一つのご感想 

 

ペットの犬がアレルギーが原因で病気になりました。 

そのため、自分とペットの浄化に時間がとられていた時に、新生の存在を、佐藤先生 

のメルマガで知りました。 

以前より、かなり素早く、時間的には数秒間で、あっという間に浄化できています。 

うちの犬は、施設から引き取った子なので、そこで感じていた苦痛が残っています。 

残り１％以下のことなのですが、皮膚の症状として、表面化することがあります。 

そのたび新生で包むように浄化すると、その後数時間で赤みや腫れがひいていきま 
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す。 

うちの子は、わたしの宝物なので、もしものことがあったら、わたしもダメだったと 

思います。 

ワンコのためにも、わたしのためにも、病気や心のケアの際に手放せません。 

ツールもそうですが、それを使うメソッドも、ちゃんと習得しておくと、いざという 

時、本当に助けられます。 

これで大丈夫、という自信が持てます。 

ありがたいです。 

 

 

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★  

 

 

 

エミエルさま 介護福祉士 ５６才 

 

シフト&新生を使う前は、自己受容が出来ず、完璧主義で、 

不完全を許せず、他者への不信感でいっぱいで、人間関係でも衝突する事が多く、 

孤独感が非常に強く、鬱症状にも悩んでいました。  

落ち込みがちで、人生での生き辛さと不快感に葛藤する毎日でした。 
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シフト&新生を知ったきっかけは、 

友人から佐藤達三先生のセミナーやシナジーコンディショニングを受けるよう勧めて頂き、 

メールマガジンに登録して、いろいろ有益な情報も得るようになり、 

内観や浄化に取り組んで、直感で必要なツールだと確信して申し込みました。 

 

シフト&新生を使うようになって、くよくよ悩む事が激減しました。 

他者に対して、〇〇しなければならない とか 〇〇すべきだ 等、 

批判的に価値観や理想を押し付ける傾向が強かったのが、 

だんだんと、まあいいか！と思えるようになっていきました。 

自分で問題を作って、一人相撲で悩んでいた事にも気付けました。 

自分自身の中にある不快感や固定観念を手放して、沢山の不快感が消え、 

サクサクと自由に生きれる方向へとシフトし、転換出来るように変わりました。 

 

シフトは、頭と腰の下に敷いて、浄化や削除したい不快な感情をイメージして使用したり、 

仕事中も胸のポーチに下げて、身につけています。 

ネガティブな人や物や場から心身を守り、結界を張るプロテクトの働きを実感しておりま

す。 

サクサクと浄化が進んで、トラブルが殆ど無くなりました。 

人生が、とてもスムーズになりました。 

行動するのに時間がかかっていましたが、あれこれと思い悩む事なく、 

スッと直ぐに行動出来るようになった事に驚いております。 

 

特に新生を家で使用するようになって、心身の痛みなどの症状も緩和され、 

安眠出来るようになりました。 

磁場がイヤシロチ化され、近隣の夫婦喧嘩も減るという波及効果が面白いなあと思いまし

た。 

 

世界最強の自動浄化ツールを使っていなかったら、 

人生の生き辛さをずっと抱え込んだまま、悶々と不快感に支配されたまま、 

思うだけで何も行動に移せず、遣り残したことへの後悔の念で人生を終えたかもしれませ

ん。 

佐藤達三先生から、具体的なアドバイスも頂き、感謝の気持ちでいっぱいです。 

 

人生で抱える悩みは、様々だと思います。 

人の出会いにしても、物にしても、良い御縁は、人生の宝です。 
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神様は、一人一人の自由意志を尊重しておられますから、決して強制はされません。 

 

幸いにも、良い御縁を頂き、自らの意志で自動浄化ツールを選択し、毎日活用して、 

人生で起きる様々な悩みを驚異的なスピードで、浄化出来るようになりました。 

私達は、ご先祖も含めて、金太郎飴のトップをこの地上で生きております。 

 

私が変われば、世界が変わる  素晴らしい体験を 

今 悩んでおられるあなたにも是非体験して、心身ともに軽く、 

人生の夢や目標に向かって、大きく羽ばたいて、 

幸せな人生を思う存分に楽しんで頂きたいと思います。 

最初の一歩を踏み出すのは、あなたです。 

全ては自分次第！ 

 

 

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★  

 

六さま 事務 ４８才 

 

佐藤先生、こんにちは 

 

新生 4 の画像を見ただけで、不快感が取れました。頭がくらくらします。凄そうなので交換

をお願いいたします。 

 



 

56 

 

佐藤先生はいつもすごいものをつくってくださり、ありがとうございます。 

 

最初の新生は体にあてると熱くなっていたのですが、最近はよくわかりませんでした。新生

に慣れたのでしょうか。 

 

わからないことは佐藤先生に相談して、ツールの使い方を変えています。 

 

私はあまり、変化は感じませんがないと心細いので使っています。 

 

シフトは不快感がとれるので、みなさんにお薦めです。使ってみましょう。 

 

 

 
 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★  

 

 

 

江藤恭子さま、愛猫の慈也功（ジャック）さま メンタルコンサル ５１才 

 

画像は、新生の上で、 

喉を鳴らすウチの猫達です。 

 

ウチは猫を多頭飼いしています。 

 

みんな保護猫で、人間で言えば、 
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みな、中高年以降の年齢です。 

 

慈也功（ジャック）は元野良猫で、 

猫エイズキャリアですが、 

元気で、発症はしておらず、 

 

推定 10 歳（人間だと 40 代後半）ですが、 

検査の結果、現在なんの異常も無い、 

と診断されました。 

 

ペットの医療費は高額です。 

多頭飼いは更に大変です。 

 

犬や猫、彼らは本能的に、 

波動のよいもの、 

居心地が良いものを理解しているので、 

 

猫達は時々、自宅の浄化用に使っている、 

 

新生（普段はカーペットの下に 

敷いています）の上や、 

 

シフトの上で、好きなだけ、 

じっとしていたりします。     

 

自宅に、猫達が使いたい時に、 

シフトや新生などのツールがあれば、 

 

彼らのこれから、老後は、 

かなり違うのでは無いか？ 

と、以前にも愛猫を看取った私は、 

そう思っています。 

 

飼い主とツールの取り合い気味になるのは、時に難ですが（苦笑） 

 

私達夫婦とって、 
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猫達は大事な家族なので、 

 

彼らの体調が悪くなると、 

なんとも辛い気持ちになります。 

 

獣医さん通いは丸一日かかり、 

医療費もかさみます。 

 

彼らが喉を鳴らして、 

気持ちよくしてくれていることに 

こちらも癒されます。 

 

体調不良（猫はよく吐く生き物です） 

などの際も、シナコンや、 

ツールのお陰で回復が早いことは、 

本当に有り難いことです。 

 

浄化ツールがあれば、 

様々なことがあったとしても、 

 

人もペットも、 家族みんな、 

上手く行く、というのが、 

いいと思っています。 

 

ちなみに撮影時は、 

慈也功（ジャック）と 

樹里の 2 匹が集まってきました。 

 

猫は気ままと言われていますが、 

自分に必要なときは、 

ちゃんとツールを使っているようです。 
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★★★★★★★★★★★★★★★  

 

 

 

 

Ｍ・Ｓさま サービス業 ２６才 

 

浄化ツールを使用し今月で 8 ヶ月になります。 

  

以前よりも生きるのが楽になりました。 

  

心身ともに軽くなり、 

  

何よりも確実にいえるのは、前の私よりも今の私が好きです。 
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自分のことを大好きになれた、 

  

それだけで、私にとって最高に嬉しいです。 

  

  

その他にも 

当たり前の自分の価値を感じられるようになった、 

今まで見えていなかったことにたくさん気づけるようになった、 

  

本当に、この浄化ツールに出会えて目の前が開けたような気がします。 

  

寝る前には新生を敷いて寝て、朝起きると身体がスッキリ楽になっています。 

家庭用は毎日身につけていて、今ではお守りのようになってます笑 

  

この 8か月色々なことがありました。目まぐるしく変化する日々で、自分の心境だけで

なく、周りで起きる出来事、ありすぎて書ききれないくらいです。 

  

自分の心の芯を強くしたい人、何かにすがりたい人、さみしがりやな人 

には特におすすめだと思います。 
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自分を強くするためのサポートをしてくれる、もっともっと今より楽に生きられるように

なる、 

  

  

本当に、出会えたことに感謝です。 

 

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★  

 

 

 

Ｍさま 教論 ３７才 

 

 

私は以前から様々な恐怖心が強く 感情だけでなく起きてない不快なイメージも頭

に浮かび 心配したり不安や不快感を感じ 時にはその不快感が暫く 切り替えら

れない状態もあり 悩んできました。 

知人の紹介で佐藤先生を知り コンディショ二ングを受け そこからシフトや新生な

ど自動浄化ツールのアイテムの存在も知りました。 
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始めは”本当にこれで良くなるの...???”と 正直 半信半疑でしたが(笑)言われた通

りにまずやってみようと実践することにしました。 

新生は寝る際に頭の下に敷いて、至福慈愛は日中 携帯カードをポケットに入れ

て過ごすようにしていきました。 

新生は暫くすると 浄化されたくないと抵抗するものが 痒みとして体に現れ その

時 初めてもの凄い新生の力が働いていることを体感しました。 

佐藤先生と状況を相談しながら使い続け 今は痒みが起きることなく また 恐怖心

などの不快感も以前に比べ 減ってきていることを感じています。 

また 苛立ちの感情がグッと減り 家族や仕事場など 様々な人間関係が良い方向

に変わりました。何より心穏やかに過ごせるようになったことがとても嬉しいです。 

今でも新生 至福慈愛は変わらず 使っています。 

また 爆発的生命力は仕事や勉強など夜 眠くならずに集中したい時に。家庭用シ

フトは買い物してきた食品浄化にと様々な場面でアイテムをフルに活用していま

す。 

もし 自動浄化ツールを使ってなかったら... 今でも悩んできた不快な感情は一生

付き合っていくものと諦めた人生が続いていたと思います...。 

 

佐藤先生が私の悩んできたものを ”それは無くなります！”と断言してくださり そ

の時 自分の悩んできたことは 諦めることではない。不可能なことではないのだと

気が付きました。そしたらこれまで諦めてきた世界が無限に広がる可能性に感じら

れて それから “私にも不快感を感じない明るい未来が待っている！”と希望を持

つことができました。 

同じように悩まれている方がいたら 今いる世界が全てではないということ。無限に

広がる明るい未来の待つ世界があること。またその明るい世界の扉は全ての人に

あるということを伝えたいです！ 

自動浄化ツールをなりたい自分になるための心強い 協力なサポーターとして こ

れからもお世話になりながら 私も邁進していきます！ 
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★★★★★★★★★★★★★★★  

 

 

 

Ｔ.Ｉさま パート ５１才 

 

講習を受けてシナジストとして扱える浄化ツールも駆使して 

自己浄化に励んでおります。 

 

・自己表現（自己アピール）に対する不快感 

・「稼ぐ」ことに対する不快感 

・人付き合いに関する不快感 

 

このあたりは、姿を変え形を変えわたしの行動の 

ブロックとして存在しています。 

（絡みあって混在している気がします） 

気づくたびに、または人からの指摘で気づかせていただくたびに 

自己浄化してきましたが、なかなか根っこに行き着けないのか、 

「この行動のブロックにまたこれが来た」ということを 

繰り返しています。 
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起きているときは、浄化シフトツールを布ひもで仙骨に当て、 

また胸にも忍ばせています。 

たまに、新生をマントのように首にかけ、服で隠して 

すごしていることも。 

または、爆発的生命力カードや至福慈愛カードを 

ジーンズのポケットに忍ばせたり。 

夜は、筋肉反射で、今日はどの浄化ツールをお供にして 

寝たらいいか？ と聞いてから寝ています。（一人暮らしです） 

新生は、だいたい床に敷いて家屋浄化に使用しています。 

 

シナジストが扱えるツールの中にシート状のものがあり、 

それにブロックの根幹となっている項目を書き出し、 

挟みっぱなしにしていたり。 

それだけでもガンガン削除してくれています。 

寝づらいですが、そのシートをタオルに包み、枕代わりにしたときは、 

翌日、必ず頭がぼーっとします。 

そらだけも、「おっ、効いてるな」と思えるのは、 

佐藤さんやほかのシナジストさんからがっつりシナコンしていただいた 

あとのぼーっと感と同じだからです。 

 

シナジストの初級で教わりますが、 

「感謝と愛情」は他者だけでなく自分自身にとっても 

とても大切なものです。それをそのまま言葉にしたのが、 

「ありがとう」と「愛してる」です。 

シナコンを受けた直後という素晴らしいタイミングで 

見つけた本（著書名を書いてよいのであれば、 

借金 2000万円を抱えた僕にド Sの宇宙さんが教えてくれた 

超うまくいく口ぐせ）にも同じようなことが書かれており、 

その影響もあって、この言葉をとくに回数を決めず、 

毎日、四六時中唱え続けました。 

 

思考を含め、言葉はダイレクトに脳に働きかけます。 

不満や愚痴も、思うにしろ言うにしろ聞くにしろ同じです。 

その言葉が「ありがとう」も「愛してる」で占められたら？ 
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ツールで精神面や氣や心の奥深くに働きかけると同時に、 

行動のブロックをつくりやすい脳にも働きかけたからか、 

この数ヶ月で現実がグルグル・・・というより、 

グルングルンと動き出しました（笑） 

今、これからどんどん自分の目標が叶っていくんだ！ という 

ものすごい手ごたえを感じています。 

まだはっきりと形になるまでには至っていませんが、 

来年が楽しみです。 

 

それでも、最初の３つのブロックはまだあるかもしれませんが、 

新生 ver.4に期待しつつ、自分でも自己浄化をしていきます。 

 

 

 

自分のブロックの存在に気づいていながら 

手をこまねいている方へ 

 

行動を起こしましょう！  

汚れたお皿は洗わないときれいになりません。 

洗えるのはあなただけです。 

おいしい料理、スイーツなどがあっても、お皿や器が汚れていたら、 

それだけで食欲はなくなるし、それを食べたいとも思えませんよね。 

料理は、スイーツは、何の問題もないのに・・・ 

もったいないと思いませんか？ 

 

