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音の周波数を利用したヒーリングツール 

 

• 音と癒しの関係に興味のある方 

• ヒーリングに音を使いたい方 

• チャクラのバランスを整えたい方 

• 上手に瞑想ができるツールが欲しい方 

そのような方へおすすめです♪ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

こんにちは。ワンネス・カンパニーの星川です。 

この度は本資料をダウンロードしてくださって、 

本当にありがとうございます。 

この資料をご覧になっているということは、 

何かより良い、または新しく、ヒーリングのツールや方法を、 

探しているのではないかと想像しています。 

 

 

レイキ、オーラソーマ、リコネクション、シータヒーリング、 

スピリチュアルヒーリング、ヒプノセラピー、心理療法、 

アロマテラピー、アートセラピー、パワーストーン、ハーブ、 

リフレクソロジー、ヨーガ、気功、整体、カイロ、 

占星術、タロット、数秘術、カバラ、神智学、ウィッチクラフト、 

瞑想、チャネリング、などなどなど・・・ 

 

たくさんのヒーリングや癒しの方法などがありますが、 

この資料で紹介させていただいているのは、音を利用した、 

癒しや自己探求についてです。 

 

 



ヒーリング音叉を購入する前に知っておきたい７つのポイントとは？ 

 

 
Copyright © 2022 wonness company All Rights Reserved 

ご本人以外の方への配布・提供はご遠慮頂けますよう宜しくお願い致します 

 
~ 4 ~ 

私たちは以前から音楽と精神世界が好きだったので、 

元々精神世界と音の関係について興味を持っていたのですが、 

サネヤ・ロウマンさんがチャネリングした音楽ＣＤを紹介するようになって、 

音が瞑想やヒーリング、そして日常へ与える影響への関心がより強くなりました。 

７つの音（ドレミファソラシ）と七つのチャクラ、 

１２の音（平均律）と黄道１２星座、 

いろいろ関係していておもしろいですね。 

そしてサネヤ・ロウマンさんのＣＤをかけながら、 

ヒーリングや瞑想をすると、とても良いと実感しています。 

日常の雑音って結構多いですよね。都会なら、車や電車の音、田舎では草刈機の音、 

静かにしていても、時計や冷蔵庫の音など、いろいろと気になるものですね。 

でも、サネヤ・ロウマンさんのＣＤをかけることで、 

そういった雑音が気にならなくなりますし、 

それぞれのＣＤがテーマを持って作られていますので、 

瞑想やヒーリングの目的に合わせて、選んでかけると、 

より効果的にヒーリングや瞑想ができると感じています。 

サネヤさんの本、「スピリチュアル・グロース」にも、 

以下のように書かれています。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

音楽には、感情を静める効果があります。 

それは、音楽と感情の両面が、振動し、 

共鳴とリズムをもっているからです。 

美しい音楽や環境音楽をかけると、落ち着いたり、 

もっと楽しく感じられることに気づいたことがあると思います。 

静けさやその他自分が感じたいことを感じるために、 

音楽を道具として使ってください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

https://shop.wonnesscompany.com/?mode=cate&cbid=640316&csid=0
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と、このように書いてあるように、音楽と感情が振動し共鳴するのですね。 

音を瞑想やヒーリングの道具として利用することは、とても役に立つと思います。 

でもそれはあくまで方法であって、瞑想やチャネリングの目的は、 

幸せや喜びを実感することだと思います。 

瞑想やチャネリングをすること、高次の存在とつながったり、 

神秘体験をすること自体が目的なのではなく、 

それらは方法であって、その目的は、今この時に、 

幸せを感じること、人生を楽しむことだと思います。 

その目的、幸せや喜びに焦点を当てて、 

日常の小さな幸せをしっかり感じながら瞑想やチャネリングをすることで、 

きっとよりたくさんの幸せや愛に気づけると思います。 

 

他の人を癒すヒーリングもそうですね。 

ヒーリングをする自分が、受ける相手が日常の幸せに気付くこと、 

それがあって初めて本当の癒しにつながると思います。 

そのことを忘れずに、ご自身に合った、 

様々な方法を利用していただけたらと思います。 

 

そのひとつの方法として、私たちが今一番興味を持っているのが、 

音叉を利用したヒーリング、『音叉ヒーリング』です。 

様々な周波数の音叉を、カバラ生命の樹に当てはめたり、 

チャクラに対応させたり、惑星の公転周期を 

音の周波数へ変換したもの等、たくさんの種類があります。 

 

この資料を通して、音叉ヒーリングの魅力をお伝えし、 

お楽しみいただけるきっかけになりましたら幸いです。 
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音叉ヒーリングについて 

 

ギターの音程をチューニングするときに使う、 

チーーーンっと鳴らす道具をご存知でしょうか？？ 

その高級版といったところです。 

その音叉（チューニングフォーク）の音を利用した 

セラピー、ヒーリングです。音叉療法、音叉ヒーリング、 

などなど、いろいろな呼ばれ方をしています。 

例えば、７本セットで、第１～７チャクラに対応していたり、 

８本目も追加すると、魂の目的（第８チャクラ）と共鳴するための 

ヒーリング音叉などというものもあります。 

まず、第１から７チャクラまで順番にバランスを取っていき、 

最後に、８本目で魂の目的、すべてのバランスを整える。 

ヒーリングをやる前や後、自分で瞑想するときの前後にやっても、 

エネルギーのバランスが取れ、とても優れたツールだと思います。 

ヒーリング音叉の音自体も、とても心地良い音と振動ですので、 

その音を聴いたり、感じたりするだけでも癒されると思いますし、 

それぞれのチャクラのエネルギーが整っていくのも感じていただけると思います。 

 

ヒーリングをする人、瞑想をする人には特にお勧めです。 

それにヒーリングや瞑想を学び始めた人、 

なかなか上手くできない人も、ヒーリング音叉を利用することで、 

自然とエネルギーを感じたり、集中しやすくなると思います。 

音と共鳴することで、ヒーリングやチャネリング、 

瞑想をするのに、最適なエネルギーの状態へ自然と導かれ、 

その感覚を覚えることで上達しやすくなると思います。 

それくらい、音には純粋で、パワフルなエネルギーがあると思います。 
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大抵、何かの悩みがある人は、今までの人生で作り上げた価値観、 

