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ユニバース通信
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株式会社ユニバース  

元気治療室発行 Tel:049-269-7215 
mail  genki-hattatu@keh.biglobe.ne.jp 

URL  https://universehappy.com/ 

明けましておめでとうございます。 
２０２３年をぴょんぴょんでスタートしよ

う。 
皆さま、明けましておめでとうございます。20２３年を迎

えました。 

２023 年は十二支でいうと「卯年」、十干では「癸」とな

り干支は「癸卯」（みずのと・う）となります。 

2023 年の「癸卯」（みずのと・う）の干支での意味 

「卯」はウサギですが、漢字から「門が開いている様子」「冬の門が開き、春の訪れを

感じて飛び出る」という意味があると言われています。つまり門が開いて、チャンス

に乗って飛び出せる年なのです。 

また、「癸」が持つ意味は、「種子が計ることができるほどの大きさになり、つぼみが

花開いていく」という意味です。「行った努力が花開いて実る」という縁起の良い年

とされます。

２０２３年は、たとえ今まで停滞していたとしても、「飛躍」し、

「発展」できる年なの

す。 

ユニバースエネルギーを使いながら、自分の夢に向かって、ウサ

ギのようにぴょんぴょん行きましょうね！🐰🐰
今年もどうぞよろしくお願いいたします

tel:049-269-7215
mailto:genki-hattatu@keh.biglobe
https://universehappy.com/
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豪鷲＆天寿が占う大予言 

「２０２３年はこんな年」です。 
 

２０２３年はあなたが宇宙からもっと愛される

年。一歩踏み出して自分の愛や幸せを大きく

する年です。 
 

集団に合わせた自分から、本当の自分が花開いてきます。 
人と違うことが、評価される時代になっています。自分はこれで良いと、自分を認めて

大切にしましょう。他人の目を気にせず、やりたいことができる年となります。 
 

自分から愛を発振して、エネルギーを大きくしましょう。 
ハートが開いて愛が豊かになる年です。自分が発振したエネルギーは自分にも返って

きますので、「与える人が与えられる」というエネルギー循環ができます。 

自分から、愛をどんどん発振していきましょう。愛のエネルギー循環ができて、豊かな

愛に包まれる年になります。 
 

あなたのユニバースエネルギーがパワーアップする年です。 
ユニバースエネルギーがさらにどんどん強力に光を増しています。私たち命は、ユニバ

ースの光なのです。自分を信じ、未来を信じて、どんどんエネルギーを送っていきまし

ょう。ユニバースエネルギーとしっかりチームを組んで光り輝く１年にしましょうね！ 

 
 

