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ユニバース通信 

２０２３年 ２月号 
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/ 
 

 
「時候の挨拶」で2月を感じてみました。 
「暦の上では春となりました。」 

「寒さのなかにも春の訪れを感じる頃となりました。」 

「まだ消え残る雪がみられるこの時期、」 

「梅がほころび、鶯の鳴く頃となりました。」 

「梅の便りも聞かれる今日この頃、」 

「梅のつぼみもふくらみ陽だまりに春を感じる頃となりました。」 

「雪や氷の解けだす頃となりました。」 

・・・なるほど。２月は冬の寒さの中にも春が近づいてきている月ということですね。 

 

春の笑顔が近づいて来ています。 
雪がとけて春が来ると、心もウキウキしますね。 

今月はまだ冬の延長のように厳しい寒さもありますが、後

半になると春の足音が聞こえてくると思います。 

今年は春が来るのが、一段と楽しみです。 

卒業式や入学式が、盛大に開けると、いいですね。 

送別会、歓迎会や、職場の飲み会も復活するといいですね。 

新入生や新入社員は、新しい環境に慣れて、元気いっぱい

にスタートできるといいですね。 

「コロナ前のコミュニケーションが戻って来る春」になると

いいですね！ 

そして、心ウキウキの春には、私達も身軽にどこかへ出かけたいと思っています。 

tel:049-269-7215
mailto:genki-hattatu@keh.biglobe
https://universehappy.com/
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1月の豪鷲＆天寿 

お正月は富山から妹夫婦、息子や甥っ子も来て、賑

やかに過ごしました。写真は初もうでに行った時。 

←右に写っているのは川越の「時の鐘」という観光ス

ポットです。 
 

お正月は天気の良い日が続き、駅から富士山もきれ

いに見えていました。富士山って迫力があり、不思議

と見入ってしまう山ですね。 
 

映画を見ました。 

新所沢の映画館で、「スラムダンク」の映画を見まし

た。昔、少年ジャンプで読んでいたのですが、大人が見

ても楽しめるステキな映画になっていました。 

「すずめの戸締り」というアニメも良かったです。 

日本のアニメ、レベル高いですね。 

今年の書初めを描きました。 
書初めと言っても、お絵かきです。今年の活動のイメージを絵にかいて、事務所の壁に貼りました。 

 

豪鷲作 
ユニバースエネルギーの目標である「地球全体が、

豊かで生き生きと健康で幸せになる。」というのを

絵に描きました。 

人間だけでなく、動物、植物、空気や、水や、岩や、

土など、大切だと思うものを全部入れました。 

地球全体が愛と調和で満たされていくといいで

す。 

そして、２０２３年も、私たちの住む日本や世界が、

平和で輝いていけるように、二人協力してユニバ

ースエネルギーを発展させていきます！ 

 

天寿作 
この絵は 「銀河」のイメージです。 

地球が所属する「天の川銀河」の中では、太陽さえ

も無数の星々の１つにすぎませんね。地球は「自

転」しながら、太陽の周りを「公転」していて、さら

に天の川銀河自体が超高速で回っています。 

宇宙はものすごい速度で動いているのですね。 

だから私達も変化を恐れず、ユニバースエネルギ

ーを大きく発展させたいと思います。 

今までの概念を取っ払って、呆れられるくらい、バ

カなことをやってみたいと思っています。 思い切

った使い方を開発して、皆さんから「へー 」って、

言われたいです（笑） 
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困った時に「その場でさっと使えるようにできませんか？」というご要望にお応えしま

した。即効性の高い「マントラ伝授」を開発しました！ 

 

魔法の言葉「マントラ伝授」が新登場！ 
ユニバースのマントラはエネルギーのスイッチをオン！にする言葉です。 

ひとこと言うだけでパッと状況が変化します。 

伝授で使えるようになるので、いつでも使えて、一生役立ちます。 
 

NEW２月のお勧め（２月３１日までのお申込み） 

「会話が円満になるマントラ伝授」 
33,000 の伝授が 15,000 円。（ヒーリング１０分＋伝授と使い方約 20 分

で、約３０分） 

「マントラ」をつぶやくだけで、会話が円満になります。 
話が弾み、相手も自分も会話を楽しめるマントラです。 

話したことばから不調和が消されるので、良い気持ちで話せます。 

お客様との会話にも、ママ友との会話にも、家族のコミュニケーション

にも、大活躍。話すのが楽しくなります。1 対 1 の会話にも、グループ

での会話にも使えます。 
伝授は基本 33,000円のところを 2 月お申込みは大サービスです。 

マントラなので、このことばをつぶやくだけで、すぐ会話の雰囲気が円満になります。 

ヒーリング 10 分サービスとマントラの伝授と使い方練習 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。 

