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ユニバース通信 

２０２０年１１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/ 

 

冬の気配を感じる１１月になりましたね。 
 

「DNA ヒーラー養成講座」が大好評！ 
１０月は、TKP 神田駅前会議室にて、１回目の DNA ヒーラー養成講座を

おこないました。 

いよいよヒーリングも DNA ヒーリングの時代となりました！ 

このあとの個人受講も、今までに１０人以上の方からお申し込みをいただ

いており、確かな手応えを感じています。 

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。 

がんやパーキンソン病、白血病、筋ジストロフィーにも遺伝子治療の取り

組みが始まっています。ヒーリングも DNA ヒーリングの時代を迎えまし

た。将来は、「健康」や「寿命」の概念も DNA から変わってくることでしょ

う。 

DNAヒーラー養成講座では、人間の進化にかかわる重要なエネルギーを

伝授いたします。でもユニバースエネルギーです

から、使い方はとても簡単。思い切って DNA に送

ることができます。ぜひこの講座を活用して下さ

い。DNA を味方につけて、輝く未来へ行きましょ

う！！ 

tel:049-269-7215
mailto:universeinfo@universejp.com
https://universehappy.com/
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今、世界中で DNA の研究が進んでいます。そ

のスピードがすごいので、どんどん新しい情

報 が 更 新 さ れ て い き ま す 。                

←写真左はご本人。 右は唾液から DNA を採

取 し て 、 顔 を 再 現 し た も の で す 。               

驚くほどそっくりですね。 

タバコの吸い殻についたわずかな唾液から

DNA を検出して、犯人の顔を再現して逮捕に

つながった例もあるそうです。逆に言うと、

遺伝子操作で「顔」も作れるってことです。 

 

(ﾟДﾟ)       

実はもう、食品へも遺伝子操作したものがどんどん入っ

てきています。今の乳牛って、角(つの)がないんです。

遺伝子操作で角を取っています。ペットが年とったら、ま

ったく同じ遺伝子のクローンのペットをつくってくれる会社

もあるんです。なんだかすごい時代になってきましたね。 
 

変化の時代、DNA から人類が幸せな未来に進むための 

「DNA ヒーラー養成講座」です。 
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 ヒーラー養成講座参加  Kamata さんの感想 １０月１０／１１日受講 

「ヒーラー養成講座を受けようと思ったのは、それをあると知ったときに直感的に「受

けよう」と、思ったからです。 

それまでは、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、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。 

私はまず、周りの人たちに使って、病気を治して元気になってもらうた

め、お役に立ちたいと思います。 

特に、若い人たちには、幸せな人生に役立つようにお伝えしていけたら

と思いました。」 

 

「DNA ヒーラー養成講座」は、ご自宅で、個人的に受けることができます。 
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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 
おうちで受講しませんか？ラインや電話でも受けられます。 

病気の心配がなく、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。だから、遺伝子から治せます。 

 

●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。直径６センチ、高さ７センチ。 
これを近くで再生しておけば、どんどん老化や病気のリスクが下がっていきます。 

生活習慣病や、がんについても、ほとんどすべてを網羅しています。しかも、能力や美容

に関してのDNA方向付けも入っています。他の人に送るときにも強化するために使えます

。５冊分の最新の遺伝子情報。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。 

他のプロフェッショナル講座を受けた方は、 

●受講料金１５万円＋税。に割引き。 
●半年間のアフターフォロー付き。終了の認定証発行。 

●自動的にエネルギーが送れる装置「DNAスピーカー」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 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
❤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？  
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    豪鷲＆天寿の近況報告です    (^o^)(^_^)v 
 

名古屋の鉱物店で買ってきた石を事務所に飾り

ました。 
●上の左は、水晶に乗っているハート型のローズクオーツやアメジ

スト。あまりに可愛いので、衝動買い(^o^) 

●上の右は、小さなタケノコサイズのアメジストドームです。 

中に手を入れると温かいエネルギーです。 

●下左は、水晶クラスター。天然の形。 

●下右は、木の幹の化石（マダガスカル産）。恐竜時代のもの。どん

な木だったのかな？ 

長そでラッキーTシャツが、あったかい。 
「長そでもほしい」というご要望に応えて、紺色のロン Tを発売。 

「温かくて着心地が良い」「疲れが取れてリラックスできる」「パジャマに

するとよく眠れる」など、大好評です。中には、ご家族のために、一度に９

枚まとめ買いしてくれた方もいました。 

T シャツのロゴマーク、「入れて輝く・出して輝く」のユニバースエネルギ

ーの作用で元気になれます。 

今月も消費税サービスですので、洗い替えも買って下さいね。

(^o^)(^_^)v 

 

