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ムナイキ  ・イントロダクション  
 

「 宇宙エネルギーと繋がり４ヶ月で輝く理想の自分になる」 
 

 

ムナイ・キはインカでのシャーマンの間で引き継がれる  
宇宙エネルギーのおおらかな愛と叡智を授ける儀式で、  

あらゆる心の傷を癒し、怖れと不安を拭い、自分自身が愛の存在になり、自分の使命に気付
き、自分らしさを最大限に引き出すエネルギー伝授の一連で、受けた本人も癒し手の伝授マ

スターとなるメソッドです。  
 
 
 

• ムナイはペルーのケチュア語で「愛と意志」を意味し、キは「気」のエネルギーの事。 
 

• シンプルに言えばムナイ・キとは「愛のエネルギーを自らに与えましょう」そして「ありの
ままにあなたを愛しましょう」という意味です。 

 
 
 

By カシオピアかずえ：日本人初、国際登録ムナイ・キ伝授マスター 
kashiopia@aol.com 

https://www.kashiopia.com/ 
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儀式を受ける事で授かる恩恵：  
 
*自分も他人も許せるようになり、家族関係の修復が容易になり、友人・人間関係も穏やかになる。 
 
* 物事の具現化が急速し、最善で必然な出来事がどんどんシンクロして起こる。 
 
* 制限をもたらす思い込みが外れ、邪魔になっていた過去や過去生の痛みを癒す。 
 
* 自分に対する価値と評価がわかり、人との境界線をはっきりさせる事と自分の人生のコントロー
ルを取る事がうまく出来るようになる。 
 
* 仕事、恋愛、生き方や性格の変化など様々な面で新しい展開が起こる。 
 
*今までと違った生き方をすんなりと選べるようになる。 
 
*人や土地との縁が広がり、新しい世界に押し出してくれるサポートが得られる 。 
 
* 脳の能力が上がり叡智が増す。 
 
* 人を癒す力が活性化され、新しい形のリーダーシップが取れるようになる。 
 
* 宇宙エネルギーとの繋がりが強くなる。 
 
* 内なる女性性と男性性が癒されバランスが取れる。 
 
* 創造と創作のキャパシティと能力が上がる。 
 
* 意識の変容が起こり精神的な進化が加速される。 
 
* セルフイメージがポジティブになる。 
 
* 勇気が出て自信と自己肯定力が高まり、自己実現や自己成長が促される。 
 
* 人生での使命がクリアになる。 
 
*グラウンディングがしっかりできるようになり、 他人の波動や言動にいちいち影響を受けなくな
りブレなくなって心が楽になる。 
 
* 目指す方向が分かって、今までできなかった事ができるようになり、本当の意味で自分のために
生きていける。 
 
*ただ存在するだけで愛されている確信を持ち、いつでも安心して安定した心もちでいられる。 
 
*愛もお金も、全ての良いことに対して受け取り上手になる。 
 
*本当の愛の言葉と行動を理解する事ができるようになり、自分でも実践し行動していけるように
なる。 
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ムナイ・キとは  
 
ムナイ・キはペルーのアンデスの聖なる山に住んでいた、古代インカ人の子孫がなすケロ族

におけるシャーマンの儀式でした。本来ムナイ・キの儀式は、何年も聖なる学問を学んだうえで受
けられるもので、その後も学びながら時間をかけて一つずつ受けられるものでした。けれどもイン
カの長老は、我々皆が人間の進化において危機的な状況に直面しているため、なるべく多くの人間
が儀式を伝授されるべき時が来たと信じているため、今日では修行や学問を受けていない者でも受
けられるようにと授けられた一連のエネルギー伝授です。人生を変容させたいという志と願いを持
っているならば、誰でもムナイ・キの 9 つの儀式を受ける事ができ、その恩恵を受けることが可能
です。 
 