豪鷲＆天寿の新春よもやま話 

その１．今年は、「30パーセント、ゴー！」で行こう！ 
日本人は、マスクの付け具合からも、 ほとんどの人が「真面目」ですよね。  

でも、意外かもしれませんが、 うまくいかない人の特性に 「真面目」というのが

あったりします。  

真面目自体は良いのですが、 「真面目な人」は、 自分の足りないところに目が向き、  

周りに迷惑をかけないようにと気を使い、 我慢を続けてしまう傾向があります。  

せっかくのチャンスなのに「私なんかまだまだ」と見送って、 行動が遅れ、 わざわざ、辛くて遠回りの

道を歩んでしまうなんて、 すごく損していますよね。  

あなたの夢を叶えるスピードを 加速するために・・  

今年は、真面目な考え方をゆるめて、 「30パーセント、ゴー！」で行きましょう。  

「30パーセント、ゴー」というのは、 「30パーセントの可能性があったら、 とりあ

えずやってみる」 という考え方です。  

50パーセント以上ムリだけれど、 「やってみる価値がある」と思ったら、  



p. 3 
 

「30パーセント、ゴー！」です。  

30パーセントで何かアクションを起こせると、 上手くいく可能性は、 ドーンと上がります！ だから、

今年は 「30パーセント、ゴー！」の年です！^_^  

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

よもやま話その２、「悪いニュースにあおられない」 

世界は、今までの古い枠組みが変わって、世界の権力構造が再編成されようと

している時期ですので、今年も激動の時代が続くと思われます。 

そんな「激動の時代」には、 

自分の心の平和を保ち、健康を崩さないように気をつけましょう。 

特に現代は、「情報戦の時代」ですから、どこの国も情報で人々を管理しようと

します。 「本当にそうかなぁ？」と、自分で考えてみるのが良さそうです。 

特に恐怖を煽る情報には、気をつけた方が良いと思います。恐怖を煽った方が人は管理しやすいらし

いです。大震災が来るとか、外国が攻めてくるとか、食糧難になるとか、いろいろありますが・・あまり

振り回されないでくださいね。それより目の前の「日常」や、「自分を良い気分にさせてくれるもの」に

目を向けるようにしてくださいね。 

私達には「ユニバースエネルギーを送れる」という絶対に有利な方法がありますから、悪いニュースに

は、「これがよくなりました。」とエネルギーを送るのも効果的です。一見悪そうなことも何らかの意味

のあることになります。自分のためだけでなく、日本や世界も良くする、太っ腹な気持ちで、今年もエ

ネルギーを送っていきましょうね❣ 

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

よもやま話、その３、「心の応援歌を歌おう」 
「心に太陽を、くちびるに歌を」 をご存知ですか？ 

勇気の出る、ステキことばですね。 私の大好きな心の応援歌です。  

「心に太陽を持て」は、 原作ドイツの詩人によるもので、 １００年くらい前に、山

本有三という人が訳して日本に紹介しました。  

『心に太陽を、くちびるに歌を！』  

心に太陽を持て。 あらしが ふこうと、 ふぶきが こようと、 天には黒雲、地には争いが絶えなかろう

と、 いつも、心に太陽を持て。  

くちびるに歌を持て。軽く、ほがらかに 自分のつとめ、自分のくらしに たとえ苦労が絶えなかろうと、 

いつも、くちびるに歌を持て。 ・・・勇気を失うな  くちびるに歌を持て。 心に太陽を持て。』  

 

この言葉は、今も、私がつぶやく、「心の応援歌」です。 

心配して、ちぢこまっているより 心に太陽を持ち、 明日に向かって行きたいです。  

不安やグチを言うより 自分を励まし、歌いたいです。  

あなたの「心の応援歌」はどんなことばですか？               

心の応援歌を歌いながら、今日と日を明るく生きていきたいですね！ 

今年もどうぞよろしくお願いいたします。 
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これからのユニバースセミナー日程 

未来が開ける講座 
お申込みは、メールか 

０４９－２６９－７２１５ 

●１月８日（日）２０２３年がうまくいく伝授セミナー。 

会場川越オフィス１３時～１５時。 参加費１万円 まだ申し込めます。 

●１月１５日（日）zoom「魂のリーディングができる伝授セミナー」 次のページで募集中 
 

NEW１月２９日（日）東京での伝授セミナーを変更しました。 

ユニバース「チャネリングセミナー」IN 川越オフィス１３：００～16：００ 

参加費（新春価格 伝授付き 2 万円） 
チャネリングできる人になって、ユニバースに聞きたいこと

を ぜーんぶ きいてみよう！ 
チャネリングは、守護天使などと「交信」することを言いますね。  

でも、ユニバース・チャネリングは、ユニバースと「交信」するチャネリングです。また、ユニバースを通し

て、何処とでも、何とでも繋げて、安全にチャネリングできます。 

チャネリングができると、いつでもユニバースに訊けるので、不安や孤立感がなくなっていきます。 

激動の時代に生きる私達を支える、大切なスキルだと思い、初企画しました❣ 
メールか、049-269-7125 までお申込みください。 
 

●２月１２日（日） zoom エネルギー体の「診断能力」伝授セミナー次のページ募集中 
 

NEW２月１９日（日）ZOOM セミナーを変更しました 

「アニマルコミュニケーションとペットヒーリング」セミナー 
IN 川越オフィス１３：００～16：００ 

（アニマルコミュニケーション伝授付き３万円） 
チャネリングを使って、動物とお話してみませんか？お話しできると、

ペットとの関係もサイコーに良くなります。ペットの写真（写メ）をご持

参ください。ペットヒーリングは、「診断」とヒーリングが遠隔で行える

ようになります。049-269-7125 までお申込みください。 
 

●２月２６日（日）東京会場（神田駅周辺） 

レベル１ウィングセミナー １０：００〜１３：００ 

レベル２スパイラルセミナー１４：００～１７：００ 

レベル３セントラルセミナー１７：３０～２０：３０ 
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伝授付き ZOOM セミナーでスキルアップしませんか？ 
メールでお申込みいただきましたら ID などズーム情報をお送りいたします。 