 

NEW  「自信がもどるマントラ伝授」 
33,000 の伝授が 15,000 円。（ヒーリング１０分＋伝授と使い方約 2０分

で、約３０分） 

「マントラ」をつぶやくだけで、自分への自信がもどります。 
人前で何かしようとして、緊張したりしませんか？ 

周りの人に気後れして、本心を言えなかったことはありませんか？  

昔の失敗経験が思い出されて、「また失敗するんじゃないか」と、不安に

なってしまうことはありませんか？  

そんなときは「自信がもどるマントラ」です。つぶやくと自信がもどります。  
伝授は基本 33,000円のところを 2 月は大サービスです。 
マントラなので、簡単なことばをつぶやくだけで、すぐ状況が改善してきます。 

ヒーリング 10分サービスとマントラの伝授と使い方練習 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。 

伝授で使えるマントラなので、ユニバースの受講者でない方にもお勧めです。 

メールか、お電話０４９－２６９－７２１５でお待ちしています。 
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「チャネリングの時代」 
チャネリングというのをご存知ですか？ 

リーディングというのが、エネルギーの情報から「読み取る」のに対して、 

チャネリングは、そこにいないものと「交信すること」を意味しています。 

なぜチャネリングできるのかというと、人間が多次元的な存在だからです。 

肉体は３次元ですが、意識や魂はエネルギーですから、３次元の制約を超えて、どこにでも、いつにで

も行けます。 また、意識は存在のエネルギーなので、意識することで存在し、神や、天使や、空想上の

動物などを存在させてきました。そことも交信できるようです。 
 

チャネリングしやすい人の場合は、どこと繋がるかが重要です。霊などが見えてしまう人もいますが、

変なものとチャネリングすると、幻聴・幻覚が見えたりして、現実生活に悪影響を受けやすいので注意

が必要です。その点、ユニバースで行うチャネリングはユニバースが繋いでくれるので、安心・安全で

す。これからの自分にプラスになるチャネリングができます。 

豪鷲は、最近「ぴぽぱぽぺ・ｐｙ－ンｐｙ－ン□△・・」と時々「宇宙語」を話しています。 

聞きたいことをユニバースに尋ねると、いろいろ教えてもらえて、安心できるものです。 

それに、ユニバースから繋いでもらって、他の次元のものとも、安全にチャネリングできます。 

ユニバースで行うチャネリングは、ちゃんとその人が受け止められるように来て、有意義です。 

それで、これからの時代にみんなに必要なスキルと思いましたので、セミナーでも取り上げるようにし

ました。ユニバースのチャネリングは、 宇宙の意識次元との相互交流です。  

ユニバースに尋ねて、答えをもらうだけでなく、未来や過去の自分と話したり、動物と話したり、亡く

なった先祖と話すこともできます。 
 

≪ある日カラスの会話が聞こえてきた≫ 
先日の夕方、散歩に行ったら、木の上のカラスが鳴いていました。 

「カーぁ, カーぁ, カーぁ,」 

遠くから別なカラスが、 

「カー、カー、カーー、」と返事。 

木の上のカラスが 「カーぁ, カーぁ, カーぁ, カーぁ, カー」 

遠くのカラスが、「カー、カー、カー、カー、カー、カー、」 

これが、何と言っていたかというと、 

「この辺にだれかいるかー？」 

「やあ、こんにちは。この辺にメスいないの？」 

「いないよ。この先はもうオレの縄張りだから帰れ。」 

「わかったよ。じゃあね。」 

と、・・・まあ、あまり大した話ではないのですが、 

カラス同士は、ちゃんと言葉でコミュニケーションしているのですね。びっくりしました。 

ところが、そのあとスーパーに買い物に行って、精肉コーナーの肉を見たら、 

パックの切り身とチャネリングしたのか、急に辛い気持ちになりました。 

今まで何とも思わず肉を食べていたのですが、これからは「いただいている命」に感謝して食べよう

と、思いました。”(-“”-)” 
 

≪宇宙はみんなでおしゃべりしている≫ 
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チャネリングができるようになって一番感じるのは、草木も動物もみんな「生き