ちょっとした汚れも、ガンコな汚れも、洗わない限り落ちません。 

誰か（シナジスト）が、何か（浄化ツール）が洗ってくれるとしても、 

その誰かや何かに自分を知ってもらわないと、 

汚れはそのままなのです。 

料理は、スイーツは、おいしそうなのに・・・ 

この料理、スイーツは、あなたの能力です。やる気や情熱です。 

それが、あとはお皿に盛りつけられるのを待っているだけなんです。 

 

申し込むのが面倒、状況を書くのが面倒だったり恥ずかしかったり、 

本当に効くの？ と思っていたり、 

（お金は、１ヶ月で効果を感じなかったら全額返金されますﾖ） 
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理由はいろいろだと思います。 

でも、浄化シフトを知るに至った自分の運と、 

今こそ変わる時期に来ているというタイミングを信じましょう！ 

 

（「ありがとう」をともかく、想いをこめずともただひたすら、 

１～２ヵ月唱えるだけでもあなたはあなたを変えられます。 

これならなんの面倒もいらないし、声に出さなくてもいいので 

恥ずかしくないし、元手もいりませんよね？ 

手始めの行動としては（時間はかかりますが）よいと思いますヨ） 

↑ここはシフトとは関係ないので、（ ）で。でも効くと思います。 

 

 

 

・・・・想いのほか、長くなってしまいました。 

 

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★  

 

 

 

 

Kuni さま 会社員 ４７才 

 

Ｑ、シフト＆新生を使う前は、具体的に何に悩んでいましたか？すべて教えてくださ

い。 
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＊常にモヤモヤした感覚にとらわれていた。 

＊承認欲求が強く、自意識過剰であった。（いわゆる中二病） 

 

 Ｑ、シフト＆新生をお知りになったきっかけは何ですか？ 

＊佐藤先生の１年間のセミナーに通って、そこで「旧シフト」を知った。 

 

 

 Ｑ、シフト＆新生をお使いになって何がどのようになっていきましたか？ 

 何がどう変わりましたか？ 

＊↑のセミナーに通っている間に承認欲求が完全になくなって楽に生きれるようにな

った。（承認欲求が消える直接のきっかけは、「シナジーコンディショニング」の中級セ

ミナー中だったかも知れませんが・・・・） 

 

 Ｑ、どのようにお使いになった時に、効果を実感しましたか？ 

 また、今はシフト＆新生を普段どのようにお使いになっていますか？ 

効果は、具体的には分からないが、確実に不快感が以前より減少している感じがす

る。（ニュートラルな感覚が蘇っている感じがする。） 

「シフト」は毎日の瞑想に「新生」は毎晩寝るときに使っている。 

 

 Ｑ、世界最強の自動浄化ツールを使っていなかったら？今あなたはどうなっていたと

思いますか？ 

不快感に苦しんでいたと思う。 

 

 Ｑ、以前のあなたのように、まだ同じお悩みを持つ方々へメッセージをお願いします。 

不快感を取り去るのに頑張ることは不要です。 

頑張れば頑張るほど、現状の自分を否定することになりかねないので注意して下さ

い。 

 

 

↓もう一つのご感想 

 

 

シフト＆新生を使う前の私は、 

①常にモヤモヤした感覚にとらわれており、 

②承認欲求が強く、自意識過剰でした。（いわゆる中二病というものでしょうか・・・） 
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そんな中、佐藤先生の１年間の毎月１回開催されるセミナーに通って、そこで「旧シフ

ト」を知りました。 

シフトを使っていくうちに、承認欲求がだんだんと消えていくのが分かりました。 

その結果、依然と比べて楽に生きることができるようになりました。 

（承認欲求からの解放は、私にとって画期的な出来事でした。） 

 

「シフト」は毎日の瞑想に「新生」は毎晩寝るときに使っております。 

この習慣を続けていくと確実に不快感が以前より減少している感じがしております。 

（何だかニュートラルな感覚が蘇っている感じがしております。）   

 

この「シフト」や「新生」と出会っていなかったら、今頃不快感で一杯な毎日を過ごして

いたのではないかと思います。 

 

このような「シフト」や「新生」は多くの人に使っていただきたいのですが、私からおこ

がましくもアドヴァイスというかメッセージを残させて頂きます。 

それは、 不快感を取り去るのに頑張ることは不要だということです。 

頑張れば頑張るほど、現状の自分を否定することになりかねないので注意して下さ

い。 

（不快感は自分の本来の姿からは正反対の感情なので、いつかは削除されていくも

のだと気楽に考えれば良いのではないでしょうか。） 

 

 

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★  
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てーちゃんさま  ご職業： パート  年齢： 51   

 

 

佐藤先生こんにちは🍀*゜ 

 

先生と初めて会ったのは去年の 11月でした。 

妹の紹介でお家に来て頂いたけど 

その時の私の感想は良く分からない……のが 

素直な気持ちでした。 

佐藤先生に感謝の気持ちを持ちなさい。と言われても 

私は誰よりもありがとうを言ってるので良くわかりません。なんて先生にメールを送った事

あり今も思うと恥ずかしいです。 

その時はもう、止めよう。と思ってたのですが 

今年の一月にガンが見つかり 

不安な気持ちになり 

先生に又お願いして 

お家に来て頂きました。 

不安でいっぱいだった私に 

淡々と手術して 

全ての事に感謝して下さい。 

と言われました。 

その時初めて 

感謝の心の意味が分かりました。 

それと斎藤一人さんの YouTubeや本を読んでみて下さいと言われ 

それから今日まで毎日毎晩聴いてます。 

佐藤先生と出逢って 

沢山の事をいつの間にか学ばせて頂いてます。 

それと 

自分がこうなりたい！ 

こうしたい！ 

と言う事が現実になるんです。 

4月から仕事も決まってたけど 

病気になって断ったけど 

私元気になったら 

そこで働きたい！と思ってたら 
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丁度 11月に私の代わりに働いてた先生が辞めるから来て！と言われて 11月から 

働かせてもらってます。 

それから 4月 9日に大きな手術して 8が月後 

12月 9日 

フラメンコの発表会に出れました！ 

本当に全ての方に感謝してます。 

それを気が付かせてくれた佐藤先生 

ありがとうございます🍀*゜ 

楽しいことをして下さいね 

と佐藤先生がこの前帰りに言って下さいました。 

人生楽しもう！！ 

 

 

 

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★  

 

 

 

もみじさま 専門職 ４４才 
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新生は、自分ではつかみきれないような、奥深いところにあるものもキャッチし取り除

いてくれます。 

新生を使うと取りこぼしがなく、きれいになくなります。 

 

悩むことも苦しむこともなく、ただそれだけをイメージして使えばいいのだから、とても

楽に浄化できますね。 

 

不快感がなくなると、心は別次元のような軽さになります。 

 

とても深い部分が変わるので、使った後はスッキリ感、その後、じわじわと日常生活に

おいて変化を実感していく感じです。 

 

こだわることがなくなるので、悩みも減り、とても楽に生活できるようになりました。 

 

 

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★  

 

 

 

T.S さま 介護士 ４１才 

 



 

72 

 

Ｑ、シフト＆新生を使う前は、具体的に何に悩んでいましたか？すべて教えてくださ

い。 

 

「私は突発性難聴、めまいなどの症状を抱えており、他には 

・人に対する恐怖・緊張 

・お金や仕事に関する不安 

・自己否定 

などの点で長年悩んでおりました。」 

 

 

Ｑ、シフト＆新生をお知りになったきっかけは何ですか？ 

 

「タイトルが『心、体、現実を好転させるスペシャリスト佐藤達三』のメールマガジンで

シフト&新生のことを知りました。」 

 

 

 

Ｑ、シフト＆新生をお使いになって何がどのようになっていきましたか？ 

 何がどう変わりましたか？ 

 

「私は難病持ちであることもあり、新生を使用しておりますが、 

はっきりとした変化は未だ分かりませんが、 

日常で起こってきた他の要素・体験・気付きが色々重なり、ちょっとした場面で前より

も落ち着いていることがあるような気がします。 

10段階評価なら、1か 2 くらいは下がっている部分があるのかもしれません。 

 

難聴などの症状に関しては、まだあまり変化は確認できていません。」 

 

 

Ｑ、どのようにお使いになった時に、効果を実感しましたか？ 

 また、今はシフト＆新生を普段どのようにお使いになっていますか？ 

 

「悩んでいる点に関しての効果の実感はまだあまりわからないままですが、 

とても疲れがたまってるときに敷くと、邪気が抜けるようなスーっとした体の反応が起

こって楽になる時があります。 

普段は日中は部屋の浄化として、睡眠時に下に敷いて使用しています。」 



 

73 

 

 

 

Ｑ、世界最強の自動浄化ツールを使っていなかったら？今あなたはどうなっていたと

思いますか？ 

 

「まだはっきりとした変化が感じられていない(認識できていない？)ので、以前との比

較が明確に書けませんが、 

現時点でわかる範囲で言えば、もっと疲れが溜まっていたのかもしれません。」 

 

 

 

Ｑ、以前のあなたのように、まだ同じお悩みを持つ方々へメッセージをお願いします。 

 

 

「はっきりと言葉にできるような変化がまだ体験できていない私からは何とも言えませ

んが、 

何かしらの効果は期待できるものと思いますし、個人差を考えると、大きな効果を実

感できる方には、かけがえのないものになるのだろうと思っています。 

なにより、おすすめしない理由は何一つありません。 

大きな可能性を秘めたものに投資してみてもいいのではないかと思います。」 
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★★★★★★★★★★★★★★★  

 

 

 

ちゃこさま 会社員 ４９才 

 

先生と出会う前の私は、人の目をものすごく気にしていました。 

また、人に嫌われたくないと言う思いが強く、何か言われても言葉を選び過ぎて、 

結果何も言えず終了・・・お腹の中でモヤモヤが溜まってました。 

しかし、気が弱いわけではないので、強く見せるキャラが染みついていましたので、 

自分に自信もないのに、虚勢を張っていました・・・ 

先生と初めてお会いした時に、自分をどう思いますか？だったと思いますが、 

と、聞かれた時、自分のことを「ちっちゃいうそつき」と答えました。 

大きな嘘はつけませんが、人に対して嫌な感情を与えないように、本心とは違う回答

を 

したりしていたからです。 

そんな、自分もすごく嫌・・・というか、疲れてました。 

 

また、家族の悩みもあり、どうしていいかわからなくなっていました。 

それは、家の相続の件で、家族に対する怒りや不満がありました。 

自分の中で、いくら考えても堂々巡りで、考えるたびに怒りがこみ上げてきていまし

た。 

その為、3年くらい母と一緒に暮らしながら、まともに会話が出来ませんでした。 

そんな、実家暮らしが嫌で家から出たいのに、出ることが出来ません。 

出ることが出来ないと言うより、ずっと家に縛られてる感が 10代のころからありまし

た。 

高校卒業したら、一人暮らしをしようと思っていたのにでれず、結婚したら出れると思

ってら、旦那はマスオさんになり実家暮らし、結果離婚・・・ 

離婚後、子供と実家を出て二人で住もうと思ってたら、子供に嫌がられ断念・・・ 

その後、兄が自分の家を購入した為、実家は私が相続すると言うことになった為、そ

の時に、これからは実家に居ようと考えたんですが（30歳台です）・・・・ 

しかし、佐藤先生のセッションで、私は 2歳くらいの頃に誰かに何か言われて、家に

いるって思ってたそうです(笑) 

あとは、家系ので家族は一緒にいないといけないと言う思いがある為、家に縛られて

ると言うより、引き戻されていたそうです。 
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佐藤先生に出会わなかったら、どうなっていたのか考えてないですが、考えたくもない

ですね(笑) 

 

佐藤先生のことを知ったきっかけは、いつも行くネイルサロンのネイリストさんからご

紹介頂きました。 

このネイリストさんにも大変お世話になっていて、いろんな悩みを聞いてもらいながら

アドバイスをもらっていて、 

その時の状態にあわせたパワースートンをネイルにつけてもらっています。 

そんな中、ネイルに行く当日に少し頭痛があり、それを伝えたら、シフトを頭に乗せて

くれました。 

不思議なことに、シフトを乗せると頭の上がとても冷たくて驚きました。 

ネイリストさんから、浄化できるハンカチ(シフト)と佐藤先生の話を聞き、セッションを

受けたいとご紹介をお願いしました。 

シフトを頭に乗せてもらって体験はしていますが、浄化と言われても半信半疑な気持

ちもありました。 

実際の佐藤先生のセッションを受けて驚きました。 

お腹の中にあったどす黒い感情がスコンッ！！て抜けたんです！！体がものすごく

軽くなりました。 

失礼な話ですが、この体験があったので、シフト＆新生を使ってみたいと思いました

(笑) 

 

1回目のセッションの後、シフト＆新生を使いはじめました。 

新生をはじめて敷いて寝た日に、「もう嫌や！」って叫んでました(笑) 

佐藤先生のセッション受けずに敷いて寝てたら、色んなものが炙り出されてもっとうな

されていたかもしれないですね！！ 

 

会社の人間関係でも、思ってることが言えず、ずっとイライラしていました。 

でも、新生を敷いて寝る時にイライラしたことをフォーカスし、昼間の仕事中はシフトを

頭の上とお尻の下に敷いて仕事してたら、イライラしなくなりました。 

最初は、ハンカチ頭に乗せて何してんの？と不思議がられましたが、最近はそっとし

てくれてます。 

ほんと、あのイライラは何だったの？って言うくらいイライラしなくなりました。 

イライラはなくなりましたが、嫌な相手や仕事内容とかの不快感や心がざわざわした

りするので、その時は、スーパーお茶会で頂いた、新生カードの出番です！！ 

おでこに貼って暫くすると、不快感や心のざわつきが落ちついてなくなります。 

そして、新生は、昼間は四つ折りにして家の浄化、夜は敷いて寝ています。 
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ほんとに、すごい代物です！！ 

 

シフト＆新生を使い始めて、4 カ月くらい経ちましたが、自分ではどうしようもできなか

った感情が、こんな短期間で穏やかになったことに感謝です。 

佐藤先生や 世界最強の自動浄化ツールに出会えていなかったら、ずっと怒りの感

情、堂々巡りから抜け出せず悩んだまま、仕事でイライラのストレス溜めて、間違いな

く病気になってますよね(笑) 

