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ユニバース通信 

２０２０年１０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  https://universehappy.com/ 
 

すごしやすい秋の１０月になりましたね。 
１０月と言えば、秋真っ盛り。 

月がきれい。読書の秋、スポーツの秋、芸術の秋、食欲の秋。 今年は、コロナの影響

で、イベントは減っているようですが、できる限り秋を楽しみたいですね。 
 

私達が住んでいる川越は、サツマイモの産地で、芋掘りの観光農園などもあって、

「焼き芋」が美味しかったです。 

近くの児童公園にはイチョウの大木があって、黄色い葉っぱのジュウタンでした。落

ち葉を集めて、ベランダで「堆肥」も作っていました。 
 

東京の日本橋に事務所ができてから、もう７年になり

ます。 

都心にきて、季節感は薄れましたが、やはり秋は気持

ちも落ち着き、読書をしたり、自然を見に出かけたくな

りますね。 

そして、「食欲の秋」です。栗やきのこ、魚や果物も美

味しい季節ですね！ 

皆さまも、どうぞ楽しい 10月をお過ごし下さいね。 

 

                  写真は川越の「時の鐘」 

tel:049-269-7215
mailto:universeinfo@universejp.com
https://universehappy.com/
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ユニバースを支えるパートさんをご紹介します。 
「やっちゃん」は、テイラーさんから引き継いで 3年のベテラン。あとの、お二人は、 

わりと最近からですが、豪鷲＆天寿の「右うで」として本当に頼りになる存在です。 

写真左から「やっちゃん」 

「みさとさん」 

右「はるみさん」 
実は 3 人とも共通点がいっぱい。何と同じ

年齢です。 家も近い！ さらに、3 人とも子

育て中のママさん。みさとさんは３人、やっちゃんと 

はるみさんは 2人のお母さん。 

(^_^)vだから、気が合い、助け合い、和気あいあい、ユニバース事務所が明るい❤ 

「やっちゃん」・・・エネルギー商品のことなら、おまかせ！ 

こんにちは。やっちゃんです😊  ドリーム会員さんは、ドリーム会報誌で、しっている方もいらっしゃると思います

が、改めて・・・。商品担当をさせて頂いています、やっちゃんです😊 

みなさんに、素敵なエネルギー商品が無事に届くように、梱包、発送しています。 

商品のことで分からないことがあれば、いつでもお答えします。 

「こんな商品があったらいいな」とか、素敵なアイデアもお待ちしていますので、ぜひメールやお電話でご連絡下

さいね。これからもユニバースとみなさんが、発展向上繁栄していけるようにがんばりますので、今後ともよろし

くお願いします！  ちなみに受験生のママなので、おうちでは、ユニケアー学力の充電係でもあります（笑） 

「みさとさん」・・・豪鷲＆天寿の「秘書役」 

こんにちは。 この度、豪鷲さん＆天寿さんのお手伝いをさせていただく事になりました美里と申します。 

セミナーの日程やお勧め商品など、Facebookに投稿していきたいと思っていますので、お時間ある時にお読みい

ただけたら嬉しいです🙂 よろしくお願いいたします♪♪ 

朝晩だいぶ涼しくなってきましたね。 風邪などひかぬよう、ユニバースエネルギーで毎日元気に笑顔で過ごせま

すように⭐️ 

「はるみさん」・・・天寿のサポート❤ 

私は、今のところ週１日ですが、月曜日にユニバースのお仕事に来ています。また、日

曜ヒーリング店では、「ゴッドハンドヒーラー」として、良い経験ができました。 

今までは、天寿さんを手伝って「DNA ヒーラー養成講座」のための資料づくりをして

きましたので、私の作った資料が、皆さまのお役に立てると嬉しいです。❤ 
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    みなさまからのお便り      
 

台風の被害が出ないようにエネルギーを送りました。 
●おはようございます。H です。台風 10 号、ユニバースのおかげで大丈

夫でした。最初の予測より風速が弱まり、時速も 35 キロと速くなったの

で、地球義にエネルギー送ったリ、エネルギーCD をかけていました。各建

物に「光りの柱」を立てたり、エネルギーを送りまくりました。そのおかげ

で停電もありませんでした。田んぼは、まだ見ていないのでわかりません

が、ありがとうございました。長崎県 Hさん。 

 

