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ユニバースエネルギーを封入し、生活や健康に生かすエネルギー製品です。 
使えば使うほど宇宙からの愛と調和のエネルギーを取り込めます。私達は販売
後の製品にも定期的にエネルギーを送っていますので、効果はその物(製品)が
壊れるまで落ちることがありません。あなたの日常生活にぜひお役立て下さい。 
ご注文は「ユニバース東京オフィス」まで、お電話またはメールでご連絡くだ
さい。 

TEL 03－6264－8443  Email universe@universejp.com 
 

ユニバース東京オフィス 
〒103－0023 東京都中央区日本橋本町 4－9－5 アーバイル新日本橋４０１ 
カタログの価格は税別価格で表示されていますので、消費税と、送料 590 円
（国内）が別途かかります。 

1 万円以上お買い上げの場合は送料をサービスいたします。 
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宇宙があなたを応援してくれる 
豊かで健康で幸せになる 
ユニバースエネルギーの製品 
 
どんな物(製品)にも「そのエネルギー」があります。 

見た目が同じような品物でも その素材や作った人の意識によって、エネ

ルギーの違いがあります。 

良いエネルギーの物には、人を健康にしたり、幸せな気分にさせる力があ

ります。 

ユニバースのエネルギーの製品には、宇宙から届いている「愛と調和のエ

ネルギー」が、十分に封入されています。 

この製品を使うことで、ユニバースエネルギーが生活に取り込まれるので、

使っている人が自然と健康で順調になっていきます。 
 

私達は販売した後の商品にも定期的にエネルギーを送っています。 

ですから、いつまでも効果が落ちることなくお使いいただけます。 

ユニバースのエネルギー製品をあなたの生活に役立てていただけますこ

とを私達は心から願っています。 

 

もし、使い方など分かりにくい場合は説明いたしますので、 

どうぞご遠慮なくお電話ください。 

ユニバースエネルギー 

豪鷲＆天寿  ごうしゅう＆てんじゅ 

(篠﨑 操・篠﨑京子) 
 

(株)ユニバース 

 103－0023 東京都中央区日本橋本町 4－9－5 アーバイル新日本橋４０１ 

メール：genki-hattatu@keh.biglobe.ne.jp 

  電話 ：03－6264－8443 ユニバース 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1533195853/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9hbWFuYWltYWdlcy5jb20vaW5mby9pbmZvUk0uYXNweD9TZWFyY2hLZXk9MjI5NDYwMDM0MTU-/RS=%5eADByIAc2SzPGlDKu4JyVBDhXDBzxF0-;_ylt=A2RCL5jMZGFbYgwAJgKU3uV7
mailto:genki-hattatu@keh.biglobe.ne.jp
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  商品一覧 
 
―エネルギーが作用する商品のご案内― 

 

P,5   地球の水バンド            ～水道水がエネルギー水に～ 

P,6 インダクションノート ～夢や目標、願いを引き寄せる魔法のノート～ 

P,7   出世街道インソール             ～足から元気にインソール～ 

P,8   ユニバース洗剤                ～洗剤なし‼肌を癒す服に早変わり～ 

P,9   ユニバース SENZO（先祖）クロック     ～ご先祖様の供養に～ 

P,10  超高波動ココーンペンダント          ～悪い影響からまもってくれる～ 

P,11  スマホ・ザ浄化            ～情報エネルギーを浄化、あなたを守ります～ 

P,12  ユニバースノーマルセルパット       ～DNA 細胞を修復、免疫力アップ‼～ 

P,13  邪気除けアロマスプレー              ～お部屋やご自身の浄化に～ 

P,14  肌ピカ バスソルト（入浴剤）            ～幸せ脳、疲労回復効果あり～ 

P,15  音浄化音叉（おとじょうかおんさ）      ～空間の浄化～ 

P,16  チャクラのクリスタルヒーリング瞑想セット  ～瞑想グッズ～ 

P,17  イヤなものがぐんぐん取れる砂時計    ～嫌な記憶、目の疲れ、腰の疲れを取る～ 

P,18  チェンジマドラー              ～エネルギー封入ドリンクに～ 

P,19  屋久杉の「幸せお箸」            ～食べるだけでエネルギーフードに～ 

P,20  「光の柱」自動立て器           ～いつもの場所をパワースポットに～ 

P,21  ユニバース ラッキーT シャツ        ～着るだけで元気に～ 

P,22  息が楽になるヒーリングシート         ～呼吸器、心臓のケアに～ 

P,23  ユニバースエネルギーが体験できる本   

    モルダバイトのビュティーパールネックレス  ～より美しくなれる～ 

P,24  スーパーセンスペンダント          ～エネルギーの感覚が良くなる～ 

P,25  UNIVERSE エネルギーペンダント      ～大難が小難に、小難が無難に～ 

P,26  UNIVERSE キーホルダー          ～発展・向上・繁栄のお守り～ 

P,27  ユニバースヒーリング エネルギーCD    ～かけるだけで癒し空間に～ 

P,28  ビューティーパール 美容エネルギーCD   ～かけるだけで美しく～ 

P,29  発展・向上・繁栄エネルギーCD       ～かけるだけで発展・向上・繁栄 

P,30  姫川薬石               ～おなかの調子を整える、お部屋を暖める～ 

P,31  姫川薬石                  ～野菜鮮度をキープ、ぐっすり安眠～ 

P,32  ユニバース隕石「剣」            ～自分を強くしてくれるお守り～ 

P,33  「カルマの消化」隕石            ～マイナスの連鎖を断つ～ 

P,34  生涯現役パワー隕石ブレスレット       ～すてきな男性であり続けられる～ 

P,35  ブラックシリカの電磁波抜き         ～電磁波を取ってストレス解消～ 

P,36  隕石の金運お守りストラップ         ～金運アップ～ 

    天然石のブレスレット       ～エネルギー封入のあなただけのブレスレット～ 
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P,37  超高波動水変成装置             ～水道水が高波動水に～ 

P,38  台湾の頼再福さんが作ったパワーシール    ～電磁波カット、生命力増強～ 

P,39  ☆ユニケアー「健康・若さ」         ～健康で元気に過ごした方へ～ 

P,40  ☆ユニケアー「学力‼」           ～大脳活性化～ 

    ☆ユンケアー「スペシャル」      ～あなたに合ったユニケアーをお作りします～ 

P,41  地球と仲良くなる地球儀            ～みんなで地球を元気に～ 

P,42  ユニモちゃん                  ～遠隔ヒーリングが迷いなくできる～ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

―困った時に受けられるセッションー 

P,43  遠隔ヒーリングセッション           ～自宅でヒーリングをうけよう～ 

    隕石を使った DNA ヒーリング         ～不調の根本的な改善に～ 

P,44  強力浄化                   ～家や土地、先祖の浄化～ 

P,45  DNA から再生！スペシャルヒーリング      ～毎日受けて生まれ変わろう～ 

P,46  「もの」へのエネルギー封入        ～ご希望のエネルギーを封入いたします～ 

―ユニバースエネルギーのベーシックなセミナーー 

P,47  レベル 1・ウィング              ～健康で幸運な体質に～ 

P,48  レベル 2・スパイラル             ～自己実現・なりたい自分に～ 

P,49  レベル 3・セントラル             ～自らを創造しよう～ 

―スキルを身につけてプロフェッショナルをめざす養成講座ー 

P,50  プロフェッショナル「養成講座」     ～好きなことで人の役に立てる自分になる～ 

P,51  アップグレードヒーラー養成講座        ～ヒーリングをお仕事に～ 

P,52  瞑想ヒーラー養成講座            ～自分が望む方向に人生を進めよう～ 

P,53  浄化マスター養成講座            ～浄化でみんな幸せに～ 

P,54  脳科学ヒーラー養成講座           ～脳から幸せになれる～ 

P,55  ＤＮＡヒーラー養成講座           ～DNA で幸せ未来に変わる～ 

P,56  ストーンヒーラー養成講座          ～パワーストーンで健康に～ 

P,57  人間関係マスター養成講座          ～人間関係の悩みにさようなら～ 

―おうちで受けられる遠隔伝授― 

P,58  幸せや発展のための伝授のご案内          

P,59  受講者向けの遠隔伝授のご案内 

P,60  波動調整付きセッション 

P,61  ３ヶ月でウルトラ変身プログラム  ～あなたの願いが叶う、理想の自分に変身しよう～ 

P62 「ドリーム会員」－1 年間たくさんのサービスで安心― 

P,63  ご利用に際して 

P,64  お支払い方法、振込先 

 

 

 



p. 5 
 

ワンタッチで水道管に取り付けるだけで水が変わる！ 

バンドを付けるだけで水道水がエネルギー水に！ 

地球の水バンド 

水道管にワンタッチで巻きつけるだけ！ 
水道水がエネルギー水となって蛇口から出てきますので、生活水全

部をエネルギー水にできます。

 

お買い上げいただいた方の感想から 
① お水が美味しくなり、お料理が美味しくなります。 
② 食器洗いも、洗剤を減らして洗えます。排水溝まできれいにな

っていきます。 
③ お風呂のお湯がまろやかで、温泉のようによく温まります。 
④ ペットや植物もこの水を喜びます。 
⑤ 掃除に使うと嫌なにおいが取れやすく、さっぱりします。 
ユニバースエネルギーで、この水を使う家族みんなが健康で幸せな方向へと向かいます。 

地球の水バンドのひみつ 

★巻いた中を通った水にエネルギーが入り続ける 
いくら沢山の水が流れても、どんどんエネルギーが足され続けるように設定してあります。 

地球にやさしいお得なセット購入をお勧めします。 

＊価格 １本¥３,５００＋税  
３本セット¥９,０００＋税 ５本セット¥１２,０００＋税  
水の出るところみんなに取り付けてみましょう。 
元栓に１本または、台所の水道に１本 洗濯機の水道管に 1本  
洗面所に１本 お風呂に１本か２本 トイレの水に１本 庭の植物や洗車用に１本  
使い方動画を見る→https://youtu.be/lHFbLk64FLk 

https://youtu.be/lHFbLk64FLk
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自動的に現実化が誘導される 

インダクションノート 

1 冊￥3,500 3 冊\9,000 5 冊 12,000 ＋税 

INDUCTION「インダクション」＝「誘導」という意味です。                  

あなたの夢や目標、願いをこのノートに書くことで、自動的にインダクションし

たようにエネルギーが誘導されるので、「そうなった未来」を引き寄せ、調和

のとれた形で現実化していきます。                                  

夢や目標、願いを引き寄せる、魔法のノート  
このノートに書くことで、自動的に、「インダクション」したようにエ

ネルギーが誘導されるので、「そうなった未来」を引き寄せ、調和のとれた形で現実化して
いきます。 
記入例もあって、毎日のインダクションが楽に書けます。 
B６サイズ１００頁。1冊で 3ヶ月分毎日書けます。 
表紙を開いたところにお名前と開始日をお書きください。 

最初のページに記入の仕方と、記入例が載っています。 

日付だけ先に全ページに記入しておくのがおススメです。日付を書き入れると上に書いてある基本のイ

ンダクションが毎日なされます。 

記入ページには、その日やりたいことがうまくできたと、ご自分のことばでお書きください。 

1冊で１００ページあるので、3 ヶ月分書けます。 

書けない日があっても大丈夫。日付を書くだけでもスムーズになります。 

未来や過去の日付のページに書いてもエネルギーが誘導できます。取り消したい場合は、二重線で消し

てください。 絵や記号、カラーペン、英語で書いても OKです。 

 
セットでお勧め★インダクションノート「スタートセット」￥10,000 円＋税★ 

「スタートセット」で、始めましょう！ 
文字にエネルギーが入るパーカー製ボー

ルペン(１０，０００円)＋インダクションノート

1 冊(3500 円)⇒セット価格で１０，０００円

＋税で販売。 替え芯ご希望は実費(520円)。 
 

お名前、開始日、〇月〇日、〇曜日までを 
先に全部のページに書いてしまうのがお勧めです。 
エネルギーにスイッチが入り、書き忘れても印刷の基本のインダ
クションが働きます。 
 使い方動画を見る→https://youtu.be/zfFJMnHHo5M 

https://youtu.be/zfFJMnHHo5M
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1503040996/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy50YWdhbWktYnVuZ3V0ZW4uY29tL2RhdGEva2VubnRhcm9jay9wcm9kdWN0L2MwM2RjMjEzMTYuanBn/RS=%5eADB2DOpzVpTSoXKBS3WyEHAm97m5To-;_ylt=A2RCL6pkRJVZ00AAhTGU3uV7
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UNIVERSE ユニバースのオリジナル 

「出世街道インソール」 
―足から元気になるインソールが新登場！― 

1足 7,000円＋税 
7つの敵を一刀両断！ 
敵１「下からのマイナスエネルギー」をカット！ 
敵２「足の疲れ」を取って、足どり軽やか！ 

敵３「骨格の調整」で、全身のバランス調整！ 
敵４「靴の中の嫌な匂い」は、ユニバース鉱石パウダーが脱臭！ 
敵５「足は第 2の心臓」足の血流を良くするエネルギー封入！ 
敵６「グランディング」をしっかりさせるので、行動に落ち着きが出る。 
敵７「リレーションシップのエネルギー」封入で、人間関係がスムーズに。 
 

←群馬県にある国内メーカーで、特別に作られた、

ユニバースのオリジナル製品です。 

「出世街道インソール」 
ユニバースインソールは、日本のスポーツ選手のインソー
ルを製造する一流インソールメーカー(写真)が制作しま
した。 
◎安定性と運動性を両立する、特許取得のデザインで作ら

れています。 

 

◎ご注文の際はサイズをお知らせ下さい。 

22 ㎝から 32 ㎝まで。ハサミで切って細部調節もできます。 

（XS２２～２３、 S２３.５～２４.５、 M２５～２６、  

L２６.５～２７.５ XL２８～２９、 XXL２９.５～３２.０） 

 

◎インソールには、ユニバース鉱石パウダーが使われています。 

◎ユニバース鉱石パウダーには、遠赤外線、マイナスイオン、脱臭作用、殺菌作用、血液サ

ラサラ作用など、靴の中を快適にする作用がいっぱい。 

◎もちろんユニバースエネルギー封入なので、 

疲れにくい・歩くのが楽になる・足が気持ちいい・骨格が調整されるなどの体に良い作用が

あります。 

●骨格に歪みがある方は、一時的に関節に痛みが出ることがあります。その場合は使用を中

止してください。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1483710470/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9wYnMudHdpbWcuY29tL3Byb2ZpbGVfaW1hZ2VzLzI3NTY5NjA4NDUvNGNkNTE5YWNhNmQzMGY0OTgxMzJiNmI2NjFkYTY4YTJfNDAweDQwMC5qcGVn/RS=%5eADBv8QrKBT127hwCYrzpfEGyNL9dco-;_ylt=A2RivceFTm5Y72kAlQOU3uV7
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洗剤なしに洗える。衣類が肌を癒す。 

地球環境にやさしい。 

ユニバース洗剤      

 １つ ３，５００円＋税 

・・・だって、実は、衣類は化学物質で汚れている！|дﾟ)💦💦 

「ユニバースエネルギー洗剤」でエネルギー水洗いのお洗濯。 
洗剤無しで洗えるので経済的！   

ポリエステルメッシュ袋（サイズ 10 ㎝×12 ㎝ ） 

重さ：100 グラム 

超高波動水変成装置１個(1,000 円)と、ユニバース

鉱石セラミック１００グラム(3，５００円分)が入ってい

ます。※環境保護貢献のための お買い得価格にしています。 

使い方は、洗濯槽にポンと入れるだけ。 

洗剤は入れないで、 いつもと同じにお洗濯。  
肌に優しい！ 繰り返し洗えるので、経済的！「地球の水バンド」との併用なら、さらに効果的(^^)/ 

洗剤を入れないので、ダウンもふんわり洗えます。 

＜ユニバース洗剤の３つのポイント＞ 
１、ユニバースヒーリング効果で肌が健康に。 
ユニバース洗剤で洗うことで、衣類についたマイナスエネルギーや、化学薬品が取れるので、肌ストレスがなくな

ります。ヒーリング効果のある服を着ることで、肌がきれいになります。水洗いなので、衣類にも負担が少なく、気

軽に洗えます。衣類だけでなく、肌も、きれいになります。 

２、洗濯水がオーラ２３０センチの高波動水に。（一般の水道水は６０センチ程度です） 

セラミックボールと一緒に袋に入っている、小石をコイルで巻いた１センチほどのものが台湾の 頼再福氏発明品

「超高波動水変成装置」です。この装置によって、水のオーラは 230cm になります。オーラの高い水で洗濯するの

で、汚れが落ち、衣類のエネルギーも高くなります。 

３、 天然石の殺菌作用・消臭作用。 
ユニバース鉱石は、★抗菌作用・消臭効果★残留農薬などの汚染除去効果。★トルマリンの約 19 倍、備長炭の

20 倍の微弱磁気エネルギー（波動値）が測定されています。 

肌に優しい衣類になるだけでなく、おサイフにもやさしい洗剤です。 

※洗濯機の水は 1 段多めにして洗うのがおすすめです。 

※もう一枚メッシュの袋に入れると安心です。 

※目につく汚れは予め落としてから洗ってください。※油汚れの強いものは、重層か食器

用洗剤を少量加えて別に洗ってください。 

※ご注意願います！袋は消耗品！です。古くなってきたら早めに別なメッシュの袋の中に二

重に入れるなどお願いいたします。袋が熱に弱いので、ドラム式洗濯機、乾燥機にそのまま

入れないでください。   
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定価 1 個 10,000 円＋税  
4センチ角光学ガラスの小さな時計です。 

「私」という人間がここにいるには両親をはじめ、たくさんの先祖が命の鎖（くさり）を繋いでくれた

から・・・でも、お墓参りにもなかなか行けないし、先祖はどこまでたどればいいかも分からない・・・。  

そこで、「ユニバース SENZO 」の時計を作りました。 

自動的に先祖代々に供養のエネルギーが送られます。 
使い方 

名前を書いた紙とか、写真など、亡くなった人を示すものと一緒に置いてくだ

さい。その方を起点に直系・傍系の先祖代々に浄化と供養のエネルギーが送

られ、広がります。そのまま飾れるケースに入れてお届けします。⇒ 

   

「ユニバース SENZO」 ★（先祖代々の供養や浄化のエネルギー）   

このエネルギーを亡くなった誰か１人に送ると、その人を起点に、浄化と供養のエ

ネルギーが、直系・傍系の代々の先祖に広がります。時計の秒針が動いている間、このエネルギーが送ら

れ続けます。先祖の供養として送ることができるだけでなく、代々続く不運や病気などの家系的な悪い

流れを一度に浄化する作用もあります。起点になる人の名前を書いた紙と一緒に置いてください。 

 

