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ユニバース通信 

２０１８年 ５月号 

株式会社ユニバース 

元気治療室発行  Tel:049-269-7215  

東京事務所 Tel:03-6264-8443       

mail  universeinfo@universejp.com 
URL  http://www.genki.dgg.jp 
 

春爛漫の５月になりましたね。暖かくなり、ゴールデンウイークもあって、ウキウキ

と、外に出かけたくなる季節ですね。楽しい 5 月をお過ごしください。 

 

もう１か月くらい前ですが、豪鷲が「アレクサ」という、AI(人工知能)の機械

を買ってきました。今日はその話から。 

―人工知能「アレクサ」の話― 

AI と言っても、写真のように 直径１０センチの小さな機械です。⇒ 

 この「アレクサ」は人間の声に反応して、言うことを聞いてくれます。  

「アレクサ、音楽をかけて」と言うと人気の音楽をかけてくれます。 

 「アレクサ、演歌にして」と言うと、演歌に変えてくれます。 

 「アレクサ、今日のニュースは？」と言うと、NHKニュースを流してくれ

ます。 

「アレクサ、〇〇の意味は？」と聞くと、 電子辞書を読み上げて答えてくれます。 

さらに「アレクサ」を電気系統と接続すれば、電気を消したり、お風呂を沸かしたりもできます。 

しかもかわいい声で返事してくれます。 

「アレクサ、ありがとう。」と言うと、 

「どういたしまして。また言ってくださいね。」 

・・まるで人間と話しているような気分になってきます。 

 

 この「アレクサ」、たった５０００円余の金額で購入できました。 

 これから AIはどんどん進化していくのでしょうね。 

どうせ AIの時代が来るのなら、人間の良い意識でプログラミングされ、 AIのおかげで、みんなが

便利で幸せに過ごせる時代が来てほしいものです。 

tel:049-269-7215
mailto:universeinfo@universejp.com
http://www.genki.dgg.jp/
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先月は、トルコに旅行に行きました。 

８日間と、短い期間でしたが、トルコのすばらしさを満喫した旅行で

した。 

トルコの人達は笑顔で親切。見たところ街や人々の生活は平和で

おだやかで、楽しい旅行ができました。 

 

トルコの魅力 

歴史が古く、世界遺産や魅力的な観光地がいっぱい。トルコの人

達は、昔は遊牧民族。東洋と西洋が接する位置にあって、広大な国

土。 

・トルコの人は笑顔で親切。日本人に良い印象を持っている親日的

な人が多いと感じました。 

 

・トルコ料理は世界三大料理の一つと言われ、種類

も多くどれも美味しかったです。 

イスラム教国なので豚肉は食べませんが、お酒には

寛大。ラム肉などを串にさして焼いたシシケバブ⇒

などが、有名ですね。野菜や果物、ワイン・チーズ・ヨ

ーグルトがおいしかったです。 

 

ユニバースエネルギーを送ってラッキー続きの旅行

でした！ 

・安全に行けるようエネルギーを送ったので、旅行保険にも入らず。お天気も良くスムーズでラッ

キー続きな観光ができました。💛 

・「サピエンス」のおかげで、一緒に参加していた他の人達ともすぐ仲良しになれました。 

・時差ボケなし。「私の体内時計が現地の時間に合いました。」のインダクションで、いつも日本に

いるのと同じように元気でした。 

 

★この間、１５日にはドリーム会員に「心臓と血管が丈夫になるエネルギー」をプレゼントしました

が、「心臓と血管が丈夫になるエネルギーありがとうございました。足の裏がポカポカして血液

が循環している感じでした。」など、 

海外からでも同じようにエネルギーが届いていることを再確認しました。 

 

★魅力満載のトルコですが、たくさんの国と国境を接しています。旅行中にトルコと国境を接し

ているシリアに空爆があったので、改めて平和を祈り、エネルギーを送りました。 

 

お陰様で８日間楽しく旅行できました。 

意識の視界が広くなったような気がします。ご協力ありがとうございました。 

 

 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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トルコのお土産を先着 46 名様に差し上げます。 
私達が買ってきた、トルコのお土産をご希望の方に差し上げます。 