行動パターンからしか、世界を見ることができない状態だと思います。 

そこから抜け出すために、『音』というきっかけを利用し、 

その音から感じる、ただただ純粋な響きと共鳴することで、 

自分の価値観を越えた真実の世界へ足を踏み入れ、 

今まで無意識だった価値観や行動パターンを抜け出し、 

意識的に本当の現実を歩んでいくことで人は成長することができると思いますし、 

自己中心的ではなく、他人を大切に思えるようにもなると思います。 

そのような愛と平和に満ちた心の状態を、音を聴くたびに思い出すことで、 

そして、そのような心の状態で行動することで、 

より良い世界へと様々な活動ができるようになると思います。 

ぜひ、音の純粋な波動を瞑想やヒーリングに活かして、 

そして、日常に美しい音を取り込むことで、 

よりたくさんの愛と平和をみんなで広げていけたら、 

とても素敵だな、と思っています。 

そして、愛と平和に満ちた世界、ワンネスの世界へと、 

みんなで歩んでいけたらと思います。 
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１. ヒーリング音叉の使い方 

・ヒーリング音叉の各部名称 

 

音叉の各部分に名前が無いか、検索して調べてみたのですが、 

何も見つからなかったので、勝手に名前を付けてみました。 

下から順に、持つ部分を「柄」、 

Ｕ字に二又に分かれるところを「Ｕ字部」、 

振動して音の出る先の部分を「フォーク部」、 

と名付けさせていただきました。 

 

・ヒーリング音叉の持ち方 

音叉を持つには、 

Ｕ字部に触れないようにして、 

柄の部分を持ちます。 

 

右の写真は良い例です。 

Ｕ字部に触れずに柄の部分を持って、 

フォーク部の振動を妨げないことで、 

長い時間音が鳴り続けます。 
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下の写真は悪い例です。 

 

Ｕ字部に触れてしまうと、フォーク部の振動を 

指で押さえてしまうかもしれませんので、触らないようにしましょう。 

またヒーリング時に音叉の向きを変えづらかったり、 

扱いづらくなってしまいます。 

 

上の写真のように、Ｕ字部に触れずに、 

柄の真ん中あたりを持つようにしましょう。 

 

 

・ヒーリング音叉の鳴らし方 

（写真：ゴムマレット） 

重りの付いていない 500Hz以上の周波数が高めの音叉の場合、 

「ゴムマレット」で叩くのが、一番綺麗に鳴らせると思います。 

https://shop.wonnesscompany.com/?pid=24400459
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「アクティベーター」の場合、高い音の音叉になると、 

音を鳴らしづらくなってきます。 

音が高いということは、それだけ一定の時間の中で振動数が多いということです。 

なので鳴らすときに、マレットやアクティベーターに 

触れている時間が同じだとしても、 

高い音の音叉の方がたくさんの振動を妨げられてしまうので、 

高い音の音叉は鳴らしづらくなってきます。 

 

 

逆に低い音の音叉の場合、マレットで叩くと、 

音叉の基音だけではなく、多くの上音が含まれてしまい、 

キーンと高い音も鳴ってしまいます。 

なので、少し触れる時間が長く、上音が鳴りづらいアクティベーターの方が、 

低い音の音叉には向いています。 

 

 

・音の高い 500Hz 台以上の音叉→「ゴムマレット」 

・音の低い 500Hz 台以下の音叉→「アクティベーター」 

といったところでしょうか。 

ですが、結局好き嫌いの個人差があるでしょうし、 

正直、両方持っていた方が便利です。 

https://shop.wonnesscompany.com/?pid=59504301
https://wonness.shop-pro.jp/?pid=24400459
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=59504301
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上の写真のように、アクティベーター（写真左）やゴムマレット（写真右）で、 

ヒーリング音叉を横から叩きます。 

 

下の写真はダメな例です。 

  

 

二股に分かれて見える方を正面とすると、 

上の２枚の写真のように、正面から叩いてしまうと、 

きちんと鳴らすことができません。 

 

音叉は、Ｕ字部の２本が共鳴することで音が鳴ります。 

なので、横から叩かないと振動が両方に伝わらず、きちんと音が鳴りません。 

 

そして強く叩き過ぎると、上音や倍音が鳴ってしまいますし、 

綺麗に目的の音を鳴らすことができません。 

 

音が大きければ良いという物ではありませんので、 

美しいヒーリングミュージックを演奏するかのように、 

優しく、綺麗に、美しく鳴らすことを心がけていただけたらと思います。 
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・極端に音の高い音叉と極端に音の低い重りの付いた音叉 

極端に音の高い音叉といえば、エンジェルセットです。 

ほとんどの音叉が高くても 1000Hz 程度なのに 4000Hz 以上の高音です。 

なので、製作するときに音の調整にヤスリで削って周波数を調整するのですが、 

4000Hz にもなると、ほんのちょっと一削りしただけで、 

数 Hz 変わってしまって、とても調整が難しいそうです。 

本当に職人さんの腕に感謝ですね♪ 

 

（写真：エンジェルセット） 

 

そんな周波数ですから、接触時間が短めのゴムマレットで叩いても、 

振動を殺してしまいやすく、音を鳴らしづらいです。 

なので、一般的にはエンジェルセットの場合、道具を使わず、 

ヒーリング音叉同士を当てて鳴らしたり、 

硬いクリスタルで鳴らしたりします。（クリスタルチューナーとも呼ばれます） 

なので傷がつかないように、そっと触れるように鳴らすのがコツです。 

でも、どうしても、クリスタルと音叉をぶつけて鳴らしていると、 

だんだんと両方とも傷が付いてきてしまいますので、 

私たちは、木製マレットで鳴らすのをお勧めさせていただきます。 

 

 

 

 

 

（写真：木製マレット） 

 

https://shop.wonnesscompany.com/?pid=25347667
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=25347667
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=85462933
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逆に、極端に音が低いのが、重りの付いた「オットーチューナー」です。 

（写真：オットーチューナー） 

128Hz でしたら、アクティベーターで叩いても、 

問題はありませんが、64Hz や 32Hz になると、 

ゴムマレットなどで叩くと上音が鳴ってしまって、 

基音がほとんど聴こえなくなってしまいます。 

なので周波数の高い上音を鳴らさないために、 

より接触時間の長い、手の平（親指の下）やひざなどで、 

重りの下、フォーク部の真ん中あたりを軽く叩くと、 

上音がほとんど出ず、基音を上手に鳴らすことができます。 

 

どの音叉にも共通することですが、 

無理の強く鳴らそうとしたりせず、 

むしろ優しく鳴らし、美しく響かせることを意識しながら、 

ヒーリングをするように心がけていただけたらと思います。 

 

特にクリスタルで鳴らす場合は、 

音叉とクリスタルが触れる程度で十分だと思います。 

その繊細な響きもお楽しみいただけたらと思います。 

参考になりましたら幸いです。 

 

※ヒーリング音叉は、硬い金属でできており、 

角がありますので、怪我などには十分にお気を付けください。 

商品の利用による怪我や不調などに対する責任は一切負いかねますのでご了承ください。 

商品はお客様ご自身の責任においてご使用下さいますようお願い申し上げます。 

https://shop.wonnesscompany.com/?pid=25182740
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２－１. 基本的な音叉ヒーリングのやり方 