地球の守護天使的なエネルギー体である「アースキーパー」の叡智に対して心をオープンに
するだけで、全ての恩恵とギフトは与えられます。ギフトを受け取りたいと願えば「新人類になる
ための情報」が儀式からもたらされるのです。そうして我々皆の中にすでにあるけれど眠っている、
神の意識、あるいは「聖なる脳」とも呼べる潜在意識の部分が呼び覚まされます。 

 
ムナイ・キはエネルギー伝達ですから、今世の心の痛みはもちろんのこと、カルマ的なもの、

そして遺伝的なものでも、過去の傷を癒してくれます。波動のレベルを上げる事で、天使と呼ばれ
る「光の存在達」との繋がりができて指導をいただけるようになります。そして自分では直接体験
してはいない出来事でも、自分の記憶として思い出すこともできるようになります 。 
 

ムナイ・キはエネルギーフィールドの波動を変える「種」で、魂の目的を意識することを促
進させます。ムナイ・キの一連の流れは、自らの光を表現する為に邪魔になるものを一掃し、為す
べきことが深くサポートされるように、安心できる神聖な空間をこの世に用意してくれます。儀式
伝授の後、魂の進歩の間ムナイ・キのエネルギーが完全に自分の一部となるには数ヶ月から数年か
かると言われてはいます。 
 

今こそ心を開いて魂を表現し、意図を拡大し、この素晴らしいジャーニーを経た上で前進す
る為にお互いをサポートしていく時です。ムナイ・キのエネルギーは、今までは精霊か大自然から
直接伝授されるものでしかありませんでした。けれども今、人類の進化の中で、初めてこれらの儀
式が人から人へと伝えられるようになりました。 現在世界中でまるでウイルスのようにムナイ・キ
伝授が拡まってはいますが、決して悪いものではありません。害ではなく益を、怖れではなく愛を、
そして生気のなさではなく、人生に対してのやる気をもたらしてくれています。 
 
 

伝授したいという気持ちと魂が、この 3 次元の世界以外の何かを体験したいと焦がれている
事を感じるならムナイ・キを受けるべきなのかどうかは感覚的にわかるはずです。これを読んでい
るあなたは、もうすでに、今までと違う生き方があり、宇宙の創造と関わる方法がある事を心の奥
で知っているのではないでしょうか？ 
 伝授を受けた方々の中にはエネルギーが肉眼で見えるようになったり、それまで一度もコミ
ュニュケーションを取ったことのなかったスピリットガイドからのメッセージを受け取れるように
なったり、頭の中にイメージや言葉が浮かぶ形で答えが与えられたりするようになった方々もいま
す。ムナイ・キは人生を一変させてしまうほどの力を持つので、魂の向上を目指す方々には是非受
けていただきたいとおもいます。そして人類の大いなる意識変容の支援として、清廉さと愛である
「ムナイ」をもってなるべく多くの人に伝えていっていただきたいです。 
 
 人は皆他と分かち合うべきギフトを世に出す為の全てを持って産まれてきました。心の中に
は創造のための情報と、今まで存在した全てのものとこれから存在するすべてのものの記憶があり
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ます。今までどこにいたとしても、何が過去に起こっていても、そういった記憶に影響はありませ
んし、全ていつでも思い出すことができます。 
 
 エネルギー的ヒーリングの視点から見れば、ちょっとした負の記憶や、今までにやりきって
ないこと、そして先祖と先祖の歴史などは、今のあなたの細胞とエネルギーフィールドに生き続け
ます。こういった負の痕跡は認識を歪めさせ、心の永遠の叡智に気づくことから遠ざけてしまいま
す。そんな痕跡がもたらす情報などはもう手放してもいいことですし、心に光をもたらす時が来ま
した。この叡智の中には、私たち人類の子孫のその子孫が住む世界のビジョンがあります。あなた
自身、偉大なる転換期の一部を担うために、人類の進化の素晴らしい時間を選んでここにやってき
たのです。「千載の時を超えて予言されていた黄金の平和時代」を解除する鍵として、欠くことの
できないパズルの破片があなたの中にあります。 
 