「台風、あっち行けー ！ 」 

運動会シーズンに、また台風が近づいてきました。 

台風にエネルギーを送りたいという皆さまと一緒に、日本列島に

光の柱を立てたり、「あっち行けー！」とエネルギーを送りましたら、

見事にあっちにユーターンで行ってくれましたね。 今年は台風が

例年より少なかったです。多分、あなたもエネルギーを送ってくれたからですね。 

Thank you (^o^)(^_^)v。 

 

「お玉の湯」銭湯へ行きました。 
「お玉の湯」は、日本橋事務所から徒歩 4 分の路地にある、

昔ながらの銭湯です。大人は４７０円。 

最近散歩の途中で、見つけて、それから二人で行くようにな

りました。大きなお風呂につかるのは、温まりますね。 

子ども時代に行っていた銭湯と同じで、なつかしい感じで

す。女湯には、お釜をかぶるようなドライヤーも健在です。 

東京に、こんな古い銭湯も残っていて嬉しくなります。 
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    皆さまからのお便りありがとうございます。      
 

お楽しみエネルギー受けとりました！ 

「やったことが予想以上の結果になる、収穫のエネルギー」ありがとうござ

います。 

エネルギーをもらう時間帯は、いつも子どもが隣に寝ていて気にしながら

の受け取りなので集中出来かねることが多いのですが、たとえ逸れたとし

ても手を向けると暖かく感じられます☺️ 

お楽しみエネルギーは、集中力が続かないこんな自分でも必ずエネルギー

がきていることが分かるエネルギーなので、いつも確信をもってもらえてるので、終わった後不安

にならず助かっています☺️Hさん 

 

娘の幼稚園の運動会がありました。 

関東に台風が接近していた翌日で、天気予報は雨のち曇り。 

保護者は誰もが延期だと思っていたところ…。 

朝６時半、決行することが発表されました。コロナでいつ休園になるか 

分からない時期なので、強行は承知での決断だそうです。 

慌てて準備をしていたところ、なんとまた雨がっ😢 

これは大変!! 家族５人でエネルギーを送りました。 

・・すると出発の時間には雨が止みました。っｚZ 

最後までなんとかお天気がもてば良いな…と願っていたのですが 

だんだん雲が晴れ、太陽が顔を出してくれました。 

運動会は楽しく最後まで開催でき、家に帰ってみるとくっきり日焼けのあとまで!(^^)!。 幼稚園最

後の運動会、お天気の中楽しい思い出ができ良かったです。Mさん。 

 

DNA ヒーラー養成講座を受けて 

１回目を受けたあと、妹が、喉が痛いと言うので、養成講座の資料を見ながら、「咽頭がんの遺伝

子」への DNA ヒーリングをしました。３日間妹に送ったら、「喉の違和感がすっかり取れた」と言う

ので、ほっとしました。じつは、母が咽頭がんで亡くなっていたので不安でしたが、これで安心できま

した。 

 私自身も、この一週間で何となく体調が良くなって、元気が出てきたので、変化を感じていまし

た。毎晩近くに DNAプレイヤーを置いて寝ているからかも知れません。今日は、「７つのテクニック」

をやって、これもスゴイものばかりでした。続けていけばきっと良くなるという希望が持てました。

(電話で DNA ヒーラー養成講座を受けた Tさんより) 

 

メルマガ、「ハッピー通信」の関係性に関するエネルギーの送り方が大変参考になっています。 

実はこのエネルギーのメールが来る少し前に飼い犬がトリミングでシャンプーをするのをスゴく恐

がりイヤがるので、ふと飼い犬とトリミングの方との関係性にエネルギーを送る事を思いつき、トリ

ミングの前日にやってから連れて行きました。すると不思議な事にトリミングの方から「今日はス

ゴく頑張ってくれていつもより捗りました」と笑顔で言ってもらい、次の回も連れて行く前にエネル
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ギーを送ってから行きました。まだまだ恐がる事はありますが以前に比べると大分落ち着いて来た

ので、これからも続けてやってみたいと思います。 

他には今個人的に相性が良くなくて会いたくない人がいるのでその人との関係性に送ったり、今

日のメールの「職場の関係性」にも送ってみます。    Kさん 

 

高校 1年生の娘がユニケアー学力を使い始めました。(^o^)  