ている」ということです。全ての生き物は貴重で尊い命を宿していて、命として

共感できるから、繋がってコミュニケーションができるのですね。 

また、物質やものにも、「そのエネルギー」（ものとしての意識）があります。です

から、すべてのものとも交信できますし、私の場合「石」とは特に、共感できるの

で、会話もできますし、こちらの頼んだことをきいてくれます。宇宙は、みんな共

感で繋がっているのですね。 

ユニバースのチャネリングは、愛と調和に基いて交信できるので、チャネリングの後は、胸の中がほん

わりと温かくなった感じになります。 

「私には難しいのでは？」 と、思う方もいらっしゃるかも知れませんが、「チャネリングができる伝授」

もするので、どなたでも簡単にチャネリングできるようになります。 

昨年８月の「亡くなった人との会話教室」も１月２９日に川越で行ったチャネリングセミナーも、ご参加

の皆さま全員がとてもできていました。 

３月５日には東京で行いますので、チャネリングにご興味のある方はどうぞご参加ください。 

 

「チャネリングできる人」になるチャンスです！ 

３月５日（日曜日）は、２つのチャネリングセミナーを東京で！ 
神田駅すぐ近くの会議室エッサム２号館（神田駅から徒歩 3 分） 

 

① 「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 

3/５（日）午前１０時から１３時（アニマルコミュニケーション伝授参加費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、ペットの「診断」と

ヒーリングが遠隔で行えるようになります。 

大切なペットを健康で幸せにしてあげましょう。年とったペットの医療費も大助かりです。 

��-------------------------------🌸🌸 

② 「チャネリングセミナー」 

3/５（日）１４時～１７時 

チャネリングができる伝授付き参加費２万円 

ユニバースに聞きたいことをみ～んな聞いてみましょう。 
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。 

時間を超えて「未来の自分」からアドバイスをもらったり、過去の自分を励ましたりしてみましょう。 

★参加費の割引 

午前・午後、①②の両方参加の場合、参加費 5 万円となるところを 1 万円引き＝4 万

円と致します。ご参加お待ちしています。 
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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 
 

会場でのセミナー 
 

２月１９日（日）川越オフィス 

「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。大切なペットを健康

で幸せにしてあげましょう。049-269-7125 までお申込みください。 
 

東京会場：２月２６日（日）東京（神田駅周辺）エッサム会議室 
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 

 

東京会場３月５日（日曜日）は、２つの人気セミナーを東京で！神田駅３分の会議室 

「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3/５（日）午前１０時から１３時 参加費３万円 

「チャネリングセミナー」3/５（日）１４時～１７時 

チャネリングができる伝授付き参加費２万円ユニバースに聞きたいことをみ～んな聞いてみましょう。 

午前・午後の両方参加の場合、参加費 5 万円のところを 1 万円引き＝4 万円と致します。 

 

家でゆっくり受けられる 

ZOOM セミナー・伝授付きでスキルアップしませんか？ 
メールでお申込みください。ズーム情報をお送りいたします。 
 

●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
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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。 

 

 

●３月１９日（日）  

「封入を極める！」自分でエネルギー製品が作れる伝授セミナー  

ZOOM 開催 １３：００～１５：００ 参加費：1５,000 円  
封入が強力になる伝授付きのセミナー 

エネルギーの入れ方、抜き取り方。 

例えば、お茶の味を苦くしたり、薄くしたりしてみます。 

エネルギー製品を作ってみましょう。 

エネルギーCD など、の作り方。 

エネルギーが十分入ったことを確認する方法。 

自分で作ったオリジナル商品を、販売することもできます。 

エネルギーのコピーのし方。 

１つのエネルギーから、たくさんへ、エネルギーをコピーし増やす方法。 

 

●３月２６日（日）人間関係の「診断」と人間関係改善。伝授付きセミナー 

ZOOM 開催 １３：００～１５：００ 参加費：1５,000 円  

人間関係のエネルギーから、「関係性の状態」を読み取り、人間関係

の改善力がアップするズームセミナーです。伝授付きなので、セミ

ナー後も「人間関係改善スキル」を上げていけます。 
 

このスキルがあると、人間関係の状態を診断できます。自分が所属する人間関係を良くできるのはも

ちろんですが、従業員のいる方や、職場のリーダー、お店の店長さんや、学校の先生、同好会の部長さ

ん、教室運営している方など、人と接する仕事の方には、仕事に生かせるスキルとなります。人間関係

の問題を問題が表面化する前から、把握して対応できるので、良い関係、良い集団にしていきます。 

人間関係が良いことは、日々の「やりがい」や「幸福感のアップ」につながります。この機会にしっかり

身に付けましょう。 
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今月のお勧め 
イチオシ電話セッション３ページをご覧ください。 