「ユニバース SENZO クロック」は、秒針が動くことで、ずっとユニバース SENZO のエネルギーを送り続け

るように設定してあります。 

「ユニバース SENZO」を送ることで、先祖だけでなく送った人も、過去から応援されている安心感が得ら

れます。時計の置き場は、仏壇、本棚、机の上など、適切と思えるところなら、どこでも構いません。 

 

起点になる人は、それぞれの家系 1 名(父方・母方、嫁ぎ先・実家など)。つま

り 2人までは起点とできます。名前を書く紙も 2枚付けてあります。ただし、

代々続く悪因縁のような流れがある場合には、その家系専用にクロック 1つ

が必要です。一方の家系に悪い流れがあるようなら、その家系専用にする

か、又は時計を 2 個買っていただき、父方、母方それぞれ 1 個としてくださ

い。 

商品情報； 

時計：オプティカルガラスの澄んだ透明感が上品に輝く、４ｃｍのキューブ形のミニクロックです。すっきり

とした、四角い形で人気のミニ時計です。オプティカルガラスは、「光学ガラス」ともいわれ、特に透明度

の高いガラスとして、カメラや光学機器のレンズなどに使用されています。 

 

■秒針が動かなくなったら、電池交換してください。  

電池が大変小さいので、交換はなるべく時計の専門店で行ってもらってください。最初の電池は短めで

すが、新しい電池に交換すると２年程度もちます。 
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オーラが波動が高くなり、悪い影響から守られる 

超高波動ココーンペンダント 
★★★お得なセット購入で、プレゼントにもぴったりです★★★ 

１個 12,500 円+税。    ３個セット 30,000 円+税 (1 コ 2,500 円引き) 

５個セット 45,000 円+税 (1 コ 3,500 円引き) ※セット買いの A・B の組み合わせ自由 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 
★台湾の頼再福さんとユニバースのコラボ製品。★ 
頼再福さんのペンダントに光のマユ(ココーンエネルギー)
をつけて、超高波動とユニバースエネルギーを合体させた
最強のペンダントが完成しました！！ 
 
① このペンダントを身につけるだけで、オーラが２５０㎝に跳

ね上がります。 
 

⇒オーラが大きく高波動になる→波動が上がると、イヤなも
のが来なくなる。免疫力もアップで、健康体に！ 
 
② ユニバースの「ココーン・光の繭まゆ」が自動的に全身につきます。 

⇒妬みなどの思念体や、霊的なマイナスエネルギーを優しくブロック！ 

・人から好かれ、恋愛運・人間関係改善のエネルギーが作用します！ 
 
2 種類からお選びください。 

A タイプ・・女性が身 B タイプ・・四角部分 

に着けやすい     ヨコ 7 ミリ×タテ 15 ミリ。 
エレガントなデザイン スポーティーなデザイン 
チェーン長さ 60 ㎝  チェーン長さ６０㎝ 
 A タイプ 8ｇ          B タイプ 19.5ｇ 
(チェーン含めて)        (チェーン含めて) 
               

どちらにも頼再福さん発明のオーラを２５０㎝に高める「超高波動変成装置」が内蔵されています。 

◎ペンダントトップで、水の入ったグラスや缶をコンコンと軽く叩くと、「超高波動水」を作れます。◎A タイプ

はチェーンが切れやすい欠点があります。エネルギーはペンダントトップだけなので、チェーン部分はご自由

に付け替えてお使いください。腕時計や足につけてもけっこうです。 

◎A タイプはビーズが取れたりする場合がありますが、エネルギーには問題ありません。到着後８日以内でし

たら、送り返していただき、別品と交換いたします。 
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スマホから幸せが来る

Campo del Cielo 隕石付き携帯ストラップ 1 つ 10,000 円＋税 
 

スマートフォンなどの電子機器から情報を得る時代になりましたね。 

「スマホザ浄化」携帯ストラップは、スマホのお守り。 

スマホを通して出入りする情報エネルギーを浄化します。 
 

�������「スマホザ浄化」で、 

① マイナスな思念体、マイナスエネルギーがスマ

ホを通して自分に入ってくるのをブロックします。 

→嫌な思念が入ってこなくなるので、楽しくメール

交換、電話ができます。 

 

② スマホを通して自分が発信する情報からマイナ

スエネルギーをカットします。 

→電話の会話やメールの内容が、相手に誤解され

ず、イヤな感じが取れるので安心。会話が弾みます。❤ 

 
「スマホザ浄化」携帯ストラップは、 

Campo del Cielo 隕石のストラップ 
★アルゼンチン共和国の北部、チャコ州グランチャコに落下した鉄分の多い隕石です。

隕石の表面には大気圏を通過する際に熱でできた、窪みやでこぼこが見られます。 

★鉄分が主の隕石ですので、乾燥させ、錆びないようにご注意ください。 

★エネルギーは、隕石本体に封入してあります。他のパーツは交換してもエネルギーの

強さは変わりません。 

★「スマホザ浄化」の、石や星形のチャームは現在の在庫

がなくなったら違うものを使用する可能性があります。 

その場合もエネルギーの強さや効果にちがいはありませ

ん。 

★本製品は、情報のマイナスエネルギーを取るものです。 

電磁波カット商品をお求めの方は＝「ブラックシリカの電磁波抜き」か、頼再福さ

んの「パワーシール」をお求めください。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1536657576/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9vYW9hLmJpei9zbWFydHBob25lL3Rha2VzLXRpbWUuaHRtbA--/RS=%5eADBjMxJCIpR0r..AoGISh2OQrJKNL0-;_ylt=A2RCL6ooN5ZbDgwAkimU3uV7
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ユニバースノーマルセルパット 
細胞修復のストーンパウダーが症状を癒やします。 

目や頭の疲れ、喉の痛み、胃痛、お腹の不調、膝痛、腰痛、二日酔い、不調

箇所や痛みに当ててください。カバーのハンカチ付きで送ります。 

１つ30,000円+税(２つ５０，０００円＋税)  

本製品はバドガシュタイン鉱石というラジウム鉱石の中でも最

もテラヘルツ波の高い貴重な石の粉末。一粒一粒に、ユニバースエネ

ルギーをのせて放射している、ユニバースのオリジナル製品です。  

特徴は石の光線が１０㎝と長く、奥の体内まで届く

ので、細胞を奥から修復し、細胞の修復力・再生能力がた

いへん高いことです。 

←写真は豪鷲（ごうしゅう）が手に持ったところ。 

 

バッドは１辺約１０㎝。８３グラム。 

ホッカイロくらいの大きさです。 

寝ている時間などを利用し、気になるところに当ててください。  

バドガシュタイン鉱石微粉末 使用なので、光線の半減期は１６００年です。一生使えます。 

オーストリアでは、この石の採れるところは世界遺産となり、保険もきく保養施設になっていて、

あらゆる病気治療のため世界中から多くの人が訪れています。  

 

細胞修復のエネルギー 

「ノーマルセルパッド」はどこに当てても大丈夫。 
傷ついた ＤＮＡ細胞を修復し、免疫効果や自然治癒力を上げるようにエネルギーが

作用します。副作用もなく安全な天然のエネルギーです。 

当てる場所によって、腹巻き、はちまき、ポケットをつけるなど工夫してください。 

カバーは、テラヘルツ光線が通る布製のものにしてください。ハンカチをお入れしま

すので、カバーとして包んでお使いください。細胞の入れ替わりには日数がかかりますので毎晩使うなどし

て根気よく使ってください。 

 

ご注意 
・パッド本体は洗濯できません。お付けしたカバー用のハンカチを取り替えてお使いください。 

つけていることを忘れてトイレで落としやすいので、十分気をつけてください。 
 

★ユニバースノーマルセルパッドのリニューアル(中の粉以外の全部取り替え・エネルギー更新)は、有料

５千円で行います。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1534487586/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9uZXQtYml6ei5uZXQvYXJjaGl2ZXMvOTAy/RS=%5eADBmmI_ug3GaDAILz5mr6vQpseFvL8-;_ylt=A2RivciiGnVbsDgAyQmU3uV7
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ハンドバッグに入れて安心お出かけ 

 医療用アロマで作った邪気除けアロマスプレー 
１本３０ml  １本 3,500 円+税。 ３本 9,000＋税。 5 本 12,000 円＋税 
 

お部屋でも、外出先でも 

シュっとひと吹きで 

エネルギーが作用する邪気除けアロマスプレー 
 

医療用の天然アロマに 

「ザ・浄化」エネルギーを強力封入 

ほのかなラベンダーの香りに気分もスッキリ。 

香りが残らないので、仕事中でも使えます。 
〈使い方〉 
気になる時に、気になるところにシュッとするだけ。 

◎空中にシュッとしてアロマの霧に入ると「セルフ浄化」  

できます。 

お出かけ前、外から帰った時に「セルフ浄化」してください。ご

家族にもどうぞ。 

◎ご自宅・職場などの、気になるところにシュッとしてくださ

い。◎寝具にシュっとひとふきしてから就寝してください。 

◎香りが消えても浄化のエネルギーは持続しています。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

邪気よけのアロマスプレーは、モニター販売で効果を確かめ、ご好評をいただき、製品化いたしま

した。心を込めた手作り品で、作りたてをお届けします。ラベンダーの医療用アロマとエネルギー

水以外、添加物等は一切使っていません。お仕事中も使えるように、香りはすぐ消えますが、浄化

エネルギーは香りが消えても持続します。 

 

（使用者の感想） 

★アロマスプレーは大好きです。とても落ち着くいい香りで、教えて頂いたようにスプレーを浴び

て一日を過ごすととてもいい気分です☺ 

昨日はいつもより寝不足でしたが、朝、スプレーを浴びて、スッキリ起きて、仕事も車で行きまし

たが、眠くなることもなく、仕事の方もお店の方とスムーズにお話ができて、気持ちよく仕事がで

きました。埼玉県Aさん 

★浄化スプレー届きました。職業上、人の邪気を受けやすく、辛い思い

をすることも多かったのですが、早速使いました。目がはっきりして、

明らかに邪気は消えました。抜ける感じではなく、気が付いたら消えて

いたという感じです。体は心地良いだるさになり、さわやかになりまし

た。匂いもアロマの良い香りがします。香水のようにきつくもなく、ス

プレーした直後でも気にせず仕事ができると思いました。富山県Sさん 

 
無添加なので 2ヶ月中に使い切るようにしてください。 

作りたてを毎週水曜日発送いたします。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1535787393/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3Jha3VmdWRvLmlrb3JhLnR2L2QyMDEzLTAyLTA3Lmh0bWw-/RS=%5eADBqVIDw9xuMAG788cke1GuBWyothg-;_ylt=A2RCL6sB8IhbRlwATDiU3uV7
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幸せ♥「肌ピカバスソルト」(入浴剤) 
   1 袋２００ｇ（10～15 回分） ￥３，５００＋税 

自宅の湯船が、まるで美容液！お風呂に入浴剤を入れるだけ！ 

デトックス、ヒーリング効果も！エネルギーがたっぷり入った入浴剤 

ハリウッド女優や海外セレブが愛用していることから話題となっている

エプソムソルトを使用した美容成分がたっぷり入った入浴剤です。エプ

ソムソルトの一般名称は硫酸マグネシウム（MgSO4）で、硫酸とマグネ

シウムの無機化合物ですが、塩分はまったく含まれていません 

。内容量は 200ｇ（10～12 回分） 

使い方 

付属のスプーン 1 杯～2 杯を浴槽に入れて良く溶か

してから入浴して下さい。 
★いろいろな効果 

幸せ脳、幸せ気分、体が温まる、アトピー改善、疲労回復、血行促進、目、鼻スッキリ、美肌、皮膚若

返り、体、心、意識の浄化など封入。 

★リラックス効果 

筋肉の緊張をほぐし、過敏になった神経を落ち着けるのにも、マグネシウ

ムが一役買っています。マグネシウムを含んだエプソムソルトは、お風呂に

入って得られるリラックス効果をさらに良いものにしてくれます。 

★浄化作用のあるピンクソルトもブレンド！ 

心身共に癒やされますよ～もちろんエネルギーをたっぷり封入してあるの

で、効果は抜群！ 

 

使用した方からの感想 

バスソルト入れてお風呂に入ると、肌がスベスベして温泉気分、夜も良く眠れ、朝すっきり元気

です。(20 代/女性) 

バスソルトを浴槽に入れると、ラベンダーとオレンジの香りがとても心地よく、幸せな気分があ

ふれ、幸せ脳のエネルギー１００％となり、頭からシャワーを浴びたり、顔を長目に洗っても、バスソル

トを投入したその日から、不思議なことに、何のストレスもなくなりました。（男性/50 代） 
 

ご注意 

飲食用ではないので、食べたり舐めたりはしないで下さい。 

目や、口に入った場合は、速やかに真水で洗って下さい。 

お子様の手の届くところには置かないで下さい。 

湿気を嫌うので、使用後はしっかり封をして、保管して下さい。 

肌に合わないと感じた場合は、すぐに使用をやめて下さい。 

アロマの香りは揮発性のため、封の開け閉めで、香りが飛ぶことがありま

す。 
 

アロマの香りがとんでもエネルギー的には問題ありませんので、安心してご使用下さ

い。 
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音浄化音叉 

(おとじょうかおんさ) 

           １セット１０，０００円＋税 
☆お部屋の浄化に☆ 

 4096Hz の高周波で開く天使の扉 

澄んだ美しい音色が、あなたの空間を浄化します。 

音叉にも、水晶にも、浄化エネルギーが封入されているので、音色となって、部屋

の隅々まで浄化します。 音叉サイズ：全長約 10×幅約 2.5×厚み約 1cm  

 

使い方 

水晶などの天然石に軽く当てて鳴らしてください。 

今回セットでお届けする水晶は、古代レムリア人の記録が

残る水晶と言われる「レムリアン水晶」。水晶の中でも浄化

力が高いとされている、大変貴重な天然水晶です。 

 

◆美しい音を響かせるクリスタルチューナー（インド製）◆ 

 

クリスタルチューナー(音叉おんさ)とは 
1790 年スコットランド医師・化学者であるウィリアム・カレンの研究で音によるカウンセリングが発表され、

カウンセリングアイテムとして使われるようになったのがクリスタルチューナーです。  

音叉によって空間を振動させ、人体と共鳴させることによって、リラックスを促進させる効果があるので、

瞑想でもよく使われます。  

空間や場、天然石などの浄化にもお使いいただけます。 

 

※音叉の叩き方、叩く石によって鳴り方は変わります。水晶は強く叩くと割れやす

いので、お気をつけください。音と言うより振動波によっ

て空間浄化します。 

この音叉は、精密楽器ではなく石によるキズもつきやす

いのですが、音が出る限り、浄化に支障はありません。 

また、水晶は、天然のものなので、大きさや形にばらつき

があります。なかなか手に入らないので、水晶だけの単

品販売はしておりません。ご理解いただいた上でのご

注文をお願い致します。 
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「チャクラのクリスタルヒーリング瞑想セット」 
チャクラストーンセット＋チャクラピクチュア＋瞑想読み上げ台本 

1 セット 10,000 円＋税 
チャクラのクリスタルヒーリング瞑想が、好きな

ときにできる、画期的なヒーリンググッズです。 

石が好きで、チャクラを整えたり、瞑想をやって

みたい人のために開発しました。エネルギー封

入なので、どなたでも簡単にチャクラヒーリング

ができます。 
●石を置く、チャクラのピクチャー《A4 サイズ》 

●チャクラのヒーリングストーンセット 
 ラピスラズリや、クリスタルのポイントもある豪華版。 

並べ方の見本も付いています。 

●読み上げるだけでエネルギーが作用して、チャク

ラヒーリングできる台本つき。 
台本はコピーして使っていただいて大丈夫です。 
 

使い方 
チャクラに対応したエネルギー封入天然石を、チャクラのピクチャー《A4 サイズ》にのせていき

ます。これだけでも、それを行った人のチャクラが活性化します。 

さらに、ことばにエネルギーを入れた「瞑想の読み上げ台本」をつけましたので、 

それを読むと、チャクラにエネルギーが作用して、チャクラが自動的にバランス良く活性化しま

す。(天寿が読み上げた音声を聞きたい方は QRコードからどうぞ。) 

●チャクラはサンスクリット語で「車輪」を意味し、エネルギーのセンターとなっています。７つの

チャクラそれぞれが人生におけるテーマを持っており、チャクラを活性化することで、生命エネ

ルギーが増し、潜在能力を大きく引き出すことができると言われます。 
 

―セットの石― 

石には、チャクラに対応したエネルギーが封入されています。 

クリスタルのポイント(頭上に立てる水晶) 

アメジスト(紫) 

ラピスラズリ(濃い青) 

ソーダライト(第５チャクラ(喉の位置)に

置きます。 

グリーンクオーツァイト(第４チャクラ) 

ローズクオーツ(第４チャクラ) 

シトリン又はクオーツ(第 3チャクラ) 

アラゴナイト(第２チャクラ) 

レッドジャスパー(第１チャクラに使用) 

※天然石なので大きさや形にばらつきがあります。 

                                                   

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Ffiriche.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F11%2F432109.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffiriche.com%2Fspiritual%2F2001%2F&tbnid=_uNKrTcfSqPI8M&vet=10CFAQMyiHAWoXChMIuLiDs5Cu6gIVAAAAAB0AAAAAEAI..i&docid=co7W-F9umRFjCM&w=300&h=374&q=%E7%9E%91%E6%83%B3%20%E7%94%BB%E5%83%8F&hl=ja&ved=0CFAQMyiHAWoXChMIuLiDs5Cu6gIVAAAAAB0AAAAAEAI
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イヤなものがぐんぐん取れる砂時計 

リリース砂時計（ドイツ製・約３分）１つ５０００円＋税 
※電子書籍発売を記念して、リリース砂時計は、現在３0％OFF の 5,000円＋税と値引きになっています。 

 

取れる砂時計見るだけで良くなる時計部分：直径３センチ高さ７センチ 

ドイツ製の逆転の砂時計は、下に落ちるのではなく、砂が上に上がってい

く、楽しい砂時計です。あなたに必要な時計をお選びください。 

机の上に置いてください。 

① イエロー 

「嫌な記憶を取る」 5０００円＋税 
嫌な記憶を思い浮かべながら見ると、その記憶や感情から嫌なエネルギーが抜けていき、

あまり気にならない記憶に変わります。嫌な記憶を取ると、心が軽くなります。（まれに、嫌

な記憶が思い出されてしまう人がいますが、これは潜在意識に溜まっていたものが抜けて

いくためなので心配いりません。） 

② マゼンダ 

「肩コリを取る」 5０００円＋税 
肩を中心に体がほぐれ、筋肉や血管を緩めるエネルギーが作用します。 

肩こり、首のコリ、背中のコリなど、ほぐしたいところを意識しながら見てください。「コリがほ

ぐれるエネルギー」が作用します。 

 

