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ユニバース通信 

２０２１年 １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://universehappy.com/ 

 

ポジティブマインドで２０２１年をスタートしよう。 
20２１年を迎えました。 

昨年はコロナの問題で世の中が大変動でしたね。 

今年もまたいろいろな出来事がおこる激動の時代であることには変わりありません。 

 

世の中が見えるかたちで大きく変わる時期なので、今までとはちがったことが起き

ますが、あまり心配しないでくださいね。情報を多方面から得て、不安に振り回され

ないように心がけましょう。 

そんなときこそ、自分を信頼し、マイペースで健康な生活を維持しましょう。 

 

私達はユニバースエネルギーを使えるのですから、ピンチには絶対有利です。 

エネルギーを送れば、何が起こっても「何とかなる」です(^o^)。 

もし、コロナだから、恐れで動けない・・・というマインドがあるのなら、 

コロナで世界が変わるのだから、私も変われるチャンスにしていける。 

というマインドに切り変えていきましょうね。 

 

２０２１年は、「与える人が豊かになる年」 
２，０２１年は、今までのようにたくさんお金を稼ぐのが価値ではなく、 

「いかに自分の価値を人に与えられる人になるか」というところが、重要になってき

ます。つまり、人の役に立てるということですね。また、そういう人にはお金も自然と

入ってきます。 

tel:049-269-7215
mailto:universeinfo@universejp.com
http://universehappy.com/
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ですから私達も、たくさんの人に価値を与えられる人になることを、今年はがんばっ

て行こうと思います。 

 

皆さまも、ぜひ、どんどんエネルギーを使ってくださいね。 
ユニバースエネルギーでは、自分が困っているのと同じような他の人にヒーリングし

てあげると、不思議なことに 自分も良くなって来ますね。。 

私達がいつも健康なのは、病気の人に毎日エネルギーを送っているからかも知れま

せん。 エネルギーなので、自他の区別なく、一緒に良くなっていけるのですね。 

そういう意味では、「幸せ」というのも、自分一人の幸せはなくて、他の人と共有され

ているのを感じますね。 

ですから、周りに困っている人を見かけたら、エネルギーを送ってあげるましょう。 

気になることには「それが良くなりました」と、どんどん送りましょう。 

「日本列島」に送ったり 「地球」に送ったりするのも、エネルギー循環が大きくなりま

す。 結果的には、自分のためにもなっているのかも知れません。 

今年も、たくさんエネルギーを使って、ユニバースと一緒に、健康で幸せな1年にして

いきましょう！ 

 

ところで、今年をどんな１年にしたいか考えましたか？ 
もう考えている方もいれば、まだ考えていない方もいらっしゃいますね。 

「決めてもそうならないのだから、仕方ないよ。」と思っている方もいますね。  

でも、できたら何か決めておきましょう。 

 

何も決めなければ、毎日忙しいと思いながら、ズルズル過ぎてしまいますよね。 

今の流れのまま、受け身の１年になってしまいますね。 

 

では、どうしたらいいのでしょうか？ 

それには、まず、小さなことでも、今年やると 「決める」ことです。 

決めると、ユニバースの方でも応援しやすくなるのです。 

 

今年は、あなたがさらにパワーアップし、現実化力がさらに増す１年になります。 

世界があなたを待っているのです。やりたいことを決めて、 そ

こに向かう準備をしていきましょう。 

私達も応援しています。 

 

２０２１年も、どうぞよろしくお願いいたします。 
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出たいセミナーを手帳にメモって下さいね♥ 

詳しくは毎月のユニバース通信でご確認下さい。 

           

 

  １月  １月１７日（日）  無料体験会           10:30～12:00 

                ペットヒーリングセミナー     13:00～16:00        

 

      １月２４日（日）  ZOOM 練習会          13:00～15:00 

 

  ２月  ２月 ７日（日）  無料体験会           10:30～12:00 

                ペットヒーリングセミナー    13:00～16:00 

 

      ２月１４日（日）  ZOOM 練習会          13:00～15:00 

        

      ２月２８日（日）  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       17:30～20:30 

 

  ３月  ３月 ７日（日）  無料体験会           10:30～12:00 

                ペットヒーリングセミナー   13:00～16:00 

 

      ３月１４日（日）  ZOOM 練習会          13:00～15:00 

       

      ３月２0 日（土）～２１日（日）  アップグレードヒーラーセミナー 

 

  ４月  ４月 ４日（日）  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      １７:30～20:30 

  

      ４月１１日（日）  ZOOM 練習会         13:00～15:00 

 