 

１． 水平に当てる方法 

 

 

２． 柄の根元を当てる方法 

 

 

３． 先端を目的の場所に向ける方法 

 

などがあります。 
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その他に、 

・渦巻状にチャクラの回転（右回り）に合わせて回す方法、 

 

 

・同じようにチャクラの回転に合わせて（右回り）体の周りに当てる方法 

（クライアントが座っている状態で、上の方のチャクラに使いやすいです。） 

 

 

ベッドなどで横になっている場合は、まず仰向けでゆっくりと右回り。 
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うつ伏せで後ろから右回りという風に周辺のエネルギーを整える方法 

などもあります。いろいろ試して、ヒーラー自身、クライアントの両方が、 

快適に感じる方法を見つけてください。 

 

先端を向けたり、大きく動かすと、クライアントに、 

不安感や威圧感を与えてしまう可能性があります。 

 

その場合、水平に当てたり、音が少し弱まってから動かしたり、 

ゆったりと、心も体も余裕をもってヒーリングしていただけたらと思います。 

 

リラックスし、楽しい雰囲気で幸せを感じていることがとても大切です。 

クライアントの反応、ヒーラー自身の反応、それにヒーリング音叉の、 

純粋な美しい音自体に心を澄まし、余計なことを考えず、 

純粋に感じる心を育ててください。 

 

そうすることで自然と効果的な方法やご自身に合ったやり方が見つかると思います。 

焦らず、程良いペースで自分自身を成長させてください。 

それが一番のヒーリングの技術かと思います。 

 

音を鳴らす時も、力いっぱい鳴らすのではなく、程良く、 

美しい音、美しいタイミングを心がけて、自分自身が美しい音楽を奏でる、 

ヒーリングミュージシャンのように振る舞うことを心がけてください。 

 

純粋なヒーリング音叉の音に導かれてみてください。 

参考になりましたらとても嬉しいです。 

心より感謝の気持ちを込めて。 



ヒーリング音叉を購入する前に知っておきたい７つのポイントとは？ 

 

 
Copyright © 2022 wonness company All Rights Reserved 

ご本人以外の方への配布・提供はご遠慮頂けますよう宜しくお願い致します 

 
~ 17 ~ 

２－２. チャクラヒーリング 

 

チャクラとはサンスクリット語で「車輪」や「円」という意味で、 

会陰から頭頂まで、７つの車輪のように回転するエネルギーを感じられることから、 

「チャクラ」と呼ばれています。 

 

第１チャクラ―会陰（股間） 

第２チャクラ―丹田（へその下） 

第３チャクラ―太陽神経叢（みぞおち） 

第４チャクラ―心臓 

第５チャクラ―喉 

第６チャクラ―眉間（第３の目） 

第７チャクラ―頭頂 

にそれぞれチャクラがあると言われています。 

 

通常は、体の中心に向かって、 

右回りに回転しているそうです。 

 

２～６チャクラが、体に対して水平、 

１と７チャクラが、それらに対して直角、 

と言われています。 

 

第１チャクラは姿勢によって角度が変わるそうで、 

このような書き方をさせていただきました。 

 

それぞれ、簡単に書きますと、 

 

第１チャクラ―肉体 

第２チャクラ―感情 

第３チャクラ―意志 

第４チャクラ―愛 

第５チャクラ―表現 

第６チャクラ―直感 

第７チャクラ―スピリチュアリティー 

を司っています。 
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エネルギーが体に働きかけると、 

まず、第１チャクラが反応します。 

そのエネルギーが第１チャクラを出て、 

第２チャクラからに入り、第３チャクラから出て、 

第４チャクラへ入り、第５から出て、第６に入り、 

第７チャクラから世界へ出ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

そのエネルギーの流れがオーラを創り出し、 

通常ですと、螺旋を描きながら右回りの、 

エネルギーフィールドを創り出します。 

 

そのエネルギーの流れに合わせて、 

鳴らしたヒーリング音叉で、 

オーラを撫でるように、ゆっくりと、 

優しくヒーリングしていただけたらと思います。 

 

 

 

 

 

 

一つひとつのチャクラに向けて、 

直接働きかけるヒーリングのやり方もありますが、 

ペンデュラムでチャクラの状態を判断できたり、 

ヒーリングに慣れた方以外にはお勧めしません。 
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チャクラは右回転が良い、左回転が悪い、などというものではなく、 

右回転と左回転が同時に存在し、右回転はエネルギーの吸収、 

左回転はエネルギーを解放する性質を持っています。 

 

一つひとつのチャクラの回転をコントロールすることが重要なのではなく、 

全体のバランスを取ることがヒーリングでは重要になります。 

 

なので、全体のチャクラバランスを整えながらヒーリングをできる、 

ヒーリングに慣れている方以外は、先ほどの説明のように、 

チャクラのエネルギーが創り出すオーラを整えることで、 

チャクラのバランスも整えるヒーリング方法をお勧めいたします。 

 

 

「基本的な音叉ヒーリングのやり方」の絵で描きましたように、 

体の回りを右回りに螺旋を作るように、ゆっくりと、優しく、 

ヒーリング音叉を鳴らしながらヒーリングをしてください。 

 

 

↑座っている場合         ↑上から見た場合 

 

 

↑仰向けの場合          ↑うつ伏せの場合 
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基本的なヒーリングでは、音叉の音の癒しのエネルギーを、 

受け取ってもらいますので、右回りにヒーリングします。 

 

チャクラセットや音階セットなどを使う場合は、 

それぞれ該当するヒーリング音叉で、 

各チャクラごとにヒーリングしていきます。 

 

528Hz や 999Hz など、特定の目的のヒーリング音叉を使う時は、 

必要と思われるところを中心に、第１チャクラから、第７チャクラまで、 

螺旋状にエネルギーが流れていくことをイメージしながら、 

ヒーリングをしていただけたらと思います。 

 

 

動かす時は、ゆっくりと、愛を込めて動かしてください。 

もし、動きに気を取られて集中できないなどありましたら、 

基本中の基本に帰りまして、ただ純粋に、水平に、 

ヒーリングしたいところへ当てることをお勧めいたします。 

 

「Simple is Best」ということで、 

余計なことをあーだこーだ考えながらヒーリングするよりも、 

ただ純粋にヒーリング音叉を鳴らし、その美しい音に、 

身を預けた方がヒーリング効果も上がりますので、難しく考えずに、 

幸せな気持ちでヒーリングを楽しんでいただけたらと思います。 

 

参考になりましたら幸いです。 
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２－３. チャクラに対応した様々な音叉 

 

