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No. アイテム名 用途、意味
収集した人からの補足

（特徴、感覚、収集場所）
使う場所

1 ひもがくにゅっと曲がっているような形のもの 能力強化 @入ればいいですが
2 蛍光水色の雲のようなもの 中に鈴があるのでそれをつかってください 金刀比羅宮(虎ノ門)
3 様々な鳥のさえずり 落ち着きたい時 クリスタルボールや音叉などの楽器で癒す

ようなイメージがありました
C. 自室

4 お稲荷さんの狐火 魔法陣を作るときに周りに焚きます
5 光のような、天使の梯子のようなもの 【未回答】
6 光の玉（大と小） 能力強化
7 光輝く青い玉 ＊　玉と同じ
8 小さな無数のレッドの光 ＊　玉と同じ
9 青い貯まらない伸びる先の尖った...と、ゆっくり

回転して途中から二股に分かれたもの
治療に使います 音叉と閃きましたが...わかりません(^^;

10 虹のかけら(円周の 1/2) 魔法陣を掛けるときに中央に置いてください。
能力強化

11 虹のかけら(円周の 1/4) 魔法陣を掛けるときに中央に置いてください。
能力強化

12 キラキラした大量の小粒 水と同じ。魔法陣を浄化 深大寺
13 小さい丸（白色） これはリアルで買ったということでしょうか? 社務所で水晶のまが玉お守りを購入しまし

た。
14 小さな粒子 能力開発 星の砂みたいな小さな小さな粒子。キラキ

ラキラー!と視界いっぱいに広がっている。
木漏れ日にも似ている

189 小さい丸に向かって上から白い線が伸びて
くっついた形。落雷のように

【不明】これはよくわかりません。もう少し説明が
あるといいのですが。材質、大きさ、色ですね

石上神宮

191 白い小さい丸 『的＝魔と』を表し結界を張るのに使います 檜原神社
291 剣と光の波動のような物 波動調整機です
292 風か波のような物 波動調整機です
15 『幣束』の束になったもの 儀式でその束も一緒に沈めます。能力強化 家の近所の「野々宮神社」にて頂いた気が

します。
16 お札 相手を思い通りにする（胸チャクラに貼り思いを

伝える）
B. 魔法陣

17 カード・お札 相手を思い通りにする（胸チャクラに貼り思いを
伝える）

B. 魔法陣

18 金貨 浄化 ヴィクトリア女王のポートレートが刻まれて
いる

181 銅のコイン 能力強化に使います
19 蜘蛛の巣 【虫は昔から魔除けに使っています。ただ、これ

に関しては記録がありません】
179 金のピラミッド 次元操作に使います 手に乗るくらいの大きさ。東京 表参道  稲

荷神社
221 金色のピラミッド 次元操作で次元を安定させるために使います
222 流れ星 次元操作で次元を固定化するために使います
20 食パン 【これはわかりません】 5 枚袋入りを、3 枚へ変更 
21 オルゴール 落ち着きたい時 C. 自室
239 大きめのシンバル 浄霊に使います 瞑想部屋に置いてある
234 タンバリンみたいな輪に沢山鈴がついている

もの
浄霊に使います

161 リコーダー 浄霊に使います 上野動物園
251 横笛 浄霊に使います
22 琵琶の楽器のようなもの 落ち着きたい時 C. 自室
23 鈴が沢山付いた和楽器 能力強化です
24 太陰大極図 これは真ん中に置いて使います。能力強化です
171 ストーン（黄色） 石の色が書かれていないのですが、担当に聞

いたら黄色の石だそうです。固定化用ですね。
25 パールホワイトの色をした珠 真珠ではなく儀式用の石です。魔法陣の時にか

けてください。能力強化です
大粒の真珠のよう。どれも小さくて、手のひ
らサイズ

26 水晶玉（球体） 不幸せな人に対して 直径30～40センチくらい 身体に入れる
27 石 ＊
188 水晶 浄霊に使います 滝
194 球形の水晶3つ 次元操作の調整に使います 同じ大きさで、1つの大きさは野球ボールよ