それでも、まだクリアにしないといけないことがあると、自分で感じています！！（何？

と聞かれてもわかりません(笑)） 

でも、ちゃんと笑えるようになっています。笑えるっていいですよね！ 

行動と浄化で、自分自身が良くなれば回りの人たちにも影響を与えることが出来るの

で、どんどん浄化していきたいと思います！！ 

 

私と同じような悩みをお持ちの方が、この体験談を読んで、 笑顔を取り戻すために、

世界最強の自動浄化ツールを使ってみようと思って頂けたら幸いです。 

一歩踏み出せば、世界がかわると自分自身にも言い聞かせながら、前進したいと思

います。 

 

 

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★  
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K.I さま 主婦 ５７才 

 

子供のいない私たち夫婦は、ずっとセキセイインコを飼っていました。 

15 年近く生きた子をあちらの世界に送ってから、しばらく新しい子を迎える気にならなか

ったのですが、今年の春、約 7 年ぶりに生後 1 ヶ月の雛を迎えることになりました。 

早くに親鳥から離され、鳥屋さんで集団生活？をする雛、縁あって人間の家庭に迎え入れら

れてからも、何かと予期せぬ小さなトラブルに見舞われることがあったりして、デリケート

な小鳥には注意深く接する必要があります。 

普通なら、まだ親鳥の温もりに包まれている必要のある時期ですので、飼い主の手の中で眠

る時間も大切です。そんな時は「至福慈愛」に包まれて、安らかな時を過ごしました。 

 

それから約 7 ヶ月が経ち、人間で言うと、思春期？青年期？最近はちょっと発情期かな？

と思える時期に突入してきました。なぜか突然「ギャーギャー」と、セキセイインコらしく

ない声で鳴くことも起きて来ました。これまでそんな声で鳴く子はいなかったので、何の主

張かわからず…。 

突然思い立ち、最近は使っていなかった「至福慈愛」を鳥かごにかけてあげました。そした

ら静かに穏やかになりました。夜寝る時やひとりでお留守番の時は、シフトを使っています。 

 

今までの経験からも、飼い主とペットのエネルギーが不思議なリンクの仕方をすることも

知っているので、これからも適切な使い方をしていけたらと思います。 

 

（最初の２枚は雛の頃、あとの２枚は 7 ヶ月後の最近のものです。） 
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★★★★★★★★★★★★★★★  

 

 

 

T.M さま 清掃業 ４５才 

 

幼少期から人と接することへの恐怖感、恥ずかしさが強くありました。成長していくと

それらに加えて自己嫌悪や悪意で人を傷つけたり、マナーを守らない人間への強烈

な怒りが増大していきましたし、常に無気力感がありました。 

肉体面の悩みとしては、頭の重さ、首から肩周辺、背中の硬さ、腰痛…と、身体全体

がこわばっている感じ。あと、原因不明のじんましんも出ていました。 

 

２０１２年頃までは、自分の人生を生き地獄のように感じていました。なぜ自分の性格

が幼少期から臆病なのか理由がわからないし、とにかくこの生きる苦しさから抜け出

すために、本気で何とかするしかないと、精神世界の探求活動に入っていっていきま

した。 

 

そこから３～４年ほどの間に、現在はシナジストとして活動中の浅尾珠未さんとネット

上で知り合っており、浅尾さんから「シナジーコンディショニングというのを習ったから、

試させてほしい」と言われたので、その時はほとんど期待せずに受けました。 

それまで何人かのヒーラーの方から、エネルギーワークを受けたことがあったのです

が、よく効くと感じるものは、数えるほどでしたので、あまり期待せずにいたのです。 
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私の方からは何も注文は付けずに、お任せでやっていただいたのですが、結果として

は、父に対しての嫌な感情がハッキリわかるほど軽くなっていて、この時は本当に驚

きました。 

これでシナジーコンディショニングの凄さを実感し、シフトを申し込みました。 

 

シフトを使い初めて２～３か月後にオクトエンサークル解説動画の案内メールが届

き、拝見しました動画が、これまた衝撃を受けるような数々の内容で、どんどん自分

の固定観念が解きほぐされていきました。 

 

私はけっこう、あれこれ思考して原因を探索するタイプでしたが、そういうやり方に行

き詰まりや疑問を持ち始めていた頃でしたので、佐藤先生が「考えすぎはよくない。感

覚・感情を感知する」よう説明されるのを聞いて、思考から感覚を重視する方に変え

ていきました。 

そうした方が、より不快感が取れるようになってきました。 

 

あと、新生を敷いて寝たら、起きる時には頭がクラクラしてしまうのですが（笑）、信念

化してた感覚・感情に、自分で気付けるペースが早まってるなぁと感じます。 

 

シフトや新生を使い始めた１年半前を振り返ると、今の状態は、特に強かった恐怖感

と恥の感情がすごく取れて、人を許容できる気持ちが拡大しているのを実感していま

す。 

肉体面でも、身体のこわばりが半減以下になってるなぁと感じます。 

 

もしシフトや新生を使っていなかったら、いまだに精神修行みたいな事をやりながら、

悩み続けていたと思います。 

 

シナジーコンディショニングと自動浄化ツールの費用対効果は、ずばぬけて高いで

す。 

苦しい人生に悩まれている方、ぜひ新生やシフトを試されてみてください！ 

 

これほどの素晴らしい効果を持つシナジーコンディショニングを開発された佐藤先生、

本当にありがとうございます！！ 
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★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

HK さま パート主婦 ４９才 

 

シフトはハンカチになる前のシートから使っています。 

 

 

去年の１１月からです。 

 

 

はじめシートが来たときは、夜中真っ暗な中、なにげにシートをさわったら、チカツ 

と光りました。何度もおすとチカチカ光りました。 

 

 

 

真っ暗な部屋でしたので、見間違いでは無いと思います。 

 

 

 

すごい不思議でした。また夢の中でそのシートが膨らんで光っている夢を見ました。 

それも不思議で、 

 

 

私は、あまり感度がいいとはおもえず、体感はあまり分からない方だとおもいます 
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が、最初のシートだった時に見たのがとても印象が強くて、 

 

 

そのまま継続しています。 

 

 

使い続けて一番変わったことは、行動できるようになったことです。 

 

 

前はいろんな感情があって、（悔しい・つらい・悲しい）など、全然前向な行動がで 

きませんでした。 

 

 

また、今年は本当に最悪な売上げで、とにかくなんとか手をうっていかないと、もう 

自己破産の事など・いろいろ考えていました。 

 

 

しかし、今までよりずっと考えて動けるようになりました。 

 

 

高すぎる地代も交渉でき、こちらが提示した金額より多少高かったですが、大きく減 

少でき、本当にほっとしています。 

 

 

模索中は、本当に新生さまさまで、寝るとき新生をひいて（主人も私も）昼間は土地 

建物浄化のため、新生・強化版新生を四つ折りにして置いていました。 

 

 

食べ物を扱っていますので、調理場は特に汚れます。臭いもつくし、風水的にも難が 

あり（中心にトイレがあるというほど）いつもいつも掃除をしても 

 

 

すぐに汚れるといった感じでしたが、新生を使うようになってからは、掃除してから 

の清々しさが続いているようで、臭いが気にならなくなりました。 
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夏は本当に主人の顔も悲壮感で、オーラが真っ黒（見えませんがそう感じる）仕事し 

ててもあせって心臓があおる、といっていました。 

 

 

苦しい時期でしたが、お陰様で、主人も何とか１２月こせてうれしい、といっていま 

す。 

 

 

至福慈愛・生命は子供たちに使っています。 

 

 

元気に学校に行ってくれるので、助かります。 

 

 

今、思うとあの時シフト新生を使っていて良かった！！とホントに思います。そして 

何とか手をうとうと、動いて良かったです。ちょっと遅れていたら、、アウトだと思 

います。 

 

 

今年無事一年こせました。ありがとうございました！！！！！！ 
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★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

 

たまさま 会社員 ５１才 

 

『なんだか元気がでない、心が沈むことが多い、よくわからない体調不良、特にひどい頭

痛に悩んでいた時に 

 

偶然ネットで「世界最強自動浄化ツール」を見つけました。 

 

ヒーリングのツール？それってどうなんだろうって半信半疑だったのですが（すみません）

… 

 

夜、新生を引い横になり、先生のアドバイス通りに使用、昼間は、シフトを胸とお腹に付け

て過ごしました。 

 

使用した時は、色々な感情が噴き出たこと、その後はスッキリしたこと、そしてだんだん体

調が良い感じになって、頻繁に起きていた頭痛があまり起きなくなっていました。 

 

すごい！何をやっても良くならなかった頭痛が改善していることに驚き、気持ちも前よりも

軽くなっていて、とても有り難く思っています。 

 

新生に出会わなかったら、体調は最悪だったと思うし、心ももっと不安定だったと思いま

す。 

 

佐藤先生、素敵なツールを発明してくださり、本当にありがとうございます！ 

 

原因がよくわからないけど体調が悪い、気持ちが落ち着かないなど不安感がある方など、

ぜひ使用した方が良いと思います！』 
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★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

じゅんさま 主婦 ４９才 

 

 

１） スカーフはいつもバックに忍ばせておいて、不快な感覚や不安になったときなど

にさっと引くようにしています。すると、だんだん落ち着いてきて、何がそんなに不快

だったのかなと思うことがよくあります。日常生活の中で何気なく使えるツールが欲し

かったので、これはぴったりです。いらだった感覚を穏やかにしれたりするのでとても

重宝しています。手放せないです。 

 

２）シートは本気で不要な感覚をみつけたときに使っています。「これ、繰り返されて

いるパターンだなあ」と思うと、早速、第一チャクラと頭に乗せて、その不快な感覚に

フォーカスします。徐々にその感覚が薄らいでいくのはわかります。外にいるとき、あ

あ、これいやだなという状態になったときは、お尻の下に引いて、その感覚に集中して

いますｌ。シートを引いていると、わだかまっていることが識別しやすくなり、浄化が

早くなるのを感じます。寝る前にもパターン化している思考の整理に使ったりしていま

す。 
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★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

あいさま 無職 ４４才 

 

 

以前、佐藤達三先生の動画会員で、メルマガが届いており、それを読み、新生の存在を知り

ました。 

 

わたしは、パニック障害とうつを療養しています。 

 

 

当時は、楽しみがほとんどなく、自分の家に帰ることもできずに、実家で療養してました。 

 

新生を使うようになってから、楽しみができました。 

数年ぶりに、アイドルの推しができ、面白いドラマに夢中になって、俳優の推しもできまし

た。 

 

Twitter を始めて彼らに関する情報を読むようになり、今まで将来の不安を抱えて悩みっぱ

なしだった日々が、悩みを忘れて、TV を観たり、面白いことを考えたりして、明らかに思

考がポジティブになりました。 
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また、本屋さんなど外出することが少しずつできるようになり、実家から自分の家に帰れる

日数が増えまし 

 

毎日新生を使っていますが、エネルギーの抜けがあまり感じられなくなったり、明らかにネ

ガティブな現実が重なったりした場合は、その都度、先生にメールで使い方を尋ねながら、

指示通りに使うことで、一歩進みました。 

 

特に、新生を四つ折りにし頭の下に敷き、至福慈愛を四つ折りにし、頭の上にかぶせてサン

ドイッチ状態にする(先生のご指示)と抜けにくいエネルギーが抜けるのを感じました。 

 

今は、毎日、夜寝る前に敷いたり、重たい物を感じたりしたら日中も使っています。 

 

 

たまに出かける時に持ち歩きます。 

 

出かける時に持ち歩くと、小さなことですが、ミラクルのような事が起こり、楽しい事が多

いです。(帰ってから、そういえば...と気づきました。) 

 

新生を使っていなければ、なかなかよくならない病状に頭を悩ませ、同じようなヒーリング

を受け続けていたかもしれない。(それはそれで必要だったと今は思えるが) 

 

 

迷っている方は、ぜひ一度使ってみることをオススメします。 

 

(そういえば、最初は新生を使いつつ、整体(エネルギー系の整体)も通っていた。新生だけで

は、ちょっとしんどかったのが、一度整体を受け、そのあと、新生を使ったら、楽にエネル

ギーが抜けるのを感じたのを思い出しました。何か今していることがあったら、それと一緒

にするのもアリだと思います。)(ここは、至福慈愛があれば可能な浄化だったかもしれませ

ん。その当時はそれを使ってなかったと思います。) 

 

あと、忙しい先生に使い方を聞くのは申し訳ない気がするかもしれないけれど、自分ではわ

からないことや先生にしかわからない使い方があるので、困った時は諦めずに、先生にお尋

ねするのがオススメです。 
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★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

ms さま 主婦 ４６才 

 

 

私は産後 3 年以上も体調が悪く、あるきっかけで甲状腺機能症とわかり薬を処方されま

したが、はっきりとした原因がわかるまで薬を飲んでの治療はしたくないので代替療法を

したいと考えていました。 

 

そんなある時、自分の体調回復のために いろいろとしている中で、心と身体 脳などに

働きかけるセッション受けたいと思っていたタイミングで Facebook にシナジーコンディショ

ニングのある投稿を見つけ興味を持ちセッションを受けました。そしてその後の検査結果

が良くて驚き、一度も薬を服用することなく劇的に回復したので嬉しくて感動しました。 

 

そのことがきっかけとなり自動浄化ツールを使った講座にも参加してシフトを知りました。  

 

それまでも体調が悪くてもよく歩くことは心掛けていたものの身体が重くあまり力が入らな

かったり疲れやすかったので、普段急いでいる時に軽く走ることや重たい物を動かして床

の掃除をすることなどの元気な時に当たり前にしていたことが 3 年以上出来きずにいまし

たが、 

シナジーコンディショ二ング受けたり 

シフトや新生を使うようになってから心も身体も軽やかになり自然と走ったり力仕事も出
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来るようになり嬉しくて感激しました。 

また、身体が軽くなったことで 自分に合わないものを食べると身体が重くなると感じる様

になり、合わないものは自分からは好んで食べなくなりました。 

この感覚は、生まれてはじめてなので驚きました。 

ほかにも、家族親戚の二年半続いた引きこもりが解決したり、家族親戚のいろいろな状

況が好転したり、良いご縁に巡り合うことが多くなっています。 

以前は、懸賞のくじに当たったことなどありませんが、懸賞のくじによく当たるようになりまし

た。 

欲しいと思う情報が以前よりもさらに増して的確に直ぐに入ってくるなどの願望が現実し

やすくもなっています。   

 