チャクラセット、ハーモニック音階セット、ソルフェジオセット、 

カラーパンクチャーセット等、チャクラに対応するヒーリング音叉は複数ありますが、 

それぞれのセットの周波数が違うのは、基準としている概念が異なるからです。 

 

８チャクラセットは、惑星などの周期を基にチャクラに対応させたセット、 

ハーモニック音階セットは、純正律の音階（ドレミファソラシ＝CDEFGAB）を、 

ソルフェジオセットは、ソルフェジオ音階をチャクラに対応させ、 

カラーパンクチャーセットは色を各チャクラに対応させたセットになります。 

 

固有の周波数がどのチャクラに対応するというよりも、 

宇宙の周期や音階、色など周波数のバランスを利用して、 

チャクラをヒーリングするという考え方です。 

 

宇宙とつながるイメージでしたら、チャクラセット、 

音楽好きでしたら、ハーモニック音階セット、 

数秘術好きでしたら、ソルフェジオセット、 

色彩が好きでしたら、カラーパンクチャーセット、 

をそれぞれお選びいただけたらと思います。 

 

例えば、僕の場合は音楽好きですので、音楽の知識を応用し、 

ヒーリングのやり方も、ハーモニック音階セットを使うと、 

幅が広がる、ということになると思います。 

 

特に何かの分野にこだわるわけでなければ、 

チャクラセットが余計な事を考えず、純粋にヒーリングしやすく、 

宇宙とつながり、その中にいる自分という存在に意識を向け、 

チャクラのバランスを整えるヒーリングをしやすいと思います。 

 

他にも、内分泌器（ホルモン）チューナーセットもチャクラに対応していたり、 

ハーモニック音階セットよりもオクターブの高い、 

ハーモニック音階エンジェルセットなどもあります。 

ショップの商品説明と動画の音のサンプルを聴いて、 

お気に入りを見つけていただけたらと思います。 

https://shop.wonnesscompany.com/?pid=34789604
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=38132729
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=38132895
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=44536900
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=44547026
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=88512062
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３－１. ヒーリング音叉の選び方 

 

「ヒーリング音叉を買いたいのだけど、種類がたくさんあり過ぎて、 

どれを選べば良いか、わからない・・・」 

 

と何人かの方からご意見をいただきましたので、 

表にまとめてみました。 

 

ご参考になりましたら幸いです。 

 

 

種類から選ぶ（セット編） 

 

個人的には、初めて購入される場合でも、セットのものを購入した方が、 

いろいろな音の違いを楽しめて、良いのではないかと思います。 

 

とにかくヒーリングをしたい方には、「７チャクラセット」をお勧めしています。 

 

そして音楽をされる方には、音階を利用できる「音階セット」、 

 

宇宙が好きな方には、「惑星セット」をお勧めしています。 

 

 

ヒーリング音叉を使う目的が決まっている場合は、 

その目的に合ったものを選んでいただけたらと思います。 

次ページ以降の表などが参考になりましたら幸いです。 

 

表の右列には代表的セットを一覧にしました。 

左列「カテゴリー」のリンクをクリックすると、 

その他にも、そのカテゴリーの商品一覧を、 

リンク先のショップで見ることができます。 

参考になりましたら幸いです。 

（取扱商品は変わりますので、最新情報はショップをご覧ください。） 

https://shop.wonnesscompany.com/?pid=34789604
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=38132729
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=38803237
https://shop.wonnesscompany.com/
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カテゴリー 代表的な音叉 

エンジェル関連商品 

トリプルナンバーセット 

エンジェルセット 

チャクラ関連商品 

７チャクラセット 

エナジープラクティショナーセット 

音階関連商品 

ハーモニック音階セット 

シャープチューナーセット 

ソルフェジオ関連商品 

ソルフェジオ９本セット 

カラフル６本セット 

カラフル重り付セット 

惑星関連商品 

惑星セット重り無し 

惑星セット重り付き 

スピリチュアル関連商品 

カバラ生命の樹セット 

ミロクチューナーセット 

整体・鍼灸・気功関連 

経絡チューナーセット 

オットーチューナー32、64、128Hz 

DNA関連商品 

DNAセット（四塩基対応） 

528Hz 

脳波など周波数比関連 

ブレインチューナーセット 

フィボナッチチューナーセット 

黄金比チューナーセット 

https://shop.wonnesscompany.com/?mode=grp&gid=251582
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=44533562
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=25347667
https://shop.wonnesscompany.com/?mode=grp&gid=251598
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=34789604
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=42136287
https://shop.wonnesscompany.com/?mode=grp&gid=253286
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=38132729
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=38132774
https://shop.wonnesscompany.com/?mode=grp&gid=253287
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=38132895
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=36399466
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=36399613
https://shop.wonnesscompany.com/?mode=grp&gid=253289
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=38803237
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=38150344
https://shop.wonnesscompany.com/?mode=grp&gid=253290
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=25347684
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=60664532
https://shop.wonnesscompany.com/?mode=grp&gid=253294
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=42899853
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=37938925
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=37938938
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=37938939
https://shop.wonnesscompany.com/?mode=grp&gid=253301
https://shop.wonnesscompany.com/?mode=grp&gid=253301
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=34204953
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=34204953
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=34204961
https://shop.wonnesscompany.com/?mode=grp&gid=253302
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=26929184
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=42900956
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=34204944
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健康志向関連商品 

ヒューマンオーガン（内臓）セット 

ミネラルチューナーセット 

内分泌器（ホルモン）セット 

リラックス関連商品 

神経チューナー50Hz 

エナジーチューナー999Hz 

幸せチューナー1565Hz 

カラーセラピー関連商品 

カラーパンクチャーセット 

紫外線チューナー、赤外線チューナー 

（他にもいろいろな種類がありますので、ショップをご覧ください。） 

 

 

まずは１、２本購入してみたい場合 

 

音叉ヒーリングが本当に自分に合うのか心配な方は、 

まずは、１、２本のものを買ってみたいと思いますよね。 

 

ですが、１、２本のものは、他のセットに含まれている、 

周波数のものが多かったりもします。 

 

 

なので、セットに含まれない、気・活性化チューナー172.71Hz や、 

血行チューナー337Hz、ヴェルディピッチ 432Hz、幸せチューナー1565Hz、 

 

 

重り付きなら、オゾンチューナー78Hz や、 

バラでも購入することのできる、オットーチューナー128Hz 等もお勧めです。 

 

 

 

 

https://shop.wonnesscompany.com/?mode=grp&gid=253303
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=42005654
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=42006553
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=44547026
https://shop.wonnesscompany.com/?mode=grp&gid=253304
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=39326348
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=39326348
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=39326124
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=39326124
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=62818166
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=62818166
https://shop.wonnesscompany.com/?mode=grp&gid=738537
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=44536900
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=97353336
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=97377656
https://shop.wonnesscompany.com/
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=40514508
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=40515065
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=42757832
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=62818166
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=39326319
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=37938939
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いろいろな種類のヒーリング音叉を集めていくと、 