 科学的に見れば心臓の電磁場は身体の他の器官に比べると 5000 倍も強いのだそうです。で
すから、心からの表現をすれば、強力な波長を宇宙に送ることになります。物理的にも似たものは
共鳴するといいます。それはあなたの周りの世界も、あなたの心から波長に調和するものの集まり
になり、その波長を具現化させる事になるということです。 
 

ムナイ（清廉さと愛）の道を進むと、地球とも宇宙とも調和して生きることになります。そ
んな波長に同調すると宇宙がいつでも協力して導いてくれます。ハチドリが毎年スケールの大きい
5000 マイルという距離を何の心配もせずに飛ぶように、あなたも最高の運命をたどるように導かれ
るでしょう。周囲 が変わるにつれて、心の中にある、世界と分かち合うべきの、あなただけが与え
らえるギフトを見つける勇気が出るでしょう。怖れを手放し、間違った思い込みを手放し、自分と
他人を許し、全てのものと自分自身に思いやりと忍耐力を持ってください。 
 

そして最たることとして今までの自分、今の自分、そしてこれからの自分に対して愛と尊厳
を持ってください。心の平穏と共にあるように心がけて、創造主のストーリーを反芻してください。
そうすれば心が内なるものも外なるものも反映させる透きとおった湖となり、魂があなただけの生
命の歌を歌うでしょう。 
 

ムナイ・キは全く新しい世界をこの世に顕現させる夢を見るための招待状です。人類の変貌
が完全になされるには何年もかかると言われています。だから今こそ、このエネルギー的な進化の
一部となってください。意識を向上させ、自分の人生のコントロールを取り戻し、自己責任につい
てもっと認識を持ってください。 
 

ムナイ・キは国際的な活動ではありますが、組織というわけではなく年間費がかかったりす
るようなものでも、ネズミ講のようなものでもありません。ムナイ・キの儀式自体にはお金はかか
らず、組織への献上金のようなものはありませんが、それぞれの講師が自分の時間やかかる費用に
は対価として独自に設定することができます。そして、全ての儀式を受けた方々は皆、ご自身も伝
授者となれます。 
 

ムナイ・キの創設者であるアルベルト・ヴィロルドはビジョンと意図を統一すれば宇宙が一
緒になって活動的に動いてくれると 何度も言っています。 
 

「聖なる領域で（つまりは自分を大切にし、かつ人のために）活躍しようとすれば、 
奇跡は起こる。」 

 
☆.。．†：＊・゜☆．。†．：＊・゜☆ 
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☆.。．†：＊・゜☆．。†．：＊・゜☆	
	

マヤの最長老ドン・アレハンドロの予言  
 

「夜明けを迎えるがよい。愛は人間のためだけではなく、命あるもの全てのためのものであるから、
人もその他、生きとし生けるもの全てが、平和で幸せに生きれるようにするがよい。我々は太陽の
子供であり、時間の子供であり、空間の旅人である。今こそ世界に出て光を拡げる時である。 聖な
る炎はこの目的のために保存されていて、天と地のバランスをとるために我々が全てを愛し、どう
かなってしまったこの世界すらも愛することを必要とされる時が近づいてきた。警告の時がやって
来たが我々にはそう長い時間は残ってない。」 
 
 

☆.。．†：＊・゜☆．。†．：＊・゜☆	
 
 

ペルーのシャーマン、ドン・マニュエル・キスペの言葉  
 
「我々はいつだって人類そして惑星が今後成るべくして成る姿を達成する手助けとなる過程と儀式
をもたらす身体の保持者である。そのような過程はネイティブアメリカン（インディアン）達だけ
のものではなく全世界のためのものである。 
 
 

☆.。．†：＊・゜☆．。†．：＊・゜☆	
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ムナイ・キの 9つの儀式： 