もしシフトや新生を使えてなかったら、体調も悪いままでしたでしょうし、いろいろな問題が

奇跡的に解決することはなく家族に対して心配事や悩み事から 心が狭くなり 固執して

嫌な態度をとって、そんな自分も嫌で責め反省するのを繰り返し、どうしたら良いのか解

決する方法を探してさまよい続け、いろいろなことが悪循環に回っていたと思います。 

 

 

 

長い間の体調不調や原因不明の病が続き 

心も身体も重く辛い思いをされているかたに是非使ってみて欲しいと思います。 

 

 

↓ もう一つのご感想 

 

> Ｑ、シフト＆新生を使う前は、具体的に何に悩んでいましたか？すべて教えてください。 

 

◯産後の体調不良（持病皮膚病の悪化 甲状腺機能低下症) 

 

◯20 年以上～家族の精神的疾患により繰り返し起こる問題にいろいろな手を尽くしても

解決しないことへ苦悩  

 

◯パートナーに対するモヤモヤした不安な感覚感情 

 

 

> Ｑ、シフト＆新生をお知りになったきっかけは何ですか？ 
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◯産後体調不良が三年以上続いたある時 

検査を受けて甲状腺機能低下症と知り、 

心と身体 脳などに働きかけるセッション受けたいと思っていたタイミングで Facebook の

場でシナジーコンディショニングのある投稿を見つけ興味を持ちセッションを 

2回くらい受けたその後の検査結果に驚きました。 

自分の中で原因がはっきりとするまで薬は飲みたくなかったので検査のみ受けていました

が、一度も服用することなく劇的に回復したのでとても嬉しく感動しました。 

そのことがきっかけとなり自動浄化ツールを使った 

講座にも参加してシフトを知りました。 

 

 

> Ｑ、シフト＆新生をお使いになって何がどのようになっていきましたか？ 

何がどう変わりましたか？ 

 

◯体調が悪くてもよく歩くことは心掛けていましたが、 

身体が重くあまり力が入らなかったり疲れやすかったので普段急いでいる時に軽く走るこ

とや重たい物を動かして床の掃除をすることなどの 元気な時に当たり前にしていたこと

が 3年以上出来きずにいました。 

シナジーコンディショ二ングを何度か受けシフトを使うようになり心も身体も軽やかになり

自然と走ったり力仕事も出来るようになった時は嬉しくて感激しました。 

 

◯身体が軽くなったことで 自分に合わないものを 

食べると身体が重くなると感じる様になり 

合わないものは自分からは好んで食べなくなりました。 

この感覚は、生まれてはじめてなので驚きました。 

 

◯以前は、懸賞のくじに当たったことなどありませんが、懸賞のくじによく当たるようになり

ました。 

 

◯欲しいと思う情報が以前よりもさらに増して 

的確に直ぐに入ってくるなどの願望が現実しやすくなっています。 

 

◯家族親戚のいろいろな状況が好転したり 

良いご縁に巡り合うことが多くなっています。 

 

◯家族親戚の二年半続いた引きこもりが 解決しました。 
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Ｑ、どのようにお使いになった時に、効果を実感しましたか？ 

 

◯夜寝る時は強化版新生を使うと 朝起きたときのスッキリ感はとってもすごいです！ 

 

◯集中して頭が痛くなった時に新生を使うと回復が早いのでとても助かっています。 

 

◯ 家族に金銭的トラブルがあった時 

その問題となる感覚感情詳細を紙に書いて新生で浄化することで良い方向に解決する

ことができて余計な出費が出ずに大変助けれました。 

 

◯ 家族の子供の難関就職試験の願書を 

慈悲慈愛爆発的生命力の上にしばらく置きました。 

本人が短期間ですが集中して勉強していましたし 

もとからの実力もあるのですが、それでも難易度の高いところを 6 つ受けて全て通ってい

たことも嬉しい出来事でした。 

 

◯何年も前にあるトラブルを引き寄せもう解決はしないと諦めその原因となった感覚感

情行動などを考え反省し 

諦めというより手放してはいましたが、  

気になる名刺はシフトのカードを二枚以上重ねて 

浄化させると良いと佐藤様から教えて頂き、やり終えて忘れていたある時に突然解決す

る奇跡が起こりました。 

 

◯ 母は 新生、慈悲慈愛を体調により交代で寝るときに使用していますが、今まで以上

に身体が軽くなり快適に日々過ごせていますし 次々と解決していく奇跡的な出来事を

みて不思議ねぇ～これのお陰ですねと感謝して安堵しています。 

 

◯子供も体調に合わせ毎日使用していますが 

沢山行動して疲れているはずの日でも元気すぎて 

ビックリします。 

 

 

 

Q、また、今はシフト＆新生を普段どのようにお使いになっていますか？ 
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◯買い物した全ての物を慈悲慈愛浄化してから使っています。 

◯日中はシフトを身につけて行動しています。 

 

◯お風呂にジップロックの中に、 

新生 or爆発的生命力と至福慈愛を畳んでいれ湯船に浮かべて入ります。 

 

◯新生 or慈悲慈愛を仏壇の上に四つ折りにして置いています。 

 

 

> Ｑ、世界最強の自動浄化ツールを使っていなかったら？今あなたはどうなっていたと

思いますか？ 

 

◯いろいろな物事が解決しないまま 

責任を感じ モヤモヤした不安を抱え続けて 

体調も悪くすっきりしない日々を過ごしていたと思います。 

 

◯家族に対して心配事や悩み事から 心が狭くなり  

固執して嫌な態度をとって、そんな自分も嫌で責め反省するのを繰り返し、どうしたら良

いのか解決する方法を探してさまよい続け、いろいろなことが悪循環に回っていたと思い

ます。 

 

 

>Ｑ、以前のあなたのように、まだ同じお悩みを持つ方々へメッセージをお願いします。 

 

◯長い間の体調不調や原因不明の病気続いて 

心も身体も重く辛い思いをされているかたに是非使って欲しいと思います。 

 

 

◯家系家族の根深い問題に何をしても解決せず  

自分ではどうすることもできなくて苦悩し対処したいとお考えの方へ 伝わって欲しいと思

います。 

 

 

いつもありがとうございます。 

 

シナジーコンディショ二ングを家族 親戚 大切な人たちのために役立てていけるように学
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びを深めていきたいと思っています。 

 

シナジーコンディショ二ングに出愛えたことに 

深く感謝しています。 

 

 

 

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

 

かなでさま 会社員 ３３才 

 

Ｑ、シフト＆新生を使う前は、具体的に何に悩んでいましたか？すべて教えてください。 

 

旦那とのいざこざ、周りとのしがらみ。 

自分自身のマイナス思考なところ。 

です。 

 

 

Ｑ、シフト＆新生をお知りになったきっかけは何ですか？ 

 

友人からの勧めです。 

 

Ｑ、シフト＆新生をお使いになって何がどのようになっていきましたか？ 
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 何がどう変わりましたか？ 

 

旦那との関係が不思議と良好に。 

離婚話まで出ていた最悪な状況が、見る見るうちに改善しました。 

また、何か嫌なことが起きても、以前よりダメージを受けずに思考を断ち切ることが出来

るようになりました。 

 

 

Ｑ、どのようにお使いになった時に、効果を実感しましたか？ 

 また、今はシフト＆新生を普段どのようにお使いになっていますか？ 

 

新生は寝る時に上半身に敷き、シフトは日中身につけています。 

(使い方は、佐藤先生にレクチャーしていただきました) 

 

Ｑ、世界最強の自動浄化ツールを使っていなかったら？今あなたはどうなっていたと思

いますか？ 

 

元々凄いマイナス思考で、考え出すと負のループに陥ってしまい止められませんでした。 

使用していなければ、変わらずに負のループから抜け出すのに莫大な時間をかけていた

かもしれません。 

 

Ｑ、以前のあなたのように、まだ同じお悩みを持つ方々へメッセージをお願いします。 

 

友人からの勧めで、シフト&新生に出会えました。正直、最初は半信半疑です。(ごめん

なさい笑) 

私の場合は荷物が多いのか、ジワリジワリ…というローペースですが、格段に以前より良く

なっています。(勧めていただいた友人に言われています。凄く変わったね。と。) 

日々の悩みだったり不安を軽減することが出来る、大切な御守り。です。 

 

↓もう一つのご感想 

 

友人からの勧めで、シフト&新生に出逢いました。正直最初は、半信半疑でした…(佐藤先生

ごめんなさい) 

そんなうまい話しがあるわけがない。と… 

 

半信半疑でありつつも、当時の自分は自身の限界値を迎えており、何とか現状から脱却した
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いとの思いで使い始めました。藁にもすがる思いとは、このことかと思ったほどです。 

状況は、産まれたばかりの子供が居ながらも旦那との関係はギクシャク。 

旦那と話しすら出来ない、話しかけても返ってくるのは離婚だ。の一点張り。 

子育てに協力してくれる人も近くにいない、そんな状況でした。 

私自身の元から持っているマイナス思考で心は崩壊寸前、いや…半ば壊れかけていたかも

しれないですね。余計に負のループにハマっている状況でした。 

 

しかし、シフト&新生＋佐藤先生のシナジーコンディショニングを受けて１ヶ月くらい経過

したところ、一番悩んでいた旦那との関係が劇的に改善されていきました。 

 

話しかけたら返事をしてくれたり、 

生活費をちょっとだけ多く渡してくれたり… 

家に殆ど帰ってこなかった旦那が、早めに帰宅するようになったり…頑固な旦那がここま

で変化するとは… 

奇跡が起きたとしか言いようがありませんでした。 

 

以前の私ならば、マイナス思考が止まらず、ひたすら一点集中でマイナスに物事を考えてし

まい切り替えることが難しかったのですが、シフト&新生を使い始めてからは、ズルズルと

引きづらなくなったのです。(うまく表現が出来ないのですが、感覚的にマイナスを断ち切

られるような感じです) 

 

私の場合、過去生からくる影響も大きかったようで佐藤先生にコンディショニングで浄化

をしていただきつつ、日常的にシフト&新生を使っています。(佐藤先生の常時サポート付

き！シフト&新生を送ってもらい終わり！じゃないところもとても良心的だと思いますし、

心強いです。) 

 

シフト&新生に出会わなければ、何十年先も、変わらない私だったかもしれません。また、

こんなにも過去生の影響があったとは気が付かずに生きていたかもしれません。 

仕方ないよ、これが私の宿命だから。なんて自分に言い聞かせたりして。 

 

 

本当に辛い思いをされていらっしゃる方がいたら、先ずは試していただきたい…私のよう

に半信半疑でも良いのです。間違いなく心が軽くなります。そして周りも変化します。(勿

論努力ありきだとは思いますが) 

 

佐藤先生とシフト&新生は、手離したくない大事な御守りです(^ ^) 
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今後とも末永く宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

せしぼん様 クリエイター ４１才 

 

 

寝つきが悪く、夢見も悪く、ぐっすり眠れない毎日が続いていました。 

寝ている時間はしっかり取れているのに 

全く寝た気がしないという感じです。 

 

仕事柄、寝るが寝るまで頭がフル回転ですので 

交感神経が優位になっていて 

そのせいもあると感じています。 

 

 

眠れないと朝起きた時と日中が辛いです。 

自分の仕事のパフォーマンスも下がりますし、何より元気が出ません。 

良質な睡眠が欲しいと悩んでいました。 
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そんな時に、佐藤さんからこんなものを開発しました。 

といち早くご連絡をいただきました。 

 

 

何かの拍子に「眠れない」と相談した時に、 

そんな時こそ、使ってください、とシフトを勧めてくださり、 

使い方、使用期間などを含めて、教えてくださいました。 

 

 

使い始めてからの感想は、まず夢を見なくなりました。 

いつもどちらが現実かわからないくらいはっきりした夢を見ていて 

起きた時にどっと疲れていたのですが、 

シフトを敷いて寝て見たところ、まず夢を見ませんでした。 

深く眠れたという感じが得られました。 

眠れたという感覚は非常にありがたく嬉しかったです。 

 

 

余計な思考がなくなったのかなと感じました。 

心配事や、考えていること、ずっと頭を巡らせていることを 

休眠状態にしてくれているように感じました。 

薄くて敷いて寝ても布団時代の寝心地は変わりませんし 

むしろ睡眠の質があがって、ここのところずっと悩んでいた 

不眠に近い睡眠が体感覚で改善されてとても清々しい気持ちです。 

 

 

私はベッドに敷いてその上に寝る形で使っています。 

 

このまま睡眠がうまく取れないままだと、 

睡眠導入剤を使ったり、はたまた眠れない日々を過ごして 

心身ともにダメージを受けていたと思います。 

人間の大切な欲求の一つ「睡眠」がしっかり満たされると 

心も体も元気になりますね。 

 

薬にはもともと頼りたくないという信念があり、寝具を変えたりするものの 

なかなか思ったような効果は得られませんでした。 

もし私と同じで、日中が忙しく、良い睡眠が得られない、そんな風に悩んでる方は 
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一度シフトを試して見られてはいかがでしょうか？？？ 

薬を飲んで体を弱らせるよりも断然シフトをお勧めしたいです。 

 

 

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

HIROMI さま 会社員４６才 

 

 

シフト＆新生を使用する前の私はいつも悶々とした気分で毎日を過ごしていたような気

がします。 

正直なところあまり覚えていないのです。 

 

 

 

仕事のこと、パートナーのこと、お金のこと、将来のこと、不安で頭がいっぱいになってい

たように思います。 

そろそろ対面のコンディショニングを申し込もうかと迷っていた時にメールでシフト＆新生

を知りすぐに申し込みました。 

 

届いてから毎日就寝時に使用、ハンカチになってからはポケットに入れていました。 
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今は常時就寝時に至福慈愛＆爆発的生命力、体調不良の時だけ新生。 

 

ポケットに至福慈愛＆爆発的生命力ｏｒシフト、新生はいつもは住居浄化用にと使い分け、 

 

常に守ってもらっている安心感から手放せない物となっています。 

 

 

 

細かい変化は鈍感な私には分かりませんが、とにかく気持ちが明るくなりました。 

気分はいつも上々です（笑） 

 

頭の中のセルフトークも使用する前の私とは全然違います。 

 

なんでも否定的に捉えていた私が嘘のようです。 

 

「物事は全て自分の捉え方次第」そうそうその通り！と思えるような自分にいつの間にか

変化（進化？）してました。 

 