      ４月１７日（土）～１８日（日）    ゲストイベントセミナー 

 

  ５月  ５月３日（月）～４日（火）   テーマ別セミナー 

 

      ５月９日（日）   無料体験会              10:30～12:00 

                レベル１                 13:00～16:00 

 

      ５月１６日（日）  ZOOM 練習会             13:00～15:00 
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６月  ６月 ６日（日）  無料体験会               10:30～12:00 

              レベル 1                13:00～16:00 

    ６月１３日（日）  ZOOM 練習会             13:00～15:00 

 

    ６月１９日（土）～２０日（日） 人間関係ヒーラー養成講座 

 

７月  ７月４日（日）   無料体験会               10:30～12:00 

              レベル 1                13:00～16:00 

  

    ７月１１日（日）  ZOOM 練習会              13:00～15:00 

 

    ７月１７日（土）～１８日（日）   瞑想コーチ養成講座 

 

８月  ８月 １日（日）  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          17:30～20:30 

 

    ８月２１日（土）～８月２２日（日） 浄化マスター養成講座 

  

９月  ９月 ５日（日）  無料体験会               10:30～12:00 

              レベル 1                 13:00～16:00 

 

    ９月１２日（日）  ZOOM 練習会             13:00～15:00 

 

    ９月１８日（土）～１９日（日） 脳科学ヒーラー養成講座 

 

１０月 １０月 ３日（日） 無料体験会              10:30～12:00 

              レベル 1               13:00～16:00 

 

    １０月９日（土）～１０月１０日（日）  ＤＮＡヒーラー養成講座 

 

１１月 １１月７日（日）  無料体験会               10:30～12:00 

              レベル 1                13:00～16:00 

   

    １１月１４日（日） ZOOM 練習会                13:00～15:00 

 

    １１月２０日（土）～２１日（日）   ストーンヒーラー養成講座 

 

１２月 １２月 ５日（日） 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           17:30～20:30 
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2021年の企画「みんなで５分間ヒーリング」に参加しませんか？ 
メルマガでは、もう６０名近くの方が参加しています。参加者は、自分以外の参加者全員に毎日５分

間「ユニバースヒーリング」を送る企画です。１日５分。ご都合の良い時間に送ってください。   

 

 
2021 年は、周りの人にギブする（与える）ことで、もらった人も与えた人

も豊かになっていく年です。 「みんなで５分間ヒーリング」は、1 日 5 分、他

の人にエネルギーを送る企画です。あなたも今月から参加しませんか？ 
 

「みんなで５分間ヒーリング」に参加するとメール登録者の方には、毎日こんなメールが入ります。 

「おはようございます。本日も、登録者のみなさん全員にユニバースエネルギーを送りましょう。本

日のどの時点でも良いので、５分間送ってください。 

『登録者全員にユニバースヒーリング』『登録者全員にユニバースエネルギーを送る。今日一日が健

康で幸せな一日になりました。』・・などと自由に送ってください。」 

―メール登録のない人も参加できますー 

●mail のない方もお知らせいただければ私達の方で登録いたしますので、 

「５分間ヒーリングに参加しているメンバー全員にユニバースヒーリングを送る！」 と言

って、エネルギーを５分間、手から出す意識で送ってください。 

すると、登録されている全員の人にあなたが送ったエネルギーが届きます。 

 

１２月までの登録者 

やっちゃん、ルビー、banban、ヨシさん、エポ金 アッチャン、マジマジ、のっ

ちゃん、ok_さん 

愛、ももいろといき、サラリーマン、幸せ佳代子 はいいろなねこ、げん、サ

トウサトコ、じゅん 

あっチャン、ノンちゃん、ひまわり 5 5、ふくちゃん kei、はっしー、mahalo、

凛凛、ムム 

みばぁば、0273229158、レッドマン、おひゅみか、mizzy 浄化、よう、

AQUA、aki、悠美 

とし、ひで、ぞうさん、じゅんべ、トウゴウ、のりこ、うみうし、さゆりんご、ヒロコ、みやもと 

satoshi 、takasaki、ゆう、みさと、hiromi、 カンさん、Rusty、のっち、satococo、あきんこ  

 豪鷲、 天寿   登録の名前は、(ニックネームで OK) 

もう参加している人の声 

 ●こんばんは(^^)皆さんに送っていますよ。何か気持ちいいです。(^_^)/ 

●こんにちは。じわじわと人数が増えるのが嬉しいですね 
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●私は朝起きたらベッドの中で送ることをルーティンに入れました。 