ガラスの青い目玉で「ボンジュー」という、トルコ伝統のお守りです。 

車の運転手さんなどは運転席に必ず付けていました。カバンや携帯につ

けている人も多いです。 

ボンジューは昔からトルコでは、邪悪なものの視線から身を守るお守りとさ

れています。 

さらに私達が「旅（外出）の安全のエネルギー」を強力に封入しましたので、お出かけのお守りに

は最適と思います。 

このボンジューを買ったところは元神学校だった博物館で、とてもエネルギーが良い場所でした。 

ちなみに、ボンジューは、役割を果たすと割れてしまうと言われています。 

割れても縁起が悪いとかいうことはありません。欲しい方は、電話かメールでお知らせください。 

46名様に無料で郵送いたします。０４９－２６９－７２１５ユニバース 

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

 

㊗🌸💐 ペンダント発売のお知らせです！  ㊗🌸💐 
「ココーンペンダント」は「超高波動ココーンペンダント」にバージョンアップしまし
た。 
５月は新発売キャンペーンで 
定価１万２５００円のところ今月は、１０，８００円で販売！！ 
 

 

 

エネルギー体を悪い影響から守り、波動を高くする 

「超高波動ココーンペンダント」の登場です。 
 
頼再福さんと豪鷲＆天寿のコラボ製品。 
頼再福さんのペンダントにココーンをつけて、超高波動と
ユニバースエネルギーの最強のペンダントが完成しまし
た。 
 

3 つ以上当てはまる方には必需品のペンダントです。 

☑自分は人や場所のエネルギーに敏感な方だと思う。 

☑他の人には見えない存在に気づくことがある。 

☑人からの良くない思念の影響を受けてしまう事がある。 

☑免疫力や抵抗力が落ちてきているような気がする。 
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☑心のどこかに不安な気持ちがあるようだ。 

☑悪いエネルギーから守ってくれる「お守り」がほしい。 

☑生き生きと、幸せな道を進んでいきたい、 

 

守るプラス免疫力アップ！ 
 
このペンダントを身に着けるだけで、着けた人のオーラが２３０
㎝に跳ね上がります。⇒オーラが大きく体全体が高波動にな
る。免疫力⤴健康体◎ 
 
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。 
⇒もう悪いエネルギーは近よって来られません。 
 
2 種類の違うデザイン。 
⇒オシャレでステキなアクセサリーになりました。人からの好か
れるエネルギーで、好感度アップ。 
 
 

A タイプ・・女性が身 B タイプ・・大き目、力 

に着けやすいように、 強い男性的なデザイ 

美しく小さめ。   ン。 

チェーン長さ 60㎝  チェーン長さ 60㎝ 

 

ペンダント重さ（チェー ペンダント重さ（チェーン

ン含む） A タイプ 8ｇ  ン含む）B タイプ 19.5ｇ  

 

 

どちらにも「超高波動変成装置」が内蔵されています。特に女性用男性用という訳ではありませ

ん。 

台湾の頼再福さんは、オーラ 230㎝の高波動水を作る「超高波動水変成装置」の発明者です。し
かし、頼再福さんは、これをさらに発展させ、人間を高波動にするペンダントを発明しました。こ
のペンダントを身に着けるだけで、普通の人もオーラが２３０㎝に跳ね上がります。 
オーラが２３０㎝の高波動は、健康に良く免疫力を高めます。 
 
ユニバースエネルギーのペンダントと言えば、もう７年も売れ続けている人気商品です。身につ
けるだけで光の繭に包まれます。 
・ペンダントを付けてから霊的な嫌なものがパッタリ見えなくなった。 
・このペンダントをつけてから、職場の自分へのいじめや悪口が不思議に無くなっていた。 
・・など数え切れないほどのお喜びの声をいただいてきました。 
 
今回は、頼再福さんの超高波動ペンダントに、ユニバースエネルギーのココーンをつけたペンダ
ントとなっています。 
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頼再福さんと豪鷲＆天寿の最強のコラボが実現してできた最強のペンダントです。 
浄化の面でも効果はペンダントトップが壊れるまで持続します。 
 