同じ周波数のものが何本かダブってくるものです。 

 

例えば、音階セットの 256Hz は、フィボナッチセットの 1/1、 

ブレインチューナーセットの FUND と同じ周波数です。 

 

同じ周波数の音叉を、左右の耳で同時に聴くと、 

その音に包まれるような感じで、とてもパワフルなヒーリングになります。 

 

これは１本だけでは味わえない感覚ですので、 

あまりダブってしまうことにこだわり過ぎずに、 

お試しいただけたらと思います。 

 

 

人気のヒーリング音叉 

 

528Hz は、ソルフェジオセットに含まれますが、 

１本での購入でも人気のヒーリング音叉です。 

 

ジェネシスチューナー531Hz や、エナジーチューナー999Hz、 

オームチューナー136.1Hz も、セットに含まれる周波数ですが、 

一本でも人気のヒーリング音叉です。 

 

 

以上を参考に、ご自身にぴったりと合った、 

ヒーリング音叉を見つけていただけましたら幸いです。 

 

音叉ヒーリングに関心を持ってくださって本当にありがとうございます。 

参考になりましたら、とても嬉しいです。 

 

心より感謝の気持ちを込めて。 

 

 

 

 

https://shop.wonnesscompany.com/?pid=34204961
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=35131726
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=39326124
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=26929482
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３－２. メーカーなどによる違い 

・周波数の正確さなど 

 

現在、 

 

・米国ハンドメイド 

・バイオソニックス社製 

・ソーマ・エナジェティクス社製 

・ドイツ製 

 

の音叉を扱っていますが、 

どのメーカーも最近は、+/-0.5% 

というのが標準になってきているようです。 

（製作時と同じ環境での原器との比較） 

 

例えば、256Hz で言えば、+/-1.28Hz 

ということになります。 

 

クリスタルチューナー4096Hz のような、 

特殊な音の高い音叉は、+/-20.48Hz と、 

数字上は誤差が大きいように感じますが、 

音程としては低い周波数の誤差と変わりありません。 

 

音程で言えば、256Hz の半音は 16Hz で、 

4096Hz の半音は 256Hz になります。 

 

周波数が高いほど、数字的に 

誤差が大きいように感じますが、 

音程として、数字の割合としては変わりありません。 

 

ヒーリングに使う限りではどのメーカーも、 

十分だと思います。 
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結局メーカーによる周波数の正確さよりも、 

気温や手の温度、標高など、環境変化により、 

音叉が収縮・膨張することによる周波数の変化も大きいので、 

あまり気にする所ではないと思います。 

 

（温まると音叉が膨張して音が低くなり、 

冷えると収縮して音は高くなります） 

 

あくまで提示している周波数は、 

原器と同じ環境での話ですので、 

季節が変わったり、長時間手に持っていれば、 

周波数は簡単に変わってしまいます。 

 

 

なので細かい周波数はあまり気にし過ぎる必要はないと、 

バイオソニックス社のジョン・ビューリ博士もおっしゃっていました。 

 

それよりも、ご自身が気に入る音、好きになれる音叉、 

そういった観点から選ぶことをお勧めいたします。 

 

 

・音の持続時間や音質など 

 

音叉の音は、周波数が高いと長時間鳴りづらく、 

あまり低いものもゆっくり過ぎて長い時間は鳴りづらくなります。 

130～999Hz くらいが割と良く鳴ります。 

 

メーカーによる差というよりも、 

個体差の方が大きいように感じます。 

 

米国製ハンドメイドのものは、 

音叉のフォーク部の内側まで平らに削っているので、 

薄めに作られていて、そのおかげで音質も優しく、 

ヒーリング向きの良い音だと思います。 
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バイオソニックス社は素材にこだわっているそうで、 

力強い印象の音質です。 

フォーク部の内側はあまり処理していないので、 

音叉が肉厚なのも音質に影響していると思います。 

 

ソーマエナジェティクス社は、 

米国製ハンドメイドとバイオソニックス社の間くらいの印象です。 

 

ドイツ製はステンレス製なので比較しづらいですが、 

周波数が低めのものが多いので、長めに良く鳴ります。 

しっかり・ずっしりとした印象の音質です。 

 

 

・外見 

 

見た目と言えば、カラフルなチューニングフォークの、 

ソーマ・エナジェティクス社製でしょうか。 

ぱっと見て、どの音叉かわかるのも良いですね。 

それに柄も長めに作られていて持ちやすいです。 

 

 

米国製ハンドメイドは、基本的に綺麗ですが、 

汚れ（表面を磨くコンパウンドの残り？） 

が付いていることが、よくあります。 

 

乾いた布やティッシュで拭くと、ある程度は綺麗になりますので、 

初めに拭いてあげると良いかもしれません。 

（布が黒くなりますので汚れて良いもので） 

柄はまあまあ長く、十分持ちやすいです。 

 

 

バイオソニックス社は、角が立っていたり、 

フォーク部の内側をあまり加工していなかったりします。 

（どのメーカーも、内側や先端は周波数の最終調整等で削りますし、 

処理しづらい場所ですので、傷や汚れが付いてます） 
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柄の長さは少し短めで、 

他のメーカーのものを使ってしまうと、 

ちょっと短く感じてしまうかもしれません。 

 

 

ドイツ製も職人気質なお国柄か（笑）、 

丁寧に作られていて綺麗な印象です。 

 

 

・総評 

 

私たちの主観的なものですが、値段、品質、種類の多さなど、 

総合的に考えると、米国製ハンドメイドが一番のお勧めではないかと思います。 

 

 

ソーマエナジェティクス社は色が付いていて綺麗ですし、 

柄も長く持ちやすく、人気でもあります。 

 

 

バイオソニックス社も、ネームバリューもありますし、 

使っている素材が良いようで人気です。 

 

 

ドイツ製はステンレス製なので、倍音が少なく、 

その響きが好きな方（基音が良く鳴る）、 

アルミ製より膨張・収縮率が低いので、 

そこにこだわりたい方におすすめですし、 

また他のメーカーに無い、マニアックな周波数が魅力です。 

 

主観的な印象ですが、参考になりましたら幸いです。 

あくまでもご参考までに♪ 

 

 

※この情報はあくまでも一例です。 

 個体差もありますのでご了承ください。 
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３－３.重り付きと重り無しの音叉の違い 

 

ヒーリング音叉には、先端に重りが付いていない通常の音叉と、 

先端に重りが付いたタイプの音叉があります。 

 

重りが付いていないタイプは、オーラを整えるようなエネルギーワークに向いています。 

重りが付いているタイプは、柄を通して音の振動を体に伝える、 

ボディーワーク系のヒーリングに向いています。 

 