③ ブルー 

「目の疲れを取る。」 5０００円＋税 
これを見て、目に意識を置いてください。（途中目を閉じて構いません） 「ヒーリング・ア

イ」と「視界が明るくなるエネルギー」が入りますので、目の疲れが取れて視界が明るくな

ります。 

 

④ オレンジ 

「脳の疲れを取る。」 5０００円＋税 
脳が疲れている時には、これを見てください。脳の血行が良くなり、「ブレインリフレッシュメン

ト」エネルギーの作用で頭がスッキリし、気持ち的にも元気になります。 

 

⑤ グリーン 

「腰の疲れを取る」 5０００円＋税 
これを見ることで、腰を中心に「コリがほぐれるエネルギー」が作用し、下半身の疲れが取れ

ます。グランディングがしっかりするので、気持ち的にも落ち着きます。 

 

商品情報： ドイツで手作りされている砂時計です。ケース本体はアクリル樹脂、中身はビーズと無害な天然

の液体です。 

デザイン重視なので、正確な時計ではありません。 熱したり、直射日光に当てたりしないでください。 

※エネルギーが入ると一時的に眠くなったり、せきなど不要なものを出す反応がでる場合がありますが心配

いりません。砂時計が動いている間エネルギーが入ります。途中目を閉じても、意識を向けていれば OKです。   

※持ち主を応援するので、使う人はなるべく 1人にしてください。 
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カドが取れる。雑味が取れる。不調和が取れる。ラッキーが入る。 

ユニバースロゴ入り チェンジマドラー      

1 本 ¥３,５００＋税 
清潔で長持ちのステンレス製、 

 
おいしくなる！ 元気になる！  ラッキーになる！ 

１本あると重宝します！！ ステンレス製なので、安心・きれい・長持ち。 

このマドラーで数回かき混ぜると、エネルギーたっぷりの美味しい飲み物に変

わります。 

自分と合う波長になるので、お腹をこわしにくくなり

ます。 

お酒も悪酔いしにくくなります。エネルギーが作用し、

ラッキーになります。外食にも持ち歩いて何でもかき

混ぜてみましょう。 
 

☆ユニバースのロゴが付いている方を持っても OK！またはロゴ部分でかき混ぜても OK！お

好みでお使いください。 
 

※エネルギーが封入されるので、水やお酒がまろやかで美味しくなります。    

化学調味料や刺激物の味は弱まる傾向があります。                
 

★(*’▽’)マドラーに感想をいただきました。 
＊使うほどにはまってきます。なんでもかき混ぜています。おかげで快調です！ 

＊味が変わるのがわかりますね。心なしかプチラッキーが続いています。 

＊まぜる前後で、何かが変わっているのが分かります。自分好みの味になるだけではなくて、

自分に必要な「何か」がプラスされていると思います！！ 

＊母にプレゼントしたら「この水だと薬を飲みやすい」と、とても喜んでくれました。 
 

☆お鍋だって、ラーメンだってまぜられるので、毎日のお食事作りにも 1本あると重宝しま

す。さびにくいステンレス製なので、長持ちします。使い終わったら、洗って、水分を拭き

とってください。 
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屋久杉箸 一膳７０００円＋税（布製箸袋付き） 

このお箸で食べるだけで、 

★エネルギーが自動的に食べ物に封入されます。（エネルギーは、箸を

使う方に必要なように作用しますので、食欲のない方は食欲が出たり、

食べ過ぎの方には適量で満足感が得られたりします。） 

★味も良くなり、ご自分に合ったエネルギーの食べ物になります。食べ

慣れないものもこのお箸でいただくとエネルギーが整えられていただ

けます。エネルギーが入ることで美味しくなりますが、化学調味料や刺

激物は味が薄くなる傾向があります。 

縄文杉と言われる貴重な屋久杉のお箸           

屋久杉とユニバ

ースエネルギー 

■「縄文杉」と呼ばれる屋久杉 

日本で初めて世界遺産に登録された屋久島で育った１０００年以上の杉を

屋久杉といい、古くから工芸品として活用されてきました。 

■土中に何百年あっても腐らない屋久杉 

花崗岩の島で養分が少なく年輪が狭くなり更にその狭い年輪に樹脂が

溜まる為、細菌が混入できない程に稠密な木が生まれました。屋久杉は

切り倒され数百年放置されても腐らない木になったのです。 

■塗る必要がない屋久杉の箸 

他に例がないほどに稠密で堅くてしなやかであるため、塗る必要がない

屋久杉の箸です。花崗岩の養分の少ない島・世界有数の多雨・台風の通過

点・深い山故に、強靭でしなるため、塗るのは不向きな木目の美しさを楽

しめる箸です。  

 

■お箸の持ち手には Universe の文字が入っています。 
屋久杉とユニバースエネルギーは大変相性が良く、これで食べるだけでユニバースエネルギーと、屋久杉の

エネルギーが同時に入ってくるお箸になりました。         

❤ご両親へのプレゼントにも最適です。 
★布製の箸袋（日本製）をお付けします。 

箸袋に入れて持ち歩き、外食の時に

もお使いいただけます。 

                                      

ご注意：貴重な天然の屋久杉ですの

で、手洗いし、水分をふき取ってから

箸袋に入れて保存されることをお

勧め致します。 

※男女兼用 23 センチの長

さ。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1536661609/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhc3V0b3lhLmNvbS8yMDE0LzAxL2Jsb2ctcG9zdF8yOTYuaHRtbA--/RS=%5eADBx6J5mLnEgmLVNj9h1DBl2TnV7fI-;_ylt=A2RivcfoRpZbH2UA4BCU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1536662082/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cudHJhdmVsLmNvLmpwL2d1aWRlL2FydGljbGUvMTA0ODMv/RS=%5eADBFRSg4A6ZOORxwFAbp6wTIydCvtY-;_ylt=A2Rivc3BSJZbKjYAhB6U3uV7
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「光の柱自動立て器」 １個¥１０，０００＋税 

★自動立て器は直径 5 センチ、高さ１センチ。手のひらに乗る小さなものです。 

★半径１メートル、直径２メートルの円柱形のパワースポットをどんな場所にも作れま

す。 

使い方 
この小さな器具を立てたい場所に置いて、『光の柱が立つ！』と、命令してください。 1分
以上たったら、器具を取って下さい。 光の柱がもう立っています。 
 

＊自分がいつも仕事をする場所や座席に立てておきましょう。疲れにくくなります。 

＊いらいらしている同僚の席に立ててあげましょう。おだやかになります。 

＊玄関やお店の出入り口に立てて置くと、外からの悪いエネルギーから室内をガードします。 

＊ポケットに入れてお守りとしても使えます。電車の中など、床に置けなくても、手に持って自分の足元

に置いたとイメージして「光の柱が立つ」と命令すると同じように作動します。 

★いろいろな所にミニパワースポットを作れます。毎日使う場所は１・２週間に１回程度、自動立て器を置

いて「光の柱が立つ！」と命令してください。 

 
 

★家・土地の浄化に 

「光の柱」を 
お使いください。 
四隅に置くと、広い直径の「光の柱」を立てられます。 
家土地の浄化の場合は、敷地の四隅に設置するか、埋めてください。 
※家土地全体が光の柱の中に入り、良くないエネルギーから守られ、快適に過ごせます。いわ

ゆる霊的な災いや、外からの悪意（マイナスな思念体）、さらには、台風や竜巻の災害から守ら

れたという報告もあります。エネルギーは常に作用しますが、特に必要と思ったときや思いつい

たときには、「光の柱が立つ！」と言ってください。  
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着るだけでラクになる 

ユニバース ラッキーT シャツ 

「ラッキーT シャツ」でもっとラッキーに 
■１万円以上だと送料無料■ 

まとめ買いがお得！！です。 

半そで！ １枚５，０００円＋税。 ２枚７，０００円＋税。 ３枚１０，０００円＋税 
豪鷲＆天寿とお揃いの T シャツで、昼間は元気。夜はぐっすり。 

綿１００％。厚めの生地なので、着心地が良く、外出にもパジャマに

も下着にもピッタリ。着るだけでラクになる T シャツです。ユニバー

スのロゴは、豪鷲がリーディングでデザインしたもので、 

「入れて輝く」・「出して輝く」エネルギーを表現しています。  

この T シャツを着ている人に、良いエネルギーが入り、悪いエネル

ギーは出ていくようにユニバースエネルギーを作用させました。 

＊生地の素材、綿 100%  ※商品ブランド UnitedAthle   ※半そで、

色、パープル 、※長そで紺色 

サイズは、L,M,S から選べます。 

Sサイズ＝（女性の Mサイズくらい）身丈 65、身幅 49、肩幅 42袖丈 19 (長そで 59) 

Mサイズ＝（男性の Mサイズくらい）身丈 69、身幅 52、肩幅 46、袖丈 20 (長そで 60) 

Lサイズ＝（男性の Lサイズくらい） 身丈 73、身幅 55、肩幅 50、袖丈 22  (長そで 61) 

綿 100％ 落ち着いた色で、部屋着にもパジャマにもピッタリ。半そでサイズでの組み合わせも自

由なので、まとめ買いがお得！！です。半袖写真はパープルですが、仕入れ先の都合で多少色が変

わる場合があります。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

長そで！ 1 枚 ５，０００円＋税。 ２枚 7，5００円＋税。  ３枚 １1，０００円＋税 
ユニバースのロゴは、 

「入れて輝く」・「出して輝く」エネルギーを表現しています。 

だから、着るだけで元気になっていける。 (^o^)(^_^)v  

ユニバースのロゴは、前胸と後首口のところにデザインされています。「入

れて輝く」「出して輝く」のエネルギーです。 
まとめ買いは、長そででのサイズの組み合わせ自由です。 

ご注文の際、お知らせ下さい。 

長そで写真は紺色ですが、仕入れ先の都合で多少色が変わる場合が

あります。色が違っている場合はご注文の際にお知らせいたします。 

―Tシャツに感想をいただきましたー 

●主人と娘がお揃いでユニバースＴシャツを着て寝ています。 

2 人の第一声は、『あったかい!!』でした。 柔らかく着心地も良いそうです。 前ま

で疲れてぐったり仕事から帰って来ていた夫が、Ｔシャツ効果なのか？笑顔で帰

宅する事が増えたような気がします。 
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呼吸器系が弱い方に。胸にのせるだけ。 

息が楽になるヒーリングシート 
ストーンパウダーが織り込まれたフェルト生地 

 

1 枚 4,000 円  

2 枚 7,000 円 

3 枚 9,000 円 
           サイズ ：20cm×20cm ×厚み 4 ミリ 

 

一生働き続ける、肺や気管支、そして心臓。  

気管支や肺、心臓をヒーリングする「息が

楽になるエネルギー」でケアしましょう。 
 

❤胸の上に乗せて寝てください。 ��� 
エネルギーが作用し、胸部が温まり、睡眠中の呼吸を楽にします。 

呼吸器系が弱い方、ぜんそく気味のお子さま、お

年寄りには、特にオススメです。 
使い方：寝るときに胸の上に乗せてお休みください。下着の上、

パジャマの下がお勧め 

パワーストーンのパウダーを織り込んだ 特別なフェルト布を使用

しています。マイナスイオンや遠赤外線など、健康に良い光線が

出ているので、気持ち良く眠れます。 
 

ご注意パワーストーンが織り込まれたフェルト生地なので、洗濯機での洗濯はできません。やさしく

手洗いは可能です。 

お手入れ方法ほこりを取り、たまに �����「日に干す」お手入れをしてください。 

◎パワーストーンには殺菌作用・消臭作用があり、衛生的でニオイ

が付きにくい素材です。汗が付いたら陽に干してください。�������� 

 

 



p. 23 
 

「ユニバースエネルギーが体験できる本」 
豪鷲＆天寿著  文芸社 1,100 円＋税 

アマゾンでお買い求めください。 
 この本でエネルギーの効果を体験できます。ぜひ書店でお求めくださ
い。本を使って、エネルギーの体験ができます。 
本に名前を書くと、名前を書いた人が「持ち主」になり、エネルギーが
その人に送られます。 気になる方やご家族の分もお求めください。 

ネットで、アマゾンにご注文下さい。 
手に入りにくい場合は、こちらにご請求ください。 
こちらにご注文の場合、1冊だと、本代（1,210円）以外に送料 180円がかかります。 
2冊以上ご注文は送料無料です. 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

モルダバイトの 

ビューティーパール      

ネックレス１つ 2万円＋税 

 

モルダバイト 

（縦 1。５㎝、横１．０㎝程度、重さ２．０g 程度）  

シルバーチェーン（45～５０㎝） 

シルバーお手入れ品付き。 

数量限定のネックレスです。ご注文はお早めに。 

モルダバイトは、隕石が落下した際に起こる膨大な熱量と衝撃によって、地上の物質と隕石の成

分が融解し形成された、テクタイトの一種です。 

チェコスロヴァキアのモルダウ川流域で最初に発見されたことからモルダバイトと名づけられまし

た。 

パワーストーン辞典によると『モルダバイトは、隕石の影響を受けて生成されることから、宇宙の叡

智を秘めた石だと伝えられています。古い考え方や思い込み、固定観念から解き放ち、自由な思

考や向上心をサポートしてくれるパワーストーンです。 
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超感覚アップのシルバーペンダント 

持ち主の秘めた能力や才能を目覚めさせ、霊的成長を促し、
「本当の自分」や「ここに生まれてきた意味」を知る手がかり
を与えてくれるといわれています。そのため、向上心が旺盛
で、「現状を変えたい」「自由になりたい」という人にお勧め
のパワーストーンです。』 

エネルギーの感覚がよくなるペンダント 
エ ネ ル ギ ー の 感 覚 が 分 か り や す く な る 。                 

遠隔ヒーリングが楽しくなる。  インスピレーションが高まる。 

ペンダントトップは浄化力の高い、ヨーロッパのシルバー製品。ユニバースで独占契約しているド
イツメーカーのオリジナル製品です。エネルギーはペンダントトップに封入されています。 

チェーンの長さ 70センチ 
お付けするチェーンは実用性の高い、サージカルステンレスで 70 セン
チ。頭からかぶり、服に隠れる長さのものです。サージカルステンレス
は、医療用器具にも使われるアレルギーになりにくい素材です。 
(ファッション性が高いドイツ製シルバーチェーン４５センチの方をご
希望の方は、購入時にお知らせください。) 
 
エネルギーの感覚が良いと、 

◎エネルギーを送っている時の感覚や、エネルギーを受けている感覚が分かりやすくなりま
す。 
◎エネルギーの読み取りがしやすくなります。 
◎肯定感が増し、今感じられている感覚に確信が持てるようになるので、情報を得やすくな
ります。 
★身につける方を限定してお使いください。 
お手入れ： シルバーの美しさを保つため、使ったら布で拭いてください。黒ずんだ場合は、市販の「シ
ルバー還元液」をお買い求めください。 
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大難が小難になり、小難が無難になる 

５万円＋税 
起こることからマイナスエネルギーを取るので、 

「大難(だいなん)が小難（しょうなん）になり、小難が無難（ぶな

ん）になる」 エネルギーペンダントです。 

 
ペンダントトップ 21 ミリ×28 ミリ 
このエネルギーは、以前ハッピー通信でプレゼ

ントしたところ、「もう少しで、あやうく事故に

なるところを免れた」「そのままだと大変なこ

とになるミスを偶然見つけた」など、たくさんの感想が寄せられま

した。 

 

エネルギーペンダントを身につけることで、その人に「大難が小難になり小難が無難になる

エネルギー」が作用します。 
 

遠隔で使えるロケットペンダント 
ペンダントトップ部分 21 ミリ×28 ミリ。 

ロケットになっていて、ふたを開いて、中に小さな紙が入れられます。 

このエネルギーを送ってあげたい人がいる場合には、ロケットの中に写真を、(写真が

ない場合は紙に「私の長男の○○(名前)」のように、本人を特定できる情報を書い

て)、入れてください。 

ロケットに入れることで、送りたい方にも、「大難が小難になり小難が無難になるエネ

ルギー」が遠隔で送られます。 

ロケットに入れられる人はお 1 人までです。写真や紙は、折りたたんで入れて結構で

す。 

チェーンは頭からかぶれる長めのサイズ。 
サージカルステンレス 70センチのチェーン。70センチは、頭からかぶれる服に隠れるサイ

ズです。サージカルステンレスは、アレルギーになりにくい素材です。 

製品情報 

◎ペンダントは、ドイツの職人によるユニバースのオリジナル製品です。UNIVERSE の文字

も工房で入れました。シルバー製品なので、布で拭くなどのお手入れをしてください。 

◎エネルギーが入っているのはペンダントトップの部分です。チェーンは取り替えてもエネ

ルギーは変わりません。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1498712517/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5jaXR5LnVyYXlhc3UubGcuanAvYXJlYS9ib3VzYWkvaW1nLzAxLzEwL2lsbHUwMS5naWY-/RS=%5eADBWTva31aApCGlFK3pfR2NeAlz9ts-;_ylt=A2RCAwNEOFNZSFwAGhuU3uV7
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仕事用のカバン・携帯電話・財布にも 

発展・向上・繁栄の「お守り」
UNIVERSE キーホルダー」 
🌸🌸価格 １０,０００円＋税 
🌸🌸いつも使っている仕事用の

カバン、キーケース、携帯電話、財布など、発展・
向上・繁栄してほしいものに付けてください。 
品質の良い国産ステンレス製品。 
技術の高い製作所での、オリジナル製品です。 
素材は SUS ステンレス３０４．美しく耐久性があります。 
文字高さ１センチ×長さは６センチのキーホルダーです。 
板の厚さは２ミリ。１枚のステンレス板からくり抜いてあるので、つなぎ目
が無く丈夫です。角を取り、手触りを良くする加工がされています。
UNIVERSE の文字が、美しく丁寧に仕上げられた、１点１点手作りの国産ス
テンレス製品です。 
★このキーホルダーには、「発展・向上・繁栄」のエネルギーが封入してあります。これ
を付けたものに、「発展・向上・繁栄」のエネルギーが自動的に送られます。不調和を調
和させ、流れを大きくして、幸運のエネルギーを呼びこみましょう。 
使い方 
🌸🌸大人だけでなく、お子様のランドセルにもお勧めです。 
🌸🌸エネルギーは弱まることなく製品が壊れるまで作用します。 
めぐってきたチャンスを生かせるように、日頃から現実的な 
努力を積んでください。このお守りは、あなたの努力が実る
ようにサポートしてくれることでしょう。 
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ユニバースヒーリング エネルギーCD 
エネルギーCD は、回転することでエネルギーがドーム