定価１２，５００円+税のところ 
 
５月中は、発売記念として １０，８００円(税込み）で販売 
 
メールか、FAX０４９－２６９－７１６０、TEL０４９－２６９－７２１５までご注文下
さい。 
 
★「ココーンペンダント」をお持ちの方もお買い求めください。プレゼントにも最適です。 
 

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

 

☆★ ★☆ 
―ユニバースエネルギーを使うことを仕事として収入を得ていきたい方へ― 

豪鷲＆天寿がマンツーマン指導で全力サポートします。 

  
この講座は、ゴッドハンドヒーラーマスターを養成するために、「マスター伝授」を含め、すべて１

対１の完全個人指導で行います。 

 ヒーリングの技術、エネルギーの効果的な使い方、ヒーラーとしての仕事のし方など、私達が知

っている全てを教えます。 

マスター伝授もありますので、自分が先生になって伝授セミナーを開くなどの大きな発展性が

あります。 ご希望なら、私達のセミナーを引き継いで開催していけますし、その実地練習もで

きます。 

ですからヒーリングのスキルが上がるだけでなく、他のヒーラーの先生となっていく道や、自分

自身でユニバースのレベル１や２の伝授セミナーを開き、伝授者として生計を立てて行く道も開

けます。 

ご自分のやりたいことで収入を得て、それを広めていきたい人にも最適です。 

 

学び方は、マンツーマンですから、時間もペースも、ご自分の条件に合わせられ、地方の方でも、

忙しい方でも無理なく学べます。 

まったくの個人指導ですから、ご自分の条件に合わせて受けられます。 遠隔エネルギーと、スカ

イプを使い、遠方の方でも大丈夫。完全習得保証ですので、早い人は半年～遅い人は１年以上

かけて自分のペースで受けられます。ご希望に応じて、指圧の実技や美容ヒーリング、子育て支

援、カウンセリングなど、ご要望の能力のアップや、実際に開業し、集客し、十分な収入を生涯得

ていける方法もお伝えいたします。 

 

個人相談をお受けしています。 

 日本橋のセミナールームで、この講座の説明と個人相談を行っておりますので、 
少しでもご興味のある方は、ぜひ個人相談をお申込み下さい。お電話でお申込み下さい。 

遠方の方は、スカイプやズームを使ったテレビ電話形式でも受けられます。 

 ユニバースエネルギーTEL０４９－２６９－７２１５ 東京セミナールーム TEL０３－６２６４－８４４３ 
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○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。 

5 月 20 日（日）は 

恒例川越市の「ふれあい福祉まつり」にヒーリングで出店しま

す。 
ふれあい福祉まつりは、“共に生きる福祉のまちづくり”を

目指して、子どもからお年寄り、障害のある人ない人、み

んなが参加して、各種の催し物や体験等をとおして福祉

を肌で感じ、理解を深めることを目的に開催されます。

(案内より) 

今年もユニバースで無料ヒーリングで出店しますので、

みんなで参加しましょう。平成２２年から出店していますの

で、足かけ９年も参加しています。 

当日は、川越駅・本川越駅から無料の送迎バスが出ています。(バスの時間などは「川越市ふれ

あい 福祉まつり」で検索して見てください。) 

日頃、全く知らない人をヒーリングする機会は、プロの方でない限り、あまりないと思いますの

で、ぜひこの機会に参加してみてください。緑豊かな公園でヒーラー体験しましょう。( ^)o(^ ) 

川越市伊佐沼公園で開催される『第 26回 ふれあい 福祉まつり』 

○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。 

 

これからの東京開催 TOKYO 
 

 

ユニバースエネルギー練習会日程 

５月５日（祭土）午後 1：00～3：00 東京セミナールーム 

６月９日（土）午後 1：00～3：00 東京セミナールーム ６月９日は、ランチ会１１時３０～ 

 

ユニバースエネルギー伝授セミナー日程 

5 月 13 日(日) 

「レベル１ウィング」１０：００～１３：００東京セミナールーム 

「レベル２スパイラル」１４：００～１７：００東京セミナールーム 

「レベル３セントラル」１７：３０～２０：００東京セミナールーム 

 

６月 1６日(土) 