気持ちがざわつくような出来事があって不快を感じても、意味付けは自分だとすぐに切り

替えられます。 

 

 

こう改めて振り返ってみるとすごい変化ですね！ 

 

シフト＆新生を使ってなかったらこんな私になっていなかったと思います。 

 

受ければスッキリすることを実感しているのに、シナジーコンディショニングを申し込むこと

に悩んでしまうくらいでしたから！？ 

今は受けようと思ったらすぐに行動できる自分がいます。 

 

体調も良いですし全体的に底上げされている感じです。 

 

申し込みを迷っているならまずは試してみて欲しい。 

 

何となくウキウキ楽しい感覚で毎日を過ごせるようになった私はそう思います。 
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ピンポイントな浄化などに使用しなかった私がこれだけ変化したのですから、信じて使い

続けていれば必ず変化があるはず。 

 

 

 
 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

 

Yuki さま セラピスト ４３才 

 

Ｑ、シフト＆新生を使う前は、具体的に何に悩んでいましたか？すべて教えてくださ

い。 

 

A、とにかく毎日毎日が不安、恐怖、焦り、怒り、憤り、悲しみ、自己否定など、これら

の感情で埋め尽くされていて楽しみ、喜び、希望、愛、感謝、信頼、挑戦などワクワク

する選択をできない精神状態でした。 

朝起きるのも毎日つらくて精神的にも肉体的にもツラくて、ついには起きあがる事もで

きない状態になりました。 

不快ばかりと繋がっているので楽しいことがあっても楽しみきれない、そして何で私は

こんなんなんだろうと、人と比べて自分の不甲斐なさを責める責める。 

自分をいじめて否定するし、自分に優しくできないから人にもジャッジしまくりでした。 
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自分に禁止が多いと人にも禁止をしてしまい 

そうすることで生きていること自体きゅうくうなのでもちろん楽しめませんし、楽しむ以

前に不快と不調しかないです。 

ものすごい悪循環を日常的に繰り返していました。 

こんな事を日々繰り返していたら身体も心も壊れて当然ですね^^; 

しかしそれに気づくには新生や他の浄化ツール、佐藤先生のコンディショニングなど

で心が軽い状態とはどのような事なのかを体感しないとわかりませんでした。 

心の軽さは身体の軽さに比例します。 

新生などのツールを使い宇宙のおそろしく軽い波動に触れたとき 

日常的になっていた不快感がどれだけ重いものだったのかが理解できました。 

この軽い状態が普通になるともうあの重い状態には戻れないです☆ 

 

 

 

Ｑ、シフト＆新生をお知りになったきっかけは何ですか？ 

 

A、佐藤先生のメルマガです。 

 

 

 

 

Ｑ、シフト＆新生をお使いになって何がどのようになっていきましたか？ 

 何がどう変わりましたか？ 

 

A、まずは朝起きることが不快ではなくなりました。 

1日のスタートが不快でない事はスゴイです！ 

朝起きた瞬間からブルーなのと 

朝起きた瞬間から今日はどんな楽しいことがあるのかな♪ 

という事はその日いちにちを過ごすためにすごく大切な事だと感じました。 

常に不快に繋がっていたら不快に繋がるような出来事しか起こりません。 

常に楽しみに繋がっていたらいっけんイヤなことが起こっても前向きに捉えられます。 

これを超えた先をワクワクできる発想になったり 

ありがたくない出来事があってもそれ自体が自己犠牲ではなく感謝に変わります。 

 

不快がなくなったぶん、だんだん物事を自然と前向きに捉えられるので起こる現実が

好転していきます。 
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自分の思考や行動に感動したり、起こる事が変わったり、付き合う人が変わってきた

り 

とにかく自分の発想では思いつかない現実が起こります。 

 

ツライ真っ最中に読んでも頭でわかっているけど難しいよという人には特にオススメで

すよ(^^) 

だってあれこれ考えなくても自動的に超強力にリセットしてくれますので♪ 

 

 

 

Ｑ、どのようにお使いになった時に、効果を実感しましたか？ 

 また、今はシフト＆新生を普段どのようにお使いになっていますか？ 

 

A、私は普段二つ折りにして布団に敷いて寝ています。 

難しいことは一切考えず、新生と宇宙に全てを任せています。 

他のツールでデトックスが進んでキツイ時があったら寝るとき以外でも新生を使って

います。 

新生はとにかくリセット効果が超強力なのでツライ時はリセットしてしまったほうが早い

と思っています。 

好転反応が強い人は新生に助けられる人多いと思います。 

私も新生がなかったらこんなにも最短で今の幸せ優先の状態になっていないと思い

ます。 

 

使用時は必ず柄の面を身体に当てて下さいね(^ ^) 

 

あとお風呂に浸かることも浄化としてかなりの効果があると思うのですが、それに新

生を使っても効果的だと思います。 

ジップロックにたたんでしっかり空気を抜いて湯船に浮かべて 10分くらい 

お湯も浄化して、その浄化されたお湯に新生ごと浸かるとリセット力も高まります！ 

いろんな使いかたできますよ☆ 

お気に入りを見つけられてもいいと思います(^ ^) 

 

 

Ｑ、世界最強の自動浄化ツールを使っていなかったら？今あなたはどうなっていたと

思いますか？ 
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A、終わっていました(-｡-; 

たぶん生きる事に希望も持てず、何をどう頑張っても結局は同じだと自暴自棄になっ

て人生諦めていたと思います。 

新生や他の浄化ツールに出会えて希望は現実になる事を実感したり、不快がないの

で思考を邪魔することなく理想を明確に描けるようになるのでムダがなくなります。 

時間とエネルギーの究極のエコです。 

そして自分にたくさんの愛を注げるのであふれ出た愛を人にもあげられるようになり

ます。 

これは与えるとかそんな事をムリして意識しなくても自分を中心として愛が波及すると

いう感覚です。 

不快にエネルギーを使っていないぶん何のムリもなく理想の行動が自然にできてい

ます。 

信じられないかもしれませんが、ミラクルが普通に起こるようになります。 

ミラクルは特別な人に与えられた能力ではなく誰しもに訪れる事だと実感しました。 

 

 

Ｑ、以前のあなたのように、まだ同じお悩みを持つ方々へメッセージをお願いします。 

 

A、いろんな葛藤あると思います。 

えー本当にこれだけで効果あるの？とか金銭的なこととか 

人によって始める前にいろんなブロックが起こると思います。 

でもそれは心のブロックなので何も考えずとりあえず始めてみられるのが最短最良だ

と一年間使って感じたことです。 

私は一年くらい使っていますが、効果は 2 ヶ月くらいでわかり始めます。 

金銭的な事もあると思いますが、一生この不快を感じながら生きていくのと、新生や

他のツールで不快を浄化しつくして今後の人生に活かしていくのと考えたらここにか

ける金額に構える事はないし、それ以上の恩恵が待っています(^ ^) 

迷われていかたはぜひ試していただきたいです！ 

これに出会っていなかったら今の私はありません。 

本当に素晴らしいツールだと思います。 

迷われているかたはぜひ一度お試し下さい(^^) 

想像を超えた人智を超えた感動がある事でしょう♡ 
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★★★★★★★★★★★★★★★ 
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ヴァイオレット 自営業 ６５才 

 

この３年間、母の介護をしましたが、今年７月、９１歳で他界しました。 

逝く前は、もし母がいなくなったらさぞ寂しく、虚しい日が続くのだろうと 

思っていましたが、意外にも、寂しさはなく、母への感謝の気持ちしかなく、 

夢にも出てきません。 

３０年前に父が他界したときは、しょっちゅう夢に出てきたし、１年くらい 

精神状態がおかしくなりました。 

これはきっと愛と慈悲のスカーフを仏壇の脇に置いているからだと思います。 

  

また、２０年くらい前に弟と私の２世帯住宅を建て、住んでいるのですが、 

私は居間に新生のスカーフを置いています。 

この半年くらい前から、弟の家にはネズミが出て、はじめは天井でガタガタと 

していたそうですが、最近は部屋の方にも出て来たので、業者に駆除を頼みました。 

家を調べたところ、床がシロアリに食われているということでした。 

  

私の方はほとんど、ネズミも出ず、シロアリの被害もありません。 

これも新生のスカーフのおかげだと思います。 

  

これからも心の平安と家の浄化のためにスカーフを活用したいと思います。 

  

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★ 
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Yyd さま 自営業 ４９才 

 

シフト＆新生を使う前は、慢性的な腰痛で悩んでいました。 

その原因かもしれませんが、他人の評価を気にするあまり、絶えず緊張し、自分を思

ったように表現することができない状態でした。 

 

シフト＆新生は、シナジーコンディショニングを受けた際に佐藤先生から教えてもらい

ました。 

日常的にケアができるのはいいと思い、申し込みました。 

 

シフト＆新生を使うようになっても、まだ腰痛は残っていますが、他人の目を気にする

点に関しては、以前よりは軽減されたと思います。 

これまでは、不快感の原因を外部に見出そうとして消耗していましたが、「不快感を作

り出しているのは自分、あとは行動のみ」と思えるようになりました。 

 

新生は寝るときに敷いて、シフトは座って作業する際に身に着けて使用しています。 

特別な努力は必要とせず、日常の活動の中に取り入れやすいので、継続できていま

す。  

 

シフト＆新生は不思議なツールです。 

効果の程度や効果が現れるタイミングは人それぞれかもしれませんが、試してみる価

値はあると思います。 
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★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

 

MK さま 無職 ４６才 

 

自動浄化ツールシフトと出会う前は、 

 

原因不明の甲状腺の異常や関節の強い痛み、短期記憶障害など 

 

横になっても激痛で精神的にも体力は消耗し、 

 

起きていられる時間もほとんど自分が何をしているのか途中でわからなくなるので 

 

生活を続ける事もままなら無く、病院を変えても治療すら出来なく 

 

「手に力が入るうちに、死ななくては」と思っている時に 

 

シフトを知り使い始め、慢性的な神経痛は無くなりました。 

 

新生を使う事で、短期記憶障害も和らぎ、 

 

起きて生活を整えることが出来るようになりました。 

 

気付くと改善されている感じで、気づいた時の感動は言葉にならないです。 

 

使い続ける事で出来ることが増えて来ました。 

 

ありがとうございましす。 

 

 

 

よろしくお願いします。 
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★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

 

 

miroku さま  ご職業：自営業  年齢：  45   

 

ハンカチのシフトと至福慈愛爆発的生命力 

新生スカーフのスカーフ 

愛用者です 

 

仕事で嫌な事や心が落ち込む事が 

ある時は、ハンカチのシフトを 

頭の上と股間のチャクラに置いて 

嫌な重い思考を考えると 

スート頭も心も軽くなります 

 

5歳の娘も、ピンクの至福慈愛は、お気に入りで、どういう効果があるかは、 

もちろん把握してませんが 

子どもは、不思議と感じるのか 
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寝るときは、いつも自分で羽織ってねてます 

 

新生スカーフは、凄く疲れた時や 

寝れない時に 布団の下にひいてねたら 

スッと寝れて寝起きもスッキリ起きれます。 

 

私は夜の飲み屋を経営してまして 

掃除やミーティングが終わる頃 

朝方５時になる事がまれで 

身心とも疲れてましたが 

最近は、師走で忙しいなか 

朝方でも清々しく身体が軽い事にきずき 

ビックリしてます。 

 

難しい事は、解りませんが 

スカーフや至福慈愛、爆発的生命力、新生シフトを使いだして 

身体の調子も、仕事の流れや 

パートナーの関係も 

良好になってるので、今後もずっと愛用したいと思います 

素晴らしい物を作ってくれて有り難うございます。 
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★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

タラレバママ  ご職業 主婦  年齢  55 

 

なかなか思い通りにいかない思春期の子供との対立的な関係に文字通り疲労困憊して

いた頃、知り合いに佐藤先生のことを伺いました。 

ブログを拝見したところ、まるで自分に向けられているようなメッセージの数々にたくさん

の気付きと救いを感じました。 

 

シフトの使い方にまだ慣れない頃、なかなか気持ちが上向かない私は少し不安になって

いました。 

その時、佐藤先生からアドバイスをいただき新生を敷いて寝ることにしました。 

そして今まで体験したことのない出来事が起きました。 

 

ほとんど夢を見ない私が、その夜あまりにもリアルな悪夢を見たのです。起きてからもしば

らくは脂汗がじっとりするような怖く辛い夢でした。 

え？これはもしかして新生のチカラ？ 

半信半疑にその日は思ったのですが… 

なんとその夜から新生を敷くのを止めるまでの二週間、毎晩悪夢は続いたのです。 

 

先生に報告するとそれが炙り出しということで徐々に浄化されている過程だと伺いました。

確かに時間とともに気持ちが楽になるのを体感しました。同時に悪夢も薄くなり目覚めた

時の不快感も少なくなってきました。 

新生によって起こる不思議な体感でシフトへの信頼感もさらに増しました。 

 

今はシフトや定期的なセッションのおかげで子供に対する私の意識も随分変わり、関係も

環境も見違えるほど修復されました。 

家庭が穏やかになると様々なベクトルが一斉に良い方向に向かっていきます。 

シナジーとの出会いがなければ、何の気付きもなくあの苦しい日々が続いていたかと思う

とゾッとします。 

今、新生は主に家や部屋の浄化に使っています。 

ただ置くのではなくしっかり浄化されることと感謝を意識してから置いています。 

 

ともすれば辛い出来事にあった時に人は自分以外の何かにすがりたくなるものですが、

シフトと新生を使うことで全ての原因と解決は自分の身の内にあるのだと理解できると思
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います。ありがとうございました。 

 
 

 

★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

A．S さま  ご職業： 派遣    年齢： 36  

 

 

いつも迷うことが多く行動できない自分に嫌気がさして変わりたいと強く思いました。自己

否定が強く本来の自分もわからなくてこれから先生きていくのが厳しくなると感じシフトと

新生を使ってみたいと思いました。 

最初に使用したときは感覚がよくわからなく本当に効果あるのか不安でした。でも絶対変

われると信じてやっていたら、いつのまにか少しずつですが変わってきたかなと実感でき

ました。メールでアドバイスをいただけるので今の自分のことが把握できて良かったです。 

人の中にいるときに自分の変化が実感でき、今まではまわりに人がいると落ち着かなか

ったのが大分気にならなくなったことは自分にとって大きな変化だと思います。日中にシ

フト、寝るときに新生を使用しています。まだ苦手な人はいますが、そのことを引きずって

も自分のペースを保てるようになってきました。人がどう思うかより自分がどうしたいかを

考え、前よりも感情に振り回されず行動できるようになりました。自分の土台をつくり、変

わるというよりは本来の自分になることを目指したいです。 
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★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