●１月１５日（日） 「魂のリーディングができる伝授セミナー」  

 

ズーム開催 1 月１５日 １３：００～１５：００  

参加費：1５,000 円  
魂のリーディングは、魂のエネルギー体から精神の状態を読み取

る（診断する）ことです。ユニバースエネルギーで行うので、安全

で有益なリーディングができます。 
このスキルがあるとー－ 

●メンタルヘルスの達人になれる。 
魂のエネルギー体をチェックし、精神面の問題や「原因」をつかんだうえで、強力にヒーリングできるよ

うになります。心配性、うつなど、精神的な症状へのヒーリングにも大変役立ちます。 
●その人がどんな人かおおよそ分かる。 

その人の内面の特徴を知ることができますので、どんな相手とも、うまく付き合うことができますね。 
●仕事やビジネスに役立つ！ 

相手を理解できるので、仕事がやりやすくなりますし、ビジネスにも役立ちますね。 

 

（伝授）なので、エネルギーをチャージして自分でレベルアップしていけます。 

伝授付きなので、感覚を自分で再現でき、どんどん上達できます。 

受講後、3 か月のアフターフォロー付き。お申込みいただきましたら、ID など、当日のズーム情報をお

知らせいたします。 

 

●２月１２日（日） エネルギー体の「診断能力」伝授セミナー 

ZOOM 開催 １３：００～１５：００ 参加費：1５,000 円  
肉体のエネルギー体をチェックして、体の状態を読み取る（診断する）ことができるようになる、ズームセミナー

です。伝授付きなので、セミナー後も確実に「診断力」を上げていけます。体のことを詳しく知らない人でも、図

鑑を使って、臓器の状態などを、細かくチェックすることもできます。 
●診断できると、ヒーリングがパワーアップする。 

エネルギー体をチェックすると、全身の状態が分かります。「診断」できると、症状の原因をつかんでヒーリング

できます。ヒーリング後にまたエネルギー体をチェックして、良くなったことも確認できるので、ヒーリングに自

信が持てます。 
●ヒーラーとして、信頼を得られる。 

「診断力」は、プロフェッショナルには不可欠なスキルです。 

診断できると、ヒーリングの方針が立ちます。お客さまへの説明力がつき、信頼を得られま

す。ヒーリングの効果を感じてもらえるので、喜んで継続してもらえます。 

（伝授３万３千円分）がついて、1５,000 円とお得です。受講後、3 か月のアフターフォロー付

き。お申込みいただきましたら、ズーム情報をメールで、お知らせいたします。 
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電話セッションでパワーアップ 

新年半額１月のお勧め 

（１月３１日までのお申込み） 

「ココーン光のマユのエネルギー伝授」 
約 30 分 33,000 の伝授が１５，０００円。 

（ヒーリング１０分＋伝授約２０分＋使い方） 
「ココーン光のマユのエネルギー」を、電話で、伝授いたします。 

光のマユで悪いエネルギーから守られる。伝授なので、何回でも

使うことができます。自分だけでなく、ご家族にも「光のマユ」を付けてあげられます。 
伝授は基本 33,000 円のところを１５，０００円と、新年大サービスです。 

ヒーリング 10 分と伝授 20 分。約 30 分の伝授セッションです。お申込みの際、ご希望の日時をお知らせ

ください。 メールか、お電話０４９－２６９－７２１５でお待ちしています。 

 

遠隔ヒーリングを受けてみませんか？ 
 
親子関係のヒーリング40分6,600円 
時代が変わる中で、親子関係で悩んでいる方は、思いのほか多

いです。親子といえども別な魂（たましい）ですから、子育てに悩

むことも、関係がこじれることもあります。親子関係の悩みをヒ

ーリングで癒してみませんか？豪鷲＆天寿が、リーディングもして、お子様の本心と、

どのように接していけばよいかをアドバイスも致します。小さなお子様から、中学生、

高校生や、大人のお子さまとの関係まで、お気軽にお申込みください。 

 