「レベル１ウィング」１０：００～１３：００東京セミナールーム 

「レベル２スパイラル」１４：００～１７：００東京セミナールーム 

「レベル３セントラル」１７：３０～２０：００東京セミナールーム 
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５月１２日（土） 

東京セミナールーム：午後１：００～３：30 

 

６月１７日（日） 

東京セミナールーム：午後１：００～３：30 

 
セミナールームで開催します。 

お申込み：TEL０３－６２６４－８４４３ 東京 TEL０４９－２６９－７２１５ 川越  

 

 

◎６月３日(日)東京セミナールーム 

「YES/NO徹底習得、ワンデーセミナー」 

10時～15時 １４，５００円（税込) 

 

◎６月１０日(日)東京セミナールーム 

「リーディングのマスターワンデーセミナー」 

10時～15時 １４，５００円（税込) 

※レベル２以上の方お待ちしています。 

 

○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。 

 

名古屋セミナーNAGOYA 

５月の名古屋の日程一部変更のお知らせ 
超感覚セミナーは、レベル１、レベル２、レベル３セミナーに変更となりました。 

会場： オフィスパーク名駅カンファレンスセンター７０４号室 

愛知県名古屋市中村区名駅３－２２－４名駅前みどりビル７階 

―お詫びとお知らせー 
 ー５月名古屋で予定していた土曜日の「超感覚スキルアップセミナー」は中止とし、土曜日は、レベル１レベル
２、レベル３のセミナーを行います。 理由は、これまでのところスキルアップセミナーに申し込みがゼロだったの

と、レベル１を新しく受けたい方がいたので、そちらを優先しました。 申し訳ありません。その代わり、「YES/NOマ

スターセミナー」を日曜日に入れて次のように日程が変わりました。どうぞご参加ください。 

 

５月２６日（土）名古屋での開催 
「レベル１ウィング」１０：００～１３：００ 

「レベル２スパイラル」１４：００～１７：００ 

「レベル３セントラル」１７：３０～２０：００ 再受講をして、自信を持ってエネルギーを使いましょう。 

 

５月２７日（日）名古屋での開催 

① １０：００～１２：００「YES/NO マスターセミナー」参加費１０，８００円 受講者限定 

２時間で YES/NO をマスターします。感覚が分かりやすくなる波動調整付。 

② １３：００～１５：３０「サピエンスメソッドセミナー」参加費 32,400 円 

脳の松果体活性化で、初対面の人ともすぐ仲良くなれる即効性あるメソッドです。 
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１６：００～１８：００練習会：テーマ「自分の強みを見つけて生かす」：参加費１５００円 

１８：３０～２０：３０ドリーム会員お食事会 

 

○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。 

６月の福岡の日程のお知らせ HUKUOKA 
八重洲博多ビル  
博多駅筑紫口徒歩５分福岡県福岡市博多区博多駅東 2丁目 18番 30号八重洲博多ビル 

 

６月２３日（土）セミナ―福岡での開催 

「レベル１ウィング」１０：００～１３：００ 

「レベル２スパイラル」１４：００～１７：００ 

「レベル３セントラル」１７：３０～２０：００ 再受講もお待ちしています。 

 
６月２４日（日）福岡 

１０：００～１２：００「YES/NO マスターセミナー」参加費１０，８００円 

２時間で YES/NO をマスターします。感覚が分かりやすくなる波動調整付。 

１３：００～１５：３０サピエンスメソッドセミナー 

脳の松果体活性化で、初対面の人ともすぐ仲良くなれる即効性あるメソッドです。 

１６：００～１８：００練習会「自分の強みを見つけて生かす」参加費１５００円 

１８：３０～２０：３０ドリーム会員お食事会 

 

 
 

○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。

○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。○。

★金運アップのゴールド会員証で 1 年間楽しく健康に。 

 

私達と一緒に、安心して楽しく過ごせる 1年にしていただくことを目標に、 

ドリーム会員というのを作りました。メンバー募集中です！ 

 