状に膨らみ、癒し空間を作ります。 

Universe Healing   
ユニバースヒーリングは、     

基本のエネルギーCD です。  

価格 1 枚 １０，０００円＋税   
 
ユニバースヒーリングのエネルギーが、CD が

回転することによってドーム状に広がります。

汎用のヒーリングエネルギーが、心身に必要

なところに流れていき、エネルギーフィールド

を整えます。 

心身の健康に関して何枚ものＣＤは必要ありません。 
「ユニバースヒーリング」には、「浄化」、「精
神面の調整」「チャクラの調整」など、ヒーリン
グに必要なすべての要素が含まれています。 症
状に特化しない汎用のエネルギーを受けることに
よってからだ全体を癒し、個々の症状にも良い結
果を導き出します。「腰痛」や「頭痛」一つをと
ってみても、人によっていろいろな原因がありま
すが、エネルギーがそれを見つけ出し、足らない
ところに必要なエネルギーを満たしてくれます。 

 
＊ 回転することでエネルギーが出て、室内全体に広がります。 

音は関係ないので、小さな音や無音の回転で結構です。その場にいる複数の人が同時にヒーリングさ
れるので、和やかな雰囲気になります。 

＊ １日１回はＣＤをかけてください。できれば、はじめのうちは長時間つけてください。就寝中、ほと
んど無音にして、つけっぱなしにしておくのがお勧めです。 

＊ 時々「エネルギーが入ってきている」と意識するのも効果を高めます。 
※はじめのうちは特に毎日 CD を回してエネルギーチャージしましょう。 

使い方動画を見る→https://youtu.be/7Q_n7OIWUjI 

https://youtu.be/7Q_n7OIWUjI
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美容には 

Beauty Pearl CD 
ビューティーパール CD 

「ビューティーパール」は、 

美容エネルギーCD です。 
価格 1 枚 8，０００円＋税 
 
Beauty Pearl  

体全体を健康にするエネルギーをベースに、顔を中心にして「美しくなるエネ

ルギー」が作用します。顔面骨を調整し、皮膚の幹細胞から活性化させるので、

素肌から健康になり、本来の美しさを発揮することを追求しました。顔がしま

り、肌が柔らかく弾力のあるようになっていきます。 

 

寝ている間、ごく小さな音量でつけておくのがお勧めです。 

価格 ¥８,０００＋税 
※スイッチを押した人を中心にエネルギーが作用します。 

ご注意：エネルギーは足らないところから満たしていくので、期

待したところにすぐ効果が現われない場合があります。例え

ば、肌荒れの原因が内臓にある場合もありますので、そういっ

た場合は、ユニバースヒーリング CD からお使いになることをお

勧めいたします。 
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発展・向上・繁栄 

エネルギーCD 
  1 枚 1 万円＋税 
 

スイッチを押した人を中心に、

「発展・向上・繁栄」のエネルギ

ーが広がり作用します。 
 

（CD ジャケットの画像は金針ルチル水晶の金色の結晶が伸びていく実写です） 

 

「発展・向上・繁栄」は自分を中心に、周りと繋がるエネルギーの循環を良くして、幸

運を呼び込む流れをつくっていきます。「道を拓くエネルギー」「立ち位置のエネルギ

ー」「人間関係のエネルギー」「豊穣のエネルギー」「マネーのエネルギー」など色々な

エネルギーが含まれています。毎日かけているとじんわりと効いてきます。 

 

• お店や会社で、かけっぱなしがお勧めです。 
 

• 毎日１回はＣＤをかけてください。仕事の間や夜間寝ている時間に、無音で

オールリピートで CD を回転させておくのもお勧めです。スイッチを押した

人を中心に作用します。 

 
現実世界の背後には見えないエネルギーの流れがあって、運とか縁とか呼ばれてきました。『発

展・向上・繁栄』は小さく滞っているエネルギーの循環を大きくして、発展・向上・繁栄に向かう流

れがその方に入って来るようにするものです。  

このエネルギーを流すことで、あなたとあなたの周りの人達に『発展・向上・繁栄』のエネルギーが

広がって行きます。幸運のエネルギーが作用しやすくするためにも、CD を回すだけでなく、チャン

スを生かせるように毎日の現実の生活を整え、必要な行動をしていきましょう。 
 

 

※はじめのうちは特に、毎日 CD を回してエネルギーをチャージしましょう。 

価格¥１０，０００＋税 

 
使い方動画を見る→https://youtu.be/TMiYg3Ulm2I 

 

 

https://youtu.be/TMiYg3Ulm2I


p. 30 
 

ユニバースヒーリングストーン 

姫川薬石ひめかわやくせき   

姫川薬石は、フォッサマグナで有名な新潟県の糸魚川の流紋岩です。大地溝
帯（フォッサマグナ）を流れる姫川渓谷の中で 6500 万年眠っていた薬石で
す。怪我や病気に効く薬石として昔から活用されてきました。地元ではその
模様から「虎石」と呼ばれ、漬物が美味しくなり腐りにくくなる石と言われ
ていました。体調が悪いときにはお茶に石を入れて飲むなど、庶民の「薬」
として使われました。最近この石の効能は石から出る微量ラジウム放射能によるものだと分かり、
「健康に良い石」としてネットで大ブレーク中です。ラジウム光線にはラドン温泉のように、様々
な癒し効果があります。 
 

ところが同じ模様の流紋岩でもラジウム光線の出ていないものもありますので、

私達は、地元・糸魚川のWさんから姫川薬石を直接購入しています。Wさんは、

「ジオパーク・マスター」として姫川薬石と疑似石を見分ける鑑定士もしている

ベテランです。 
←Wさんの「ジオパーク・マスター認定書」 
★姫川薬石は微弱な放射線（β線、α線）が計測器で確認できます。姫川薬石の
微量の自然放射能は DNA を修復し、自己免疫力を高める働きがあります。しか

もその半減期は４００億年以上とかで、効能が弱まることはありません。 
 

🌸🌸姫川薬石に目的のエネルギーを封入した生活用品🌸🌸 
 

便秘にさようなら「ネイチャー・コーリング」 
          1 個¥3,500＋税・ポーチ付き 

（便秘解消エネルギー封入姫川薬石） 

「ネイチャー・コーリング」は、英語で、「自然が呼んでいる」。

つまり、トイレに行きたくなった時に言うことばです。 

夜、お布団の中で、これをお腹の上に置いたり、軽くさすってみ

てください。便秘のお悩みの方には救世主となるのではないかと思います。 
 

灯油タンクの上に置いてください。「灯油 ぽかぽか」 
1 個¥3,500＋税・ポーチ付き 

（暖房効果アップのエネルギー封入姫川薬石） 

「姫川薬石のラジウムは、炭素構造の環状結合を切り離し、鎖

状結合に変える働きがあるので、それを強め、熱効率が良くな

って、暖房効果が上がるようにしました。お部屋がぽかぽか暖

まります。袋付き。 
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冷蔵庫の中に置いてください。「ステキな冷蔵庫」 
1 個¥3,500＋税・ポーチ付き 

（冷蔵庫の中の食品にエネルギーが自動封入） 
冷蔵庫の中に置くことによって、冷蔵庫内の食品に、エネルギ

ーを自動封入します。冷蔵庫の空間が浄化され、野菜の新鮮さ

が長持ちします。 

★天然石なので、模様や形に違いがあります。ポーチも写真と

ちがう場合があります。 

★他の姫川薬石との見分けがつくように、製品名を石にスタンプで押しています。 

★石のエネルギーは弱まることなく、永久的に使えます。 

★石は汚れたら石鹸で洗って熱湯消毒してください。 

★石はポーチから出してお使い下さい。 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「おやすみ姫ちゃん」      
 （ぐっすり眠れる姫川薬石です）    

姫川薬石小丸 ３こ 250ｇ程度 

1 万円＋税 (入れ物付き)       
枕元に置くだけで、 

「ぐっすり眠れるエネルギー]が作用します。                                
「姫ちゃん」は、手のひらサイズの姫川薬石に「ぐっすり眠れるエネルギー」を封入して作りました。
(3個で 250グラム程度の重さです。) 

天然石なので大きさ・形・模様が全部違います。「おやすみ姫ちゃん」と、手書きしてあります。 

《使い方》 枕元に置くか、手に持って寝ましょう。 
「姫ちゃん」から出る天然光線が、「入眠に入りやすいエネルギー」「睡眠の質を良くするエネルギー」

なので、入眠効果、眠りの質が良くなります。 

 

寝るときは、枕元《まくらもと》に姫ちゃんを置きましょう。 
手に持って寝ても良いです。姫ちゃんは「グランディング力」が

強く、安定感がアップする石です。「姫ちゃん」は、ブレない自分

を保つのに最高の「お守り」。だから、ぐっすり眠れるのですね。 
お手入れ： 食器と同じようにスポンジで洗って、重曹を入れたお湯で 10

分ほど茹でてください。(マグマの石なので、茹でてもエネルギーはまっ

たく変わりません。) 
 

「姫ちゃん」を枕元に置いてステキな夢をみてくださいね♥ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1578555944/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cucGhvdG9saWJyYXJ5LmpwL2ltZzI2Ni8yMDUyMDlfMjE0OTc2My5odG1s/RS=%5EADBLL5nH_bnPr1xqVXQbalmrEn7fJE-;_ylt=A2RCL5aoiBVeqR8A4RmU3uV7
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★攻め、防御する波動 

ユニバース隕石「剣けん」 
隕石のお守り 1 個 ¥10,000＋税 
 

ケースの大きさ：4～5 センチ×4～5 センチ 高さ 1.5～2 セ

ンチ（隕石のサイズによりケースも大きい場合有）隕石は 4 グ

ラム程度。 
※(現製品は Campo del Cielo 隕石。アルゼンチン産のものを使用しています。) 

★この製品の鉄隕石は、宇宙の小天体の核だった部分です。宇宙空間の過酷な環境で、言わば生

き残りをかけて戦ってきました。自分を強くしたり、攻撃から防御するエ

ネルギーに長けています。隕石の魔除け効果は、特にマイナスエネルギーから

の防御効果に優れ、持ち主に悪影響を及ぼしかねない環境や人を遠ざけておいて

くれます。 持ち主がマイナスエネルギーに晒されて、ストレスを抱え込まないよう、

常に守ってくれます。 

※鉄隕石は直接持つと錆びやすいので、ケースに入れたままお使い下さ

い。 
 

＊自分を強くしたい人にお勧めです。 

ユニバース「剣」は、刀や鎧のように、戦い・競争・防御で強くなるエネルギーを持ちます。 

「剣」に意識を向け、「役割」（どうしてほしいか）を言うと、そのように働いてくれます。 
 

ユニバース「剣」の波動は 

★自尊心、自信を強くする。★持ち主や持ち主の環境を守る。 

★自分をもっと前面に出す。（自己主張ができるようになる） 

★自分への良くないエネルギーと戦い、拒み、はねのける力を持つ。 

★自分への良くない関係性や感情コードをカットする。 ・・などに効果的です。 
 

★手に持ち、嫌なものとの繋がりをイメージして、それを剣でカットするように動作をつけると、切

断が強化できます。(相手からの悪い思念体、感情コードのカッティング) 

★自分に「剣」のエネルギーを取り込みたい場合は、「剣」を左手にケースごと持って、「隕石剣のエ

ネルギーが私に入る！」と言って、右手を自分に当て、エネルギーを取り入れてください。 

★ホテルなどで寝る時は、頭の上方と足下にケースを自分に向けて立てて置いて、「私を守れ！」と

命令してください。寝ている間、悪いエネルギーが侵入できません。(この場合は「剣」が 2 個必要で

す) 

★部屋において、その「場所」をガードさせると中にいて安心です。強力にガードしたい場合は、4 個

使って部屋の四隅に置くのがベストです。 
 

★「私を守れ」「この部屋を守れ」など、どうしろと、はっきり命令して使ってください。 

★元々攻撃的な人が「剣」を持つとこのエネルギーを感じないか嫌な感じがする場合

があります。 

★自分を強くしたい時は、エネルギーを取り入れ、お守りとして持ち歩きましょう。 
ご注意：錆びやすいので、水に濡らさないようにしてください。 
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貴重な隕石でマイナスな連鎖を断つ 

１０万円＋税 
貴重な隕石にユニバースエネルギー「カルマの消化」を強力封入。 隕石

パワーで足かせとなっているカルマを解消する。 
８ミリ玉２３珠サイズ ５５グラム 隕石である鑑定書付き 

「カルマ」とは、日本語では「業（ゴウ）」といいます。過去世からの因果応報という意

味にも使われてきました。カルマは、人の魂が積み重ねてきた自分自身に対する足

かせのようなものです。 

一方、隕石には、地球の石とは違う成分を含んでいます。宇宙につながる力を持

ち、魂を新しい段階へシフトしていくのを助ける力があります。隕石は、転生輪廻の

悪因縁を断ち、「足かせ」を外すのには最適なエネルギーを発しています。 

私達は隕石に、ユニバースエネルギー「カルマの消化」を強力封入し、のエネルギー

としました。なぜ「カルマの解消」ではなく、「カルマの消化」としているかと言うと、・・ 

業（ゴウ）」は、「行い」ですので、良いも悪いも過去の行いは消化して、これからの人

生の「肥やし」になっていくということなのです。 

このブレスレットは、カルマに苦しめられている人をそこから抜け出す「お守り」となっ

てくれます。 

こんな方にお勧めです。 

◎カルマが気になる方 

◎「分かっているのにやってしまう」「また同じ不運が繰り返されている」と感じている方 

にお勧めです。使い方は、アクセサリーとして身につけるか、手に持つかだけです。 
商品情報：ギベオン隕石は、1936 年にナミビア共和国（アフリカ南部）のギベオンというところで発見された鉄

隕石（メテオライト）です。約 4 億 5 千万年前に地球に落下したと考えられています。 

 

※鉄隕石は鉄分が多いので、錆びやすいため、銀色の錆止めを塗ってあります。乾いたハンカチな

どで、拭いてお手入れしてください。隕石から「浄化」エネルギーが出ていますので、浄化の必要は

ありません。お申し込みの際、どんなカルマが気になるのか、ひと言お知らせ下さい。 
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5０台からの男性のための 

生涯現役パワー隕石ブレスレット(鑑定書付き) 
隕石に封入されたエネルギーで、男性パワーがアップし、男性らしい

やる気と気持ちのハリが戻ってきます。活力が増せば仕事にもプラ

スになります。 

隕石パワー・ブレスレット    95,000 円＋税 
 
数年前、シンガポールに行っていた時のこと。現地の C さん(50 代後半の男性)が、私達のヒーリン

グを受けに来ました。 

その時の依頼が「若いときのように精力的な活動をまだまだ楽しみたい。そういうパワーが出るヒ

ーリングをしてほしい」ということで、その要望に応えてつくったのが「生涯現役パワー」でした。 

このヒーリングの後、C さんにまたお会いしましたら、「とても効いてるよ！」と、満面の笑みでした。顔

もツヤツヤしていて、生き生きした感じがしました。 

日本ではそういうヒーリングの依頼は今までないのですが、 

歳を重ねて男性的な活力が低下すると、衰えを感じて、気持ちも老けてしまうので、 

女性にとって美しさの「美容」が大切な様に、男性には「生涯現役パワー」が大切な元気の要素にな

ると気づきました。これは、50 才以上の男性にとっては、とても必要なヒーリングですね。 

シニア男性の皆さま、ぜひ、このブレスレットで、「生涯現役パワー」を取り入れてください。自分の

男性らしさに自信を持てることで、精神的にも充実し、その結果、自己イメージがアップし、仕事や

日常の生活にも活力が生まれてくることでしょう。 

そして、女性から見てステキな男性であり続けて下さいね。 

「若さの泉」 
エネルギー、強力封入 
手ざわりの良い石質隕石です。 
鉄質でないので、錆びる心配もなくずっと使えま

す。 

★サイズ合わせします⇒予めお申込み下

さい。採寸し、ピッタリサイズでお届けした

いです★  

サハラ砂漠で回収された隕石。 

本物の隕石である鑑定書付き。 
 
 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1517736025/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbWFnZXMtbmEuc3NsLWltYWdlcy1hbWF6b24uY29tL2ltYWdlcy9JLzYxbUl3VmhhQVNMLl9VWDM5NV8uanBn/RS=%5eADB4GLktqpJhKu4IZ2_IqPD.H_tAEw-;_ylt=A2RCL7HYfnVaoHUAGi8dOfx7
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天然石ブラックシリカの電磁波抜き（小） 
            （袋付き） 1 個 ¥3,500＋税  

◎ブラックシリカの持つ、有害な電磁波を吸収して熱に変える働きを最

大限に引き出しました。 

有害な電磁波を取って、ストレスを軽くします。 
ブラックシリカは、数億年前の珪藻類の化石のような天然石です。常温で遠赤

外線やマイナスイオンを放出し、有害な電磁波を熱に変えます。その働きをユ

ニバースエネルギーによって、最大限にアップしました。 

 

人体は、電磁波によって帯電した状態になっています。 
人間の体も微弱な電気信号で、神経伝達が成されていますが、現代社会で

は 電気製品の多用により、常にプラス（静電気）に帯電した状態になって

います。そのことが様々な不定愁訴の原因となっていると言われていま

す。 

 

手のひらに収まる小さなサイズ 
ブラックシリカ電磁波抜き （袋付き） 1 個 ¥3,500＋税  

大きさ 24～27ｍｍ×38～43ｍｍ 重さ 15～19ｇ 
（手のひらにおさまる小サイズです。） 
 

１つ持つだけで、 

体に溜まった有害な電磁波が全身から抜けます。身に付けているか、

時々手に持つだけ。石の効果は永続します。  

 

使い方 

① 手に持って、（エネルギーを取り入れて）ください。 

② ブラックシリカの健康に良いエネルギーが体に吸収され、電磁波が抜けます。 

③ ポケットなどに入れて持っていると、有害な光線から自然にガードされます。 

 

製品のブラックシリカは、北海道、上ノ国町で採掘される最高品質のブラックシリカを

削り出した、原石プレートです。 

ブラックシリカは、体質改善や免疫力向上に効果があると言われ、マ

イナスイオンを強く放射、常温で遠赤外線を放射するという優れた

特性をもつ注目の天然鉱石です。天然石なので、均一ではなく、自然

の小穴や色むらがあります。 24～27ｍｍ×38～43ｍｍ 重さ 15～19ｇ 
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 宇宙から幸運を呼び寄せる★数量限定品★  