●登録者さん全員に毎日エネルギーを送らせていただいています。メールを開き、登録者さんの名前一

覧に手をむけ、お名前を読み上げながら送らせていただいています。 

●今日のエネルギーを送るときの宣言は、「みなさんは、元気で快適で安全が守られながら、１日を過ご

すことができました。」で送りました。 

●送りました。エネルギーが循環している感じがして、動きがあるというか、大

きな中でのエネルギーの流れを感じました。すごくいいプログラムだなと思

いました(^^) 

●人数が増えたせいかパワーが強い気がします。 

●登録者全員にエネルギー送りました。アレルギー性鼻炎の症状がひどくて困

っていたのですが、これに登録してからいつの間にか治まりました。嬉しい

（ ´∀｀）です。 

●今おくりました。毎日地球に５分、皆さんに５分で、送っています。気分的にすがすがしい感じになります。 

●「元気で快適で安全が守られながら素晴らしい 1日となりました。」と言ったら、痛みを抱えていそう

な方がいるような感じがしたので、「痛みが軽減する」と付け加えました。 

●朝から失礼しますが、私、かなりな便秘症ですが、この 5分間ヒーリングを始めてから毎日お通じつい

てます。しかも、ヒーリング始めると、即効、効果があります。皆さんのおかげです。ありがとうございま

す。 

●今朝も送りました。登録者の方がかなり増えて嬉しいです。今月は色々な気付きや決断が出来た 1か

月でした。 

● 毎朝起床時に、行っています。まだ、数日ですが、 習慣になっています。 一斉に送るためかエネル

ギー感がすごいです。 

●私の勝手な思いではありますが、この企画を通して、色んな人に

エネルギーを送ることは、結局自分の為にもなっているのではない

か？と思いました。 

●毎日、お昼休みに５分送っています。自分自身もフワッと気持ちよ

くなりますね。 １ヶ月以上苦しんでいた坐骨神経痛が、ここ数日で

治ってきています。皆様ありがとうございます。 
 

「みんなで５分間ヒーリング」に参加する方は、 
メールか、お電話 03－6264－8443 ユニバースまで。  

登録者は、メルマガか、毎月のユニバース通信でお知らせします。 

mail  universeinfo@universejp.com 
●1 年間、中途入り退出、自由。もちろん無料です。登録したけれど、途中でやめたい場合はお知ら

せください。 

●皆さんに「送る」企画なので、送らないで受けとりたいだけの方はご遠慮ください。 

 

mailto:universeinfo@universejp.com
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Thanks！(^o^)(^_^)v 
皆さまからのお便りコーナー  

今回はちょっと長文のお便りです。じっくりとお読みください♥ 

 

エネルギーを送って 

人間関係が良くなった。 (*^▽^*) 
■つい最近、のこと。 

職場で今までは親しくしてくれていた方が、なぜか挨拶をしても反応が冷た

く、避けられてしまっているようでとても気になっていました (◞‸◟) 

その方に何か気に障ることをしてしまったかなあ‥‥思い返してみてもよく

わからなかったので、エネルギーを送ることにしました。 

まず、その方と私の関係性のエネルギーを呼んでみると、赤黒いビリビリしたエネルギーが降りて

きました。 

エネルギーはボールのような形をしていて、手でさわって確認ができます。 

感じ方は人それぞれですが、さわったときにビリビリしたり、冷たかったり、形がいびつだったりする

時はたいていあまり良くないときです。 

色は実際に目で見えるわけではありませんが、私は目を閉じると色が見えることがあり、黒や茶色

など暗く濁った色はあまり良くないときに見えます。 

暗い赤も、怒ってくすぶっているときに出やすい色なので、ああ、気づかないうちにその方を怒ら

せてしまったのかもしれないな、と思いました(>_<) 

二人の関係性がわかったので、今度はその関係性にヒーリングや浄化のエネルギーを送りまし

た。 

すると、ビリビリしていた感覚がだんだん薄れ、色もきれいな紫色に変わりました。 

良い状態になると、形がまるく整い、温かく、エネルギーが満たされます。エネルギー的には良くな

ったので、あとは流れに身を任せることにしました。 

 

翌日、その方と偶然一緒に仕事をする機会がありました。 

ちょっと緊張しましたが、なんと、その方からにこやかに話しかけてきてくれてびっくり！！ 

その後は普段通りお話ができるようになりました(*^^*) 