受験を応援する遠隔ヒーリング 
受験日当日に「本番で実力を発揮する遠隔ヒーリング」

試験時間に合わせて送ります。４０分 6,600 円 
こういったことにもヒーリングはとても有効です。 

受験日の試験時間に合わせて送ります。1回 6,600円です。効果は 1日続

きます。 

 

電話かメールでお申込みください。 

電話 ０４９－２６９－７２１５  

メール genki-hattatu@keh.biglobe.ne.jp 

mailto:genki-hattatu@keh.biglobe.ne.jp
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皆さまからのお便り 

いつもありがとうございます 
 

「幸運が見方するエネルギー伝授」を受けて 
今朝は幸運が味方するエネルギー伝授ありがとうございました(((o(*ﾟ▽ﾟ*)o))) 

マインドブロックが取れて解放され自分が発する内面的なものに抵抗が無くなり楽

になりました。 

最初のヒーリングで胸の中心が温かく広がっていき左手の薬指がピリピリ反応。 

男女関係の赤い糸で結ばれたような���� 

何十年も精神的に悪い状態でしたから今日は貴重でピンポイントの伝授だったので

嬉しく思います。 

大事な事を知る事が出来てそれだけでも安心感が増しできて、いい運と御縁がジャンジャンやって来

て何も一切悩まなくなりそうな気がしてきて、万年雪のようにガチガチで固まっていた心と身体が解

れて柔らかくなり自分が変わるぞ〜という気が湧いてきた感じ。 

転職や男女関係、収入全般が大飛躍して人生が安定した軌道に乗る事を確信して、素晴らし 2023

年を迎えます。（男性） 
 

ココーンのペンダントをつけて楽しく外へ出かけます。 
ココーンペンダント届きました。ありがとうございます。 

付けて しばらくすると 身体が軽くなっているような気がしました。 

チャクラの瞑想もココーンペンダントを着けてやってみたら、スゴく集中出来て とってもいい感じで

す。これからは ココーンに守られているので、人混みに出るのも楽しみになってきそうです。（女性） 
 

YES/NO 諦めたらできるようになった？ 
豪鷲さん天寿さん、イエス・ノー判定についてご丁寧に教えて下さり、ありがとう

ございます。なるほど、YES/NO 判定は、決定ではなく、エネルギーを見ている

ということなんですね。そして、エネルギーを送って、方向性も変えられるんです

ね。素晴らしいです。  

最近気付いたのですが、私は何回も豪鷲さん天寿さんにイエス・ノー判定の仕方

を教えて頂きながら上手くできないと思って諦めていたのに、ある時から左手の

ひらに来たユニバースエネルギーがイエス・ノー判定を自動でしているかの如く、動いて親指や人差し

指方向に動いたり、小指下方向に動いたりしていました。 それで、ある知らせが実際に来るか来ない

かが、分かりました。 そして、結果も当たっていました。 それまで、それは、どうかなぁ？とただ考え

ていただけで、積極的にイエス・ノーで聞いてみようとしなかったのです。不思議ですねー。諦めた事

により欲が無くなって、自然にできるようになっていたのでしょうかねー？（女性） 
 

一日を大切に、波動を高めます。 
やっと冬の寒さを感じるようになりました。気がつけば…もう年末です。お陰さま

で仕事も忙しく毎年とても疲れているところなのですが、ユニバースをするように

なってから余り疲労を感じなくなり、何故か意味なくワクワクする今日このごろで

す。残りひと月、一日を大切に波動を高めて参ります。 

 今年も本当にありがとうございました❣（女性） 
           お詫び：紙面の都合でいただいたメールの一部しか掲載できませんでした。 



p. 8 
 

で、 

あなたもヒーラーを始めませんか？ 

ヒーラーは人を癒し、自分も癒される素晴らしい仕事で

す。個人セッションなのでご都合の良い日に受講できま

す。 

１月中のお申込みは、 

受講料を１０万円、割り引き 
 

普通、新しい能力を身につけるに 3 年はかかると言われ

ますが、プロフェッショナル養成講座では、「エネルギー

伝授」で、スキルが身に付きます。伝授されたエネルギー

を送るだけなので、確実にヒーリングできます。私にできるだろうか？との心配は無用

です。やり方は簡単です。あなたも素晴らしいヒーラーになれます。 
 

プロのヒーラーとして活躍できるスキルは２日間の伝授講習で身につきます。 

受講の方法は、川越オフィスに来ていただくか、ズームなど画面を見ながら行うか、電

話で受けるか、選択できます。お申し込みの際お尋ねください。 

完全個人指導ですので、豪鷲＆天寿を独り占めで学べます。 