滝さま  ご職業：会社員  年齢：45   

 

人間関係に悩んでいましが 

使い始めな半信半疑で気が付いたら少しずつ良くなってきました。 

何も意識していないのですが最近では不思議なくらい悩んでいた事を忘れています。 

 

こんなツールがあるなんて 

紹介して頂いた社長さんと 

出会う事のできた佐藤さんに感謝しています。 

 

 

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

Ｈ・Ｋさま   ご職業：セラピスト     年齢：４１ 
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シフトや新生を使う前は、朝起きて、突然、激しい恐れや不安が出てきたりして、その感

情に巻き込まれ、悶えるくらい胸や喉が苦しくなることがありました。 

 

また、好きな彼への執着が激しく、連絡がなかったり遅かったりすると、イライラしたり、胸

が苦しくなったりしていました。 

 

身体に出るとどうしようもなく、ただただ苦しいという具合でした。 

 

新生は、前より格段に威力が上がっているのを感じました！朝起きて、不安が出てきた

ので、しばらく置いているとスーッときえていきました^ ^ 

 

彼をどんな手段を使っても手に入れたい気持ちも、当てていたら解け始めているのを感

じました。 

 

さらに、新生を当てて静かに呼吸をしていたら、胸のあたりから、ぐわっと嫌な感じのエネ

ルギーが一気に抜けました。 

 

そして、そのあと、また気持ちが穏やかに変化してきているのを感じました。 

 

いまは、感情や思考に巻き込まれないようになったので、冷静でいられるようになりまし

た。日常を送るのがとても楽になりました^ ^ 

 

また、積極的な活用としては、自分が叶えたいことに対して行動を躊躇する思い込みや

概念を解放するのにも使いました。 

 

すると、なかなか行動できなかったことが行動できたり、無理やり頑張って行動していた

ことを気楽に行動できるようになりました。たいして何もしていないのに、自然と物事が動

いたり、必要な人や情報が集まっても来ました♪ 

 

新生やシフトを使わなかったら、もっと時間がかかっていた、もしくは行動できなくて諦め

ていたかもしれないとも思います。 

 

わけのわからない苦しさを解放したい方も、積極的に自分の体験したいことを気楽に行

動に移したい方、自然と良い風に変わっていきたい方にもオススメだと感じています！ 
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★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

 

Ｙ・Ｎさま  ご職業：セラピスト     年齢：43   

 

 

知人からシナコンを受けた際に、シフトの存在を知りました。 

 

その後自分でも佐藤先生の基礎講座を受けて、自己浄化を続けていましたが、なかな

か取れない思考があり、シフト新生を申し込みました。 

 

それまでは、生きていく活力と気力ともあまりなく、男性嫌悪感がひどくて電車に乗るのも

一苦労、仕事に対しても、やりたくない、できない、ともすれば早く死んでしまいたいと考え

ていました。 

 

 

佐藤先生の個人セッションも受け、メールでご相談にも乗っていただきながら、新生を寝

るときに使用し始めて 2 ｶ月経った頃、意欲的に仕事をしている自分に気が付きました。 

（シフトは気が付いたら使っていましたが、忘れるときもよくありました(笑)） 
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そして、その月には過去最高売り上げを達成していました。 

 

なぜ、いつから、そのようになったのか分かりません。 

気が付いたらそうなっていました。 

 

しかも、新生を敷いて寝るようになったきっかけは男性嫌悪のためなので、仕事に対する

気持ちが変わることは特に意図していませんでした。 

 

今は寝るときは新生を、起きているときはシフトを活用しています。 

 

男性嫌悪の方は、なかなか根が深くまだ電車が苦しい時もありますので、引き続き新生

を使おうと思います。 

 

佐藤先生、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★ 
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マコさま   ご職業：自営業    年齢：43 

 

佐藤先生の施術を初めて受けた際に、その後、自分の体が超絶に軽くなったことを実感

してからずっと離れることが出来ません（笑） 

 

施術を受ける前は自分でも気づきませんでしたがこんなにも変わるんだと衝撃を受けた

ことを今でも覚えております。 

ただ、私自身の事情によって直接セッションを受けることが出来なくなり、どうしてもという

時には遠隔をお願いしたりしておりました。 

 

そんな時にメールにて施術と同じ効果を得らえるという自動浄化ツールを知りこれは！と

思いすぐに申し込みをさせていただきました。 

 

私は自分の事務所に新生をおかせていただいており、その上に毎日飲む水のボトルを置

いております。 

トイレにいったらその水を補給というルーティーンを繰り返しております。 

シフトは枕の下とお尻の下にひいて寝ております。 

 

今では、この状況が当たり前になってしまったので、使う前や施術を受ける前の自分がど

んな感じだったか忘れてしまいました。 

言葉にするのは難しいですが、とにかく常に体の中がエネルギーで満ちあふれている状

況です。 

もしこの自動浄化ツールがなければ、どうなっていたかを想像するのは非常に難しいで

す。 

 

この自動浄化ツールをつかって特に何をするという

ことはないのですが、私にとってはエネルギーが湧

き出まくってますので、ビジネスにおいてもとてつも

ない効果を発生しております。 

 

今の自分以上にパワフルな自分に興味がある方

へ。 

ぜひお試しすることをおすすめします。 
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★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

A・M さま 主婦 ３８才 

 

 

シフト＆新生を使う前は、 

・なかなか抜けない疲労感 

・義母の術後（くも膜下出血）経過に関する不安 

・苦手な人に対する感情のコントロール 

  

などの悩みがありました。 

  

佐藤先生にアドバイスをいただき、義母には新生を使っていましたが、術後の経過が思

っていたより良好でした。 

術後約１年になりますが、今では毎日３～５キロ以上の散歩ができるようになりましたし、

料理もできるほどに回復しました。 

また、何よりも嬉しかったのが、一時はほとんどできなかった会話もできるようになったこと

です。 

  

爆発的生命力＆至福慈愛を毎晩、息子にかけて寝かせていますが、 

今年 1年間、少年野球で MVP３回をいただくなどの大活躍でした。 

夫は監督をしていますが、優勝３回と準優勝１回と、チーム史上？最高の成績でシーズ

ンを終えることができました。 

夫は普段からシフトを携帯しています。 

また、息子の感情も以前より穏やかになったように思いますし、 

家族３人で過ごす時間も、笑っている時間が格段に増えました。 

  

以前に悩んでいたこと、と言われてもあまり思い出せないほどです。 

忘れたころに、そういえば以前はこのことで悩んでたのに…！と、悩みが消えていることに

気づきます。   

これを何とかしたい！！というピンポイントなものだけでなく、全体の運気か好転していくよ

うに思います。 
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★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

Ｙ・Ｓさま  ご職業：  会社員   年齢： 45 

 

シフト＆新生を使う前は小学生の頃から、楽しい時間を過ごしていても、常に心の中に嫌

なこと、不快感を持ち続けていて心から楽しめませんでした。 

大人になっても不快感があることが当たり前で、苛立って子どもや他人にきつくあたって

しまっていました。仕事は嫌なもの、例えうまくいっても後から、嫌なことが起こると思い込

んでいました。 

朝、布団の中で目が覚めてこれから会社に行くことが辛く、気持ちが沈んでいました。い

つもどこかで苦しかったのです。 

 

佐藤先生に相談して、シフトや新生を紹介いただきました。症状に応じて敷いて寝ている

と朝、目が覚めても心がフラットになっており、楽しい時に仕事を思い出しても、不快感に

ならなくなりました。 

自分で止められない苛立ちが減っています。 
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人生はよい方向に廻ると思えるようになりました。 

 

世界最強の自動浄化ツールを使っていなかったらいつも気が重く、子どもにきつく当たっ

ていると思います。 

人生は苦しいものと認識し続けたまま苦行のように生きていたと思います。 

 

抱える重いものが、薄れていき人生はうまく廻ると認識出来る日、きっとイメージできない

と思いますが、そんな日がやってきます。 

 

トライしてみてほしいです。 

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

アロンさま  ご職業：会社員  年齢：36   

 

 

Ｑ、シフト＆新生をお使いになる前は、どのようにお考えでしたか？ 

 

⇒ 新生のみの使用になります。 

 

新生を使用させて頂く前は、どのくらいの効果が出るのだろうか・・・ 
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何事もどのような事でもそうですが、これまでとその後の効果の出方を感じてみたい！と

いう思いは、いつも持っています。 

 

効果が出たら、どの辺りまで効果が表れるのかとも、抱いています。 

 

これらは、純粋な思いからの疑問と自分に対しての検証をしているという感じです。 

 

 

Ｑ、シフト＆新生をお使いになられて、短い期間でしたがどのような体感をされました

か？ 

 

⇒ 新生での体感は、初日～数日は寝具の浄化をし、その後はシーツのように敷いてス

カーフの表面に寝転んだり、座ったりして、まずは不快をイメージしてから、次になりたいイ

メージをしていきました。 

 

≪使用後≫ 

 

●車の運転が苦にならなくなりました。運転による緊張感が緩和されているように思いま

す。 

 

●怖い夢を見る事が多かったのですが、周囲と仲よくしている夢を見る様になってきてい

ます。 

 

●私と同空間内にいる間は、会社の嫌な人たちからの変な絡みが無くなってきたり、パワ

ハラや怒りを向けてこなくなりました。 

 

●実姉弟間のそっけない会話だったのが、緩和されて穏やかな会話が出てきました。 

（言葉数は少ないけれども、以前よりは良くなっています。） 

 

●幼い頃から今に至るまで手元に置いていた、今は不要になってしまっている小物類な

どを手放す勇気が出てきました。 

 

●所有物を多く所持していたのを、軽減しようという気持ちが出てきました。 

 

●私が拘っていた考えとは別の考えが出て、そちらの考えも採用する運びになりました。
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（物は考え様という具合です。） 

 

●使い始めの３日目辺りまでで、鏡を見た自分の目の奥がクリアに映っていました。 

 

（以前、数十年近く前に宗教の勧誘を受け、世間知らずでそこに行ってしまった時に、魂

に変なモノを入れられた違和感がありました。 

その後１日～３日間は、もの凄くキリッとした強いクリアなエネルギーを纏っていたようでし

たが、 

その後から日に日に重く暗いモノに徐々に変わっていくような体感を受けました。 

 

幸いにも１ヶ月もしない内に、その施設が撤退となったようで、更地になっていました。 

その頃から、解き放たれた感覚がありました。 

 

それとは別に自分の中にある不快感などを解消したい！人生を良くしたい！好転させた

い！気持ちは常にありました。 

色々と独学や周囲から学んでみたり、本やネットなどを通して考え方を変えてみたり、開

運アイテムを持ってみたり、 

自分で改善するような勉強を学んでみたり・・・色々と試してみましたが、それなりには効

果があったように思います。 

 

ただ、佐藤先生がご提供してくださる、新生シートを使ってからは、私が不明な部分を解

消してくれているような思いがありました。 

いつも、努力して分かる範囲で改善を図っているのに結果がイマイチ現れず、モヤモヤし

ていたところ、新生は解決してくれています。 

私には不快な部分の解決には、かなり時間が掛かる方ですが、それでも使用させていた

だいていると、軽いように感じています。 

 

●立場の弱い者のせいにする会長から、責められなくなりました。 

私も相手の感情を真っ直ぐに受け止めることなく、会長自身のパーソナルスペース内で

治まっているというのか、 

に向けてはいるけれども、私側はそのエネルギーを取り込むことがなくなりました。 

決して自ら向かってきた不快なエネルギーに対して、強引に負い払う＆跳ね返すという、

不要な力を出さず過ごしています。 

 

●更新日頃になってくると、新生のエネルギーが低下しているように感じています。 
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●社内外で私の足を引っ張る男性の先輩が居るのですが、その中の取引先のある女性

がいつも私を軽視していたのを、外に自動販売機がついた事を私に聞いて来てくれまし

た。 

何気ない会話ですが、自然と話が出来て嬉しかったです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

Ｉ・Ｋさま  ご職業：会社員   年齢：   51  

 

 

シフト、新生、爆発的生命力、至福慈愛を家族四人でその時の症状等によって使い分

けています。 

 

昼は家の浄化に、夜は家族に新生を使うようになり、私の周りはいい感じに浄化が進ん

でいます。 

今年は家の生垣のツツジの花付きがいつもの 3 倍でした。バラも今、最盛期を迎えてい

ます。いつもと手入れはほとんど変えていない、いやむしろサボってたのに‥‥。 

先生に「浄化が進んでいる証拠ですね。」と言われて、ハッとしました。 

そういえば、新生を使った主人、娘、息子もとても軽くなっています。特に息子は表情が

常に険しかったのが、幼い頃に戻ったように柔らかくなっています。 

神棚の 1万倍の浄化力だと聞いて、さらにびっくりです。 

 

一番目覚ましい効果があったのは息子です。 

佐藤先生に会う前は、いじめにあったり、悲しい出来事が続いたりして、息子の心の中は

怒りや悲しみでいっぱい・・・まるで真っ黒い何かに包まれているようでした。 

それが、佐藤先生と出会い、新生を使うようになり、黒いものが一枚一枚はがれるような



 

122 

 

感じで明るくなりました。 

また、エネルギーが足りないと思う時は爆発的生命力を、何だかトゲトゲしているなと思う

時は至福慈愛を使いました。そうするとどんどん子どもの頃の息子に戻ったように軽やか

になりました。 

 

将来に対して希望を持てなかった息子もおかげさまでなりたい職業を見つけることができ、

第一志望の公務員試験に合格しました。就職試験、面接試験の時には胸ポケットにシフ

トを入れて頑張ることができました。 

本当にありがとうございます。 

 

また、私は今、昨年末転倒してから、半月板損傷、膝蓋骨骨折、肩の腱板損傷、首と

腰のヘルニアの痛みでとんでもない状態ですが、新生に包まれることによって、痛みも和

らぎ、心もパニックにならず、自分の身体に起こっていることを淡々と見ることができてい

ると思います。 

 

これからも家族がたのしく幸せに過ごせるように、この四点セットを使って行こうと思いま

す。 
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★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