 

隕石のお守りでおサイフに金運アップ           
１個 ￥20,000  

ギベオン隕石：1936 年にナミビア共和国（アフリカ

南部）のギベオンという所で発見された鉄隕石です。 

宇宙の応援で金運アップ↑ 

隕石は、丸形の部分。 直径約６ミリと、小サイズです。 

以前からたくさんのご要望がありました、金運を上げ

るエネルギー製品です！ 

宇宙の応援を借りて流れを引き寄せましょう。 
ユニバースエネルギーと金運ＵＰのエネルギー封入 お財布などにつけてお使いください。 

 

 

箱付き３，５００円＋税 

ご注文の際には、お使いになる方のお名前と性別をお知らせください。

一点物につき、交換・返品はお受け致しかねます。 

ご了承の上お買い求めください。 
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台湾の頼再福氏の発明品をユニバースで販売します。 

頼再福さん（写真）は、ユニバースエネルギーの受講者で、長年波動の研究をされてきま
した、私達は、頼再福さんの貴重な発明を皆様にも活用していただきたいと願い、製品を
取り扱いしています。 
 

長年波動研究をしてきた、台湾の頼再福さんの発明品 

「超高波動水変成装置」 
５個セット５,０００円＋税 説明書付 

装置は小石をコイルで巻いた１センチほどのほんの小さな
ものです。特別な石の組み合わせが高波動の基になってい
ます。超高波動水変成装置によって水のオーラが２３０セ

ンチと大きくなり、食器洗いや、お風呂の石鹸、シャンプーも少ない量でき
れいに洗えます。健康的にも経済的にも環境的にも大活躍の装置です。 
 
水道の蛇口に「超高波動水変成装置」という小さな装置を蛇口の中に入れるだけで、出て
来る水道水全部が高波動水になります。 
★この装置によって、出て来る水のオーラは230cmです、汲み置きして一ヶ月置いても2
ヶ月、１年間置いてもそのオーラは230cmを保持しています。処理前と処理後のオーラの
強さはO-Ring Testで判明出来ます。（一般の未処理の水道水のオーラは60cmです） 
 
高波動の水は健康な生活に役立ちます。 
生活のすべてに安心してお使いいただけます。この装置をヤカンや水のタンクに入れてお
くのもお勧めです。また、携帯し、ペットボトル、オフィスの給水セットに入れておく
と、いつでも超高波動水が得られます。 
 
（使用済みの排水もオーラは230cm保持していますので
流した下水道の波動がよくなります） 
オーラ230cmの超高波動水を庭木に散布しますと生き生
きしてきます。花瓶にこの水を使いますと花の寿命が10
日以上長持ちします。 
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台湾の頼再福さんが作ったパワーシール 
今回、頼再福さんのパワーシールを（株）ユニバースで販売することになりました。 

奥妙不可思議な LOGO POWER SEAL 

価格： 3000 円＋税 
１セット（64 シール）  

エネルギーの高い LOGO は人体の環境

に益する。若し人体に幸運な LOGOを持

って居れば、その人の波動は高くなり、

引いてはその生命力が増強され、悪霊

も憑りつきにくくなり、低い波動を持っ

ている人、所謂悪人も自ずと近寄らなく

なるものである。 

POWER SEAL 利用方法： 
1. 携帯電話に 2 枚貼って、電磁波障害をカット。（見測定報告書 No．RT-.063） 

2. テレビ、コンピューター、事務機器、その他の電気器具に４～６枚貼って電磁波

障害の防止。 

3. 花瓶、植木鉢に２～３枚貼って、開花時間の延長。 

4. 冷蔵庫に６～８枚貼って、臭みの除去と保存期間の延長。 

5. 家に有る人形、書画、彫刻品の背面に２～４枚貼って作家の悪い霊を除去。 

6. 財布、名刺入れに２枚貼って、悪いエネルギーを除去。 

7. 皿の裏にシールを貼ってから食べ物を皿に載せてマイクロウェーブに入れると

食べ物の波動が落ちず食べ物の味が更に美味しくなる。 

8. 身体の痛い所に貼ると、その痛みが消える。(但し根治しません） 

9. 鞋の「湧泉」つぼのあたる所に各１枚貼って、脚の疲れの防止。 

10. 水又はお湯をシールの上に５分間置いてコップの底を 10 回叩けばその水は

オーラ 180cm の超高波動水になる。 

11.  
12. 以上効果の有無は O－RING テストで直ぐ判明できる。 

13.  
波動保持期間： 貼ってはずれる迄又は買った日より一年間（印刷が劣化しなけれ

ばそれ以研究開発：台光波動有限公司   

販売：株式会ユニバース 
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世界イチ簡単で世界が明るくなる 

☆ユニケアー  
                                                                                                                                                                                                                                                                     

本体の大きさ：57 ミリ×50 ミリ×14 ミリ。22 グラム。 

電池充電器、イヤホン、専用ストラップ付き 

「大人も子どもも、毎日とても忙しい中でも、無理なく自分を良くする方法はないのか？」こんな現

代人の悩みを解決してくれるのが、「ユニケアー」です。「ユニケアー」は、小さな音楽プレーヤーで、

録音した波動（エネルギー）を流す装置です。 録音を再生するだけで、波動エネルギーを受けられ

るので、自然と良くなっていきます。 

使い方は、ユニケアーを 3 ヶ月「身につけるだけ」。 

ユニケアーを 3 ヶ月間身につけると細胞に転化されて、体質から改善できます。ユニケアーの高い

効果と安全性は、モニター報告でも実証されています。 

あなたもユニケアーライフで、毎日を楽しくしませんか？ 

ユニケアー製品 

1，健康・若さのユニケアー  33,000 円 

2，学力・脳力のユニケアー  33,000 円                      

３，スペシャル（個人仕様）ユニケアー 44,000 円。 

4，人間関係・タイミングのユニケアー 33,000 円 

5，「恋愛運」のユニケアー 33,000 円 

●電池充電器、充電式電池 2 本、イヤホン、専用ストラップをプレゼント。届いたらすぐに使えます。 

いつまでも健康で元気に過ごしたい方のための 

ユニケアー「健康・若さ」33,00０円 
●健康に必要なエネルギーを常に受け取れます。 

「ユニバースヒーリング」をベースにしたエネルギーで全体的な調子

を整えます。「ユニバースヒーリングにはヒーリング」に必要な要素が

すべて含まれています。 

体の不調和を取り、全身の循環を良くしていきます。また、精神面（神

経面）を整える作用もあります。さらに「チャクラ調整」や「浄化」といったスピリチュア

ルな要素も含んで、総合的に、健康をキープしていくことができます。 

●DNA からも「若さ」を誘導！ 

若さや健康長寿の遺伝子を活性化させるアプローチを加えました。 

DNAへのアプローチ・・テロメアは細胞の「寿命」の長さを決める、回数券のようなところです。

これを伸ばすため、TERC遺伝子に働きかけました。 

「若さの遺伝子」と言えば、BMF 遺伝子、FOXO3 遺伝子です。この塩基配列を「若返り型」にする

アプローチを行いました。また、老化の原因、活性酸素が体内から除去できるタイプに、NQO1 遺

伝子を方向づけました。さらに「免疫力アップ」を促進しました。 
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☑勉強でがんばりたい人のために。世界イチ簡単な学力ア

ップグッズ。 

「ユニケアー・学力！！」 33,000 円 
使い方は、ユニケアーを「身につけるだけ」。 

「ユニケアー」は、小さな音楽プレーヤーで、録音した音の振動を流す装置です。 録音を

再生するだけで、大脳活性化、やる気アップの波動を受けられるので、自然と学力が上がっ

てきます。使い方は、ユニケアーを「再生状態」で「身につける」という手軽さです。 

ユニケアーを 3ヶ月間身につけると神経細胞に転化されて、脳が元気になります。 

ユニケアーの効果はすでに受験期のお子さまの多数事例によって確認されています。 

「パワースタディ」のエネルギーをもとに、脳科学ヒーリング、DNA ヒーリングを組み合わせたエネル

ギーが出ています。お子さまだけでなく、大人の資格試験にもお使いください。 
 

ユニケアー「恋愛運」れんあいうん 33,000 円 
「モテる」というのは、たくさんの異性が寄って来ることではなく、1 人の理想の異性から、深く愛される

ことですね。どんな人にも自分を愛してくれるぴったりの相手がいます。恋人やパートナーを探している

方にお勧めのユニケアーです。 

ユニケアーの応援を受けながら、パートナーを見つけて下さいね。 

チャンスが訪れる、「出逢いのエネルギー」 

異性から好感を持たれる、「愛されるエネルギー」 

自分に自信がもてる、「輝きを増すエネルギー」 

結ばれるべき相手と出会い結ばれる「赤い糸のエネルギー」 を合わせて作

りました。 

ユニケアーで、好きな人との幸せを手に入れて下さいね。 

 

●ユニケアー・スペシャル 44,000 円 
☑病気を良くしたいなど、 

個人仕様の「ユニケアー・スペシャル」 
豪鷲＆天寿が、電話で症状を聞き、エネルギー診断と DNAヒーリ

ングを 1 回行ってから、カスタマイズ(個人仕様)で製作するユニ

ケアーです。だから、個人の要望にピッタリ合ったものがお作りできます。 
制作実績：緑内障、サルコイドーシス、白血病、大腸がん、膵臓がん、腰痛、頻尿、不眠、うつ、統合失調症、認知

症、慢性疲労、など。 

 

お電話でお気軽にお問い合わせください。 

TEL03－6264－8443 豪鷲＆天寿 
◎スペシャルの場合は、制作前にご要望をお聞きして「エネルギー診断＋DNA ヒーリング 1 回

（11,000 円分）」を行い、その人に合わせて、オーダーメイドでエネルギーを作り、封入します。 

お電話でお気軽にお問い合わせください。どのユニケアーが合っているかの判定もいたします。 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fs3-ap-northeast-1.amazonaws.com%2Fimage.speedy-edu.com%2Fuploads%2Fcontent%2Fcover_file%2F653969%2Fthumb_m_277c1d9ce2.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.clearnotebooks.com%2Fja%2Fnotebooks%2F653969&tbnid=GZRrHDSImmbdZM&vet=10CFMQMyiOAWoXChMIyMi2xunR6gIVAAAAAB0AAAAAEAI..i&docid=HAC2EjrW7ZN8VM&w=400&h=548&q=%E9%80%9A%E7%9F%A5%E8%A1%A8%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%AB5%20%E4%B8%AD%E5%AD%A6&hl=ja&ved=0CFMQMyiOAWoXChMIyMi2xunR6gIVAAAAAB0AAAAAEAI
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fstat.ameba.jp%2Fuser_images%2F20200328%2F20%2Fsawasan1103%2Fec%2Fc0%2Fj%2Fo0674045014735243053.jpg%3Fcpd%3D800&imgrefurl=https%3A%2F%2Fblogtag.ameba.jp%2Fnews%2FDNA%25E3%2583%2592%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25AA%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25B0&tbnid=d4xnetshoeRrMM&vet=10CG4QMyjgAmoXChMIoJypoc_y6gIVAAAAAB0AAAAAEAQ..i&docid=l_53d51SsMrMEM&w=800&h=800&itg=1&q=DNA%E3%83%92%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0&hl=ja&ved=0CG4QMyjgAmoXChMIoJypoc_y6gIVAAAAAB0AAAAAEAQ
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みんなで地球にユニバースエネルギーを送りましょう。 

���地球と仲良くなる地球儀 
 受講者向け商品 

1 万円＋消費税【ピラミッドパワー付き】 

地球儀は直径 12 センチ。高さは 16 センチ。 

地球儀には「地球のエネルギー」を封入しました。 
★１億分の１サイズの地球儀に、豪鷲＆天寿が、「地球のエネルギー」を封

入。 地球がまるごとあなたの手元に来ます。                

★付属の小さな「ピラミッドパワー」は、エネルギーを増幅して送ることが

できる古代からのエネルギー装置です。  

（ピラミッド△は写真右下） 
 

【この地球儀を使うと、地球に送ったエネルギーが、しっかり届く！】 

この地球儀に手を向けて「ユニバースエネルギーを送る！」と、送ってくだ

さい。地球にしっかり届きます。 さらに「平和な世界になる」、「日本列

島が災害から守られる」、など願うことを付け加えて言い、エネルギーを

送ってみましょう。  

【ピラミッドパワーで地球にあなたの願いを届けよう】 

地球儀の下の斜めのスペースは小さなパースポットです。 

写真、名刺などを置いて、「ピラミッドパワー」を立てておきましょう。願

いが地球に届きます。 
 

商品説明：地球儀の直径は 12 センチと小さく、インテリアとして本棚に置くのも良い大きさです。国や都市の名前

は日本語で書いてあります。 

 

 

 

 

 

 

 

エネルギー入り地球儀  手に持ったところ   「ピラミッドパワー」  小さな「パワースポット」 

に△「ピラミッドパワー」 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fsozai-good.com%2Fuploads%2F81985%2F81985_sample.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fsozai-good.com%2Fillust%2Fanimal%2Fdog%2F81985&tbnid=8y5wErSukGmm-M&vet=10CAMQMyhpahcKEwjg5r_Awr_qAhUAAAAAHQAAAAAQAg..i&docid=lSK2aLWhkmcFjM&w=489&h=660&q=%E5%9C%B0%E7%90%83%20%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%20%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84%20%E7%84%A1%E6%96%99&hl=ja&ved=0CAMQMyhpahcKEwjg5r_Awr_qAhUAAAAAHQAAAAAQAg
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               １つ ４，０００円＋税  

                    サイズ：14cm 材質：木製 名前を書く付箋付き 

 

「ユニモちゃん」は、１４センチの遠隔ヒーリング用のモデル

人形です。「遠隔ヒーリングが確実に届くエネルギー」と、

「ユニバースヒーリングのエネルギー」を封入しました。 

だから後は、 

「ユニモちゃん」に手を向けてエネルギーを送るだけ。 
ユニモちゃんで、遠隔ヒーリングがさっとできる！ 

遠隔ヒーリングに自信のない人にも確実にできる！ 遠隔ヒーリング

が楽しくできる！ 
 

●その１、「ユニモちゃん」で、いろいろな人に送ってあげたい場合。 
紙に相手の名前を書いてはる。 

１．送りたい人を思い浮かべて、名前を書き、人形に貼る。 

２．人形に手を向けてエネルギーを送る。 

お子さまや、ご家族のヒーリングに。自分のエネルギーを入れて、自己ヒーリング用にも使えま

す。違う人に送るときには、名前を張り替えて下さい。 
 

●その２、特定の１人に決めて使いたいのでエネルギーを入れて欲しい場合。 
ご希望でしたら、こちらでユニモちゃんに、送りたい人のエネルギーを封入して送ります。(封入

代はサービス) その場合は、購入の際にその旨をお伝え下さい。その人専用のユニモちゃんと

いうことでお使いください。 
 

←写真は豪鷲が手に持ったところ。ピンクの付箋に名前を書いて貼ってありま

す。 

商品のお取り扱いについて 

◎可動領域が狭いので、落としたり、無理にポーズをさせると壊れる可能性

があります。 

◎普段はお部屋のインテリアとしてお使いいただけます。  

◎ハンカチで服を着せて名前を隠しても結構です。 

◎倒れやすいので、台をテープで固定するなどしてください。 

◎もとがユニバースエネルギーなので、間違っても悪い作用は起こりません。気楽に楽しくお

使いください。◎落として壊したとしても、害はありません。捨てるときも普通に処分できます。 
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どなたでも受けられます 

 

1 回 40 分 6 千円＋税 
遠隔ヒーリングは、自宅にいながらエネルギーヒーリングが受けられるものです。 

ユニバースエネルギーでの遠隔ヒーリングは、目の前にいらっしゃるのと同じようにおこなうことが

できます。こちらでは、最初にエネルギーの状態を「診断」し、症状の原因となっているものを見つ

け出します。そしてユニバースエネルギーを送りますと、そこにある不調和が調和され、循環の悪い

ところの流れが良くなっていきます。 

この間、ヒーリングを受けている方は、椅子に座るか寝て、リラックスしていただければ良いだけで

す。多くの方は、気持ちが良くてウトウトまどろんでいる感じになります。患部があたたかく感じられ

たり、エネルギーが入ってくる感覚がある方もいます。ヒーリングを受けると安心感が得られ、気持

ちも安らぐなど、肉体面だけでなく精神的にも安らぎが得られます。 

症状は、その場で何らかの改善が感じられる方がほとんどですが、後になって肉体に反映されて良

くなる場合もあります。また、1回のヒーリングで十分でないと思われた場合は、ご説明いたします。 

 

 

                     1 回 40 分 1 万円＋税 
DNA ヒーリングの場合は、DNA 情報に基づいてエネルギーを送っていきます。DNA は生物の「設

計図」のようなものですから、根本的な改善につながっていきます。 

さらに、3 種類の隕石を使ってヒーリングを行う利点ですが、私達は１0 年以上前から DNA ヒーリン

グを始めており、直感的に隕石を使って行ってきました。 近年の研究では、DNA のもとになるアミ

ノ酸は隕石の作用で作られ、DNA の４つの塩基の１つは、隕石によってもたらされたことが分かりま

した。 

ですから、隕石を使っての DNA ヒーリングに有効性があることが裏付けられた感がありました。 

また、DNA ヒーリングは、通常治せないと言われている難病や体質にも改善の道を開きました。 

活性酸素や紫外線で傷ついた DNA を修復して、若返りや、がんなどの治療、学力などの能力アッ

プ、肌タイプや美しさなどの美容など、範囲がとても広いことも DNA ヒーリングのメリットです。 

なりたい自分に向かって「設計図」から変えていける、未来型のヒーリングと言えます。 

 

●遠隔ヒーリングは、まずは、お電話かメールでお申し込みいただき、日時を調整いたします。 

当日は、こちらからお電話するなどしてヒーリングを始め、終わったらまた連絡いたします。 
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遠隔ヒーリングはどなたでも受けられます。 