りやや大
258 透明な15センチ直径の水晶玉 チャクラ調整に使います 色調は水色～グレーです
278 七色に色が変わる石 チャクラ調整に使います
28 宝石 身に着けて能力強化
30 つらら たぶん剣として使います
172 青空 これはイメージなので次元操作系ですね。この

イメージを使ってたとえば長期の雨を止める役
目をしています。

29 湧き水 【不明】 手から水が湧き出る
31 乗り物 シャンバラの移動
32 ひょうたん ・中に水が入っているはずなので、儀式・魔法

陣の時に清めとして使ってください。
・中に水を入れそれを撒くことで浄霊
・中に水・魔法陣の浄化

283 ひょうたん エネルギーをためる
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33 花菖蒲 ＊　花と同じ。ただし、どちらも魔方陣を安定さ
せることもできます。魔法陣内で持って使いま
す

34 蓮の花 ＊　花と同じ。ただし、どちらも魔方陣を安定さ
せることもできます。魔法陣内で持って使いま
す

35 蓮の花 花と同じ
36 氣の枝についた花ビラ ＊　羽（１本の羽） 魔法に使うように感じました
37 花菖蒲 ＊　花と同じ。ただし、どちらも魔方陣を安定さ

せることもできます。魔法陣内で持って使いま
す

204 ささゆりの花 除霊に使います 大神神社（奈良）
38 花・実・葉 その匂いから癒し系 B. 魔法陣 か C. 自室
301 実（くるみの様な殻に覆われたもの） 次元操作に使います くるみの様な殻に覆われた実です。
289 笹の枝 除霊に使います 三輪厳島弁天神社（東京都大田区大森）
39 銀杏の新芽 【これはないです】 明治神宮内で見た非常に珍しいもの。漲る

生命エナジーを感じました
40 梅の実 ＊　実
41 木(大木) 魔法陣に入れると能力強化する
214 桃の実 浄霊で使います
220 黄金の蓬莱の枝 次元操作に使います。打出の小づちのようなも

のです
かぐや姫に出てくる枝で玉も金色です

254 小さな青梅 治療に使います。魔法陣内でこの実を食べてみ
てください。薬草でもあります

北野天神（大泉学園）。

168 皮袋に入った豆（仙豆？） お供え物として儀式に使います。まあ、持ってて
ください。いつか使うはずです

42 稗(ヒエ)の束 能力強化 東京大神宮にて
43 米束 能力強化 妄想の中のどっかのお社にて
44 コメの束 【今のところ何も指示は出ていません】 黄金色に輝く、収穫したてっぽいコメの束

です
158 稲穂 神事で使うお祓い用 たくさんのお米がなっていますし、穂も丈夫
178 金色のお米、金の米俵３俵 次元操作に使います

 
金色のお米が降ってきて、その後金の米
俵３俵。東京タワー麓  蛇神さま

275 葉っぱ 儀式に使います。 施術部屋。
45 眼球 能力強化と固定化。目にはめてやります。初め

頭痛がしますがすぐになれます
190 碧眼（人の目の形） 次元操作につかいます 大神神社
46 白色で数字の3を右向きにした形 【不明】 東伏見稲荷神社。本殿の鈴を鳴らしたらト

ホカミ ツタエエミタメを思い出した。いいま
ちがえたり して6回唱えました。

177 鯛 神道で捧げものとして使います 一メートルくらいの真っ赤な鯛。生きがい
い。ところどころ金色。島根県  美保神社

47 とんぼ 魔除け
48 トンボ 魔除けに使います プロペラ型飛行機
203 トンボ 魔除けに使います 石清水八幡宮（京都）
247 トンボ 魔除けにつかいます
299 トンボ 魔除けに使います
49 生き物 アイテムではない シャンバラのペット
202 コウモリ 魔除けに使います 出雲大神宮（京都）。昼の１２：００に２匹で

飛んでいました。
50 ユニコーンのようなもの ペット 上半身が人間、下半身は馬
198 かもめ（生きている） 生きているのかな？生きていたらシャンバラの

ペット。
北海道礼文島

205 小鳥 シャンバラでは生き物を使った魔法陣がありま
す。「ペガサス」「わし」「狐」「蛇」「龍」などです。
使い方は魔除け。「ペガサス」「わし」「龍」は上
に乗っかって、いつも通りに行います。