 
1. ヒーラーの儀式 （あらゆる過去やカルマを癒す）  
光の存在の系統の天使的存在に繋がり、癒されるだけでなく内なるヒーラーを覚醒させる。 
 
2. パワーの帯の儀式 （負のエネルギーに対する防御壁が築かれる）  
あらゆるネガティブから防御する五つの光のベルトが自身のオーラ層を覆うように組み込まれる。 
 
3. 調和の儀式 （チャクラのバランス、強化と癒し） 
七つのアーキタイプ（原型）をそれぞれ呼応するチャクラに伝送し、チャクラに溜まった精神的な
澱を燃焼させる。 

• 第１チャクラ・過去の在り方を脱出し美しい生き方を追求する  
• 第２チャクラ・負の感情や思考を手放して強いメンタルを持つ 
• 第３チャクラ・未知なる世界へ飛び出す勇気とどんな状況でも楽しめる心を育てる 
• 第４チャクラ・高い視点と観点を持ち、高い精神性で生きる 
• 第５チャクラ・潜在意識と繋がって自分を知って、クリエイティブになる 
• 第６チャクラ・日常生活のやりくりの煩わしさが軽減される 
• 第７チャクラ・時間軸を超えて問題の解決法を見つける 

 
4. 預言者 /超感覚の儀式 （チャネリング能力開花）  
視覚皮質と第 3の目とハートのチャクラをつなぎ、見えないエネルギーとスピリットの世界を認識
する能力を覚醒させる。 
 
5. デイキーパー・日の守り手の儀式 （女性性の癒しとバランス）  
マスターヒーラーの系統の者達と繋がることで内なる女性性を癒し、怖れを乗り越え平穏を実践で
きるようになる。 
 
6. ウィスダムキーパー  ・叡智の守り手の儀式 （男性性の癒しとバランス）  
過去と未来の光の存在の系統の者達と繋がる事で内なる男性性を癒し、時間軸を超えて癒しの教え
を得て、永遠を感じる事ができる。 
 
7. アースキーパー・地球の守り手の儀式 （自分のスピリットガイドと繋がる）  
この銀河系の守護をしている大天使の系統の者達と繋がり、「視る者」の在り方を学び、夢見る世
界を現実化する手助けをしてもらえる。 
 
8. スターキーパー・星の守り手の儀式 （若返りと身体の癒し・DNA修復）  
大いなる変化の後も身体の安定が確保され、光のホモ・ルミナスとなり歳の取り方も修復能力も死
に様までも変わる身体へと進化する。 
 
9. クリエーター・創造主の儀式 （創造主のエネルギーと繋がる）  
内なる創造主の光を覚醒させ、小さな砂粒から宇宙の最大の銀河の塊まであらゆる創造物の管理を
する責任を感じるようになる。 
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私、カシオピアかずえの体験 
 
 
ムナイ・キは決して教理でも宗教でもありません。ムナイ・キと関わることによって何かを諦めた
り、反対に何かを意思に反して受け入れなければいけないと云う事や、何かを購入しなければいけ
ないようなことはありません。どのようなライフスタイルで何を信じて いても全く関係なく、ムナ
イ・キはただ自分の人生をしっかり受け入れ、この生を全うすると云う理解を深めてくれて、あら
ゆる経験の繋がりを細やかに体感させてくれるだけです。 
 
私自身は幼少期の親との関係の影響で随分と長い間自分に価値を見出せず、低い自己肯定感に苛ま
れ、鬱状態を何度か体験してきました。そういった負の感情の反動で、ヒーリング手法、スピリチ
ャル哲学、神秘学、そして勉学では心理学を修士号まで修めました。それでも結局、理論だけでは
潜在意識に埋め込まれた長年の負の思考の癖が完全に書き換えられることは無いということを実感
するだけでした。 
 