講習後も、６か月のアフターフォロー期間があります。起業したい方を全力でサポートし

ます。 

 

１，エクセレントヒーラー養成講座 

２，瞑想ヒーラー養成講座 

３，浄化マスター養成講座 

 

７，人間関係マスター養成講座 
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１，エクセレントヒーラー養成講座 
２日間の講座で「有料のヒーリングセッション」を仕事にできる講座です。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。特に「遠隔ヒーリング」で、お金をも

らってできる技術がすべて身に付きます。全国からお客様を得られる遠隔ヒーリングは

たいへん有利なスキルです。 

仕事にするには、治せるだけでは足らず、電話でのカウ

ンセリング、「原因の診断」と説明、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

つける必要があります。 

この講座のスキルは、ヒーリングで結果が出せ、「診断

力」が付き、適切な説明ができ、神業のアドバイスがで

きるので、クライアント(お客さま)から信頼され、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行う演習（希望者） 
 

●対面でのヒーリングの流れ（川越オフィス） 

来てくれたお客さまにも、「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⇒他の講座の卒業生は、この半額 

１月お申込みは１０万円引き、２５万円 分割払い可※電話で受講もできま

す。 

お申し込みは、メールかお電話049-269-7215ユニバースまで。 
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２，瞑想ヒーラー養成講座 
この講座は、瞑想セッションを通して深い癒し

を与えられるヒーラーになるコースです。 
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、瞑想の需要はますます高まっ

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いの

で、治療家のにもお勧めです。(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＋ヒーリングで人を癒すスキルです。 

エネルギーを使い、台本があるので、初心者でも「瞑想セッション」が行える

ようになります。 精神世界に深い癒しを与えられるヒーラーになれます。 
―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。 

個人セッションなので、ご要望に合わせて瞑想セッションができるようにい

たします。 

瞑想の達人になりたい、ヨガと合わせて行いたい、お客さまへの

ヒーリングのメニューに取り入れたい、などなど・・ご希望に合わせ

て、お伝えします。やってみたい！と思ったら「瞑想が初めて」とい

う方も大歓迎です。 
 

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。 

受講料：35 万円  他の講座の卒業生は、この半額 

⇒１月お申込みは１０万円引き、２５万円 分割払い可  

お申し込みは、メールかお電話 049-269-7215 ユニバース 



p. 11 
 

３，浄化マスター養成講座 
負の流れを断ち切るためにやるべきことは「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、ユニバースがやってくれるので、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 他の講座の卒業生は、この半額 

⇒１月お申込みは１０万円引き、３０万円 分割払い可 
※電話で受講はできないので、川越オフィスか、ズーム受講でお願いします。 

お申し込みは、メールかお電話 049-269-7215 ユニバース 
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治らない腰痛も、脳に問題がある場合があります。 

★脳を味方につけ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。自分やお客さまへのヒーリング、すべてに脳から道が開ける近未

来的なスキルが身につきます！ 

私たちの精神活動はすべて脳に支えられています。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、困った症状を脳から良くする