気になる症状の改善や困っていることに 

遠隔ヒーリングを受けませんか？         

効果は対面で行うのと変わりありません。 

お気軽にお申込み下さい。             
料金：１回４０分 ６，０００円＋税  ＴＥＬ03－6264－8443 
 

時間調整して、その時間にこちらからお電話してヒーリングを行います。原因にお答えしたり、気づ

いたことはお知らせして、今後の生活に生かせるようにいたします。 
 

―ヒーリングの例― 

１. からだのヒーリング・・ １回４０分 ６，０００円＋税 

病気一般、気になる症状がある。原因不明の症状がある。 

２. 精神面のヒーリング・・１回４０分 ６，０００円＋税 

緊張・あがり・うつ傾向・苦手意識・トラウマ・パニック障害病気一般  

３. 人間関係へのヒーリング・・１回４０分 ６，０００円＋税 

人間関係が苦手、家族関係、職場の人間関係で困っている。 

４. 当日がうまく行くように流れを良くする・・１回４０分 ６，０００円＋税 

資格試験当日、お見合いや面接の日をスムーズにします。 

5. 良くないエネルギーから自分を守るヒーリング１回４０分 ６，０００円＋税 

人からのマイナスな思念体のカット、エネルギー体のガード、潜在意識の浄化、不必

要な感情コードのカッティング、などをこちらでやります。  

6. 発達障害のお子様のヒーリング１回４０分 ６，０００円＋税 

目安として、１ヶ月２回で３ヶ月間から。多くの実績があります。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
◎隕石を使った DNA のヒーリング ・・１回４０分 １０，０００円＋税 
４６億年前の石、隕石を使ってより深く、DNAを癒します。 

がん治療、脳梗塞後遺症、難病、若さや免疫力アップ、性格の改善・・・ 

 

●強力浄化：：：家や土地、物件、先祖の浄化・・1 回 60 分、３万円：：：：：● 

霊障の浄化、家・土地・墓の浄化、過去世のリーディングと浄化、亡くなった方の魂の浄化と供養の

エネルギーを送る、代々の悪因縁の除去、先祖家系の一斉供養 家・土地、・・・あなたやあなたの

先祖を癒す『家系・血族のクリアリング』 家系・血族に長年根ざしている過去からのカルマや 過去

からの痛みや困難から解放し、癒しをもたらします。 潜在意識や過去世の記憶まで遡ってカルマ

落とし、マイナスエネルギーを除去します。特に問題が深い場合は現地に行くなどして一定期間必

要になる場合があります。 
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DNAから高速チェンジ！ 
豪鷲＆天寿が毎日 DNAヒーリングいたします。 
 

DNAから再生する！スペシャルヒーリング！ 
40分 10,000円＋税の最強の DNAヒーリングを毎日受けて、生ま
れ変わったようになるコース 
★遠隔 DNA ヒーリング毎日 1 か月コース 250,000 円税込 

病気浄化、カルマの消化、健康、幸運、マイナスの解消。 
★遠隔 DNA ヒーリング毎日 3 ヶ月コース 600,000 円税込 

難病、認知症、カルマの消化、健康、若返り、発達障害 
★遠隔 DNA ヒーリング毎日６ヶ月コース 1,000,000 円税込(治るまで) 

効果が定着し、生まれ変わったように体質改善します。病気が「治るまで」
延長しても行います。 

受講者でなくても受けられます。 

お申し込みの前に１回無料体験もできます。 
 

―ＤＮＡヒーリングの感想― 
■毎日 DNA ヒーリングありがとうございました。 

お陰様で、これまで引きずってきたマイナスエネルギーを全て取り除い

ていただき、今はまったく気にならなくなりました。 

皮膚病と味覚障害は完全に良くなり、肝臓と腎臓の機能回復は、もう少し時間がかかりそうですが、この先に

良い結果が待っていると思います。 何よりも気持ちが元気になりました。 

気がかりな事は全くなくスッキリ、さわやかな気持で幸せ感が増しました。 

これからも、自分の思いを大切にユニバースエネルギーを使いながら、更に良い方向へ進みたいと思いま

す。思い切って受けてよかったと思います。そして嬉しい結果で終われて、有りがたく思っています。(福島県

女性より) 

■6 ヶ月前、胃薬を飲んでも痛みが取れず、おかしいと思い病院に行き、「がん」と分かったときには、がんは

6 ㎝の大きさで、もう決して「早期がん」ではありませんでした。がんを告げられたときは目の前が真っ暗にな

りましたが、それからすぐにユニバースの DNA ヒーリングを受け、数値がどんどん良くなってきたので希望の

光が見えてきました。体重は 15キロも減っていましたが、食欲も戻りました。がんの数値も下がっていって、

今月はとうとう正常値に入りました。健康を取り戻せたことがとにかく嬉しいです！(千葉県男性より) 

お申込み：ユニバース 03－6264－8443 

 

 
 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1517758751/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pMS53cC5jb20vYW5naWUtbGlmZS5qcC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNS8xMC9pU3RvY2tfMDAwMDIwMTU4NDI3X01lZGl1bS5qcGc_cmVzaXplPTgwMCUyQzUzMiZzc2w9MQ--/RS=%5eADB6NK31U5GpHf_Opstyr9nMpYo2G0-;_ylt=A2RimVGe13VaEScA3yodOfx7
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自分に合った優しい波動になる 

 1 回 40 分 ６千円＋税 

 

「封入」・・エネルギーは、どんな物にも「封入」すること

ができます。 

伝授を受けた方なら、ご自分でもできるのですが、 

私達にやってもらいたいという場合には、 

1 回 4０分 6,000 円＋税で、承っています。 

「○○に○○のエネルギーを封入してほしい」という

ふうに、お気軽にご依頼ください。 

1，お電話（☏03－6264－8443）かメールでお申し込みいただきます。 

2，日時を決めてから、入金を確認させていただきます。 

3，当日は、こちらからお電話かメールして、「封入」を行い、終わったらお電話かメールで報告いたし

ます。クスリなど、手に持てる物の場合は、手に持っていただき封入する場合があります。 

 

●依頼を受けた例 
◎病院からもらっている薬に「副作用が取れる」と、エネルギーを入れてほしい。 

◎お祝いにもらった人形や昔のものを処分したいので、「魂抜き」をしてほしい。 

◎中古車を買ったので、車に自分と相性が良くなるように、エネルギーを入れてほしい。 

◎仏壇に先祖供養のエネルギーを封入してほしい。 

◎杖（ツエ）に、「転ばないエネルギー」を入れてほしい。 

◎ランドセルに、元気に学校に行けるようにエネルギーを入れてほしい。 

◎子供が中学に入学するので、元気でいられるように制服にエネルギーを入れてほしい。 

◎お店（美容院）のセールのチラシに、お客さまの来店率が上がるようにエネルギーを封入してほ

しい。 

◎ホームページの滞在時間が長くなるように、画面にエネルギーを入れてほしい。 

◎ペットが健康に過ごせるように、ペットの寝具にユニバースヒーリングを封入してほしい。 

・・・などの依頼をいただき、効果を感じていただけました。 
感想：パーキンソン病の主人の薬にエネルギーを入れていただいてから、食欲がもどり、足取りもしっ

かりして見違えるほど調子が良くなりました。入れてもらう時は、薬を持つ手にビリビリと熱く感じま

した。K さん（女性） 

 

・「何に、どんなエネルギーを入れてほしいのか」を考えてからお申し込みください。 

・封入したエネルギーは、時間が経っても減ることはなく、同じ強さを保っています。 

・エネルギーを封入した物も、要らなくなったら普通に「処分」できます。 

・必要なエネルギーを入れたり、不要なエネルギーを取ることはいたしますが、「これで大

丈夫」と、ご自分でも納得するようにしましょう。 

・すでに販売しているエネルギー製品のエネルギーの封入はいたしません。 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.photolibrary.jp%2Fmhd1%2Fimg481%2F450-20160809121646.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.photolibrary.jp%2Fimg237%2F110203_1771511.html&tbnid=Us0nC9Bx4AVEsM&vet=10CJ8BEDMorQFqFwoTCKirnaf4xOoCFQAAAAAdAAAAABAC..i&docid=eprHIr4LWXNbwM&w=1200&h=1200&q=%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%9C%E3%83%B3%E7%8E%89%E3%81%AE%E4%B8%AD&hl=ja&ved=0CJ8BEDMorQFqFwoTCKirnaf4xOoCFQAAAAAdAAAAABAC
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宇宙があなたを応援してくれるベーシックセミナー 

レベル１・ウィング 
困りごとをユニバースエネルギーで解決していきましょう。 

受講料：3 万円＋税 

ユニバースエネルギーで、健康で幸運な体質に 

 

 
 
 

 
20 分間の「エネルギー伝授」の後は、 

自由にユニバースエネルギーを使えるようになります。 
 

ユニバースエネルギーを送ると、不調和が調和されて、本来の良さが

輝きます。自分も周りも健康で生き生きしてきます。 

エネルギーを送って、困った現象を改善できます。 

 

◎ユニバースエネルギーを人、（動物・植物）に流すと、本来の健康を

取り戻す ヒーリングの作用になります。エネルギーは自分にも他の人

にも送れます。遠くの人にも送れます。遠隔ヒーリング 

 

◎エネルギーは物に入れて使うことができます。持ち物、仕事で使う

物、食べ物・飲み物にも入れられます。 封入 

 

◎職場や家、通勤道路(場所や空間)にエネルギーを送ると、マイナス

エネルギーが昇華されて、さわやかな空間になります。 浄化 

 

◎人と人との繋がりにエネルギーを送ると、お互いにとって良い関係

となり、人間関係を良くすることができます。 

 

だから、エネルギーを使って、今まで「足かせ」になっていた悩み

を解決していけます。自分や周りを良い状態にして、健康で明る

い気持ちになっていけます。 

生活がスムーズになり、自分のやりたかったことが見えてきます。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1501398799/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2kuZ3puLmpwL2ltZy8yMDEyLzA3LzE2L21vc3QtYWRvcmFibGUtY3V0ZS1hbmltYWwtcGhvdG9zLzIzX20uanBn/RS=%5eADBvDpAmp78xVP2s7QRE8pBohYod7A-;_ylt=A2RCL6GONXxZXSUA3zOU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1501425911/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuc21iYy1jYXJkLmNvbS9ueXVrYWkvbWFnYXppbmUvcmVjb21tZW5kL3Jlc3BvbnNpdmUvaW1nL3RodW1iX2ZhbWlseS5qcGc-/RS=%5eADBGVgyL_pHi34rcZJKI_rzGFFT4yM-;_ylt=A2Rivbl3n3xZJg0A9gWU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1501427293/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2NhZmVjYXNhLmluZm8vaW1nL21vcm5pbmcwMi5qcGc-/RS=%5eADBd49tPBU4lfoBYDjoMdVAcK5lSvI-;_ylt=A2RinFHcpHxZwn4AsQuU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1501399294/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5oaWRha2FmdWppbWlkYWkuZWQuanAvc2tpcC9pbWcvc2tpcC5qcGc-/RS=%5eADBEwmhnu0IH5P28.uecQ40wea5Tz0-;_ylt=A2RCA9x9N3xZ62EA9xCU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1501831957/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5nZW9jaXRpZXMuanAvYmRra3QyOTUvc2lraWhhc2UyMTEuanBn/RS=%5eADBZ7QH0sHXClkZbaE1FZDyxkeFAmA-;_ylt=A2RCK_uU0YJZPi4A8AaU3uV7
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なりたい自分になっていくベーシックセミナー

レベル 2・スパイラル 
自己実現・なりたい自分になるエネルギー 

          受講料：5 万円＋税 
「インダクション」(誘導)による自己実現、良い未来を引き寄せる 

ユニバースエネルギーをスパイラルの上昇螺旋で望む未来に開きます 

インダクション（誘導）という手法でユニバースにリクエストをかけると、未来から 

「それがなされた状況のエネルギー」が誘導され、自分や相手に作用します。インダクショ

ンによって、より良い未来に、なりたかった自分に最短で近づいていけます。 

インダクションのバリエーションは、その人が思いつく限り無限にあります。どんどんエネ

ルギーを使うことによって、循環が大きく強くなり、いろいろな制約から解き放されて、本

当になりたい自分になっていきます。 

例えば…☆ユニバースにおいて今日は私にとって健康で幸せな 1日になりました 

☆ユニバースにおいて今日やったことがみんなうまくいきました 

など、なりたい自分を言葉にするだけで未来からそうなったエネルギーが現実化していきま

す。 

あらゆるエネルギーを呼んで、自分を手伝ってもらえます 

インダクションのもうひとつの特徴は時空を超えて宇宙のあらゆるエネルギーを呼ぶこと

もでき、自分で組み合わせてオリジナルエネルギーを作ることもできます。 

☆例えば、自分好みの温泉のエネルギーをお風呂に封入すると、我が家のお風呂が温泉に。 

☆誘導した複数のエネルギーを組合せ、オリジナルエネルギーを作ることもできます。 

☆超感覚を使って「知りたいことを読み取る」(リーディング)といった能力も開けてきます。 

直感やインスピレーションで情報が入りやすくなります。 

☆精神状態や人間関係の状態をエネルギーで呼び出し、状態を把握したり、癒したりして、 

 状態を良くすることができます。エネルギーが良くなると実態に反映して精神状態や 

人間関係が良くなります。 

便利な目的別のエネルギーを自由に使えます。 

☆セントラルユニバース・ラブ(中心宇宙の愛)☆アースセントラルサン(グランディングの強化) 

☆ブレインリフレッシュメント（頭をすっきりさせるエネルギー）☆クリアランス(デトックス) 

☆ココーン（守り育てるプロテクトエネルギー）☆ユニバース・花粉症（花粉症改善）・・・など 

多数あります。… ほしいときに自由に使えるようになります。  
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宇宙と一緒に創造主になっていくベーシックセミナー 

レベル 3・セントラル
 宇宙とひとつになって現実化するエネルギー」 

                       受講料：8 万円＋税 
レベル３は宇宙の中心に位置づき、なりたい自分を創造するエネルギーです。 

考え方は壮大ですが、やり方はとても簡単です。 

あなたの素晴らしい人生のために、どうぞお役立てください。                

宇宙（すべて）の中心の自分が位置づくエネルギー 

宇宙（この世のすべて）は自分の意識によって捉えたものなので、宇宙全体に意識を広げ

れば、すべてのことが自分の意識の中で起っていることになります。 

宇宙       エネルギーとしてみた私達は、地球とつながり、宇宙と

つながり、意識という光で世界を広げている存在。 

自分が光となって、宇宙をつくるイメージでエネ 

        ルギーを使います。宇宙とひとつになって 

    大きくパワーアップできます。 

時間  

空間    

 

地球 

    

伝授するエネルギー 

◆光のＤＮＡ (ＤＮＡが自ら進化するエネルギー) 
「光の DNA」には、 

活性酸素や紫外線によるダメージを取る。病気のリスクが低い型にする。若さや健康に役立つ型にする。 

能力が高くなる型にする。を、エネルギーで DNA に方向付けしてあります。 

また、老化や病気のリスクのスイッチを「オフ」にして、メリットになる働きのスイッチを「オン」にするようスイッ

チ調整をしました。しかし、私達が編集の途中で、ユニバースから「DNA 自体が進化するエネルギー」というメ

ッセージが入ってきました。 

◆光の進化を進めるエネルギー（宇宙からの応援が入るエネルギー） 

「光の進化を進めるエネルギー」をつくるにあたって、最初は「ディベロプメントアゲイン」や、「才能が花開く

エネルギー」、「富の循環エネルギー」を編集して作ろうとしていました。ですから、このエネルギーには発達

をさらに進める要素、能力・個性が花開き芸術に高まる要素、豊かさが循環して入る流れの要素、が、含まれ

ています。しかし、エネルギーを編集している途中、私達がつくろうとした以上のエネルギーが、ユニバースか

ら入ってきました。それがこの「光の進化を進めるエネルギー」です。 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Frc.persol-group.co.jp%2Fresearch%2Factivity%2Ffiles%2Fapac-2019_main.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Frc.persol-group.co.jp%2Fresearch%2Factivity%2Fdata%2Fapac_2019.html&tbnid=gryxf84QLfPRIM&vet=12ahUKEwj1vuStov7pAhUUx2EKHfVDAbcQMyhBegQIARBT..i&docid=uYDlzVZrPqY1gM&w=846&h=292&q=%E6%84%8F%E8%AD%98&hl=ja&ved=2ahUKEwj1vuStov7pAhUUx2EKHfVDAbcQMyhBegQIARBT
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普通、新しい能力を身につけるには、最低 3 年はかかると言われますが、

この養成講座では、「エネルギー伝授」で行うので、あとは「使い方」を練

習するだけで、プロで通用するスキルが短期間で身につきます。 
2 日間の講習で、専門的なエネルギーを使えるようになり、6 ヶ月のアフターフォローも受

けられます。もちろんそれを使って、収入を得ていくこともできます。ご自分の幸せな人生

のためにも、ご家族の健康のためにも、すぐ役立つスキルが身につきます。 
 

2 瞑想ヒーラー養成講座   

4 5
人間関係マスター養成講座

 

ピンときた講座があったら、チャンスです。 
日時は私達と調整して、お互いに都合の良い日に設定いたします。 

どの講座も「伝授」したエネルギーを使うので、最短でスキルが習得できます。 

料金 

◎受講料金は「早期割引きの特典」がありますので、受けたい日が決まったらご連絡下さい。 

◎他の講座の卒業生には、大変お得な「受講料が半額」になる特典があります。 

これは、たくさんの「引き出し」を持つことで、プロフェッショナルヒーラーとしての実力と自信がつく

からです。 ストーンヒーラー養成講座は、セッションに使うパワーストーン３０万円分を含めた料金と

なっています。他の養成講座もセッションにすぐ使えるエネルギー製品がついています。 

◎会場で受ける場合もオンラインで個人受講の場合も受講料は同額で

す。受講料は、分割払いもできますのでご相談下さい。 

◎６ヶ月間の個人フォロー期間で、何回でも復習できます。開業希望の方

には、サロンの開き方、人気セッションの作り方など、ご希望に合わせてお

伝えします。 

◎終了後は、ユニバース認定のヒーラーを名のって活躍できます。 
◎テキスト、セッションに役立つエネルギー製品、認定証付きです。 

半年間のアフターフォロー付き。フォロー期間が過ぎても相談に乗るなど、フォローいたします。 

ご質問、お申し込みは、電話03－6264－8443にどうぞ。 
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2 日間の講座と 6 ヶ月のフォローで「有料のヒーリングセッション」