今までは、学校から帰るとテレビを見ながらのんびり食事をして、さらに休憩してから勉強に向かっ

ていたのですが、 

ササッと食事をして勉強を開始するようになりました。 

主人とも『明らかに勉強時間が増えたね。』と喜んでいます。 

まだ試験の結果は分かりませんが、 

勉強する習慣が定着してきたので、今後成績に繋がってくれると信じて、

見守っていこうと思います。 Mさん 

 

 
ユニバースセミナー   ・・・１１月・１２月の予定・・・   
□１１月８日（日）「無料体験会」 

１３：００～１４：３０/東京セミナールーム 

□１1 月１５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 

□１１月１５(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 

□１１月１５日(日)「レベル３セントラルセミナー」 

１７：３０～２０：３０/東京セミナールーム 

□１１月２２日(日) 「インナーメディスン伝授セミナー」 

●次の７ページ(ｐ７)をご覧ください。 

１３：００～１４：３０/東京セミナールーム 

□１２月６日(日)  「無料体験会」 

          １０：３０～１２：００/東京セミナールーム 

□１２月６日(日)   「レベル１ウィングセミナー」 

          １３：００～１６：００/東京セミナールーム 

個人受講も 

★お申込み,お問合せ★   ☏03－6264―8443 

✉genki-hattatu@keh.biglobe.ne.jp   
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エネルギーの錠剤を作って飲める 

    「インナーメディソン」伝授   
☑自己ヒーリングが続かない。 

☑なるべく薬を飲まないで良くしたい。 

☑簡単にすぐできる方法で、ヒーリングしたい。そんな方にピッタリです。 

（エネルギーの飲み薬で自己ヒーリングする方法です。） 

「オプション」で、大好評でしたので、ご希望の方に有料

伝授いたします。この伝授を受けた方が、「インナーメデ

ィソン」と言うと、エネルギーが「飲み薬」になりますの

で、いつでもどこでもエネルギーの薬にヒーリングを行

ってもらえます。 
レベル１の方から使うことができます。 

来られる方はこちらへどうぞ。 
□１１月２２日(日)１３：００～１４：００/東京セミナールームでの 「インナーメディスン伝授」 

●簡単なので、個別対応もします。 

お電話で遠隔伝授もお勧めです。伝授と使い方で、約１時間です。 

伝授料金は、３万円＋税(１１月は消費税サービス) 
お申し込みユニバース 03－6264－8443  

 
―インナーメディソンは、ここがステキ！― 

●エネルギーの薬なので、いくら飲んでも安心です。 

●電車の中や仕事の途中でもすぐ「飲めます」。 

●誰にも気づかれることなく治せます。 

 

 

 

🎁１１月エネルギープレゼント🎁  

１１月２１日（土）は 

「まごころが伝わるエネルギー」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） 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg-o.starrypages.net%2Fimg%2Fnureyon%2Fmedicine-1.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fimg-o.starrypages.net%2Fnureyon%2Fmedicine-1&tbnid=nncMGY8PIbY91M&vet=12ahUKEwjx0Iv4nf7pAhVXfHAKHVOlDxYQMygYegUIARD4AQ..i&docid=dIAc5xxr---O4M&w=340&h=225&q=%E9%8C%A0%E5%89%A4%20%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&hl=ja&ved=2ahUKEwjx0Iv4nf7pAhVXfHAKHVOlDxYQMygYegUIARD4AQ
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１１月２１日(土曜)9:30pm-10:00pm  

★「まごころが伝わるエネルギー」をプレゼント。 

このエネルギーで、たとえ言葉が足らなくても、あなた

の真心や優しさが相手にしっかりと伝わるようになりま

す。そして相手の真心や優しさも、入ってくるようにな

ります。だから、誤解されたり悪く取られたりする心配

がなくなりますので、人間関係が温かくなっていきま

す。自分が嫌いな相手でもそれは相手に伝わりませんの

で、安心して下さいね。(^o^)(^_^)v 

どうぞ楽しんでお受け取り下さい。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。 

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

●練習会は今月はお休み。 
 

●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。 
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！ 

 

★(＾◇＾)/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」 
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「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 

 

 

 

 

☆ユニケアー  
                                                                                                                                                                                                                                                                            

本体の大きさ：57 ミリ×50 ミリ×14 ミリ。22グラム。 

「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「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。 