51 赤い馬 戦車とのことですが広域の次元移動に使いま
す

52 馬 ＊ 絵馬に書いてある馬のような。颯爽と走っ
ている馬の感じ。

53 鳳凰 動物と同じ
256 船のいかりのような形のもの 封印の固定化に使います
54 金の鯱鉾(シャチホコ) オブジェとして魔法陣内に入れ能力強化 東京大神宮でゲット
55 獅子頭 オブジェとして見てください
56 大きな赤い雲井の頭弁財天 魔法陣の真ん中に置いて利用する。土地や気

象を変える
トホカミツタエエミタメを唱えても同じでし
た。

57 鳳凰の像 【オブジェ押してしかわかりずらいです】 明治神宮の鳳凰の金色の像
183 金の兜 能力強化に使います
243 スナッフボトル(中国の嗅ぎタバコ入れ) 画像もありがとうございます。そしてこれは封印

の固定化に使います
スナッフボトルという中国の嗅ぎタバコ入れ
なのかと形を見て思ったのですが
http://bienko-seikadou.com/okaimono/b-
toha.html
護国寺にて頂戴しましたので“宝珠”なの
かもしれません。

58 ブーメラン ＊　羽と同じ
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59 擬宝珠（ぎぼうしゅ） 不幸せな人に対して 身体に入れる
60 銀製の華 魔法陣強化 ポンポン型の菊の種類で言うとスプレーマ

ムという可愛い丸い拳位の大きさ葉が菊の
花に付いている形。
収集場所：シャンバラ大聖堂

61 糸巻き 魔法陣を作るときにこれで結界を作ります
62 松のマークの様な3つ分かれてる先が太鼓に

なってる様な感じ。
魔法陣の床に敷いて使ってください。能力強化
です

63 地球儀 不幸せな人に対して。
ただし、儀式によってはこれを地球とみなして封
印を解くことがある

身体に入れる

64 布 ＊
65 漏斗 【不明】
207 柄杓のようなゴルフクラブのような形 これは魔法陣で中央に人やものを置くときに使

います
211 宝珠（白・透明） 病気の時に魔法陣と一緒に使います 田無神社（田無市）
260 羽ペン 浄霊に使います
227 ホワイトボード 結界を張るのに使います 縦50×横80インチ位のホワイトボード(ボー

ドの色が銀色)
66 槍（短い枝） ヒーリングで患部にさして取り除きます 枝ではなく3またの槍です
67 三叉の槍 攻撃したい時（病気：患部に刺す）
68 槍 攻撃したい時（病気：患部に刺す） 柄の部分が朱塗りで布が巻いてある
69 槍 攻撃したい時（病気：患部に刺す） 闘いに使うというより神事の舞に使うような

槍
70 槍 攻撃したい時（病気：患部に刺す） B. 魔法陣
71 ランプ・小槌 願いを叶えたい時 C. 自室
72 新型打ち出の小槌（この打ち出の小槌から

UFOらしきものが出てきましたが、こちらがア
イテムでしょうか？）

【次元操作用UFOはわかりませんでした】

167 打ち出の小槌 次元操作系のものでリアルでほしいものがもら
えるので使ってみてください。ちなみに一回使い
捨てですｗｗ

前々回もいただいていますが、全く新しい
ものが課題でしたら、申し訳ありません、お
知らせくださいませ。

223 打ち出の小槌 次元操作につかいます
287 打ち出の小槌 次元操作に使います 愛媛県今治市大浜八幡神社内の潮富貴

神社
297 打ち出の小槌 次元操作に使います 福徳神社にて6月9日金運金運と願いなが

らお参りしました。金無垢で彫り物があると
ても豪華なもの。

73 ５本のろうそく 【儀式の時につけるものでアイテムとは違う】
219 ワンドのようなものの両端に鈴がついたもの 浄霊に使います 戸隠神社（火之御子社）
74 羽① 除霊 B. 魔法陣
75 羽② 透視 着けた気持ちで飛ぶ
186 羽根（鳥の白い羽） 除霊に使います 公園
192 羽（沢山の白めの羽） 浄霊に使います 両手で抱えられるくらいの大きさのかご一