を仕事にできるレベルにグレードアップできる講座です。 

遠方のお客さま、離れて住む家族やお友達にもすぐ役立ちます 
主に「遠隔ヒーリング」で、お金をもらってでき

るレベルになります。 
治せるだけでなく、電話でのカウンセリング、原因の

診断のしかた、遠隔ヒーリング、アフターカウンセリン

グまで一連のセッションの流れを身につけることが

できます。 

ですから、ヒーリングに自信が持て、クライアント(お

客さま)からは信頼され、感謝されながら生涯収入を得ていけます。 

もちろん自分自身や、ご家族にも、今まで以上のヒーリングができるようになります。 
 

●遠隔ヒーリング＋症状の原因の診断＋信頼のコミュニケーションスキル習得 

1，遠隔ヒーリングの感覚が良くなる波動調整と、遠隔ヒーリングの実際 

2，YES/NO 判定の波動調整と、ヒーリングでの YES/NO の使い方。 

3，遠隔診断の波動調整と、ヒーリングでの遠隔診断の仕方練習。 

4，魂のリーディングと精神面のヒーリングのしかた。 

5，電話でのカウンセリング。原因の見つけ方。「診断」のしかたと伝え方。 

6，お客さまから信頼のコミュニケーションスキル。伴走型のヒーラースキル獲得。 

7，電話での遠隔ヒーリングセッションの流れ。 

実際に、遠隔ヒーリングの依頼を受けて、最初から最後まで行う演習（希望者） 
 

●対面でのヒーリングのやり方 
来てくれたお客さまに、「短時間で全体を整えるセッション」ができるようにいたしま

す。これだけでも全身の調整ができ、格段に体調が良くなります。座位でできるヒー

リングなので、 

1， クライアントから話を聞くポイント。エネルギー的診断で原因をつかむコツ。 

2， 読み取ったことを伝え、これから行うヒーリングの説明がうまく伝わるコツ。 

3， 座位で行うヒーリングセッション 20 分～30 分のコース 
チャクラ、小周天（気の流れ）の整え方、全身のポイントを押さえた浄化の仕方。 

4， アフターカウンセリングの仕方。これからのヒーリングの方針。 

コミュニケーションスキルにより、ヒーリングの効果が高まり、信頼関係が築けます。 
受講料：35万円(早期割引き有り) 

さらに高めたい場合は１年間のゴッドハンドヒーラー養成講座にお進みいただけます。 
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瞑想ヒーラー養成講座 
近年瞑想は、脳科学の研究が進み、効果が実証されたことで、世界の大企

業も瞑想を取り入れ、瞑想への関心は高まってきています。 

日本においても、瞑想は「試してガッテン]など、テレビ番組でも取り上げら

れ、ストレス解消、睡眠の改善、記憶力向上、認知症改善に効果があると報

道されました。 

そのため、瞑想をしてみたい人が増え、今後も増えていくと思われますが、

それに対して瞑想を教えられる人は、ほとんどいないのが実情です。 

変化が急速で、不安要素が多い現代において、瞑想は、これからますます

需要が高まっていくと思われます。 

瞑想は、他のセッションとの組み合わせ相性も良く、この機会にぜひ身に

つけておきたいスキルです。(写真は私達がシンガポールで行った瞑想セッション) 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

『瞑想ヒーラー』とは、瞑想＋ヒーリングをセットにしたスキルのことです。 

瞑想は、台本があるので、瞑想をやったことのない人でも大丈夫です。 
―ユニバースエネルギーを使う瞑想のメリットはー、 

① 「伝授」によって、瞑想のスキルをエネルギー的に取り付けます。 

② ユニバースエネルギーを使って、意識の雑音を消して、深い瞑想状態に入りやすくできます。 

③ ３次元の意識を超えて、より高次元の意識と繋がれるので、普段思いつかない発想や、インス

ピレーションを得られやすくなります。 

④ 瞑想の中でリーディングやヒーリングも行えるので、「足かせ」となっているものが取れて、最初

の一歩がスムーズに踏み出せるようになります。 

⑤ 瞑想を通して、ヒーラーもクライアントも、精神世界をより大きく、居心地の良いものにしていけ

ます。 

⑥ 日常的にも問題解決力、行動力が高まるので、自分が望む方向に人生を進めていけます。 
セミナーでは、３種類の瞑想を習得します。  

一点集中型瞑想  
何か一点に集中する瞑想。  

呼吸に集中する、音に集中する、マントラを繰り返す、など何か一点に集中します。  

展開型の瞑想の導入としてもよく使われます。  

ストーリー展開型瞑想  
意識をどこかにアクセスしてそのパワーを受け取ったり、未来でそれを解決するヒントを得るなどの瞑

想です。 イメージの世界に行き、問題解決のヒントを受け取ったりすることもできます。  

個人に合わせてつくるオリジナル瞑想  
その人の課題に合わせてオリジナルの瞑想を自分で組み立てて、実践します。  

相手に合わせて即興でつくる、カスタマイズされた瞑想です。 

  

瞑想法(やり方)は、いくらでもあり、それを追うのではなく、目標のために「どんな瞑想をするか？」と

いう視点で組み立て、ヒーリングで自分から一歩を踏み出せるように導きます。天寿が作った、たく

さんの瞑想文を冊子やデータでさし上げますので、それを読みながら「瞑想エネルギー」を送るだ

けで「瞑想セッション」ができます。瞑想に興味のある方、ぜひトライしてください。 

受講料：35万円(早期割引き有り) 
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「何をやってもうまくいかない。」 

 そんな時やるべきことは「浄化」です！  
 

人や場所の浄化にお悩みではありませんか？  
☑職場や自宅の雰囲気がどんよりとしていると思う 

☑何かにつけてネガティブに感じてしまい、気が晴れない。 

☑人や場所のマイナスエネルギーに敏感で、いつも疲れた感じがする 

☑霊や、居ないはずのものの気配が感じられて、負の影響をうけてしまう  

☑いつも同じような運の悪い出来事が続いてしまう 

☑人からやつ当たりや、イジメを受けやすい。  

☑なかなか思ったように物事が進まず、何かやろうとすると邪魔が入ってしまう  
 

「浄化」してみませんか？浄化してあげませんか？  
人の浄化 場所の浄化 関係性の浄化 時空の浄化 魂の浄化・・・ 
「浄化」って、 流れを良くして、エネルギーを良くすることです。  

 「浄化」というアプローチで、 人生が良くなることが、 いっぱいあるからです。 自分の力でど

うしようもないときには、 「浄化」してみるのがイイですね。 

ユニバースの浄化は強力！ 霊も喜ぶ、幸せ浄化。  
「お祓い」(おはらい)とは違い、 高次元に上げるので、 みんなが幸せになれる浄化です。 も

し、あなたが浄化に興味があるのなら、 あなた自身が、浄化のマスターになって 「浄化」で社

会に貢献していきませんか？(^o^) 
 

宇宙浄化は、どんなものを浄化しても安全です。 
宇宙浄化のエネルギー、時空の浄化、夢浄化のエネルギーを伝授します。 

強力な浄化のエネルギーだけでなく 

「あなたを守る存在」も伝授します。 
●「アマテラスのエネルギー」修験道総本山の先生から直伝されたエネルギーです。 

●「ギャラクシードラゴン」・・竜の守り神をあなたに付け

ます。 

●「霊団・苦済(くすみ)」・・霊界の霊団に任せて、「霊障」

を取ってもらえます。 

●蓄財のエネルギー＝お金の循環を浄化して、お金回

りが良くなるエネルギー 

●「宇宙結界(けっかい)」の張り方・・など。 

受講料：４０万円(早期割引き有り) 
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★脳から幸せになるヒーリングスキルを手に入れよう！★ 

「脳科学ヒーラー」になりませんか？ 
この講座では、脳科学に基づいて開発した 脳の能力を

高める、特別なヒーリングができるようになります。自

分、クライアントへのセッション、すべての面で 新しい道

が開ける近未来的なスキルが身につきます！ 

―こんな人に役立ちます― 

☑脳のヒーリングをしたいと思っている方。 

☑自分は絶対に認知症になりたくない方。 

☑自分や家族の問題や悩みを、脳から治したい方。 

☑感情面のヒーリングができるようになりたいと思っている方。 

☑お子さんの脳を良くして 成績アップしたいと願っている方。 

☑脳を成功脳に変えて、これからの人生を成功させたい方。 
 

私たちは日常生活の中で、脳のことを意識する事はあまりありませんが、「私」という人間は、脳の

神経回路に支えられて成り立っています。さらに、呼吸や体温調節など生命の維持も脳が行って

います。 

脳は星々がきらめく、大宇宙のような規模の世界です。神経細胞の星々が連絡を取り合いながら、

大宇宙(脳)を形成しているような壮大な世界を形成しています。 

しかし、現代社会では、不眠、不安感、ウツなど、精神的な症状で悩んでいる人が多くいます。ま

た、「認知症」も、高齢化社会と共に大きな社会問題となっています。これらの悩みや症状は、脳の

不具合から生じています。ですから脳から良くすることが可能なのです。 

 

伝授するエネルギー 
その１「脳科学ヒーリング」「脳」全体を良くするすべての要素エネルギー 

その２「幸せ脳のエネルギー」安心感や幸せ感をアップして、幸せを招く脳になっていくエネルギー。 

その３「成功脳のエネルギー」 

脳機能をアップさせて、成功できる能力と考え方になっていくエネルギー。 

その４「魂（たましい）のヒーリング」スピリチュアルな視点から「魂」の状態を良くする。 

 

このほか、「認知症改善の脳科学エネルギー」「ぐっすり眠れるエネルギー」「やる気が出るエネル

ギー」「記憶力を高めるエネルギー」「集中力を高めるエネルギー」など、症状別の編集エネルギー

も伝授いたしますので、エネルギーを送るだけで症状を良くしていくことができます。 

 

●自動で脳を癒やせるエネルギーグッズも付いているので、いつでも自分の脳をヒーリングし、 

元気にしていけます。 

受講料：35万円(早期割引き有り) 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1572424253/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9qYS53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvJUU4JTg0JUIzJUU4JTkxJTg5/RS=%5EADBhuZsFknwwltqIprXEixZVJKKYy0-;_ylt=A2RimWG9.LddWWsAzQOU3uV7
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このスキルで未来が変わる！ 

☑DNA に興味がある方。 

☑病気にならないDNAになって、一生元気でいたい方。 

☑自分の体質、肥満や高血圧、糖尿病体質を、DNAから良くしたい方。 

☑DNAを美容（お肌の改善やダイエット効果）に生かしてみたい方。 

☑自分は「認知症」になりたくない方。 

☑健康診断で気になっている項目の数値をよくしたい。 

☑いくつになっても衰えず、若々しく長生きしたい。 

☑がんや難病で困っている人をDNAヒーリングで助けてあげたい人。 

☑DNAヒーラーになって、感謝されながら収入を得て、自由な生活をしたい方。 

ピッタリです！どうぞこの講座にご参加下さい。(^o^)(^_^)v 
 

「生命の設計図、DNA から人類が幸せな時代に進むために」 
DNA は、すべての生命にあって、「生命の設計図」となっています。 

人であれば、体型や体格、体質、顔つき、お肌のタイプ、病気のかかりやすさ、性格、能力

までも、ほとんどのことが DNA と関係しています。 

 DNA 編集の技術は、難病を治したり、寿命や能力を伸ばしたりできる素晴らしい技術で

ある反面、悪用されると、とても恐いものでもあります。 

だからこそ、私たちは、みんなで DNA を味方につけ、 一人一人が個性的で 主体的で 幸

せな未来に向かって進化していきたいと思うのです。 
 

理想の自分を発現する生命の設計図を描こう。 
DNAから人類の新たな時代が始まることは間違いありません。まだ解明途中のDNAです

が、間違えても決して悪くならないユニバースエネルギーですから、思い切ってやってみ

ましょう。ぜひ積極的に「どんな自分になりたいのか」をイメージして、このエネルギー

を活用して下さい。DNAを味方につけて次の未来へ行きましょう。 

●自動で DNA ヒーリングできるエネルギー自動送信装置付き！！ 
DNAから病気のリスクを取るインダクションをエネルギーごと録音した製品です。つ

けておくだけで、自然と若々しい健康体になっていきます。直径６センチ、高さ７セン

チ。オールリピート再生ができて手間いらず。このエネルギー製品だけでも、３０万円以

上の価値があると信じています。 

 

参加者の感想 

●今までは、DNA なんて研究者とか医者とかの、難しくて遠い世界だと思っていました。それが、DNA ヒーラー養成講座に出

て 、DNA が身近に感じられ、エネルギーを使えば DNA をうまく扱えることが、スゴイ！と感じました。 ●これを使って、自分

のまつげを長くすることができました。 ●うまく言えないけれど、この自動送信装置で、何かが変わってきている感じがします。 

受講料：35万円(早期割引き有り)お問い合わせください。 
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パワーストーン付き。エネルギーと石が自動的にヒーリングしてく

れるので、安心です。 

「クリスタルヒーリング」「温泉石ヒーリング」、隕石での「DNA ヒーリ

ング」の3つの人気セッションができるように、必要なパワーストー

ンが全部付いているので、プロのストーンヒーリングセッションが、

自信を持ってできるようになる講座です。 

1，クリスタルヒーリングはチャクラを整え、循環を良くし、精神面

の問題を癒やします。 

2，温泉石のヒーリングは、病(やまい)を癒やし、デトックスし、免疫力をアップします。 

3，隕石での DNA ヒーリングでは、体質からも若々しく健康に

なっていけます。 

ですから、学んだらすぐストーンヒーラーとして活躍していけま

す。結果は安心して石にお任せください。もうプロになった人

が続々活躍中の人気の講座です。 
←写真は、温めた温泉石の配置を豪鷲がモデルで。   
 

すべて本物のパワーストーン、(30 万円分) 

石好きの私達がこだわって選んだ、高額で貴重な隕石(いんせき)や天然のクリスタ

ル、薬石(やくせき)と言われる温泉石が手に入ります。今は手に入らない薬石は、私

たちが昔コツコツ集めてきたものです。 
隕石は博物館も購入している所から、鑑定書付きで購入しています。今は高価になり、なか

なか手に入らない隕石です。パワーストーンの効力は何億年も変わりません。だからこそ、

石が好きな方に受講していただきたい講座です。きれいな石と一緒に仕事するストーンヒー

ラーは幸せな仕事です。秘蔵の石が残り少なくなっているので、この講座を受けたい方はお

早めにお申し込みください。 

石に詳しくなくても、ゼロからていねいに教えます。 

石から癒しのエネルギーが強力に出ていますので、並べるだけでヒーリングが始まり

ます。セッションに必要なパワーストーンは全部ついているので、すぐストーンヒーリン

グができます。 
修了者にはユニバースから認定免許を発行します。ご自宅の 1 室からでも開業でき、安定収入が

得られる新たなキャリアを身につけましょう。ご希望の方には、6 ヶ月間のフォ

ロー期間に、サロンの開き方、お客さまとの信頼のコミュニケーションスキル、

宣伝の仕方などもお伝えします。 

受講料：５８万円(早期割引き有り) 隕石、パワーストーン３０万円分付き。 
テキスト・ストーンヒーラー認定書・復習用ビデオ 6ヶ月の個人フォロー付き。 
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人間関係の悩みから、さようならできる 

「人間関係マスター養成講座」 
 

人間関係が良ければ、もっと楽しくラクに暮ら

せると思いませんか？  

「人間関係マスター養成講座」を個人講座で、

おうちで習得しませんか？ 

ご自宅で、電話でも受けられるようになりました。 

個人受講は自分のペースで学べます。

 
◎他の受講者がいない、個人セミナーなので気兼ねなく、自分のペースで、分かるまで練習できま

す。◎個人的な人間関係の悩みに合った使い方が分かります。半年間のフォロー付き。 

◎一生、人間関係の問題を解決できるスキルを身につけることができるので、もう人間関係で悩

まないで済みます。 

人間関係マスター養成講座は、「伝授」が中心。日を選べる 2 日間のセミナー 
12 ものエネルギーが使えるようになる！！ 

人間関係に係わる１２のエネルギー 

「宇宙ハーモニーのエネルギー」、「宇宙メモリーのエネルギー」が基本です。 

このほか、必要に応じて、 

縁結びの「赤い糸のエネルギー」、「悪縁を断ち良縁を結ぶエネルギー」、「悪意のリ

フレクション」、「感情コードカッティング」、「リーダーとしての影響力エネルギー」、「グ

ッドチームのエネルギー」、「お金との関係が良くなるエネルギー」、「アマテラスのエ

ネルギー」、「宇宙ドラゴンのエネルギー」、「サピエンスメソッド」、 

が、伝授によって使えるようになるので、どんな場面でも人間関係を良くしていけま

す。今悩んでいる関係については、豪鷲＆天寿と一緒にやり方を何回も練習で増す

ので安心です。使い方は簡単。伝授されたエネルギーは、一生使うことができます。 

 

日時；私達と調整してご都合の良い日 2 日間。 

時間；10 時から 15 時３０分 調整可能 

アフターフォロー；半年間は無料で何回でもわかるまで復習できます。電話でも、来ていただいて復

習することもできます。テキストやエネルギーグッズをあらかじめ郵送いたします。修了証を発行し

ます。 

受講料金 

27 万円＋消費税→297,000 円(税込み) 

他の講座の卒業生は、この半額→１４８，５００円 

 分割は最高 12 回までできます。 

アフターフォロー；６かヶ月間付き。テキスト、エネルギーグッズ、修

了証付き。。 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fbiz.moneyforward.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2Fpixta_58198190_S.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fbiz.moneyforward.com%2Fblog%2F42036%2F&tbnid=Tqugcw0A_TYf7M&vet=10CDwQMygdahcKEwjwpcuIsM7pAhUAAAAAHQAAAAAQAw..i&docid=dLQDjMY-mBQoEM&w=640&h=426&q=%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF&hl=ja&ved=0CDwQMygdahcKEwjwpcuIsM7pAhUAAAAAHQAAAAAQAw
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.plus.amanaimages.com%2Fuploads%2Fitems%2F011%2F880%2F14%2Fpreview%2FFYI01188014.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fplus.amanaimages.com%2Fitems%2FFYI01188014&tbnid=BRgRJOCYCA39qM&vet=10CGgQMyiWAWoXChMIiOTKtsfW6QIVAAAAAB0AAAAAEAI..i&docid=2PkvOdNthF6h8M&w=460&h=307&q=%E8%B5%A4%E3%81%84%E7%B3%B8%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&hl=ja&ved=0CGgQMyiWAWoXChMIiOTKtsfW6QIVAAAAAB0AAAAAEAI
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―受講者向けの遠隔伝授― 