メインのサービスとしては 

★毎週水曜日にウィークリーのサービスを受けることができます。年間 52日も応援が受けられる！ 

★お誕生日にプレゼントと DNA ヒーリングをして 

紫外線や活性酸素で傷んだ DNA を修復します。1年間病気になりにくい！ 

★ドリーム会員だけのお食事会にご招待したりします。メンバーだけの懇親パー

ティーに年 1回無料ご招待！ 

★毎月 15日に会員のためのエネルギープレゼントがあります。 

◎迷ったときには YES/NO で判定してさし上げるなど 

ドリーム会員優先に時間をとり、相談事に親身になってお答えします。いざという

時にご相談下さい。 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1519211907/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzMuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy10ZURxbk9YSFpFTS9WN2t5WjVMRDkxSS9BQUFBQUFBQTlNOC9KWDBrYkY1MFR5WXBndGhBOWh2RnNPdVhNdloxU0FhZ0FDTGNCL3M4MDAvdGV4dF9rYWlpbl9ib3N5dWNodS5wbmc-/RS=^ADBsuI.dSBBTtbktEffNIczIV7X7QQ-;_ylt=A2RCL5ADBIxaFTsAPBkdOfx7
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１年間の年会費は６万円です。 

ペイパル決済は毎月６０００円の分割払いもあります。申し込んだ月はサービス期間で、翌月から１２か月が会

員の期間になります。 

お申込み＆ご質問 

TEL０３－６２６４－８４４３ 東京 TEL０４９－２６９－７２１５ 川越 豪鷲＆天寿まで 

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

 

 

★読むだけで幸せになる①受講者向けのメルマガ登録 

登録してね💛受講者のためのメルマガ「Happy ハッピー通信」⇒ 
毎日届く無料のメルマガ。 

もっともタイムリーなユニバースの情報と、毎日プレゼントエネルギーが付いています💛

読み取れない場合は、メールでご連絡ください。  受講者向け⇒  

                        

 

まだ受講者でない方のため。ご家族やお友達に。 

受講していない人向け。エネルギー付きのメルマガ=「ラッキー通信」を発行して

います。 

ぜひ誰かにピッとしてご紹介ください。解除も自由にできます。 

 
◎携帯でお受け取りの方は、下記のアドレスをクリックして設定をお勧めいたします。  

http://autobiz.jp/mobile/manual.html 

迷惑メールブロック機能で届かなることがありますので、 

下記の２つのメールアドレスを受け取れるように設定ください。 

genki-hattatu@keh.biglobe.ne.jp 

universeinfo@universejp.com 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

🎁５月のエネルギープレゼント🎁 
５月１９日（土）は 
「消化器系のヒーリング」を送ります。 

 

夜、９時３０分～１０時００分 pm 

http://autobiz.jp/mobile/manual.html
mailto:genki-hattatu@keh.biglobe.ne.jp
mailto:universeinfo@universejp.com
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消化器系のヒーリングをプレゼント。 
５月１９日（土）9:30pm-10:00pm 
消化器系のヒーリングでは、口から入った食べ物が肛門から排泄

されるまでのルートを順にヒーリングいたします。もしかしたら、

ヒーリングの最中に内臓が動いたり、痛みが出るなどの反応が

出る場合がありますが、急激にそこのエネルギーが改善するた

めで、問題が隠れていたところが一旦表れて、良くなっていくた

めのものとご理解ください。 

ご感想は Fax ０４９－２６９－７１６０  

メール genki-hattatu@keh.biglobe.ne.jp ユニバース豪鷲＆天寿 

 

お役立てください💛 

★無料の「21 日間プログラム」を習慣づくりにお役立て下さい。 
毎日エネルギーを使う課題を出して、報告してもらうことを通じて、習慣づくりをするプログラムです。

希望者は何回でも受講できます。 

携帯の方は、下記のアドレスをセイフティーメールに登録してから、こちらにメールでお申込み下さい。 

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

ユニバース元気治療室の遠隔ヒーリング（1 回 40 分 6000 円＋税＝６，４８０円） 
遠隔ヒーリングのメニュー 

効果は対面で行うのと変わりありません。 

病気だけでなく、困ったことにお役立てください。 

ご家族のヒーリングもお気軽にご相談下さい。ＴＥＬ０４９－２６９－７２１５ 

料金：１回４０分 ６，０００円＋税 

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。聞きたいことにはお答えしたり、気づいたことはお知らせして、 