●こんにちは。 
台風１０号が通過しましたが、私の周りでは被害が出ることもなく、長い停電で困

ることもなく、自宅でエアコンをつけて、朝食、昼食をいただくことができました。 

大型で強い台風１０号が来るということで、避難や防災について、テレビでもかな

り前からやっていましたが、台風の進路を見ると私たちの住んでいるエリアを暴

風域が通る予報になっているではありませんか！  『今回はやばいかも・・・。』と、

豪鷲&天寿夫婦に『台風１０号をやっつけたい』とメールをしたところ、天寿さんか

ら、エネルギーの送り方をメールで教えていただきました。 

私はその時『地球と仲良くなる地球儀』の注文をしていましたので、地球儀を使ってのエネルギー

の送り方を教えて頂きました。 

そしたら、そのメールが来たその日、夕方に『地球儀』が家に届きまして、早速主人とやってみまし

た。ずっと、エネルギーを送り続ける事はできないので、白い紙に「台風１０号の勢いが弱まりまし

た。」「台風の被害が出ませんでした。」「台風の進路が被害の出ない方向にそれた」「925hPa⇒

960hPa」と書いて、地球儀の下のパースポットに置いて、紙の上にピラミッドを置きました。「光の

柱」も立てました。 

ニュースを見ながら、台風が弱まるように、出来る範囲で、自分たちもエネルギーを送りました。 

夜中ごろ、暴風域に入って風が強く吹き荒れ、１度目が覚めてからは、なかなか眠れませんでした

が、停電も何度かありましたが、すぐついたりして、全く影響はなく、いつの間にか眠っていました。

朝起きたら、暴風域を出たらしく、吹き返しの風が少し荒めに吹いていました。私達夫婦は二人と

もドリーム会員なので、そのことでも守られていたのかなと思いましたが、万が一のため、冷蔵庫の

中身の整理、避難、防災グッズの準備等はしていました。現実的な準備は大切ですね。意識が違っ

てきます。 

今回の危機感は良い経験になりました。ハッピー通信でも台風１０号にエネルギーを送るように呼

び掛けて下さったこと、心から嬉しかったです。皆さんの意識が被害を少なくして下さったのです

ね。感謝です。(^o^)山口県 Kさん 

 

＊長崎県 Hさんも山口県 Kさんご夫妻も、いろいろ工夫してエネルギーを送ってくださり素晴らし

いと思いました。多分、あなたも送ってくれましたね。予想されていたような被害にならずに良かっ

たです(^o^)(^_^)v。 
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大阪でレベル 1を受講しました。 
 あれから、毎日自分と瀕死の植物にエネルギーを送っています！ 

植物はビフォーアフターを比べようと写メを撮っているので、変化があったらお知らせしますね。 

自分へのヒーリングは、寝る前にするんですが、座っているのに寝落ちしそうなくらい心地よかった

り、急に眩しくなったりと面白くて、楽しんでいます^_^ 

今日の「更新のエネルギー」もしっかり受け取れたと思います。 

終わる 10 分ほど前、左手と右手の感覚が変わって来て、ビックリしました。終わった

後は頭がスッとしました！ (^o^)  ＊大阪で、ありがとうございました。 (^o^)(^_^)v                              

写真は大阪の「ねぎ焼き」 

まずは続けてみます。 
ユニケアー、２０日の夕方に無事に受け取りました。 

ありがとうございます。電池に充電器も付いて、至れり尽くせりですね。 

早速、寝るときに枕元に置いています。 

ユニケアーを使って二晩たちましたが、「ん？何だか調子が良くなってきたかも？」という感じです。 

ただ、特にこのコロナ騒ぎが起きてから、ずっと体調が不安定で、良くなったと思ったら、また悪くな

ったりしているので、今のところ半信半疑なのですが、まずは続けてみたいと思います。 Hさん 

＊そうですね。まずは続けてみて下さいね。それで、効果が感じられない場合はご相談下さい。 
 

ユニケアーで、さっそく成績アップ。 
こんばんは息子のユニケアー使用から はじめてのテストが終わり、結果がきました！ 

なんと、20番も上がりました！！！！  親子でびっくりです😂 

息子はとても喜んでいました！  ありがとうございました🙇♀️🙇♀️🙇♀️ 愛知県の Tさん 

＊1 ヶ月で効果が出て、私達も嬉しいびっくりです。 

 