杯に入っている
232 羽 除霊に使います
276 鳥の羽 除霊に使います
76 黒い羽根 羽は除霊で使います
77 羽根のオブジェ 魔法陣内強化 カラスの羽くらいの大きさで水色のガラス

製。羽軸の部分はガラスも厚みがあり濃い
水色で羽弁の外側に向かって水色が薄く
なっている。とても美しい。
収集場所：地元の氏神様

78 家具全般 シャンバラの家具
180 六芒星の魔法陣が黒で書かれた、毛足の長

い２畳ほどのクリーム色のラグ
結界を張るのに使います

185 火打石 除霊に使います
79 巻物 本と同様で知識の補充 C. 自室
253 巻物 浄霊と結界に使います。 東京大神宮の飯富稲荷にて。外側が朱赤

で中は真っ白？な巻物。紐でくくってある。
281 黄土色の竹（木）の巻物 知識向上のお守りです。珍しいので大切に保管

していてください
自宅近所の洗足厳島神社で授かりました。
いずれも5/27(土)にお願いして授かりまし
た。

201 めがね 能力強化です。 家にいる時に頭に浮かんで出てきた
228 万能眼鏡 結界を確認するのに使います 松の木の下に埋まっていました
284 旗 群霊を集めるために使います
80 ノートパソコン ＊　「知識」を参照
176 弓 治療に使います。これで病気などを取り出しま

す
布田天神社

81 木製の弓矢 儀式に使う西洋の固定化用 かなり大きくて幅があり、弓の部分にデザ
インしたような彫りものがある

82 弓 ヒーリングで使います。魔法陣に本人を入れて
ビンと鳴らしてから沈めます

83 弓 ヒーリングで使います。魔法陣に本人を入れて
ビンと鳴らしてから沈めます

矢を射るのではなく弦を鳴らして音を出す
ような感じ

196 矢 結界を張るのに使います
213 矢じり 病気の時に使います 青山熊野神社（渋谷区）
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229 矢 治療として患部を切るのに使います 熊野神社(埼玉県川越市)
265 矢（弓無し） 結界を切るのに使います
285 弓 次元を切るときに使います
84 鏡 魔法陣で行うよりも魔法陣を映すように使うこと

が多いものです・時々映画でも鏡が魔法陣の外
に置いてあるのがそうです。能力を強化するた
めです

　

85 丸鏡 除霊に使います 『三角縁神獣鏡』と聴こえました。
収集場所：出雲大社東京分祠

86 水鏡 感知能力強化 丸いお盆に ただ水を張ったものですが、こ
ういうものが本当にあるのかしらと思いつ
つ。静岡県「三島神社」にて頂いた気がし
ます。

87 水鏡のように感じた 【不明】 6~8人前くらいの大きすし桶のような器黒い
漆塗りでふちが紅い、深さが7センチくらい
で水のような液体が入っている。
収集場所：瀬田玉川神社

88 鏡 ①自分を写す ②攻撃の反射 C. 自室
159 水鏡 自分を映すものです。神事で使いますが主に除

霊で使います。
渋谷。シルバー製の手を洗うボール、台座
付き。
水をはり、自分の中ではちゃんと水を綺麗
な水に入れ替えて、人が入る場所に置い
て普段使っている感じ。

164 丸鏡 結界に使います。 大田区の石川神社で、白い縄文人のよう
な服の長髪の女性からいただきました。

165 手鏡 結界に使います。 真鍮か何かの装飾を施したどちらかという
と西洋風・ロココ調の手鏡です

193 金属製の鏡（ガラス製ではない） 除霊に使います
209 コンパクト型の鏡（青銅製） 青銅は殆どが浄霊に使います
261 鏡 浄霊に使います
267 丸鏡 除霊に使います 近所のお寺さん
89 銀杯 喜びの中にいる人 A. もう一人の自分と

祝福をともにしたい人
90 草履 【不明】
212 熊手 封印解放で使います 本郷氷川神社（中野区）
160 お経本 浄化をします。シャンバラの部屋で誰かはさん

で見ましょう
現在住んでいるマンション

91 鋭い剣 嫌いな人に対して B. 魔法陣
92 アラビアンな感じの少し曲がった短剣 ヒーリング用
93 長細い剣のようなもの 持病を切り込む道具
94 青い大きな珠から伸びる、細長いまっすぐな