ことが可能なのです。 

―伝授で、スペシャルなエネルギーが使えます― 

「認知症改善のエネルギー」 

「うつ病、飛んでけ」のエネルギー 

「ぐっすり眠れるエネルギー」 

「やる気アップのエネルギー」 

「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、伝授されたエネルギーを

送るだけで症状を改善していくことができます。 

また、脳内伝達物質を整えて情緒の安定、怒りやストレスを

取る方法もお伝えします。また、呼吸や体温調節などの生命

保持、自律神経やホルモンのバランス、視力、聴力など感覚器

官のヒーリング、「発達障害」「精神・神経疾患」の脳ヒーリングなど、脳科学エネルギーの守備範囲はた

いへん広いので、このスキルが役立つ機会はとても多いです。脳科学ヒーリングを身に付けましょう。 
 

そのほか伝授エネルギー 

「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 

「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。 

「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。 

「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。 

 

●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 他の講座の卒業生は、この半額 

⇒１月お申込みは１０万円引き、２５万円 分割払い可 
お申し込みは、メールかお電話 049-269-7215 ユニバース 



p. 13 
 

DNA ヒーリングができます。 

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で、お子さんの学力や能力を伸ばしてあげたいと思う方。 

☑「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人。 

☑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たい方にピッタリです。 
 

「生命の設計図、DNA から人類が幸せな時代に進むために」 

右の図は「細胞」です。真ん中の丸い細胞核の中に DNA が入っ

ています。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 ヒーリングは、難病や、寿命や能力を伸ばすためにも使え

る素晴らしいヒーリングスキルです。 
 

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。 
 

●DNA を癒すエネルギー装置付き！！ 

これをつけながら、伝授されたエネルギーを流すだけで、強力な DNA ヒーリングができるようになります。 

 

受講料：35 万円他の講座の卒業生は、この半額 

⇒１月お申込みは２５万円 分割払い可 
電話受講もできます。 
お申し込みは、メールかお電話 049-269-7215 ユニバース 
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石のヒーリング力はスゴイです！ 

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。鑑定書付きの隕石もついていて、すぐに３つのセッションを提供で

きます。 

石がヒーリングしてくれるので、結果が安心です。 
「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。  
 

すべて本物のパワーストーン、(石だけでも 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(鑑定書付き)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。 

今は高価になり、なかなか手に入らない石です。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。 
 

石が好きな人の受講をお待ちしています。 
石に詳しくなくても、ゼロからていねいに教えます。 

石がヒーリングしてくれるので、簡単です。 

体験して実感もしてほしいので、川越オフィスに来てくださいね！ 

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：５８万円他の講座の卒業生は、この半額 

隕石、パワーストーン３０万円分付き。大特価⇒１月お申込みは４５万円  
分割払い可。川越オフィスで。 
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。 

お申し込みは、メールかお電話 049-269-7215 ユニバース 
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人間関係の悩みから、さようならできる 

７，「人間関係マスター養成講座」電話受講がお勧めです。 
 

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、電話で受けられます。 
豪鷲＆天寿の安心サポートつき 

豪鷲＆天寿が、今あなたが困っている人間関係にエネルギーを送ってヒーリングしま

す。この先、人間関係で困らないようにエネルギーの使い方を安心できるまで練習しま

す。6 か月のアフターフォロー期間、あなたの人間関係をサポートします。 

お申し込みは、メールかお電話 049-269-7215 
 

 
◎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、 

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。電話受講。 

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。 

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 297,000 円(他の講座の卒業生は、この半額) 

1 月中のお申込み⇒197,000 円 
 分割は最高 1０回までできます。分割しても割高になりません。 

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
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🎁🎁１月のエネルギープレゼント🎁🎁 
受講者はどなたでも受け取れます。 

１月２１日（土）２１：３０～２２：００には、 

「悪縁を断ち良縁を結ぶエネルギー」
を送ります。 
 

１月２１日（土）夜９時３０分～夜１０時 

「悪縁を断ち、良縁を結ぶ」という言葉は、

江戸時代に、主に男女関係に使われてきましたが、悪縁

には「悪癖」（あくへき）も含まれ、浪費癖や博打（ばくち）癖をさすこともありました。つ

まり、弱い自分と縁を切ってこそ、良いご縁と結ばれるということです。このエネルギー

は、広い意味であなたの「悪縁」となっている悪い癖が自然と切れていくエネルギーで

す。そして、「悪縁」が切れていくと同時に本当に素晴らしいご縁と繋がっていきます。

切りたい「悪縁」が思い浮かぶ方は、それを思い浮かべてから受けるのも良いでしょう。 

今年があなたにとって、幸せで素晴らしい１年になるように、心を込めて送ります。ど

うぞ受け取ってくださいね。💛💛 豪鷲＆天寿                    
※「悪縁を断ち良縁を結ぶエネルギー」は、「７，人間関係マスター養成講座」で伝授のエネルギーです。呼び出して使