便利に使えるオリジナル伝授（遠隔伝授）のご案内 
遠隔伝授は受講者対象の有料伝授。1 回受ければ一生使えます。 

日時を決め、こちらから電話して伝授いたします。 

ビューティー・パール（美容のエネルギー） ￥３０,０００＋税 
 

男女兼用の美容のエネルギーです。体全体を健康にするエネルギーをベ

ースに、顔面骨・頭蓋骨結合の歪みをとり、皮膚を活性化させ、皮膚細胞

間の潤い成分分泌を促すエネルギーを封入しました。オーラに輝きを与

え、印象を明るく美しくします。 

美しさに関わるＤＮＡを活性化させ、素肌から若々しく健康になり、本来

の美しさを発揮することを追求しました。顔がしまり、肌が柔らかく弾力

のあるものとなります。化粧品に封入して使うこともできます。また、自分の手からこのエ

ネルギーを出し、エステの施術などに役立てることもできます。 
 

若さの泉 （若々しさの活性化） ￥３０,０００＋税 
すべての細胞で、若さや元気に関する DNA が活性化するようにエネル

ギーを方向づけました。染色体のテロメアを伸ばし、ソマチットの活性

化、ミトコンドリア活性化、さらに隕石や鉱石のエネルギーを付け加え

たことで、さらに強力になりました。年齢は意識にも大きく左右される

ので、若い時の気持ちの張りが戻って来るようにエネルギーを編集し

ました。オーラに光を入れて、印象が若くなるようにしました。毎日ご自分に取り入れて、

若々しくはつらつと過ごしましょう。 
 

パワー・スタディ （脳機能のアップ）  ￥３０,０００＋税 
脳全体を活性化させ、脳の容量アップ、処理速度のアップを行います。集中

力・記憶力を高め、勉強や仕事に集中できるように、現代脳科学の成果に基

づいてエネルギーを方向づけました。 

また、思考パターンをポジティブなものにし、苦手意識をなくしていく潜在

意識への働きかけがありますので、今までより楽に勉強がはかどるように

なっていきます。新たな分野に挑戦するときなどに心強い味方となります。

毎日ご自分に取り入れてください。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

― ミニセミナー付きの遠隔伝授セッション ―― 

■1．アーティスト伝授 （創造的な才能の活性化）どなたでも可。 
￥４０,０００＋税 解説プリント付き。 
以前は会場で行ってきた伝授を遠隔でも受けられるようにしました。 

＊芸術活動など、伸ばしたい能力、創造性がはっきりしていて、創造的な活動をしている方

が対象です。 
「アーティスト」と呼ばれる人たちは、独自のインスピレーションが入りやすい状況になっています。そ

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RinFeTrc9WJl0AtwmU3uV7/SIG=12haa2788/EXP=1456537363/**https:/www.paylessimages.jp/preview/gf/pic7/gf0960032548.jpg
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れは、テーマに没頭できていることで、意識が高次元と一種のチャネリング状態になっているからです。

「アーティスト伝授」によって、創造性が増し、直感がさえます。創造的な活動に入りやすい状態を自分

ですぐにつくれます。美術関係、絵画、彫刻、書道、音楽、楽器演奏、ダンス、マンガ、デザインの仕事

の方などが受講され、このエネルギーを活用されています。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

■2，「サピエンスメソッド」 エネルギーで相手と瞬時に良い関係で繋がれる 

人間関係の秘密兵器伝授と練習 どなたでも可。  ￥３０,０００＋税 
伝授を受けた人が、、「サピエンス」と、微笑むことで、初対面の人から好印象を持たれ、良い関係を

エネルギー的につくれる方法。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
伝授��サピエンス伝授 

伝授とやり方練習で、1 時間くらいかかります。 

（相手と瞬時に良い関係で繋がれる方法です） 

サピエンスメソッドは、以前は会場で行っていた伝授で、脳の松果体を活性

化させ、「第三の目」を使って、直感的に相手と「良い関係」で繋がれる方法

です。 

―サピエンスメソッドの効果― 

１、お互いの印象が良くなる。  ２、伝えたいことが伝わりやすくなる 

３、聞いたことが理解しやすくなる  ４、心が通い合い仲良くなる。 

だから、人間関係力がアップできます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

■3，「インナーメディソン」 受講者か、受講者の紹介がある方対象。 

自分でエネルギーのクスリを作って自己ヒーリング。 

（エネルギーの飲み薬で自己ヒーリングする方法です）￥３０,０００＋税 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
伝授��インナーメディソン 

伝授と練習で、1 時間くらいかかります。 

この伝授を受けて、「インナーメディソン」と言うと、エネルギーが「飲み

薬」になります。 

「インナーメディソン」の飲み方 

この伝授を受けた人が、例えば、「目の疲れが取れるインナーメディソン」・・と言うと、頭の中にエ

ネルギーが集まって来るので、それを飲むとエネルギーがクスリのようになって治したいところを治

してくれます。「肩こりがとれるインナーメディソン」、「腰痛が治るインナーメディソン」など、自由に

リクエストできます。 

●もとがユニバースエネルギーなので、悪く作用することがありません。副作用もありません。いく

ら飲んでも安心です。エネルギーのクスリなので、飲むために水も要りません。 

自己ヒーリングが非常に楽にできます。  
 

ミニセミナー付きの遠隔伝授セッションは、 
※はじめにお申込みいただき、日時を決めます。受講料のお振り込みをいただきます。その日時に

こちらからお電話し、約 15 分伝授いたします。そのあと、使い方の練習を行います。3 ヶ月間アフ

ターフォロー付きですので、身につくまで復習できます。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1512919966/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9zdGF0LmFtZWJhLmpwL3VzZXJfaW1hZ2VzLzIwMTMwOTI3LzEyL3l1NTU1NS82Ni80My9qL28wNjIxMDQ4MDEyNjk3NDc3NTEzLmpwZz9jYXc9ODAw/RS=%5eADBAY5tFrEJ4lcDprF15VnjBnH9x2M-;_ylt=A2RimU8eAixatS8ATBOU3uV7
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家で受けられて安心。感覚が良くなる(^o^)V  (受講者対象) 

「波動調整付きセッション」 
おうちで、電話でも受けられる個人セッション。 

大人気！！ 

①遠隔ヒーリング波動調整セッション 
お電話や LINEで受けられます。 
受講料金は、1 万円＋消費税(11,000 円)     

 (波動調整付き。アフターフォロー3 ヶ月付き) 
遠隔ヒーリングの感覚が良くなると、心の迷いが取れて、強くエネルギーを送れるようになる。 

●お家でご都合の良い時間に受けられる、50 分から６０分の個人セッションです。 

●波動調整つき。「波動調整」をすると、遠隔ヒーリングの感覚が分かりやすくなります。 

●電話か LINE を使って、豪鷲＆天寿が、あなたに合わせて教えます。 

●他の人がいないので、遠慮なく質問ができ、自分のペースで身に付きます。 

●アフターフォロー付き。後で分からなくなったら、いつでも質問して、また復習できる「3 ヶ月アフ

ターフォロー付き」 
遠隔に自信がつくと、気軽に遠隔ヒーリングができ、周りの人からも喜ばれますね(^o^)V 

このセッション中は、 遠隔ヒーリングの出す感覚や受け取る感覚を調整するので、 感覚が分かりやすくなり、 

遠隔ヒーリングに自信がつきます。  

 

波動調整付きセッションは他にもあります。 
② 「YES/NO 判定」、調整セッション 
「どちらにしようか？」と判断に迷ったときに、それが良いか・  

悪いのかのエネルギー判定ができると、判断が正確にな 

り、「迷う時間」が大幅 短縮できます。 

 

③ 「体の遠隔診断」、調整セッション」(レベル 2 以上)               遠隔でエ

ネルギー体を診ていくことで、健康の状態が細かくチェックできます。 病気の原因がつかめる

ので、見通しを持ってヒーリングでき、よくなったこともエネルギーで判断できます。お客さまに

適切なアドバイスができるので、信頼を得ることができます。 

 

④ 「魂の遠隔診断」、調整セッション(レベル 2 以上) 
魂のホログラムを呼んで、エネルギー状態をチェックすると、その人の心の状態が分かり、精神的

なヒーリングに役立ちます。人間関係のヒーリングもこの方法でおこなえます。 

 

どのセッションも所要時間は５０分から６０分です。 

個人受講なので、自分のペースで学べます。豪鷲＆天寿が付ききりでていねいに教えます。 

料金は①②③④どのセッションも、料金は１万円＋税＝１１，０００円です。 
●「3 ヶ月アフターフォロー付き」です。後で分からなくなったら、いつでも質問して、また復習できる。まず日程

を決めますので、メールか、お電話 03－6264ー8443 でお申し込みをお待ちしています。 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.pngitem.com%2Fpimgs%2Fm%2F209-2092730_yes-no-icon-png-yes-and-no-clipart.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pngitem.com%2Fmiddle%2FiTTwThx_yes-no-icon-png-yes-and-no-clipart%2F&tbnid=jRS8emd8x9SQxM&vet=10CKQBEDMo1wRqFwoTCIDvkpGy7-oCFQAAAAAdAAAAABAG..i&docid=fZAWIJ_HoGVVEM&w=860&h=471&q=yes%2F%20no%20&hl=ja&ved=0CKQBEDMo1wRqFwoTCIDvkpGy7-oCFQAAAAAdAAAAABAG
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit-oD17_HqAhVKa94KHT2SDAwQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fbercelesta.wordpress.com%2F2017%2F12%2F29%2Fbustour2%2F&psig=AOvVaw1JDWPFJc_QXSbFzl7cClS5&ust=1596091928094829
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ステージをあげるスペシャルなプログラム 
3 ヶ月でウルトラ変身プログラム 

                     参加費 3 ヶ月４５万円（税込み） 
 
「こんな自分に変身したい」、「誰にも相談できない問題を解決したい」・・・そんなあ

なたの願いに、豪鷲＆天寿がエネルギーで全力サポートします。だから、３ヶ月後には

大変身！！(^o^)(^_^)v 

「ウルトラ変身プログラム」 
６年間ずっと誰かの悩みを解決してきた人気のプログラムです。 

「変身したいあなた」を、豪鷲＆天寿が毎日サポートします。エネルギーで応援されるか

ら、道が開け、迷いなく前に進めます。 

つながれてきた「足かせ」を取って、人生を輝くものにリセットしましょう。 

3ヶ月毎日、豪鷲＆天寿が、連絡を取りながら、あなたをサポートします。エネルギー判

定やリーディング、問題解決のヒーリングを行って、あなたの道を開いていきます。今は

辛くても、自分が無理なくステージアップするので、明るい未来が見えてきます。 

6年前に開始以来、たくさんの方に受けていただいたプログラムです。効果もしっかりと

出ています。ここで自分を変えてみたい方にはお勧めのプログラムです。1体 2(豪鷲＆天

寿)で取り組みます。受けられる人数に制限があるので、ご相談ください。 

３か月の時点で参加者のご判断でまだサポートが欲しいと思われるなら、延長できます。

結果が安定するまで私達があなたをしっかりサポートしますのでご安心ください。 

今までたくさんの人達がこのプログラムを笑顔で卒業されています。 
 

まずはご相談ください。TEL03－6264－8443ユニバース 

 

1回受けてみたい方には、 

「相談セッション」60分(13,200円税込み)がお勧めです。 
単発で受けてみたい人は、「相談セッション」をお受けください。 

こちらは、お電話などでご相談を受けて、私達が「エネルギー体の診断」や、「原因のリーディング」

を行い、それが改善するように私達がエネルギーを送る、全部で60分のセッションです。まずはお

電話でお申し込みください。 お申し込みTEL03－6264－8443ユニバース 
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受講者に安心の 1 年間『ドリーム会員』 
●ドリーム会員の年会費は６万円（消費税込み） 

ご継続の場合は１年間 5 万円です。 
ドリーム会員さんは私達にとって身近で大切な存在です。
たくさんのサービスで、安心な 1 年間を過ごしてくださいね。 

―サービス内容― 
病気にかかりにくい 

ドリーム会員さまのエネルギー体を常にケアする「メドベッドのエネルギー」でヒーリングいたします。 
毎日が順調になる  

●あなたの健康と安全を私たちがインダクションします。 

ドリーム会員さん全員に、「今日も健康でした。」「今日も安全でした。」「今日も幸せな 1日でした。」と

いう、インダクションを私たちが行います。だから、大難が小難に。小難は無難になります。 

おうちがパワースポットになる 

●あなたのお家に「光の柱」を、私たち豪鷲＆天寿で立てます。 

「光の柱」に守られるので、ご家族も安心です。会員カードを送った住所に立てます。 

困った時、頼りになる  

●ドリーム会員さんが困ったときには、  

◎60 分の「悩み相談」プラス個人セッションが、無料で受けられるようにしました。  

一人で悩まなくても大丈夫！と言うことですね。 豪鷲＆天寿が相談にのり、原因をリーディングして、エネルギー

を送ります。料金 12,000 円＋税 (13,200 円)分のセッションが、会員期間中に１回無料で受けられます。） 

エネルギー伝授 

●好きなエネルギー1 つを選んでいただき、遠隔で伝授いたします。(３３，０００円相当) 

迷ったときに正しい選択ができる 

●どちらが良いか判断に迷う時に、「YES/NOのエネルギー判定」を豪鷲&天寿に無料で無制限に頼める権

利をさし上げます。メールやお電話で、気軽にお問い合わせ下さい。迷っている時間がなくなります。 

優先的に遠隔伝授の日程確保 
●緊急な遠隔ヒーリングを優先的に受けられる権利をさし上げます。 

金運アップ、パワーアップします！  

●金運アップ、運気アップのエネルギーが入ったドリーム会員、会員カード(50,000円相当) 

毎週水曜日にエネルギーが強く出せる●水曜日の「応援のエネルギー」 

毎週水曜日には、ご自分が出すエネルギーが強くなる「応援エネルギー」を送ります。(毎週水曜日の 24 時間)。

前日、当日に、メールでお知らせいたします。 

毎月エネルギープレゼント●大好評！！毎月 15 日には、「ドリーム会員限定のお楽しみエネルギー」をプレゼ

ント。 

心を込めたお誕生日プレゼント●お誕生日には、 

ステキなお誕生日プレゼントとお誕生日カードをプレゼントいたします。 

大好評、お誕生日「DNA ヒーリング」40 分間プレゼント。 

(DNA を修復して、若々しく健康でいられます。(11,000円相当) 

せっかくのサービスを受け忘れないように連絡いたします。 

●受けられる特典の、受け取り忘れがないように、毎月郵送で全員に「ドリーム会員通信」が、届くので、安心で

す。 

受け取り忘れがないように、メールでのお知らせもしています。 

エネルギー商品の割引サービス。 
●ドリーム会員の会報誌では、毎月、ドリーム会員だけの、エネルギー製品

特別割引をしています。 

お申し込みは TEL03－6264－8443 ユニバース 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1578452280/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9veWFrdWRhY2hpbmV0LmNvbS8yMDE4LzExLzI0L3Bvc3QtMzUzNC8-/RS=%5EADBuDc9aH0MiDUKy3kdzIvO9zN10.s-;_ylt=A2RCL6q38xNe2lgAZwuU3uV7
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ご利用に際して 
商品代金以外の必要料金は、消費税＋送料：ゆうパック料金 590円（ご購入代金が 10,000円以上の場合は送

料サービス）、代引きをお使いの場合は、代引き手数料がお客様の負担になります。 

配送方法 

日本郵便ゆうパック 全国一律 590円       ヤマト運輸宅配便 全国一律 590円 

ヤマト運輸宅配便代引き 590円＋代引き手数料 

 

ご注文方法 

TEL・FAX・e-メールで お受けします。  お振込み先（下記からお選びください） 

 

埼玉りそな銀行 

本川越支店 

普通預金  口座番号 ４１２１０７８ 

口座名義 ㈱ ユニバース  

 

楽天銀行（旧イーバンク銀行） 

ダンス支店 

普通預金  口座番号 ７０３９２５３ 

口座名義  株式会社 ユニバース 

 

ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀行間のみ有効） 

記号番号  １０３８０－６６９７３６４１ 

口座名義 株式会社ユニバース 

 

ゆうちょ銀行   他行からの振り込み 

店名 〇三八 （読み ゼロサンハチ） 

店番 ０３８ 預金種目 普通預金  口座番号 ６６９７３６４ 

 

◎振込手数料はお客様にご負担いただいております。 

◎入金確認後の発送となります。（日・月は発送業務休み） 

発送が遅れそうな場合や、商品が品切れの場合は、電話かメールでご連絡を差し上げます。返品は、未開封

品に限り、8日以内の返品をお受けいたしますが、その場合の返送料は、お客様ご負担になります。 

不良品は良品と交換いたしますので、弊社宛着払いでお送りいただきますようお願いいたします。 

◎個人情報についてお客様の個人情報は、厳正な管理の下で安全に蓄積・保管しております。当該個人情報

を第三者に提供することはありません。 

 

個人情報の取り扱いについて 

弊社は、業務遂行にあたり、個人情報の保護に対し厳重かつ適切な管理体制を敷くべき責任を負うものと認

識し、企業活動の優先事項に定めております。 弊社は次の通り、個人情報保護方針を策定し、個人情報の適

正な取扱、管理、維持に努めております。  

1.ユニバースエネルギーの使命と責任を十分に自覚し、個人情報の保護を行います。 

2.個人情報は公正な事業活動に必要な範囲に限定して、適切に取扱い、原則としてご本人様の同意がない限

り第三者への提供はいたしません。 

3,弊社の個人情報の取扱い及び個人情報保護についての苦情及びご相談に関して適切かつ迅速な対応を

いたします。 

4.個人情報保護に関する法令、国が定める指針及びその他規範を遵守します。 

5.個人情報保護に関する取り組みは継続的に見直し改善・向上を行います。  

 

株式会社ユニバース 本社：350－1165埼玉県川越市南台 3－1－5リラティ部 

代表取締役  篠崎 操（豪鷲） 
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お支払い方法・・下記からお選び下さい。 
 

① 代金引換 （代引き手数料がかかります） 

② 銀行振り込み、下記からお選びください。 

 

 

埼玉りそな銀行 本川越支店 普通預金  口座番号 ４１２１０７８ 

口座名義 ㈱ ユニバース  

 

楽天銀行（旧イーバンク銀行） ダンス支店 普通預金   

口座番号 ７０３９２５３ 

口座名義  株式会社 ユニバース 

 

ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀行間のみ有効） 

記号番号  １０３８０－６６９７３６４１ 

口座名義 株式会社ユニバース 

 

ゆうちょ銀行    

他行からの振り込み 店名 〇三八 （読み ゼロサンハチ） 

店番 ０３８ 預金種目 普通預金  口座番号 ６６９７３６４ 

 

 
お振り込みいただきましたら、お手数ですが、ご一報ください。 

TEL03－6264－8443 

 

 

 
～カタログ記載の製品・ヒーリングについて～ 

多くの方に効果を感じていただいておりますが、全ての方に同じ効果を保証するも

のではありません。その点ご理解の上ご利用お願いいたします。 


	気になる症状の改善や困っていることに