剣？
しばらく置いておくと別のものになるでしょう

95 剣 嫌いな人に対して B. 魔法陣
217 短剣 結界を切るのに使います 戸隠神社（奥社）
237 剣 結界を切るか張るのに使います 大山阿夫利神社
272 直剣（宝石付き） 結界を切るのに使います 鍔がU字で5つの宝石が埋め込まれていま

す。既に所持していた模様
 

280 短剣 封印や結界を切るのに使います 自宅にある、神棚に手を合わせて授かりま
した。

288 天叢雲剣（あめのむらくも） 結界を切るときに使います 池上本門寺（東京都大田区池上）  
96 鍵 箱がなければヒーリングで使います。剣と同じ

使い方です
97 鍵 箱を手に入れるとついてくる B. 魔法陣 か C. 自室
162 金の鍵 「シルフ」は四大精霊の一つです。「空気の要素

を持つ目に見えない精霊」という意味です。鍵
は錬金術の箱を開けるものではないでしょう
か？
箱と言ってもリアルの箱というより「知識」という
意味で解読するという意味にもとらえられます。

虎杖伝説の里という、西荻窪の陶板浴の
お店で、陶板の上で横になっているときに
もらいました。欧風の女性で、名前を伺っ
たところ「シルフ」という方でした。
情報（アカシックレコード？）の扉を開く鍵な
のではないかと思いました。

169 南京錠 結界用ですね。部屋の結界に使います
290 ご朱印帳 波動調整のときにつかいます
250 香水瓶 封印の安定化に使います
98 香炉 魔法陣の浄化
99 砂水入り器 相手にかけて除霊 B. 魔法陣
100 厚めのクリスタルの楕円形の大皿（両手を広

げて抱える大きさ)
いけにえの皿

241 四分儀 or 象限儀 サニワの道具で次元の分析に使います
298 新聞紙大の白い和紙 封印に使います 福徳神社にて6月9日。空からふわふわ降

りてきました
195 紙垂 結界を張るのに使います
101 時計のようなもの 【不明】 盤みたいなものに針が 2 つ。数字等の記

載はない
240 次元操作機 これは瞑想部屋から外してください。ヘルメット

ではなく赤い次元操作の機械です。
赤いヘルメットの様なものに、バイキンマン
の様な触覚？が2本ついてる。(瞑想部屋
に置いてある)

238 グローブ、鍋つかみのような、しっかりした手
にはめるもの

＊ 6/9のアイテムの日に、近所の神社でもら
いました。火の祭りで使うものですが、何か
火に関係する神様なのでしょうか？
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102 手斧 壊したいものがあるとき B. 魔法陣
103 玉 不幸せな人に対して 身体に入れる
104 玉 不幸せな人に対して まりくらいの大きさで模様あり 身体に入れる
105 玉 不幸せな人に対して 水晶のような透明もあり赤青など色付きも

あり
身体に入れる

106 玉 浄化 透明でいろんな色に見える玉(龍の宝珠で
しょうか)
収集場所：高尾山浅間社

107 玉(ぎょく) 不幸せな人に対して パワーストーンのような物、色は淡いピンク
&イエロー&淡いブルー

身体に入れる

108 「♪」の様な形のもの 仏教で使う道具。 丸い玉に、棒がついている
109 珠 いろいろなエネルギーの保管（箱と同じ） 中に虹色又は青い液体が入ってるみたい

です
自然と起こる

110 虹色の珠 能力強化 高尾山奥の院 浅間社 虹色の珠
206 玉 これは魔法陣で使います。周波数安定のため　
210 エネルギーの玉 もらったのですね？　体力が落ちたときに使い

ます。
直径８cm程度の濃い緑色の玉です。重さ
は無いです。PowerBallと聞こえました。

224 玉 次元操作で固定化に使います
235 龍が持っていた赤い珠 固定化に使います 田無神社
249 音が鳴る玉 浄霊に使います
286 光る玉 次元を思う方向に進むときに使います
294 玉 魔法陣で使います。波動調整です