今までの感想です。(^_^)v 
いつもサービスのエネルギーやスペシャルのエネルギーをありがとうございます。 

なかなかすぐに感想を書けなくてすみません。 

「溜まった疲れが取れるエネルギー」はよく効きました。 

次の日に生き返ったように心身共にかなり楽になりました。すごく実感しました！ 

これは感覚的に一番作用を感じたエネルギーかもしれないです、今までに私が受けた中で。 

「骨密度のＤＮＡヒーリング」では、その後に手の指の爪がツルツルになって驚きました。 

40歳を過ぎてから全ての爪に縦筋が入り始めてボコボコになっていたんです。 

それが不思議なことにほとんどの爪がいつの間にか何もしていないのにツルツルになっていたん

です。 骨密度のエネルギーの後に気付いたのでそれのお陰としか思えません。 

ドリーム会員の特典である応援エネルギーが来る水曜日はやたら体も心も元気になっているので

自然と何にでも張りきれます。また、「光の柱」のお陰でしょうか、隣近所の騒音がかなり減ってき

たんです。 しかも、守られてるかのように安心感のあるマンションの部屋になりました。嬉しいで

す。 そして、いつも頂くメールにも通信の紙にもエネルギーが入っているのが分かります。 

まだまだユニバースエネルギーの良さや効果は出てくると思いますから楽しみです。Iさん 

＊ありがとうございます。素直に嬉しいです。励みになりますので、またお知らせ下さいね。(^o^)V 
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生命の設計図 DNA から、最新のヒーリングができる。  

プロフェッショナル DNA ヒーラー養成講座 

 個人受講の受付開始。 
一生若々しく健康でいられるスキルが

たった 2日間で身につきます。 
お好きな 2 日間を選んで、ズームや電話で受けら

れます。先にテキストが送られてくるので、予習して

おくことができます。 

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

「DNA」から病気の予防ができるので、超～安心。 

例えば、「がん」も恐くない。DNA ヒーリングができます。 
なぜなら、がんは、遺伝子が変異して起こる病気なのです。 

がん化を引き起こす遺伝子

はたくさんあります。毎日

5,000 個くらいのがんの芽

が、生まれていますが、 

でも、がんを止める遺

伝子もあります。 
「がん抑制遺伝子」がち

ゃんと働いていれば、が

んにはなりません。 
遺伝子が傷つき、異常な細胞が増殖するとがんになります。 

でも、「がん抑

制遺伝子」が

ストップさせ

てくれます。 
ですから、講座

では「病気を防

ぐ遺伝子」が毎

日働くヒーリン

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdna-omoca.jp%2Fdna%2F&psig=AOvVaw2NOkKUuJa4rGDNB8tNMXqz&ust=1598411094999000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiVmMSvtesCFQAAAAAdAAAAABAH
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グをお伝えします。しかも忙しい人も大丈夫。 

●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！！ 
ぼうだいなDNA資料をインダクションしながらエネルギーを送っているものを、エネルギーごと

録音した製品です。これを寝ている間に再生しておけば、どんどん老化や病気のリスクが下がっ

ていきます。しかも、能力や美容に関してのDNA方向付けもおこないました。他の人に送るとき

にも使えます。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。 

 

受講料金； 

●受講料金は３０万円＋税。 

プロフェッショナル講座の卒業生は、●受講料金１５万円＋税。 

●半年間のアフターフォロー付き。認定証発行。 

●自動的にエネルギーが送れる装置付き 

 

お申し込み：お電話03-6264-8443。 

分割払い可。ご相談下さい。 

電話03－6264－8443またはメール genki-hattatu@keh.biglobe.ne.jp 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

嬉しいお知らせ 
    Yさんの膵臓（すいぞう）がん 

がん検査結果で、「正常値」になりました。 
Y さんは、今年の１月か２月頃から胃の調子が悪くて、医者に

行きましたら、エコーで影があるということで、医科歯科大

の病院を紹介されました。 

そのまま検査入院。MRI検査の

結果、膵臓の真ん中に６センチのがんができているのが分かりま

した。膵臓は、１５センチくらいの臓器なので、６センチは、「初期」で

はありませんでした。Y さんは食欲がなく、１５キロも体重が減りま

した。抗がん剤で髪が抜けたので、頭も坊主にしました。それが５

月のことでした。 

私達に連絡が来て、「膵臓がんを治すDNAヒーリング」を毎週土曜

日に４０分受けるようになり、ご本人もユニケアーを使ったり、自己ヒーリングしてきました。もち

ろん、病院の治療も並行しておこなってきました。 

Y さんが送ってくれた病院の検査結果を見ると、グラフがどんどん右下がりになってきている

のが分かります。今回の検査で、めでたく「正常範囲」に下がりました。電話で報告してくれた Y

さんの声がとても明るかったです。私達もとても嬉しかったです。(^o^)(^_^)v 

 