山根木香織さま  ご職業：自営業  年齢：34  

 

 

シフト&新生を使う前は、偏頭痛や感情の波に悩んでいました。 

 

佐藤先生の講座を初めて受けた時にシフト&新生を使用されている受講者さんのお話を

聞いたのが、知るきっかけでした。 

その場でシフトをお借りし、愛用のパワーストーンを乗せたところ、パワーストーンがシュワ

シュワと浄化される姿を目にして、すぐに申込みをしました。 

 

シフト&新生を使い始めた動機はパワーストーンの浄化でしたが、実際に使いだすと自分

自身の浄化にお世話になることがメインになっていきました。 

 

偏頭痛の時は、すぐに新生を頭から被ります。頭から炭酸水を浴びたかのような、ひん

やりシュワシュワした感覚に包まれ、次第に頭痛が退いていきます。 

 

満月になると感情的になってしまっていたのですが、シフトを毎日就寝時に使い出してか

ら、意味もなく感情が荒ぶることが無くなりました。 

 

新生が届いたばかりの時に、愛犬を浄化しようと思い使ってみたところ、すごく嫌がられま

した。炙り出しだったのでしょうか。嫌がるのをめげずに使い続けていると、次第に受け入

れるようになり、今では新生を家屋浄化のためにリビングの床に敷いていると、愛犬がちょ

こんとその上に座るようになりました。お気に入りのようです。 

 

シフト&新生を使い出して 1年。 

体調不良が長引くこともなくなり、無意味に感情的にならなくなったことで、同棲している

彼との関係がどんどん良くなり、結婚することになりました。 

シフト&新生がなければ、今どうなっていたか想像がつきませんが、今こうして毎日が幸

せに暮らせていることに感謝しています。 

 

重病なわけでもなく、明確で重大な悩みがあったわけでもないですが、そんな私がシフト
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&新生を使う前と比べ、幸せ度合いが飛躍的に上がったのは間違いありません。 

もしも何か起きた時でも、シフト&新生がある安心感もすごいです。 

たくさんの人がこの安心感をもって暮らしてもらえたらと思います。 

 

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

Ｒ・Ｙさま  ご職業：父母 経営者 姪っ子 学生  年齢：父母 70代、姪っ子 16歳   

 

 

シフトを使う前、個人事業主になったがその仕事がうまくいかず、生活していけるかどうか

不安な状況でした。 

 

数年前、「出来なかった事が簡単にできるようになるセミナー」に参加した時、 

「セッションだけでも十分変わるが、シフトを使った方がより良い状態をいつも保てるので、

よりブレがなく良い方向に加速します。」と聞き、勇気を持って使い始めました。 

（シフトを毎月使う事はお金がかかるので、当時は不安で勇気が必要でした） 
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最初はよく使い方がわからず、セッションの度にどう使うか教えてもらっていた記憶があり

ます。 

（メールで質問すればいつでも教えて下さるがメールで質問していなかったので…笑） 

気持ちの部分での変化は、いつもフラットな感じ。 

思い通りにいかない事への気持ちの切り替えが早くなった事、拘らなくなった事、 

くよくよする事に意味がないと感じられる事、 

現実は自分で変えられるんだ、という事を心から実感し、 

更にそれが自分自身への自信に繋がっていく感じ。 

多少はブレる事もまだあるが、メンタルが安定する。 

雑念や余計な考えが無くなっていく感じ。 

どうでも良い事、気になっても仕方がない事に振り回されない心理状態を保てている。 

自分の感情と素直に向き合えて、外側の要因に文句が無くなり、 

今自分に出来る事をやっていこう、という気持ちを保てている。 

それでも残るものはセッションを受けている。 

現実面での変化は、 

仕事・お金・人間関係・ご縁など、全てが格段に良くなり、 

まだまだ上は目指して行きたいものの、 

営業成績がトップになったり、採用ムービーのコンサルタントに抜擢されたり、 

全てが好回転し続けている。 

今では全国トップ３％内のコンサルタントになれている。 

これからも更に好転させ、仕事の中身、内容を成長させ続けたい状況です。 

 

普段はシフトを 2枚 2つ折りにし、身につけています。 

娘も時々、シフトや慈悲慈愛など使っています。 

両親は新生を使っており、血液検査の数値など良くなっているそうです。 

家屋土地浄化にも使っています。 

 

佐藤さんのセッションと、自動浄化ツールに出会えていなかったら、 

今の状況にたどり着けていなかったので、 

佐藤さんのセッション、浄化ツールにとても感謝しています。 

佐藤さんと出会える機会があった事にも本当に良かったです。 

 

以前の私のように、お金のことを気にしたり、本当に効果があるのかなぁと思われている

方に一言・・・ 

気になるなら使う、迷うなら使う、 

私のようにお金を気にして使い始めても、結果その方が早く金運も良くなり、 
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心配する必要がなくなってきている。 

シフトを使う事も、セミナー参加も、決めた瞬間、それに沿うように、流れが変わる気がす

るし、実際いつも相応しく変わっている。 

これも佐藤さんのセッションの効果、シフトの効果だと感じるが、 

使いたい気持ちを優先させて、早く現実を変えたいなら、早く使って欲しいです。 

『その方向に向かいたいなら行動しないと変わらないですよ。（といつも佐藤さんから言わ

れています）笑』 

 

 

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

アレンさま  ご職業： 公務員  年齢：30   

 

 

シフトを使う前は、小さな失敗にいつもくよくよする毎日でした。 

なんでいつも自分ばかりこんな目に合うのかと思い悩んでいました。 

 

たまたまホームページを見つけてシフトのことを知りました。 

 

シフトを使い始めてから失敗することへの恐怖が和らぎました。失敗とは前に進むために
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必要なことであり、悪いものではないと思えるようになりました。今までにはない心のやす

らぎを感じています。 

 

シフトへいつもイスに下に敷いて仕事をしています。家では基本のポジションで使用して

います。 

 

もしシフトに出会えていなかったら常に恐怖を感じる人生をこれからも送っていたと思いま

す。シフトとの出会いに感謝しています。 

 

始めは効果があるのか半信半疑でしたが、確実に自分が変わっているのがわかります。

新たな人生を歩みたい人はぜひ活用することをオススメします。 

 

 

 
 

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 



 

128 

 

 

M・T さま  ご職業：会社員   年齢：43   

 

 

毎日の生活を楽しくしているには 

自分自身の心と体が元気で、充足されていないと、 

気持ちだけで頑張ろうとしてもしんどくなってしまいます。 

新生は、使う場所が限定されていないですし、持ち運びも簡単。 

必要な時に、必要なところへ持っていけるのは、本当に助かります。 

 

 

私は、会社員として平日働いていますので、 

職場の椅子には慈悲慈愛のスカーフを引き、余計なエネルギーをためないように浄化、 

自宅では、場のエネルギーを整えるために新生を使っています。 

職場には色々な人がいる分、色々なエネルギーが持ち込まれるものです。 

それを、気が付かず自宅に持って帰ってしまっては、その日の自分の状態を整えるのに、

毎日時間が掛かって仕方ない！ 

余分なものは持ち帰らない＆もらわない、それが一番手っ取り早い対応です。 

おかげで日々の自分をメンテナンスする浄化は、以前と比べたら今までの半分ぐらいの

時間で済むようになり、 

他にやりたい事に時間を使えるようになりました。 

 

さらに自宅には、 

新生をお部屋に置いておくだけで、見た目の綺麗さにとどまらず、エネルギー的なお掃

除が済んでしまいます。 

私が住んでいる土地は少し特殊で古くからの人の念が多い場所ですが、 

新生のおかげでお部屋の浄化に時間をかけず、自宅に帰るまでの間にパパっと済ませて、 

いい状態のエネルギーの場所で、食事をしたり、体を休ませることができています。 

私はこの方法を取るようになって、余分な疲れが溜まりにくくなりました。 

 

 

 

 

 

Ｑ、シフト＆新生を使う前は、具体的に何に悩んでいましたか？すべて教えてください。 
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毎日の自分の浄化に時間が掛かって仕方なかった。 

 

 

Ｑ、シフト＆新生をお知りになったきっかけは何ですか？ 

 

佐藤さんから聞いて。 

 

Ｑ、シフト＆新生をお使いになって何がどのようになっていきましたか？ 

 何がどう変わりましたか？ 

 

会社から持ち帰ってくる余分なエネルギーが少なくなったら、驚くほど浄化の時間が短く

済むように。 

また、ちょっと感情が波立っている時、自分の浄化に入る準備として利用したり 

食べ物の浄化に使ったり。 

一番の効果は、部屋の浄化だと思います。 

部屋に置いてあるので、帰宅するまでの間にささっと部屋の浄化が済ませられるようにな

りました。 

本当に助かります。 

 

Ｑ、どのようにお使いになった時に、効果を実感しましたか？ 

 また、今はシフト＆新生を普段どのようにお使いになっていますか？ 

 

会社の椅子には、状況に応じて慈悲慈愛を引いて座ったり 

部屋には新生を置いています。 

 

Ｑ、世界最強の自動浄化ツールを使っていなかったら？今あなたはどうなっていたと思

いますか？ 

 

毎日、眠気と戦いながらの自己浄化。 

ほんとうに時間が掛かって仕方なかった。 

 

 

Ｑ、以前のあなたのように、まだ同じお悩みを持つ方々へメッセージをお願いします。 

 

毎日、お風呂に入ったり歯を磨いたりするように 

目に見えないものの整理整頓ができていると、日々の生活や思考がスムーズになります。 
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悩みクセのある方には、特に使ってみてほしいです。 

 

 

 

 

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

Hawai さま  ご職業： 医療  年齢： 43  

 

 

私は、なぜこの地球に生まれてきたのか、長年探求しておりました。 

幼少から、地球生活に疑問があり、なぜ魂があるのか等問うも答えがでなく、辛くもがい

ていたかと思います。 

 

そんな時に、知人の方から情報を頂き、佐藤先生のブログを拝見させて頂き、一度、利

用をさせて頂こうとお申し込みさせて頂きました。 
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シフト＆新生を送って頂き、すぐに利用をさせて頂いた所、肉体的には、しばらくは、宙に

浮いているような、めまい感、フラフラした感覚がありました。(また生理痛がかなり辛くな

る時もありました。) 

 

環境的には、お陰様で、仕事(障がい枠)が決まり通っていますが、人間関係であまりトラ

ブルになった事がない私でしたが、今回は(やや障がいのある方)と組になって仕事をしな

いとならなく、感情をぶつけられたり等、物凄く辛い状況になってしまい、我慢して頑張っ

ておりましたが、ついに相手が怒りだしたり収集付かない状況になってしまい、泣きながら

も、悩み辛さを勇気を持ち上層部に伝えられる事が出来ました。 

その事がまずは良かった事かも知れません。 

 

(なぜ、私に対象出来ない様なエネルギーを吸う様な、怒らせたら、事件になりそうな方

と、仕事を二人組になってしないとならない状況を 

引き寄せたのか、、、今も答えが出ませんが、佐藤先生のお言葉を使わせて頂くと、荷

物だったのでしょうか、、(ToT) ) 

 

現実的に上層部に何とか伝えられた事で、その方は、当日早退し(新生 version 4 を送

って頂きすぐの事です)仕事を休んでいて、正直助かり、仕事がしやすいです。 

 

会社側も、もうその方が辞職しないなら、会うことがなく仕事が出来る環境を整えてくださ

る様で感謝です。新生 version 4を送って頂きすぐの事です。 

 

また、疲れやすさが、以前より楽になっているかと思います! 

 

そして、今までは、集合無意識(特に日本独特の)の色々なものを、無意識か引き受けて

しまい、気付き、出来る限り対処していましたが、目に見えない何かに邪魔をされていた

イメージでした。 

 

それが、新生を使わせて頂き、バリアが少しずつ出来てきているような事が効果かなと

思っております！ 

(まだ幻聴などはあります)(心の中で、邪悪なエネルギー体に対し、私のエネルギーに入

るな！と怒鳴るイメージが、今までは、かえって反逆され、私が倒れそうにヘロヘロしてし

まうイメージでしたが、気づくと対処出来ている感じです) 

 

 

日常的には、佐藤先生にアドバイス頂き、寝る際に四つ折にして使わせて頂き、外出、
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仕事の際は、バッグに入れ持参させて頂いておりました。 

 

もし、世界最強の自動浄化ツールを使っていなかったら、予想ですが、仕事が決まらなく

悩んでいたり、何らかの存在、エネルギー体に操作され続けていたかも知れません。 

 

同じように悩んでらっしゃる方が、もしいらっしゃいましたら、是非 一度、佐藤先生の新

生をお使いになってみられる事をお勧めさせて頂きます。 

 

きっと皆様それぞれ善き体感等あるかと思います! 