。
大人の猫くらいで大きいです。伏見稲荷神
社（有楽町駅近く）

225 蹴鞠 次元操作で固定化に使います
111 盾 攻撃を受けている人に対して 頑丈な盾 想定する部屋で
112 盾 攻撃を受けている人に対して 想定する部屋で
184 金の盾 結界に使います
113 茶色の革表紙の本 「知識」ということで一覧表参照＊
218 木製の升（お酒とかお米を入れる） 結界を張るのに使います 戸隠神社（中社）
114 六輪の錫杖 山伏が使ったもので除霊・浄霊にも使えます。

打ち鳴らすだけのものです
115 「f」のような形のもの アロンの杖です 杖というより質感はひものような感じ
116 上が環になった鉄の杖のようなもの 封印 B. 魔法陣
117 杖 封印 B. 魔法陣
118 杖?鏑矢?(先が鋭利でない)鍵?にも見える 杖でした。能力強化
119 杖・棒・鉄棒 封印 B. 魔法陣
200 錫杖 浄霊と封印の固定化につかいます　 利尻を巡っている時に頭に出てきた
242 アロンの杖 固定化する時に使います 上が双葉のようになっている杖
244 杖 封印の固定化に使います 平安神宮
255 長い棒状のもので、片側に向かって太くなって

いる
封印の固定化に使います 野球のバッドのような感じ

277 三日月のついた棒 封印の固定化に使います
279 木の長い杖 封印をするときに固定化として使います 自宅にある、弘法大師様の焼き物の像に

手を合わせて授かりました。
293 杖 魔法陣の要に使います なぎなたかもしれません。天祖神社（大塚

駅近く）
296 錫枝 浄霊に使います 錫枝の頭部分杖のように長くなく３０センチ

くらいの棒の上に付いているもの。2年前東
京大神宮にて

120 聖水 これはヒョウタンの中身だと思いました
121 うちわ 能力強化 高尾山薬王院の天狗のうちわ(金色)
122 高尾山薬王院 天狗のうちわ 魔法陣の浄化
123 うちわ ＊ 扇子、杓
124 うちわ 能力強化 斧のような、相撲の行司の軍配団扇のよう

なもの
125 黒い扇 能力強化 鞍馬寺
231 扇 次元操作に使います 稲荷神社(自宅近く)
271 軍配団扇 次元操作で結界を張るのに使います 浅草橋銀杏岡八幡神社
126 双眼鏡 読心 B. 魔法陣
127 勾玉を右手に持った龍のオブジェ（置物のよう

な感じ)
魔法陣強化です

233 土偶 固定化に使います ひょうたんのようにも見えるもの
226 エネルギーが出る袋 結界を張るのに使います 大国主命が背負っている様な大きな袋
252 桃か宝珠が3つ描かれた袋 封印の調整に使います 赤城神社の出世稲荷にて。何か入ってい

て口は紐で縛られている
128 置物 部屋の浄霊 C. 自室
199 かもめ（置物） 置物なら封印の固定化に使います 北海道礼文島
230 竹筒 封印の時に使います 子育地蔵(東京都文京区)
257 釣り針のような形のもの 結界を切るのに使います 鋼の先がカーブしている
129 鉄球の付いた鎖 ＊
130 2 本の刀 ＊　剣と同じ 日本刀より短い刀。クロスした状態のもの

が見えました
131 小太刀(長くない刀) 同じく「三島神社」にて頂いた気がします



6

163 両刃の剣 神官の道具です。封印を開けるときに使います 杉並区の荻窪八幡神社で、弥生時代の鎧
のような格好の、髭の男性からいただきま
した。

208 刀（弓なりの大きなもの） 結界をきったり、封印を解くときに使います 取っ手はもっとシンプルでマットなゴールド
です。近所の神社で自分のために使いなさ
いと貰いました。