❤病気で苦しんでいる人はたくさんいます。病気の心配している人生はもったいないですね。

DNA ヒーリングのスキルは、病気や老いという制限から私達を解放してくれます。さらに、自分の

能力を高めていくことも可能です。私達と一緒に DNAを味方につけた人生を開始しませんか？  

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.medley.life%2Feditorial_pics%2Fa2238808b0c5760f1b40f1671c9c4497.jpeg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fmedley.life%2Fdiseases%2F54f5a5c16ef458b03785ce27%2Fdetails%2Fknowledge%2Fsymptoms%2F&tbnid=ukBsVQZw8nsjHM&vet=10CHYQMyicAWoXChMIuMrwofW66wIVAAAAAB0AAAAAEAI..i&docid=E4NrJHHNydbBvM&w=720&h=378&q=%E8%86%B5%E8%87%93%E3%81%8C%E3%82%93%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&hl=ja&ved=0CHYQMyicAWoXChMIuMrwofW66wIVAAAAAB0AAAAAEAI
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・・・10 月の予定・・・ 

□１０月４日（日）１３：００～１5：0０「ZOOM 練習会」ZOOM 

□１０月１０日（土）「プロフェッショナルＤＮＡヒーラー養成講座」１日目 

１０：００～１６：30 神田駅 TKP会議室 

□１０月１１日（日）「プロフェッショナルＤＮＡヒーラー養成講座」２日目 

１０：００～１６：30TKP 会議室 

■予約会議室詳細 

 施設名：TKP 神田駅前ビジネスセンター ミーティングルーム 5E  

  http://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/bc-kanda-ekimae/access/ 

 

□１０月１８日（日）「レベル１ウィングセミナー」１０：００～１３：００ 

東京セミナールーム 

□１０月１８（日）「レベル２スパイラルセミナー」１４：００～１７：００ 

東京セミナールーム 

□１０月１８日（日）「レベル３セントラルセミナー」１７：３０～２０：３０ ユニバ

ース東京セミナールーム 

□１０月２５日（日）「ユニバース体験会」１３：００～１4：3０ ユニバース東京

セミナールーム 

 

□１１月１日（日）１３：００～１5：0０「ZOOM 練習会」ZOOM 

□１１月８日(日) １３：００～１４：３０ 無料体験会 東京セミナールーム 

□１１月１５日(日)レベル１、レベル２、レベル３セミナー東京セミナールー

ム 

□１１月２２日（日）「インナーメディソン伝授セミナー」 ユニバース東京

セミナールー 

 
★セミナーやセッションは、ズームや電話で受けられるものが増えました。 

お申し込み、お問い合わせ ★ ☏03－6264―8443 
 

 

 

 

http://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/bc-kanda-ekimae/access/
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🎁1０月エネルギープレゼント🎁  

１０月２４日（土）は実りの秋にふさわし

く、 

「やったことが予想以上の結果になる、収穫

のエネルギー」を送ります。 

夜９時３０分～１０時 pm 

（受講者はどなたでも受け取れます） 

１０月２４日(土曜)9:30pm-10:00pm  

★「やったことが予想以上の結果になる、収穫のエネルギ

ー」をプレゼント。 

実りの秋ですから、ホクホクしたいですね。

(^o^)(^_^)v どうぞ楽しんでお受け取り下さい。(^o^)V豪鷲＆天寿 

 

毎月のお楽しみエネルギーは、「遠隔伝授」することで自分につなげ、何回でも受けとるこ

とができます。 

 

●練習会 
大好評！ズームでの練習会（無料） 

第 1 日曜日 13 時から 15 時 

10 月は 4 日、です。お気軽にご参加下さい。 

zoom ミーティング ID は 527 838 455 

 
●ユニバース女子会  

女子会は毎月第1と第3木曜日の開催です。今はズームで行っています。 

時間は。夜7時から9時頃。（19時から）出入り自由。気楽にご参加下さい。 

zoom ミーティング ID は 275 959 456 

パスワード 011364 
みんなで20分間、地球にユニバースエネルギーを送っています。 

豪鷲も参加していますので、男性も大歓迎ですよ！ 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcare-plus.co.jp%2Fsemi%2Farchive%2Fmedia%2FWEB%25E3%2582%25BB%25E3%2583%259F%25E3%2583%258A%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25A4%25E3%2583%25A9%25E3%2582%25B9%25E3%2583%2588%25EF%25BC%2591.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcare-plus.co.jp%2Fsemi%2Farchive%2F000656.html&tbnid=V32ExSvh6H4RJM&vet=12ahUKEwib6K2IkrnrAhXxIaYKHWH8DRcQMyhSegUIARCRAQ..i&docid=lHVqwEOlCle2RM&w=400&h=343&itg=1&q=%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%20%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&hl=ja&ved=2ahUKEwib6K2IkrnrAhXxIaYKHWH8DRcQMyhSegUIARCRAQ
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★(＾◇＾)/毎月 1 日は、「更新のエネルギー」を受けましょう。 
１０月１日の次は、1１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。 
 