ところが、ムナイ・キと出会い、伝授翌日にそれまで何年も無視していた日本に帰ってこなければ
いけない使命に気づき、帰国後は仕事、家族、恋愛、人間関係全てにおいて好転し、驚くほどのシ
ンクロが重なる毎日になっています。ムナイ・キは言葉だけでは到底たどり着けないレベルで魂を
癒し、人生を変えます。 今は私自身が愛と許しの存在になることで、心の自由と豊かさに満ちた人
生を満喫することができています。ムナイ・キは生命エネルギーの波動を上げる宇宙エネルギーと
繋がり、何があっても自分を見失わないよう芯を持って生きる強さを授け、進化成長を促してくれ
るので、セラピストとしても、今まで学んできた知識が統制され統合され、それぞれの能力がパワ
ーアップした事を実感しています。  
 
ムナイ・キ伝授は本来、３万年前から古代インカのシャーマンたちの間でだけ受け継がれて来た叡
智でしたが、この混乱と破壊の時代を私達が乗り越えられるように、容易に人から人へと伝えられ
るよう、アンデスのシャーマン達が2006年にアメリカの人類学博士アルベルト・ヴィロルド氏に伝
えたられた儀式の一連です。私の師匠の師匠の師匠が、創始者アルベルト・ヴィロルド氏であるの
で、私は4代目となります。 

ムナイ・キの儀式はその人個人のための魂のジャーニーの「種」を受け取るもので、どう芽を出さ
せ育てるかはその人自身の責任となります。そうして意識の拡大が起こり、自己に対する理解が深
まるのでまずはその過程で自らが癒されます。伝授の儀式中、本人は特になにもしなくていいので
すが、伝授後はガイドラインに沿って自分を見つめるため、日々５～10分の瞑想をしてワークして
もらいます。学びに気付けば気付くほど、本来の自分が覚醒し、 真に望むものや必要な事柄が引き
寄せられてきます。つまりムナイ・キにより宇宙エネルギーと繋がると、幸運の引き寄せであるシ
ンクロニシティーが毎日のように起こるようになります。シンクロニシティとは「起こるべきして
起こる偶然の一致」という心理学者のユングが提唱した概念ですが、物事が現実化していくように
なり、進むべき道が開き始めます。そしていずれは、この素晴らしい古代の伝統で天からのギフト
である叡智をさらに伝授してゆくヒーラーへと成長してゆきます。 

ムナイ・キを伝授することによって自然の流れに身を委ね、自分を信じ大切にして行動するという
シャーマンのエッセンスを理解する事ができます。シャーマンとは「癒す者」であり、自らの人生
を意思の力で能動的に作り出す生き方をし、それによって周囲に調和をもたらし、人々が平穏と喜
びに満ちた人生を送れるよう導く者の事です。心の中に愛を持つ事は、どんな儀式の手順を学ぶよ
りも、呪文の言葉を覚えるよりも、物理的な道具を持つよりもはるかに大切です。シャーマンの意
図と行動は優しさ、思いやり、 そして人間愛を基盤としていて、そこには人種、国籍、宗教、その
他諸々のバックグラウンドは全く関係ありません。ムナイ・キは自らが平和、調和、喜び、信頼と
思いやりの存在になることで世界にポジティブな影響を与える者となっていくことを可能にします。  
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メソッドの流れ 
 

９つの儀式とチャクラの開花全ての過程は１６週間ほど伴います。その内、講義とエネルギー伝授
の儀式を２～３回に分けて受けていただきます。 
 
場所は神奈川県相模原のプライベートスペースで、最寄り駅はJR横浜線相模原駅になります。 
駅から歩いて２０分ほどの距離になります。（受講者希望者様が二人以上の場合地方出張も考慮さ
せていただきます。） 
 
初回は２～３時間ほどの講義があり、その中で科学と哲学とスピリチャル思想を実践するための学
理を手ほどきさせていただき、その後３０分ほどでエネルギー伝授のステップを１から３まで施さ
せていただきます。 
 
それからの１５週間は、自宅での個人ワークになります。毎日サポートをさせていただきますので、
それに従い日々５分から１０分ほどの瞑想的なワークをしていただき、ご自身で日記形式の記録を
とっていただきます。 
 