もちろん、重り無しの音叉で、柄を通して振動を伝えても良いですし、 

重り付きでエネルギーワーク的に使うこともできます。 

 

ただ、それぞれが、重り無しはよりエネルギーワークに、 

重り付きはボディーワークに、より向いているということです。 

 

その他に、重り無しは倍音が鳴りやすく、 

重り付きは少し鳴りづらく基音を鳴らしやすい、という特徴もあります。 

 

周波数の低い音叉は鳴らしたい基音よりも、倍音が強く鳴ってしまう場合があります。 

そのような音叉は重りを付けることで、基音を鳴らしやすくなり、 

また重りが付くことで長さも短くなり、多少扱いやすくなります。 

そのために、周波数の低い音叉に重り付きが多いということになります。 

 

時々、重りを取れば重り無しの音叉になるのか？と質問を受けるのですが、 

重りを取ってしまうと、元に戻す際に、少しでもずれてしまうと、 

周波数が変わってしまいますので、重りは外さないようにお願い致します。 

 

重り付きの音叉の重りは、音叉自体よりも変色しやすく、 

新品の時から少し変色している場合がよくあります。 

ですが、表面的なものですので、音質には影響ありませんので、 

ご了承いただけましたら幸いです。 

 

重り付き、重り無し、それぞれの特徴を生かして、 

ヒーリングにご活用いただけたらと思います。 
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３－４.音叉を鳴らす道具の選び方 

 

ヒーリング音叉を鳴らすのに、それぞれ向いている鳴らす道具は、 

 

2000Hz 以上＝木製マレット 

500～2000Hz＝ゴムマレット 

100～600Hz＝アクティベーター（大）または（小） 

100～400Hz＝アクティベーター（ボール） 

100Hz 以下＝手の親指の付け根や膝など 

 

で鳴らすのが向いていると思います。 

（※体の一部で鳴らす場合は痛くしないように気を付けてください） 

 

例えば、528Hz の場合、 

ゴムマレット、アクティベータ（大）または（小） 

の３種類が向いているということになります。 

 

それぞれのメリット、デメリットを書かせていただきますと、 

 

まずメリットは、 

アクティベーター（大）＝大きいので鳴らしやすい。 

アクティベーター（小）＝小さいので携帯しやすい。 

ゴムマレット＝携帯しやすいし、鳴らしやすい。 

 

次にデメリットは、 

アクティベーター（大）＝大きいので重い。携帯に不向き。 

アクティベーター（小）＝小さいので持ちづらい。手を叩かないように注意。 

ゴムマレット＝特になし。 

となります。 

 

その他に、もし今後他の音叉を購入される場合、 

低い周波数の音叉を購入予定の場合、アクティベーター（大）または（小）、 

高い周波数の音叉を購入予定の場合、ゴムマレット、 

という選択肢もあると思います。 

 

https://shop.wonnesscompany.com/?pid=85462933
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=24400459
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=59504301
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=59504347
https://shop.wonnesscompany.com/?pid=59504722
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あとは、2000Hz くらいになりますと、ゴムマレットでも鳴らしづらくなり、 

木製マレットの一択になると思います。 

 

逆に周波数が低いものに向いたアクティベーター（ボール）は、 

テーブルなどに置くと転がりますので、布の上などに置くと良いと思います。 

 

～～～～～～～～～～～ 

 

また、鳴らし方についてですが、 

ヒーリング音叉は、優しく鳴らしている限り、半永久的に使えると思います。 

私達も購入して十数年経つものもありますが、問題なく使えています。 

 

ただ、強く叩き過ぎて、折れてしまった、という方もいらっしゃいます。 

その方の場合は、アクティベーターをテーブル等に置いて、 

音叉でアクティベーターを叩いて鳴らしていたので、 

アクティベーターが固定されて、力の逃げ場がなく、 

その負荷がすべて音叉にかかっていたのだと思います。 

 

ですので、鳴らす時のコツは、強く鳴らし過ぎない事と、 

力の逃げ場を作ってあげる事と思います。 

打ち抜く感じで叩かず、音叉が手前に戻ってくるように弾く感じで鳴らすと良いと思います。 

 

例えば、先程の 528Hz の場合は、ゴムマレットで鳴らしてあげると、 

一番音叉に負荷がかからないと思います。 

 

音叉も、ゴムマレットも、両方手に持っていますので、 

鳴らした時に両側へはじかれて、負荷が分散されます。 

 

ポイントは、 

・優しく美しく鳴らす 

・力を逃がす 

 

といったところに気を付けていただけたらと思います。 

参考になりましたら幸いです。 
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４. ヒーリングをする時間の長さと音叉を鳴らす強さ 

 

音叉ヒーリングをするのに、どれくらいの時間、 

ヒーリングをすれば良いのか、と聞かれることが時々あります。 

 

特に決まりはありませんが、 

長い時間鳴らせば良いというものではありませんので、 

不快に感じたり、疲れを感じるほど使わないでいただけたらと思います。 

 

普通は数回鳴らせば十分ではないでしょうか。 

例えば７チャクラセット等、鳴る時間が割と長い場合、 

１本につき１回鳴らし、それが１分かかるとしましたら、 

最低でも７本鳴らすのに７分で、持ち変える時間や、 

少し間を取ったら、１０分以上かかると思います。 

 

ゆったりと快適にヒーリングをするのでしたら、 

さらに時間はかかりますし、２つのチャクラのバランスを取ったり、 

全体へヒーリングしたり、どこか集中してヒーリングしたい場合等、 

そんな事をしていたら、あっという間に、３０分～１時間経ってしまうと思います。 

 

ですので、そう何回も鳴らすということは、 

時間的にもできるものではないと思います。 

 

周波数の高い音叉は、鳴る時間が短いので、鳴らす回数も増えると思いますが、 

音が鳴っている時間だけでなく、音が鳴り終わった後の余韻も、 

楽しんでいただけたらと思います。 

 

音叉を鳴らし、音がしなくなった後も、その音を心の中でイメージし、 

余韻を味わい、その時の平和な気持ちをしっかりと身に付けていただけたらと思います。 

 

なので、「音が鳴っていないと効果が無いから、もっと何回も、強く鳴らさないと・・・」 

という考え方ではなく、優しく、美しく、心を込めて、 

程良い力加減で鳴らしていただけたらと思います。 

 

音叉を鳴らす強さも、強ければ良いというものではありません。 
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特に 50Hz 以下の音叉などは、長さがあり、その分、可動範囲も広く、 

強く鳴らすと、先端に付いた重り同士がぶつかってしまう場合があります。 

 

すると、結構「ガチャンッ！！」っと嫌な音がしますので、 

気を付けていただけたらと思います。 

 