うことはできません。今回はプレゼントでお送りいたします。 

メルマガハッピー通信にご登録ください。 
週５日位？届く無料のメルマガ。 

★これを登録された方には、「ハッピー通信」の他 「更新のエネルギー受取日通知」や、「プレゼ

ントエネルギーの通知」などもお知らせ配信しています。受け取り忘れがなくなるので、登録がお

勧めです(^_^)V 解除したい場合は、ワンクリックでできます。 

●迷惑メール防止機能が強くなっていて、こちらでは「配信済み」なのに、届かなくなることが多

いです。下記の２つのメールアドレスを受け取れるように、アドレス帳に登録するなどしてお申し

込みください。もし、途中で来なくなったら、このコードで再登録してみてください。 

universeinfo@universejp.com 

genki-hattatu@keh.biglobe.ne.jp 
 

「地球を良くする仲間の会」募集中。 
う毎日５分、地球にエネルギーを送ってくれる仲間を募集しています。 
❤毎日地球にエネルギーを送るという大変地味な活動ですが、毎日メールが届きます。

一人ぼっちではなくて、仲間と一緒に送っていると思うと心強いですね。地球にエネル

ギーを送ると、エネルギー循環が良くなり、あなた自身にも、何かしら良い変化が起こっ

てきます。地球と一緒に良くなっていけるなんて、とてもステキですね。                         

メール genki-hattatu@keh.biglobe.ne.jp か、お電話でお申込みください。 
 

mailto:universeinfo@universejp.com
mailto:genki-hattatu@keh.biglobe.ne.jp
mailto:genki-hattatu@keh.biglobe.ne.jp
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★(＾◇＾)/毎月 1 日は、「更新のエネルギー」を受けましょう。 
２０２３年１月１日の次は２月１日です。「更新のエネルギー」を受け取りましょう。 
毎月１日に、私たちに更新されたパワーアップ分を「更新のエネルギー」として、皆さまに送っています。受講者が

「更新のエネルギーを受け取る」と言うと受け取れます。1 日は、24 時間受け取れます。 
「ごうしゅう・てんじゅ夫婦からの更新のエネルギーを受け取る」と、宣言すると、エネルギーが来ます。自分から意識を向け

るようにすると、感覚がわかりやすいです。２０分くらいで足ります。何回かに分けて受け取っても構いません。受け終わった

ら、「豪鷲＆天寿にユニバースエネルギーを送る」と、ちょっと送り返してください。こうすることで、エネルギー交換される

ので、受け取ったものが定着します。 
 

★地球にあなたのエネルギーを送りましょう。 
よかったら「地球を良くする仲間の会」にご一緒に参加してくださいね。 

地球に送るやり方は、地球をイメージして、そこに手を向けて「地球にユニバースエネルギーを送

る！」といって、エネルギーを送ります。そのあと「戦争や貧困がなくなった」とか「日本列島が災害か

ら守られた」など、思っていることを付け加えても結構です。私たちは毎晩10時から２０分間送っていま

すが、５分でもいいので、ご都合の良い時に参加してくださいね！ 
 

最後に 豪鷲（ごうしゅう）のひとり言 
 

新年おめでとうございます！ 

今年は、長かったトンネルから抜け出したように 

明るく開ける１年になるのではないかと思っています。 

「風の時代」とも言われるように、お金や物に価値をおいた時代か

ら目に見えなくても、心の幸せや自分らしい生き方に価値をおく

時代になってきました。  

そんな中でユニバースは、今年ますます発展して行く年になるの

ではないかと期待しています。 

 

今年は、たくさんの方にユニバースエネルギーを使っていただけるように、ますます簡

潔で、ユニークで、楽しくなる使い方を開発していきたいと思います。 

 

ところで、楽しくなるには、楽しいことに目を向けないと、楽しくなれませんね。  

きれいな景色の中に居るのに、足元のゴミを見ていては、楽しくありませんね。 

 