今後の生活に生かせます。 

 

―ヒーリングの例― 

１. からだのヒーリング・・・病気一般、気になる症状がある 

２. 精神面のヒーリング・・・緊張・うつ傾向・苦手意識・トラウマなど 

３. 人間関係へのヒーリング・・家族関係、職場の人間関係 

４. うまく行くように流れを良くするヒーリング…試験、就職、仕事など 

５. ご家族や お子様のヒーリング 

６. その他悩みの解決に関するヒーリング 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

隕石を使った DNAのヒーリング ・・１回４０分 １０，０００円＋税 

４６億年前の隕石を使ってより深く、DNAを癒します。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

予約制なのでまずはお電話ください。10：00～１９：００ 

mailto:genki-hattatu@keh.biglobe.ne.jp
mailto:universeinfo@universejp.com
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1524662077/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5pc3RvY2twaG90by5jb20vaWxsdXN0cmF0aW9ucy9odW1hbi1ib2R5LWh1bWFuLWludGVybmFsLW9yZ2Fucy1kaWdlc3RpdmUtaWxsdXN0cmF0aW9uLWlkNTA4MDQ5MTA1/RS=^ADBp_ysLMokyzsaDlShHmjC4D_KajQ-;_ylt=A2RivQK9Ld9agxEACAcdOfx7
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ユニバースエネルギーTEL０４９－２６９－７２１５ 

東京セミナールーム TEL０３－６２６４－８４４３ 

 

 ★(＾◇＾)/毎月 1日は、「更新のエネルギー」を受けましょう。 

４月１日の次は、５月１日です。１日２４時間受け取り可。 
「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、宣言して受け取ってください。 

 

★地球にあなたのエネルギーを送りましょう。 
地球全体が健康で幸せになるように、ユニバースネルギーを送りましょう。私達は毎晩１０時

から２０分間、送っています。皆様も私達とご一緒に地球にユニバースエネルギーを送って下

さい。できる範囲でご参加ください。 

 

★「地球からマイナスエネルギーを取るミッション」は、 
（金曜日夜：東京セミナールーム：７：００ｐｍ～８：３０ｐｍ参加無料） 

５月は次の金曜日に行います。 ５月 ４日、１８日の金曜日です。 
受講者でなくてもご家族などの一般ご参加も OK にしました。 

ミッションの時に、一緒に連れてきていただければ、無料でヒーリングいたします。 

 

 
 

 

 

最後に豪鷲（操）のひとり言？ 
「垣間見る」で独り言 

成田空港で声をかけられ、ヒルトンオーナーズクラブの説明会に

行く機会がありました。 

時間潰しにスイーツが食べられますよと言う言葉につられて行

ってみたのですが、内容は、ハワイのホテルの部屋を複数人で

買って、シェアするという商品の説明でした。 

ホテルの部屋を買うという発想が無かったのですが、滞在型の

旅行をしたい人には良いかも知れませんね。 

私達には今のところ必要ないものでしたが、新たなライフスタイルを垣間見られて、とても良か

ったです。きっと今後こういった方向になる先鞭と思いました。 

 

では、来月号をお楽しみに！ 
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エネルギー工房よりお知らせ 

 

日常生活でお役立ていただけるユニバース製品 

その中からお勧め製品をご紹介します。 

２０１８年５月   

職場や学校、新しい環境にも慣れ始めた頃。連休も楽

しく過ごしたのに、何故かやる気が出ない、倦怠

感・・五月病？？  

そんな時は無理をせず、ユニバースエネルギー製品に頼ってみましょう。    

●やる気にさせます。 「やる気スイッチ」 青 

●浄化されます。 「さわやかスイッチ」 白 

●和やかになります。「なかよしスイッチ」 緑 

●明るい気持ちになります。「まぁいいかスイッチ」黄色 

各スイッチ 1個 3,500円   

４月中は消費税分サービスです。 

 

※消費税分サービスは受講者だけの限定サービスです。メール･電話・FAXでご注文ください。

（ネットショップからのご注文はサービス対象外） 

 

では皆さま、楽しい５月をお過ごしください。 

 