特にクライアントさんにヒーリングする

際は、ビックリしてしまいますし、 

アクティベーターでガンガン叩いてヒー

リングされたら、ちょっと「あれれ・・・」

という感じですよね（笑） 

 

ヒーリング音叉を美しい音楽を奏でる 

楽器と思い、優しく、美しく、 

ヒーリング音楽を演奏するように、 

音叉ヒーリングをしていただけたらと思います。 

 

強く鳴らすのは誰にでもできると思いますが、できるだけ優しく、静かに鳴らすのは、 

なかなか難しく、練習してみていただけたらと思います。 

 

鳴っているのか、鳴っていないのか、ギリギリで鳴らしてみてください。 

そういった鳴らし方もできるようになりますと、 

クリスタルを使って、音叉に傷が付かないくらい優しく触れさせ、 

倍音を鳴らす鳴らし方もできるようになります。 

 

例えば、YHWH ヤハウェチューナー26Hz をクリスタルでそっと触れてみてください。 

（傷が付かないように気を付けてください。自己責任で。） 

 

ほんの少しだけ、上の写真の手で鳴らしている所と同じ場所、真ん中よりも少し上に、 

クリスタルをほんの少し触れさせると、通常よりも高い倍音が聴こえると思います。 

 

そういった高い周波数の音と基音を合わせて、 

より高次のヒーリングに利用することもできますので、 

優しい鳴らし方もお試しいただけたらと思います。 

参考になりましたら幸いです。 

https://shop.wonnesscompany.com/?pid=40514332


ヒーリング音叉を購入する前に知っておきたい７つのポイントとは？ 

 

 
Copyright © 2022 wonness company All Rights Reserved 

ご本人以外の方への配布・提供はご遠慮頂けますよう宜しくお願い致します 

 
~ 35 ~ 

５. 柄を当てて使う時の注意点 

 

重り付きの音叉など、鳴らした音叉の柄を経穴などに当て、 

振動を体に伝える場合、強く押し付け過ぎないように気をつけましょう。 

 

振動をしっかりと体に伝えようとして、強く押し付け過ぎてしまうと、 

「押す」という刺激に対して体が抵抗し、リラックスしたいのに、 

逆にその部分を緊張させてしまう場合もあります。 

 

音叉の振動が伝われば良いわけですから、強く当て過ぎず、 

ヒーリングを受ける方が心地良く感じるように当てていただけたらと思います。 

 

例えば、机などに鳴らした音叉の柄を当てると、振動が、 

「ウワ～～～ン♪」と机に伝わって音が走っていきますね。 

 

また、鳴らした音叉の柄をもっている指にも、振動が伝って来ると思います。 

 

そういった音の振動が、音叉以外のものに伝わっていく感覚を、 

机に当てたり、持っている指の感覚に集中したりして、しっかり認識することで、 

音の走り方や、どれくらい柄が触れれば振動が伝わるのか、わかるようになると思います。 

 

まずは自分の体で練習して、どれくらい強く押すと、 

体がそれに抵抗して、緊張しだすのか、そして、机などに振動を伝えて、 

どれくらい触れればきちんと振動が伝わるのか、確認しておくと良いと思います。 

 

それを何度か繰り返して、自分にヒーリングしてみて、 

心地良いと感じる力の程度を身に付けていただけたらと思います。 

 

程良い刺激は、心地良さを生みますが、どんなものでもやり過ぎは良くありませんね。 

どんなに良いと言われているものでも、やり過ぎるのは良くないですものね。 

 

美味しい健康食品も、食べ過ぎれば不健康ですし、 

好きな音楽も、聴き過ぎれば飽きてしまうのではないかと思います。 

程良い加減を身に付けていただけたらと思います。 
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あとは、家族やお友達にヒーリングさせてもらって、 

どうするとリラックスできるのか、確認できると良いですね。 

 

ヒーリングも一種のコミュニケーションですから、ヒーリングを受ける方に、 

快・不快をきちんと伝えてもらえるようにしておくと良いと思います。 

 

自分が良いと思っていることが、他の人にとっても良いとは限りませんし、 

何を求めているのかも、その人によって違うものですね。 

 

ヒーリングを受ける方も、ただ受け身になるのではなく、 

そのヒーリングを受けるということをきっかけとして、 

自分の内面の経験をしっかりと意識し、成長、そして人生を楽しむ、 

というように、能動的にヒーリングを受けると良いのではないかと思います。 

 

意識的にヒーリングを受けるにしろ、無意識的に受けるにしろ、 

その経験をしっかりと味わっていただけたらと思います。 

 

そのためにも、どちらかからの一方的なコミュニケーションではなく、 

双方共に快適なコミュニケーションを目指していただけたらと思います。 

そうすることで、お互いに、より気持ちの良いヒーリングになるのではないかと思います。 

 

ヒーリングを受ける＝至れり尽くせりで癒してもらう、 

というものではなく、むしろ、ヒーリングする人に、 

「ヒーリングをするという機会を提供する」、 

というような感覚でいると良いのではないかと思います。 

 

サービスを提供する人に対して、逆に心地良さを与えるくらいになった時、 

本当の癒しが起きていると思います。 

 

何かをして欲しい、与えて欲しい、と感じていると、何をしてもらっても満たされず、 

その状況を人のせいにしたり、いつも不満を言ってしまい、癒されないものです。 

 

そうではなく、受け取りたいではなく、相手に癒しを与える、 

世間的には、受け取る立場と見える場合にでも、相手に愛や癒しを与えることで、 

本当の癒しが起きると思います。 
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そういったヒーリングをする方の考え方を、前もって、 

ヒーリングを受ける方に伝えておくのも、良いかもしれないですね。 

 

音叉を鳴らす時も、当てる時も、力を入れ過ぎず、 

コミュニケーションも一方的になり過ぎず、 

程良いバランスを心掛けて、ヒーリングしていただけたらと思います。 

 

音叉の柄を当てる強さ、音叉を鳴らす強さ、 

ヒーリングをする側と受ける側とのコミュニケーション、 

何でもほどほどに丁度良いバランスを見つけていただけたらと思います。 

 

参考になりましたら幸いです。 

 

 

 

お互いを尊重したコミュニケーションをとりながら・・・ 

 

 

 

 

優しくヒーリングしてくださいね♪ 
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６. ヒーリングとは、そもそも何なのでしょうか。 

 

ヒーリング用の音叉には、様々な種類があります。 

チャクラに対応したもの、カバラに対応したもの、惑星に対応したもの、 

経絡、臓器、ミネラル、ＤＮＡなどなど・・・。 

 

いろいろな方がいろいろな事を考えて、「これはこれに良いのではないか・・・」 

と様々な音叉が生み出されたと思います。これは他のヒーリングでも同じだと思います。 

 