216 小刀 結界を切ります
246 刀 結界を切るのに使います 伏見稲荷
175 独鈷（とっこ、どっこ） 封印を解放するときに使います。 三井記念美術館
269 独鈷杵 除霊に使います 近所のお寺さん
132 箱 エネルギー保管用 (ひし型 3 つで見える)
215 鍋 結界を作るのに使います。鍋＝箱
133 紐・綱 相手を動けないようにする B. 魔法陣
134 斧 次元を切るということで当分使わないでください
135 風鈴 【一覧方か何とかしようと思っています】
136 風鈴(鋳物) 除霊・浄霊 東京大神宮 B. 魔法陣
174 払子（ほっす） 仏教で僧が威儀として持つとされていますが、

アイテムとしては除霊として使います。
寒川神社

270 柄杓 結界を張るのに使います 千葉県稲毛浅間神社。（柄杓と水桶？）
245 鞭（むち） 馬用のむちですが、除霊に使います 伏見稲荷
137 金色の棍棒 ＊封印

＜回答＞金色ではなく金として使われます。反
応性は低いのでこれが選ばれます。封印という
非常に変質を伴うなかで一番変化をしないとい
う意味です。

＜質問＞金色の棍棒「棒は封印に使う」と
有りましたが「金色」は何を意味するので
しょう
か？

266 矛(鉾・ほこ) 結界を張るのにつかいます
138 本 知識を補充したい人 C. 自室（記憶とは違

う）
139 綱 【一覧方か何とかしようと思っています】
140 木箱 力を補充したい人・営業・ヒーラー B. 魔法陣 か C. 自室
141 液体の入った 小瓶 魔法陣の浄化
142 五鈷鈴（ゴコレイ） 魔法陣の外で使います。鳴らすことで強化しま

す
143 神鈴 能力強化とその場の空気の浄霊 巫女さんが舞う時に持ってる
187 鈴 浄霊に使います 神社
248 鈴 浄霊に使います
263 鈴 浄霊に使います
264 鈴（神楽鈴ではない鈴・土鈴？） 浄霊に使います
282 鈴 浄霊に使います
300 鈴 浄霊に使います
144 鈴・おりん 除霊・浄霊 B. 魔法陣
197 劔 結界を切るのに使います
262 劔 結界を切るのに使います
145 壺 いろいろなエネルギーの保管（箱と同じ） 自然と起こる
273 屏風 結界を作るときに入ります キッチンにて
166 閻魔さまが持っていらっしゃる笏 儀式で使うのですが、地球で使うのと同じです。
146 ドレス 儀式 魔法陣の時に着る
147 ゴールド色のマント 儀式のときに使ってください
268 羽衣 封印の時に身に着けることで能力強化を図りま

す
山奥の神社(妄想で三峰を散策)

148 シェルのネックレス 能力強化 魔法陣の時に身に着けてください デザインは違いますが、リアで受け取りま
した。

149 首飾り これは能力強化に使います。あなたが魔法陣を
するときに首にかけてください

236 光の輪の首飾り チャクラ調整に使います 月讀宮
150 烏帽子 ＊　儀式にかぶります。能力強化 冠
151 宝石の入った王冠 能力強化と固定化強化です。ときに次元操作に

使うこともあります
170 仮面 ここでどんな仮面か書かれていないのですが、

担当に問い合わせたらヨーロッパ調の仮面だと
いっていました。なので魔法陣の周りで仮面を
かぶる方法があるのでそれではないかと思いま
す。

152 勾玉 能力強化 B. 魔法陣
153 勾玉のようなソラマメのような形のもの 能力強化 B. 魔法陣
154 桜の樹の。そしてたくさんの勾玉 その勾玉を持つものがそこに集うでしょう B. 魔法陣
155 勾玉・渦巻き 病気の人に対して B. 魔法陣
182 勾玉（白） 固定化に使います B. 魔法陣
295 青い勾玉 浄霊に使います 幸稲荷神社（有楽町駅近く） B. 魔法陣
156 リング 誓いを結ぶとき A. もう一人の自分と
157 指輪 能力強化 透明もしくは白みがかった大きな石(ダイヤ

モンドカット)の付いている
173 リング（銀のシンプルなもの） これも形がわからず担当に聞いたら銀のシンプ

ルなリングだそうです。固定化に使います。
259 金色の指輪 能力強化に使います
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274 帽子（羽根付き/羽根なし) 儀式用の衣装ではないかと 寝室にて。