今月お勧めの伝授 

① 「会話が円満になるマントラ伝授」 
33,000 の伝授が 15,000 円 
 

② 「自信がもどるマントラ伝授」 
33,000 の伝授が 15,000 円。 

（ヒーリング１０分＋伝授と使い方約 2０分で、約３０分） 

ユニバースを受けていない方も受けられます。電話 ０４９－２６９－７２１５  
 

電話での「チャネリング相談セッション」 
１回４０分6,600円。受けるだけなので、伝授はありません。 

チャネリングち、残りの時間はヒーリングが受けられます。 

例えば 

このまま行くと自分の老後がどうなっているか知りたいのと、今はどう

過ごせば良いかを知りたい。 

亡くなった父（誰か）がどういっているか話してみたい。 

ペットのおおよその健康状態を知りたい。などなど・・・、聞きたいテーマ

を絞ってお申込みください。 

※チャネリングの結果は絶対ではありません。ご自分の判断の参考にしてください。 
電話 ０４９－２６９－７２１５ 

 
本番に実力を発揮する遠隔ヒーリング 

４０分 6,600 円 
電話かメールでお申込みください。 

当日に「本番で実力を発揮する遠隔ヒーリング」時間に合わせて送り

ます。入学試験、就職試験、面接などにも有効です。 

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

はその日 1 日続きます。 

ヒーリングは、健康の問題以外にも幅広く有効です。 

電話 ０４９－２６９－７２１５ メール genki-hattatu@keh.biglobe.ne.jp 

mailto:genki-hattatu@keh.biglobe.ne.jp


p. 9 
 

皆さまからのお便り 

いつもありがとうございます 
 

●こんばんは。いつもエネルギーをありがとうございます。 

39 度以上の高熱は 4 日間続きましたが、ようやく熱が下がり安堵しました。 

お陰様で、熱が高くても身体の辛さは少なく、食事も何とかする事が出来ていました。 

自分の体調が悪い時はエネルギーを感じられなくて、それが不安でもあります。 

感じなくても効いていますよ〜と、聞こえてきました���� 

 

●こんにちは。昨日今日も朝に地球にエネルギーを送りました☆ 

ドリーム会に入ってから伸びた気がしていたまつ毛ですが、今はビューティーパールのＣＤなど他の影響もある

かと思いますが、明らかに長くなりまして、見た事のない長さになりました(^_^) 

 

●「悪縁を断ち良縁を結ぶエネルギー」今日は都合で電車内で５分間だけ受け取れまたけど、 

自分を縛り付ける諸々が上半身からバチバチ断ち切れる感覚があり、何かホッと一安心しました。 

 

●今日、「音浄化」が届きました。早速、音を鳴らしてみました。室内のあちこちで何回も鳴らしました。最初から

美しい音でしたので、ユニバースのお陰で私の部屋は元々浄化されていたのだと思います。とても美しい音な

ので大好きになりました。今度、母宅に行って鳴らしてみますね。母が楽しみにしていますので。 

 

●チャネリングのお話を読みました。ユニバースでやってみると安全なのだと知り、私の勝手なやり方ですがユ

ニバースを使って、母宅に行った時に亡き父と交信してみました。 

素晴らしい会話ができました。父らしい言葉でしたし、母に関することもあったので母にその内容を伝えました

ら母は恥ずかしそうに喜んでいました。私は父が大好きでしたから、こんなにリアルに会話ができて嬉しかった

です。しかも、質問しても父には分からないことや答えられないことがあるそうで、それはルーン文字の石（その

昔知人から頂いた物）と併用してみましたら質問に見合った答がきちんと出てきて驚きました。父の愛情深い

言葉には今も涙が止まりません。生前通りの優しさでした。心をきれいにして生きていきたいと思いました。 

 

●今、相続した実家を解体するため、急ぎで家屋内外を片付けなければならなくなっています。 

急に日程が決まったので、一週間程しか猶予がなく、急がないとならないのにやりたくなくてどうしようもあり

ませんでした。 ところが、ユニバースヒーリングをやりたくない原因に送りましたら、今は楽しく片付けができ

ています。エネルギーがこんなにも幅広く使えるなんて、ユニバースエネルギーは本当にいいですね。 

 

●翌朝 1 日更新のエネルギーを受け取らせていただきました時、指先から手のひらまで ジンジンとてもエネ

ルギーを感じる事が出来、今年はなんだか どんどん幸せになって行く気がしました。 

沢山のサポートを頂いているお陰で、すっかり停滞していた人生が もう一度動き出した気がします。 

今年もよろしくお願いいたします。���� 
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。 
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🎁🎁２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。 