 

メルマガ「ハッピー通信」ご登録ください。 
週５日くらい届く無料のメルマガ。 

登録された方に、メルマガ「ハッピー通信」「更新のエネルギー受取日通知」 

「プレゼントエネルギーの通知」など、無料でメール配信しています。 

解除もワンクリックでできますので、お気軽に度登録ください。 

配信希望の方はスマホで左のコードを読み取るか、メールでお知らせください。もし、途中で来

なくなったら、このコードで再登録してください。 

携帯電話の場合は一斉配信メールにブロックがかかり、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。 

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

 

 

 

すごいぞ！ ユニケアー  

                                                                                                                                                                                                                                                                            

「ユニケアー」は、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。本体の大きさ：57 ミリ×50 ミリ×14 ミリ。22

グラム。 

●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。 

使い方は、 

ユニケアーを「身につける」「枕元に置いて寝る」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。 

あなたもユニケアーライフで、毎日を楽しくしませんか？ 

 

mailto:universeinfo@universejp.com
mailto:genki-hattatu@keh.biglobe.ne.jp
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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．「恋愛運」のユニケアー33,000円                      

4，スペシャル（個人仕様）ユニケアー 44,000円 
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 円相当）」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。 

 

 

NEW ユニケアー「恋愛運」れんあいうん 

新発売 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。 
 

 

悩みに的中！！ 

●ユニケアー・スペシャル 44,000円 

自分にぴったりのユニケアー (診断と遠隔ヒーリング
付き) 
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。 

だからご本人にピッタリ合ったものが作れます。 
発達障害や精神的な病気、トラウマの除去、健康診断対応にも制作実績があります。 

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 
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最後に 豪鷲（ごうしゅう）のひとり言？ 

「決心」で独り言  今回は、「決心」で独り言です。 

決心・・・、 何を決心するかと言うと、 

これからの自分の方向性を決心してください。 

「家族や周りの方達と仲良く楽しく暮らしていく。」と、決心する。 

「仕事をガンガンして、自分がどのくらいできるのか可能性に挑戦する。」 と、決心す

る。 

「本をたくさん読んだり、人の話をたくさん聞いたりして、自分を高めていく」 と、決

心する。 

・・・などなど と、  あなたが、今やりたい事を出来ると決心してください。 

もちろん、今やっていることをさらに発展したり深めたりすると決心するのも良いで

す。 

さあ、決心したら、常にそれが出来ていると思ってください。 

ふと思い浮かべることを、決心したことが出来ていると思ってください。 

「家族や周りの方達と仲良く楽しく暮らしていく。」と決心したのなら、 

家族や周りの方と仲良くしている状態を思い描いてください。 

描くイメージが苦手なかたは、言葉や文章にしてみましょう。 

すぐ変化が現れなくても、あなたが望むことですから、続けていけ

ますね。 

続けていくことで、意識はその方向に導いていきます。 

ぜひ、決心して、あなたの望む豊かな人生にしてくださいね。 

ではまた、来月号をお楽しみに！ 
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「長そでもほしい！」というご要望におこたえしました。 
制作中なので、１０月６日からのお届けになります。。 

長そで！着るだけで楽になる 

ラッキーTシャツ長袖紺色も登場！！ 
■10月は、消費税サービス。１万円以上だと送料も無料■ 

大好評！着るだけで楽になる Tシャツです。 

ユニバースのロゴがついた紺色の長袖 T シャツが登場。着心地が良い綿

100％ 落ち着いた色で、外出にもパジャマにもピッタリ。サイズの組み合

わせも自由なので、まとめ買いがお得！！です。 

１枚 ５，０００円＋税。 ２枚 7，5００円＋税。 ３枚 １1，０００円＋税 
厚めの綿生地なので、着心地が良く、外出にもパジャマにもピッタリです。 

 

 

 

 

 

 

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。  
❤良いエネルギーが入り、悪いエネルギーは出ていきます。 

＊生地の素材、綿 100%  ＊商品ブランド UnitedAthle   ＊色、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 59 

M サイズ＝（男性の Mサイズくらい）身丈 69、身幅 52、肩幅

44、袖丈 60、 

L サイズ＝（男性の Lサイズくらい）身丈 73、身幅 55、肩幅

48、袖丈 61  

長袖まとめ買いのサイズも組み合わせ自由ですので、ご注文の

際、お知らせ下さい。電話でのお申し込みは、03－6264－8443 ユニバースへ、どうぞ。 

 

それでは皆さま、楽しい１０月をお過ごし下

さい。 