 

 

 

 

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★ 
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Ｎ・Ｉさま  ご職業： 自営業    年齢：  48   

 

 

最初の 1 ヶ月でも書ききれないほどの 

変化がありましたが 

最近のいちばんの驚きといえば、 

娘の変化です。 

 

娘は中学生の頃から、わたしに対して 

壁を作っているように思える態度でした。 

仲が悪いわけではないのですが、 

会話をしたがらず、なにを聞いても 

必要な話を一言で済ませようとし、 

甘えてくることもなく、いつも人を寄せ付けないような感じでした。 

 

雑談を楽しめる温かい関係性ではなかったのです。 

寂しいと感じていましたが 

娘はわたしに心を開いてくれることはないのかもしれないと諦めていたのです。  

 

新生とシフトを使いだしたときにも 

そこはフォーカスしていませんでした。 

ただ、毎日気持ちよく使っていただけしたが、1 ヶ月が過ぎた頃、娘との LINE(いつもなか

なか既読にならない)にすぐ既読がつくようになり、こちらからの LINE にその日のうちに返

信がくるようになり、会話がすこしずつできるようになりました。 

帰省してきたときには、別人のように言動が変わり、普通に楽しく会話ができるようになり

…。自分の思っていることや気持ちを話してくれるようになりました。 

 

狐につままれた、とはまさにこのことを言うのでしょう。  

嬉しい反面、夢でも見ているのでは？と 

いまだに首をかしげてしまいます。 

人間の性格が 1 ヶ月前と 1 ヶ月後に急に変わるわけはないのに 

本当に別人のような素直な姿を見せてくれるようになりました。 

心当たりは、新生とシフトだけです。 

このようなことがあるのですね… 

本当に驚いています！ 
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佐藤先生、 

ありがとうございます(^^) 

 

これからもよろしくお願いいたします 

 

 

 

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

Y・N さま  ご職業： セラピスト    年齢：40 

 

 

シフト＆新生を使う前は、対人関係、人と関わるのが怖いと思っていた対人恐怖、心に

土足で踏み込まれると思っていた人との距離感、人と関わってはいけないと、殻に閉じ

籠っていました。 
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伝えたいこともあるんだけれど、伝えると嫌われると思う恐怖感。 

 

不安と恐怖が、とても強く出ていました。 

 

体調面は、難聴と痙攣。 

 

40 年、痙攣と付き合ってきて、病院の先生に「痙攣は治るんですか？」と伺うと、「治ら

ないよ」と言われガッカリしたのを、覚えています。 

 

過去 3 回コンディショニングを受け、その後、メルマガ登録をし、シフト＆新生という商品

があることを知りました。 

 

購入するにあたり、少し迷いましたが、申し込んで良かったです。 

 

前は、コミュニケーションの自由を奪われたような生活でしたが、シフト＆新生のお陰で、

対人恐怖がなくなり、変に怯えることもなく、いつも人との間に感じていた、壁もなくなり、

安心して関わることが出来ています。 

 

そして、怒りを溜めている人、愚痴ばかり言う、関わったら危険な人の見分けもつくように

なりました。 

 

新生を 4 つ折りにし、頭から敷いて寝た翌日は、身体が軽～くなっていて、本当にびっく

りしました。 

 

職場でも、徐々に対人関係が改善されていき、楽になっていきました。 

 

１度ふたが開くと、また違うふたが開くようで、問題がわんさか出て来ては浄化する日々

でした。 

 

お陰様で、随分とクリアになりました(笑) 

 

もし、世界最強の自動浄化ツールを使っていなかったら。 

 

なんとも出来ないもどかしさで、なんだかんだと愚痴ばかり言いながら、でもどうすることも

出来ず、閉じ籠るか、押さえつけられてキレるか、諦めるか、だったと思います。 
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ただの危険な人になっていたかも、知れません。 

 

今、悩んでいる方がおられましたら、是非１度、試されることをオススメします。 

 

悩んでいる時間があるなら、その時間を使って、浄化したほうが早いです。 

 

同じところに立ち止まって悩み続けるより、さっさと浄化して進んだほうが、何年分もお得

です(笑) 

 

 

 

 
 

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★ 
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Ｙさま   ご職業：シナジスト   

 

 

84歳になる母は、この数ヶ月、眩暈が頻発するようになってきました。そういう時に 

は頭の中がボーっとして部分的に重く感じるそうです。 

病院で検査をしましたが特に異常は見当たらず、加齢によるものと言われて半ば諦め 

ていましたが、試しにシフトを使ってみました。 

 

椅子に腰かけて、三角形に折ったシフトを胸にかけて首の後ろに回すと、すぐに気分 

が軽くなるのだそうです。その状態で 10分ほどすると顔色も良くなり、話し方もハッ 

キリしてきます。 

このスカーフは本当に不思議だと言いながら、最近ではテレビを見ながら使っていま 

す。 

 

眩暈が治まることは勿論ですが、気持ちが明るくなって表情が豊かになることがとて 

も有り難いです。理解しようと意識を向けてくれるのが分かり、一緒に居る私の気持 

ちも明るくなります。 

 

シフトがあるお蔭で日常が明るくなり、気分良く過ごせて感謝しています。 
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★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

しげさん   ご職業 : 音楽家   年齢：52   

 

 

使い始めて、結構な時間が経ちました。 

当時は瞬きが異常に多く、目がぎゅーと 

瞑ってしまうので、脳神経内科に受診し、眼瞼痙攣と診断されました。 

歩くのも運転するのも勝手に目が閉じてしまうので、生活も難しく、演奏も楽譜を見るのが

とてもしんどかったです。 

 

ボトックス注射を打ち、それは少しずつ良くなってきましたが、3 ヶ月くらい経つと 

同じことの繰り返しでした。 

 

新生スカーフを旅先にも持っていき、 

悪いところが良くなるよう願いを書き 

結構な時間が経ちました。 

 

今では、なにも喋らず、食べず、顎を動かさなければ、目はちゃんと開いてくれるようにな

りましたが、 

喋るのがとても難しく、声を出す、顎を動かすと、勝手に力が入ってしまい、 

うまく喋れたり、食べたり出来ないのです。 

なんとか喋れても、その時は必ず目がぎゅーと瞑ってしまい、おかしな表情になってしま

います。 

ステージに立つため、MCなどが呂律が回ってないような感じで、とても困難です。 

演奏だけは、いつもうまくいってます。 

喋れなかったらどうしよう。。 

という、 

またそれがストレスにもなります。 

 

人との食事も極力行かなくなりました。 
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おかしな表情を見られるのが嫌だからです。 

 

でも、以前と比べたら、顔の筋肉、喉の筋肉を動かさなければ、おかしな表情にはならな

いですし、目も開いてます。 

 

もう少し信じて、スカーフに願いを書いてみようと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

未来 A   ご職業：パート    年齢： 52  

 

 

長年アトピーで悩んでいた息子ですが、新生を使ってから 
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何をやっても効果がなかったアトピーですが、ずいぶんよくなりました。 

 

まず背中は見た目がきれいになってきました。 

 

新生を使う前は、背中だけがアトピーがひどかったのですが 

新生を使いだしてしばらくすると 顔や首、腕、太もも、ひざの裏 

全身にアトピーが出てきました。 

 

 

かゆみも前は、一度かゆくなるとしばらくはかゆくて 

何をやってもダメでしたが、 

いまは、かゆい時はまだ残っていますが、かゆい時間が短くなりました。 

 

 

本人も希望が見えてきたのか積極的に新生を使うようになりました。 

 

まだアトピーは完治していませんが、新生を使い続ければ 

良くなるとわかったので、このまま続けていきたいと思います 
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★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

かずみん   ご職業：  会社員   年齢： 41  

 

 

今まで全てうまく行かない、何て自分はダメ人間なんだろう。毎日不満ばかりで常にイラ

イラしていた。 

そんな時佐藤さんのメルマガでこのシフトを知りました。 

使ってみると 1 番、分かりやすいのは毎晩寝る時に「幸せだなぁ」という気分になるように

なってきた。使い方は「新生」を敷いて寝る。起きた時に「シフト」でチャクラを流す。 

この浄化ツールを知らなければ、毎日不満ばかりで、些細な幸せを見逃していたかも知

れない。 

これから使う方には、使い方がとても簡単なので、難しく考えずそして面倒くさがらず使っ

てみればいいと思う。 
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★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

ひでらん    ご職業：主婦     年齢：55   

 

 

いつもお世話になっております。 

新生は、いつも頭の下に四つ折りにしてひいて夜、寝ています。 

主人は、背中の下にやはり四つ折りにして母は、頭の下に四つ折りでひいて夜寝ていま

す。 

私と母は、何事もいつまでもこだわらないようになった気がします。何か問題が起こると以

前は、いつまでも腹を立てていたりその事をずっと忘れずに思っていたと思いますが、今

は、いつまでも気にせずに次に進んでいると感じます。そして考え方が、以前は、ネガティ

ブな事が多かったと思いますが、今は、頭がポジティブに変わってきていると思います。

これも新生のお陰ではないかと思います。以前は、本当に心の葛藤がいつまでもあり怒

るという事にとてもエネルギーがいり心身共に疲れていたと思います。随分楽になりまし

た。 

本当にありがとうございます！ 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

R.O さま  ご職業： 会社員   年齢： 37  

 

 

先生から渡された瞬間、物凄いパワーを感じました。 

早速その日から毎日使ってみました。 

その日の不快感はその日のうちになくすのが習慣でもあり趣味にさえなっていました、 

 

そんなある日、突然原因不明の頭から腰への激痛で苦しむことになり、先生に相談させ

て頂きしっかり納得できた上で新生を使って毎日寝ました。 

お陰様で 2週間程で痛みは綺麗になくなり、その後は毎日楽しく暮らしています。 

 

新生のパワーは計り知れないものであると実感できた出来事でした。 
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これから沢山の人が私のように救われると思うととても嬉しく思います。 

益々人生を楽しめること間違いなしです！ 

 

皆さんが平和で元気で笑って楽しく仲良く生きられる素晴らしい世界、未来であることを

切に願います。 

近い将来そうなると思います。今から楽しみです。 

本当に心より感謝致します。 

ありがとうございました！！ 

 

 

 

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

アキさま  ご職業： 介護   年齢： 53 

 

自分の気持ちを、言葉にまとめるが苦手なんですけど、少しでも、他の方の参考になれ

ばと思いまして。 
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最初は、子供不登校から始まって、私や主人や主人の両親の問題が、次から次へと自

分達では、抱えきれなくなってから。 

 

ブログである方の掲載されているヒーラーさんのご紹介で、佐藤さんのシフトと新生の事

を紹介して、頂いて、新生とシフトを使用させて頂いて、娘が、不登校だったのが、学校

に行けるようになり楽しいと言うまでになりました。 

 

 

娘には、使わせようと思って２日位は、新生をひいて寝せていたのですが、３日目位から

嫌と言い出したので、私と主人で使用して、娘が、めぐるましいくらい、変わって行き、今

は、時々学校を休みたいと言う時もありますが、必ず行ってます。 

 

 

私は、職場で色々と人間関係で悩んで、辞めたいと思っていましたけど、周りの人の態度

が、変わり初めて今、順調に仕事が、出来てます。 

 

後は主人の事と主人の親の事ですが、少しづつ、変わり始めてます。 

 

これも、佐藤さんの作って頂いたシフトと新生のおかげです。本当ありがとうございます。 
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★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

T.O さま  ご職業： 会社員  年齢： 51 

 

 

私は毎日の長時間残業とその仕事のストレス、人間関係で疲れていました。 

 

そんな時、佐藤さんのブログとメルマガで、全自動浄化ツール(シフト)の存在を知りました。 

 

 

不快な感情や思いが全自動で浄化してしまうのは半信半疑でしたけど、他の方の変化

の御報告を読ましていただき、挑戦してみようかと思いました。 

 

とにかく毎日の仕事が終わるのが遅いものですから、毎晩布団の下に敷いていました。 

 

 

１週間ほど使用しまして、気がついたところは、 

 

・毎朝、起きた時の疲れの抜けた感覚が全然違い、とてもスッキリとした目覚めで起きら

れます。 

 

・仕事中の人間関係のストレスと、仕事そのものへの神経の疲れがとても軽減されていま

す。 

 

 

ある時、１度転倒による手首の打撲があり痛みが抜けなかったので、 

一晩浄化ツールのスカーフで包んでみたところ、翌朝痛みがほとんど抜けていました。 

 

これにはビックリしています。 

 

既にこのツールを一年以上使っていますけど、このツールが無かったら、 
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毎日の生活や人生そのものにもっと疲れている状態だと思います。 

 

現在は、自分の人生を変える為の勉強にも以前よりさっそうと取り組める様になっていま

す。 

 

そのくらい毎日が変わってきています。 

 

 

このツールは、快眠したい、仕事疲れを軽減していきたい、人間関係のストレスを減らし

たい、この様な方にかなりおすすめになります。 

 

人生の流れも変わっていく実感がしてきますよ。 

 

 

 
 

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

Ａ・Ｈさま  ご職業：自営業  年齢：40歳 
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シフト＆新生を使う前は、自己承認、自分自身を認めて上げることができなかった。まだ、

まだと思っているうちに体調崩したり、 

特に女性系が生理痛がひどく、1 日目、2 日目は食事を戻してしまうほど痛みや経血の

量が多く、貧血もあり、毎月がどのような症状になるか不安だったり、経血の量が多かっ

たので仕事も気にしながらするような状態でした。 

 

シフト＆新生は、インターネットの検索しているうちにたどり着きました。気持ち部分に関し

てはブロック解除、ヒーリングなどなど色々試してきました。 

 

生理痛に関しは、薬、アロマ、ハーブなど。以前に手術もしたことがあります。それでもダ

メであればヒーリングなども試してきました。それでもどうにもならなく、この状況を打破で

きることができないかということで探していました。 

 

シフト＆新生は、まだ気持ち部分はあまり良くわからないのですが、生理に関しては、2日

間ほど本当に起き上がるのがしんどかったのですが、重いのは 1 日程度に減ってきてい

ることや痛みが強すぎて吐き気をもよおしていたのですが、それも減って来ていると思い

ます。 

 

 また、日中は部屋の浄化をしているのですが、部屋の空気感がすごく澄んできて、居

心地がとても良いです。掃除をする気分も乗り、部屋も以前よりキレイに保たれているか

な？と自分なりに感じています。 

 

佐藤さんに色々ご指導いただきながら、ベットに引き上半身を浄化することが多いですが、

イメージした後、そのまま寝てしまうのですが、 

寝付きがとても良く、とても寝ていても心地よいです。以前より夢を覚えていることが多い

のですが、眠りが浅いのでしょうか？それとも何かが夢として出てきているのかもしれませ

ん。 

 

生理に関しては、これ以上状態が悪くなれば、薬を使って生理を止めていたりしていたか

もしれません。以前も薬を使って止めていたことがあるのですが、薬の作用で体重が増

えたり、気分も悪くなってしまったのでどうしても使いたくありませんでした。 

 

 薬を使わないように今使わせていただいているのでより改善していくことを願って使用さ

せえてもらいます。 

 

 気持ちの部分でも、自分の事を受け入れることができるようになり頑張り過ぎない自分
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も認めて挙げられるようになり、ストレスも減少してきたように感じています。使用して 2 ヶ

月ですが、自分の住んでいる環境も体もクリアになってきて軽くなってきているようになっ

ています。そのような中で、色々挑戦していくことがまた改めて楽しくなっています。 

 

出会えたことに感謝しています！ 

 

 

 
 

 

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

「世界最強の自動浄化ツール」シフト＆新生 

http://www.blessings-you.com/unki/auto.html 

 

★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

 

http://www.blessings-you.com/unki/auto.html
http://www.blessings-you.com/unki/auto.html
http://www.blessings-you.com/unki/auto.html
http://www.blessings-you.com/unki/auto.html
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人生とは、浄化×行動。 

 

すると道は切り開かれ続けます。 