楽しい考えで頭をいっぱいにしていると、楽しくなることが起こってきます。 

まずは、小さなことにも「楽しい、楽しい、」と、ことばに出してみてはいかがでしょう。

言っているだけでも、楽しくなってきます。 

 

どうぞ、今年もユニバースエネルギーを使いながら、楽しく・元気に進んで行きましょ

う。 

今年もどうぞよろしくお願いいたします！ 
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全商品が、1 月中は 

消費税サービス・送料サース！！！ 

今年もよろしくお願いいたし

ます。 

お電話 049-269-7215 

 
１箱 11,000 円の品が、1 月注文は、１箱７，０００円ぴったり。 
 

病院の薬やサプリメントを飲んでいる方に朗報です。 

薬を飲んでいるけれども、「副作用」は心配ですよね。  

飲む前、塗る前に ３時間以上この箱の中に薬を入れておく

だけで、 副作用が取れますので、安

心してお薬が飲めます。  

特に、抗生物質、ステロイドなどが入ったお薬を使っているご

家族がいらっしゃる方には絶対 お勧めです。  
 

天然桐材 桐(きり)は軽くて湿気に強い、そのうえ防虫・防カビ効果あ

り、大切なものを保管するのにぴったりな材質です。日本の工房でひと

つひとつ手作り品です。                                                                  

サイズ   

内寸 18 センチ 5ｍｍ×12 センチ 5ｍｍ×3 センチ                                                 

外寸 20 センチ 7ｍｍ×14 センチ 7ｍｍ×3 センチ 5ｍｍ  
使用上の注意：薬の副作用を取るエネルギーは箱全体に入っていますの

で、箱が壊れるまで使えます。中の薬が大きくて、ふたが少し浮いていても副作用

が取れる効果は変わりません。ご注文は、メールかお電話 049-

269-7215 
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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）になるペンダント。 

チャンス定価５5,000 円を 1 月は 

30,000 円ピッタリで。（25000 円引き） 

このペンダントは、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。 
このエネルギーは、以前皆様に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。 

 

おケットペンダントなので、自分だけでなく、 

守りたい人も中に入れて守ってあげられる。 

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。しかも、ロケットに守りたい人を入れて、一緒に守れます。 

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。 

 

ドイツの職人さんが、１つ１つ手作りのペンダント。（ペンダントトップ 21 ミリ×28 ミリ） 

ドイツの工房で職人さんがこだわってつくってくれたシルバーのペンダントです。素晴らしくエネルギ

ーが高く、悪いことからしっかりと守ってくれます。 

◎NIVERSE 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。ご注文は、メールかお電話 049-269-7215 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1498712517/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5jaXR5LnVyYXlhc3UubGcuanAvYXJlYS9ib3VzYWkvaW1nLzAxLzEwL2lsbHUwMS5naWY-/RS=%5eADBWTva31aApCGlFK3pfR2NeAlz9ts-;_ylt=A2RCAwNEOFNZSFwAGhuU3uV7
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音浄化
空間浄化音叉(おんさ)と、「天然水晶」のセット  

  １セット 11,000 円を、1 月は 7,000 円ピッタリ 
 

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 

水晶に音叉を軽く当てて、鳴らしてください。 

音が隅々まで、浄化します。 

☆浄化☆ 

お部屋で音叉を鳴らすと、「時空の浄化エネルギー」が、その

場所と、その場所の過去と未来も広がり、浄化します。 

マイナスエネルギーがあるところでは、はじめ綺麗な音が出ませんが、何回か鳴らすと

澄んだ音が響くようになります。美しい音で鳴れば、浄化完了です。石や植物もこの音

が好きです。 
 

4096Hzの高周波で開く天使の扉 

水晶は、天然のヒマラヤ水晶ポイントです。 

ヒマラヤ水晶は、水晶の中でも透明度が高くて、浄化力が強いと言われています。 

 

◆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。 

もし、水晶を落とすなどして割ってしまったら、水晶だけの販売も致します。 

 

★専用の布袋をつけてお届けいたします。ご注文は、メールかお電話 049-269-7215 
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