２月２５日（土曜日）２１：３０～２２：００には、 

「過去記憶の浄化」を送ります。 
 

「過去記憶の浄化」  

子供のころ親から言われたことばなど、今更どうし

ようもないことが思い出されて、気分が下がること

はありませんか？ 

過去記憶を浄化して、潜在意識をスッキリさせまし

ょう。 

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。 
 

★(＾◇＾)/毎月 1 日は、「更新のエネルギー」を受けましょう。 
２０２３年２月１日の次は３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。 
 

mailto:universeinfo@universejp.com
mailto:genki-hattatu@keh.biglobe.ne.jp
mailto:genki-hattatu@keh.biglobe.ne.jp
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★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 
 

豪鷲２月のひとり言 

「自由に動く」でひとり言 
今年の立春は、２月４日です。 

旧暦の新年にあたります。 
新しい出発の月でもありますね。  

今年は、突拍子もないことをやって、「へー？！」と、 

呆れられるくらいの事をやる年にしたいと思っています。 

 
占星術では、「土の時代」から「風の時代」になったと言われてしばらく経ちましたね。 
「風の時代」は、目に見えないものがより重要になって来ると言われています。 
例えば、「土の時代」で重要だった、家や土地、物を所有することより、 

「風の時代」では、情報や行動をすることが重要になっても来るそうです。 

 
それで、私たちは、仕事をする場所も自由な発想で考えていこうと思っています。 
とりあえず、川越から、九州の福岡へ移ってしばらく仕事する、なんていうのが良いか

な？と、思っています。 
しばらくしたら、また違う場所へ移って暮らしてみるなど、自由な発

想で風のように行動していきたいと思います。 
 
そのためには、「断捨離」（だんしゃり）もして、持ち物を減らし、身軽

に動けるようになっていきたいと思います。 
ではまた、来月号をお楽しみに！ 

 

この世界から病気をなくすミッションを開始します。 
まずは、「認知症の予防と改善」の製品です。誰にでも認知症

を治せる装置を作りました。３万円のところ、今月は１万円で

販売です。身近に認知症の方がいる方、ぜひ使ってみてくだ

さい。もちろんご自分の認知症予防にも使えます。 
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「認知症」の予防も改善もこれ一つでできるセット 

●認知症のヒーリングに！●ご自分の認知症予防に！ 

    ３万円＋税のところ２月中は１万円ピッタリ 
改善しなかった場合は全額返金します。 （商品を返す必要もありません） 

脳のピクチャー（絵）と、「脳クリーンエネルギー砂時計」のセットで

す。このセットで、いつでもお気軽に脳認知症改善ができます。 
「認知症」というのは、何らかの原因で脳の認知機能に障害が出

てくる病気です。この製品は、アルツハイマー型をはじめとするす

べての認知症を対象にしています。認知症の改善のためには、脳

内の有害物を除去していくと共に、そうなったシステムを改善し、

血管や神経細胞を修復して、脳全体を回復していく必要がありま

す。それを全部エネルギーで行います。 

脳のピクチャーに砂時計を置き、上下を

替えるだけで認知症改善できます。 

① ピクチャーに（誰の脳かはっきり分かるよう

に）名前を書いたり写真を置いたりします。 

② 「脳クリーン砂時計」を「脳」の絵に置きます。 

③ 砂時計の赤い粒が上がるようにしてくださ

い。 

砂時計を置き換えるのは、１日２・３回（予

防で使う方は１日１回程度でも良いです）

これより多くても構いません。 
◎すぐに変化が見えない場合もエネルギーが

送られ、脳の中では長年溜まった有害物質を捨

てる作業が始まります。 
使用者の感想 

●母のところへは、週末に行くのですが、次に行ったと

きに「顔つき」が変わっているのを感じました。 

●砂時計と一緒に遠隔ヒーリングすると、すごく良くエ

ネルギーが行くのを感じます。 

●自分のために使っていこうと思います。 
「病気のない世界」シリーズは、人間から病気という不幸をなくすことを願ってつくられた製品です。 

(株)ユニバース 埼玉県川越市南台３－１－５リラティヴ南大塚３０２  genki-hattatu@keh.biglobe.ne.jp 

 

TEL０４９－２６９－７２１５までご注文ください。 
プロヒーラーの方にもお勧めです。使い方のご質問にもいつでもお答えします。 

mailto:genki-hattatu@keh.biglobe.ne.jp