海外など他のサイトでは、○○に効果がある、と結構言い切ってしまっているのですが、 

私たちは、そのような書き方をしないようにしています。 

 

そもそも、ヒーリングというもの自体が、プラシーボ的要素が強いものですし、 

薬のような物理的反応をヒーリングに望むことは、ちょっと違うのではないかと思います。 

 

例えば、直接的に病気を治すような事は、ヒーリングではなく、「治療」だと思います。 

 

ヒーリングを通して、自身の内面と向き合い、 

どのように生きていきたいのかを明確にし、行動し、 

その結果、病気が改善される場合には、「ヒーリング」は「治療」と関係を持ちますが、 

ヒーリングが「治療」のように直接的に病気を治したわけではないと思います。 

 

その際に、ヒーリングをすることで何が起きたのか、ということですが、 

その一番の本質は、心の成長ではないかと思います。 

 

自身の心と取り組み、自分が感じている世界の感じ方を変えることで、 

価値観や世界観が変わり、自身の望む幸せや充実感を感じることができるように 

意識的に自分の心を観察し、行動し、改善することで現実を作り出していく、 

ということが心の成長であり、自己実現なのではないでしょうか。 

 

ヒーリングを通して、自身の価値観・世界観を修正し、 

その新たな価値観を基に行動し、その世界観を表現し続けることで、 

それがその人のライフワークとなり、より充実した、 

幸せな人生を作り上げていけるのではないかと思います。 
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もっとわかりやすい例では、たとえ毎日、有機栽培されたものを食べていたとしても、 

いつもグチや文句ばかり言って、イライラして感謝もせずに生活していたら、 

幸せや健康になんてなれるはずがないですよね。 

 

それと同じで、心を育てることをせずに、何か効果があるのではないかと、 

ヒーリングをしてみても、本当に望む結果は得ることは難しいのではないかと思います。 

 

そうではなく、音叉ヒーリングの本来の目的は、 

自分が本当に感じていることを認識し、その心を育てていく事だと思います。 

 

音叉の響きを利用し、その感覚を頼りに、 

自分の身体やその機能の素晴らしさに気付いたり、 

チャクラや経絡などといった考え方をすることで、 

体をホリスティック（全体的）に認識したり、 

カバラや天使など、スピリチュアルなことへ意識を向けることで、 

自分の心と取り組んだり、そういった心の豊かさ、感じる力を高め、 

自身の意志で考え、行動する力を高めることが、 

音叉ヒーリングの本来の目的ではないかと思います。 

 

ただ綺麗な良い音、気持ちが良い、楽しい、 

ということだけでも癒されますが、もう一歩踏み込んで、 

この素敵なヒーリング音叉というツールを利用して、 

精神世界の探求にご活用いただけたらと思います。 

 

ぜひ、ご自身の取り組みたい目的の音叉を選び、その音にご自身の想いを乗せ、 

自分の心に、身体に、魂に感謝の気持ちと畏敬の念を込め、 

そして自分だけでなく、他人へ、地球へ、宇宙へ、 

あらゆる存在へ、愛と平和の心で触れることができるように、 

ヒーリング音叉をそのように使っていただけましたら、 

そして心の成長にお役立ていただけましたら、とても嬉しいです。 

参考になりましたら幸いです。 
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７. 用語集 

・周波数（しゅうはすう） 

音波や電気振動などの周期的に変化する現象が、一秒間に繰り返される回数。 

簡単に言うと一秒間に何回振動しているかということです。 

単位は Hz（ヘルツ）といいます。 

1Hz は一秒間に一回の周期の振動。 

1000Hz は一秒間に 1000 回の周期で振動しているということです。 

ちなみに音波は、個体、液体、気体を媒体として伝播し、プラズマでも伝播します。 

真空では伝播しません。 

人間の可聴域より高い周波数の音波は超音波と呼ばれます。 

・基音（きおん） 

発音体の固有振動のうち、振動数の最も少ない基本振動によって生じる音。 

その基音が楽音の音高になります。 

簡単に言うと、音にはたくさんの倍音などの上音が含まれているのですが、 

その中で一番低い基となる音。 

音叉は、倍音などの上音がしばらくすると消えて、 

基音だけが残るのが特徴です。（純音＝正弦波・サイン波の音） 

・上音（じょうおん） 

一番低い周波数である基音よりも高い音。（オーバートーン） 

上音には倍音ではない音も含まれます。 

倍音は、基音の 2 以上の整数倍の周波数の音です。 

簡単に言うと、音を鳴らしたときに一緒に鳴っている、 

基音よりも高い音です。 
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・倍音（ばいおん） 

楽音の音高とされる周波数である基音に対し、2 以上の整数倍の周波数を持つ音。 

ですが実際に楽器などから出る倍音は必ずしも厳密な整数倍ではなく、 

倍音ごとに高めだったり低めだったりするのが普通で、 

揺らいでいることも多いそうです。 

電子楽器など、完全に整数倍の成分だけの音の場合、 

人工的な音で機械的な印象を受けます。 

・オクターブ 

簡単に言いますと、ドレミファソラシドの、 

低い「ド」と、高い「ド」の関係です。 

 

周波数で言いますと、2 倍すればオクターブ高く、 

2 で割ればオクターブ低くなります。 

 

音楽的には高さの違う、同じ音名（例えば低い「ド」と高い「ド」）に感じられ、 

同時に鳴らした場合、とても調和的に感じます。 

 

・BPM（ビーピーエム） 

Beats Per Minute の略で、1 分間にビートがいくつあるかという意味です。 

1 秒に 1 回ビートがあれば、1 分間で 60 回ですので、60BPM となります。 
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

以上、参考になりましたら幸いです。 

最後までこの資料を読んでくださって、 

本当にありがとうございます。 

 

お役に立ちましたら、そしてお楽しみいただけましたら、 

とても嬉しいです。 

 

取扱商品の最新情報は、ショップをご覧いただけたらと思います。 

 

ご購入くださった方には、より詳しい資料をプレゼントしていますので、 

ヒーリング音叉とご一緒にお楽しみいただけたらとても嬉しいです。 

 

また音叉ヒーリングについて、動画のコースも少しずつ作っています。 

少しずつコンテンツを増やしていきますので、併せてご覧いただけたらと思います。 

 

末永く、音叉ヒーリングやサウンドヒーリングを 

お楽しみいただけましたら幸いです。 

 

これからもどうぞよろしくお願いいたします。 

心より感謝の気持ちを込めて。 

 

 

 

 

【ワンネス・カンパニー】 

星川暁、小川順子 

 

 

ショップ： https://shop.wonnesscompany.com/ 

動画コース： https://onsa.thinkific.com/courses/japanese 

ホームページ： https://wonnesscompany.com/ 
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