１５週間のプロセスが終わった時点で再度相模原に来ていただき、次のステージへ上がるためのエ
ネルギー伝授を受けていただきます。ステップ４から９までありますが、講義を含め全てを1日で
２時間以内に終わらせることもできますし、人によってはエネルギーが強過ぎるので４から６、そ
して７から９と、2日に分けて伝授されたいという方もいらっしゃるのでその方の選択にお任せい
たします。 
 
全ての工程は４ヶ月になりますが、その間、潜在意識の在り方、負の思い込みの書き換え方法、引
き寄せの法則、不安の対処法、本当の自己愛の定義、波動を上げる簡単にできるワークなどをご紹
介させていただくサポートメールを日々お送りいたします。 徹底的に自分と向き合い、自らの尊さ
に気付き、真に自分を大切にして、全てに愛を持ち、波動を上げて人生をが向上させる、地に足つ
いたスピリチャルな生き方を身につけていただければ、「今ここ」にしかないこの人生を全うする
ことができます。  
 
伝授の日程に関してはお申し込みになられた日と、開始される日にもよりますが、 基本的に伝授者
様のご都合に合わせて行わせていただきます。また、追加料金はかかりませんが、エネルギー伝授
方法をお伝えするための資格を得るマスタートレーニングが追加としてあります。そちらは人が集
まった時点で年に２～３回ほど開催する予定です。マスタートレーニング終了後はティーチャーと
して独立していただけますので、免状を差し上げます。 
 
プロセス的に、一度始めてしまったものを途中で辞めてしまうことはエネルギーが滞ってしまう可
能性が高くなるので、お勧めはできませんので、お試し感覚での伝授はお控えください。 
また、ほとんどが自宅でのワークになると、上記でお伝えさせていただきましたが、日々５分～１
０分を費やすことが難しいと思われるなら、やはりお勧めはできません。 
 
伝授へ対する決断は、この文書の内容を踏まえ、その方の心に響いたかどうかという、感覚的な判
断にて人それぞれの選択にお任せさせていただいております。 
 
一度しかないこの人生を目一杯生きるための指針を提供させていただき、生涯の糧となるプロセス
で投資です。ゆっくりと考えていただき、ご決断くださいませ。  
 
ご興味ございましたら、まずは４０分の無料スカイプ相談をさせていただきます。  
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お値段とスケジュール 
 
自己投資費は本来、定価税込１３万円ですが、２０１９年内はモニター価格にて１１万円で受け付
けさせていただいています（場合によっては分割も受け付けさせていただいていますが合計で１２
万円となります。） 
 

 

  
 内容 ホームワーク     

1週目 

第 1講義 3時間 
伝授式 0.5時間 
 

講義内容： 
ムナイキ基礎   

  
 

聖なる領域の張り方 
ヴィラコチャの開き方 
ファイヤーセレモニーの仕方   

    パイストーンについて   
    祭壇について   
    7つのアーキタイプとチャクラの関係   
    伝授式 1、2、3   

      

個人での 
儀式とチャクラの強化ワー
ク・ 

      
15週間（日々のメールにて
サポートあり） 

１５週
目以降 第２講義＆伝授式 伝授式 4、5、6、   

  （講義 0.5時間） 
 講義内容： 
ヒーリングについて   

  （伝授式１時間） エネルギー体について   
  ヒーリング法伝授     
    （７、８、９と同日に続けても可）   
      個人での儀式の強化ワーク 
      

 １５週
目以降 第３講義＆伝授式 伝授式 7、8、9   

  （講義 0.5時間） 
講義内容：  
宇宙のエネルギーと繋がるとは   

  （伝授式１時間） 時間を超越した感覚とは   
    （４、５、６、の同日、直後でも可）   
    

 
個人での儀式の強化ワーク 

      
 

1７週
目以降 第４講義 

イニシエーター・マスタートレーニン
グ （伝授方法を学ぶ）   

  

2時間 
（年２～３回開
催） 

 
  

  
 

 