◎「ユニケアー」は、音楽プレイヤーを使っていますが、音を聞くのではなく、録音したエ

ネルギー（目的の状態の波動）を流す装置です。 

◎音は「ユニケアー」が動いていることを確認するために入っています。イヤホンで音が出

ていることを確認したら、あとは「無音」で身につけて下さい。受講者の場合は、手に持っ

てユニケアーを通してエネルギーを自分に送ると「自己ヒーリング」にも使えます。 

◎ユニケアーは電波を出す機械ではないので、体に直接つけても電磁波など有害な影響はあ

mailto:universeinfo@universejp.com
mailto:genki-hattatu@keh.biglobe.ne.jp
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りません。安心してお使いください。◎単 4 電池 1本を入れて使います。電池の充電器で充

電してくり返しお使いいただけます。◎3ヶ月は続けてください。症状が改善したら、必要

に応じてお使いください。３ヶ月使っても改善しない場合は、 

◎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。 
 

人気 NO１ ●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がつくれます。 

(電話での相談、診断と遠隔ヒーリング、セッション付き) 
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、カスタマイズ

(個人仕様)で作ったユニケアーをお届けします。注文が一番多いユニケアーです。 

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、がん治療、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。どのユニケアーが合っているか、判定もいたします。

TEL03－6264－8443豪鷲＆天寿 

 

最後に 豪鷲（ごうしゅう）のひとり言？ 

 「脳と腸」で独り言  

私達は、まだ脳と腸の関係は、脳からの指令を副交感神経（迷走神

経）と交感神経を通じて、送っているだけの関係と考えている方が、多いと思いま

す。 ですが、実は腸などの消化管の情報は、迷走神経を介して脳に伝えられている

ことが分かってきています。                                               

ですので、腸の不調は脳の状態に多分に影響を及ぼすことがある訳です。       

そして、皆さんもご存じのように、腸には大量の微生物が生息しています。その微生

物の乱れは、腸の機能に影響を及ぼします。                                

ですから、この３者（脳、腸、中内微生物）の乱れ不調は、うつ病・不安障害・自閉症・

パーキンソン病・アルツハイマー病などの脳疾患に関係してくることが分かってきま

した。                                                                

さて、折角ですので、頭とお腹に同時に手を置いて、ユニバースエネルギーを送って

ヒーリングしましょう。                                                 

『脳と腸と腸内微生物にユニバースヒーリング！』                             

さあ、これで毎日元気いっぱいに暮らしてくださいね。 

ではまた来月号をお楽しみに！  
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メールか、お電話 03－6264－8443でお待ちしています。 

長そで！プレゼントにも     消費税サービス 

ラッキーTシャツでもっとラッキー 
■1１月も、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、部

屋着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 
❤ロング Tシャツ、使用の感想をいただきました。＼(^O^)／ 
●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。 

どんよりした雰囲気が取れてスッキリした感じです。 

眠っている間に 1日の疲れを取り除いてくれているんですね！ 

毎日着たいそうなので、追加注文しようと思っています。 

 

●パジャマにしています。寝つきがとても良い！ 

心地よい暖かさで、よく眠れます。 

   

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。だ

から、着るだけで元気になっていける。 (^o^)(^_^)v  

＊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。 
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SALE！！超高波動ココーンネックレス８個を格安販売 

棚卸しのため B 級品今回限りの買い得品！！ 
悪いエネルギーからオーラを守る「ココーンペンダント」の B タイプ  
黒い接着剤がはみ出しているなど、製造での汚れがある商品８点を特別価格で販売いたしま

す。もちろん全部「新品」で、エネルギーにも全く遜色はありません。 
通常 12,500 円を→ランク A7,000円。ランク B5,000円で。 

消費税・送料サービス（説明書付き。ステキな巾着袋に入れてお届けいたします。） 
 

ランク A は、そんなに汚れが目立たないタイプです。  12,500 円→各￥7,000  

 ●ランク A７，０００円は、写真の 4 点①～④です。 
                      

1 つ 7,000 円。チェーン

は（70センチ）と長めで、

洋服の中に隠れてしま

う長さになります。 

すべて１点ものになり

ますので、なくなり終了

です。お電話でのお申し

込みをお勧めいたしま

す。 

ユニバース 

電話→03-6264-8443  

 

ランク B は、ランク Aよりは、汚れが目立つ感じです。  12,500 円→各￥5,000        

●ランク B、５，０００円は、写真の 4 点⑤～⑧です。       

 

１つ５，０００円。写真で

チェックして頂き、番号

でお申し込み下さい。 

このネックレスをつける

ことで、全身のエネルギ

ーが「光のマユ」で優しく

包まれます。オーラが大

きく、波動が高くなりま

すので、幸運を引き寄せ

ます。 

どのココーンネックレス

も、豪鷲＆天寿が心を込

めてエネルギーを再度封

入して発送いたします。( 