こんなに早く人間関係を修復してしまうなんて、ユニバースエネルギーってすごいなあと、改めて思

った出来事でした！ (公務員女性)     
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受験期のお子さんを持つお母さんから 

「ユニケアー体験談」をいただきました。 
 

■勉強しない息子です。(中３生ママ) 
ユニケアーが届きました。 

息子の勉強机にそっと置いてみました。 

何しろ中学 3 年生になっても、毎日友達とゲーム三昧の息子。 

もちろん成績は下から数えた方が早い。 高校に行く気もない息子に、イラ

イラが募る毎日。 

どうにかやる気を出してもらいたくて、今まであの手この手を使うも、効果

なし。 

万が一でも効果があったらいいな・・・というくらいでのユニケアーでした。 

すると、置いて 2 日目から、勉強机に座っている息子の姿が・・！！  

「いやいや、まさか。もうゲームをしているかも」 と、 

のぞくと、・・なんと、鉛筆を持って、お勉強している姿が！！ 

夢のようでした(笑)   

（大袈裟かもしれませんが、自分からは本当に勉強しない息子なので、それだけでも嬉しかったで

す。） 

・・・でも、その後も、今まで自分の部屋にばかり居たのが、リビングで勉強したり、会話をしにみん

なのいるリビングまで来たりと、コミニュケーションも多くなりました。 

勉強を始めたからすぐに学力が上がる訳ではないかもしれませんが、高校受験を控えているの

で、このままの調子で、がんばってほしいと思います！ 

毎日小事を言っていたのが、自分のストレス軽減にもなるのが、有り難いです。（中 3 ママ） 

↓  ↓   ↓  ↓  ↓  ↓  ↓   ↓ユニケアー使って４ヶ月後、同じ方からの報告です。 

■まさかの快挙です。(中３生ママ)「2 学期の通知表が 9 教科で 10 もアップ」 
12 月に入り三者面談があり、2 学期の期末結果を踏まえながらの最終面談がありました。 

最初に 2 学期の成績表を見せて頂きました。 

★何と、3 教科がプラス 2 も上がっているではないですか ！ (3 教科というのは英・国・数です！)  

そして何よりびっくりしたのが、9 教科でプラス 10 も内申点が上がっていたのです！！  

口が開いちゃいました（笑）こんなことってあるんですね～ 

先生に「テストの結果では、それほど伸びていなかったのに、なぜ内申点

が「こんなに上がっているのでしょうか？」と思わず聞いてしまいました。 

――「小テストや授業態度、発言の有無、積極性、それらを見て、どれだけ

真剣に取り組んだか、どれだけやる気になっているかなどを考慮した結果

です。」――と言われました。 

 

嬉しくて泣きそうになりました。 1 つでも上げるのが大変なのに・・。 

息子も、スタートは遅かったかもしれないけれど、がんばったら、がんばった分だけ評価してもらえ
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たことにとても嬉しそうでした。 

「ユニケアー学力」は、もちろんめちゃくちゃ効いています！ 息子に自信がつき、もっとがんばろうと

いう気持ちにもさせてくれました。 高校受験はまだまだこれから本番ですが、この調子で、行きた

い高校に行けるようにがんばって欲しいです！！！(中 3 生ママさん) 
●ユニケアーというより、息子さんが本気でやろうとする時期だったのでしょうね。こんなに成績が上がった

のは素晴らしいですが、ご家族との関係が良くなったり、学校での取り組みが評価されたのが、ユニバースら

しくて嬉しいです。本番の入試もがんばれー♥！豪鷲＆天寿。 

 

インコの“バナちゃん”に晩年ヒーリングの思い出 

くちばしの噛み合わせに異常があり、2、3 ヶ月に一度、病院でくちばし

を削ってもらわなければ生きられないインコのバナちゃん。 

毛繕いが上手に出来なくて羽はボサボサでしたが、おしゃべり大好き

で、大きな病気をすることなく 9才を迎えました。 

「しあわせなら手をたたこう♩」の歌が好きで、「しーあてをたたこっ」

「ばーなちゃんだよ」と首をタテタテしてよく歌っていました( ´∀｀)  
ちょうどその頃、私はユニバースエネルギーと出会った頃で、バナ

ちゃんによくエネルギーを送っていました。 動物はエネルギーに敏感なので、バナちゃんはいつも気

持ちよさそうに受け取ってくれました(*^^*)                                     

旦那さんとバナちゃんは、どちらもオレ様気質で、なんとなく敵対していたのです

が、旦那さんがバナちゃんとの関係性を良くするようにエネルギーを送ると、バナ

ちゃんの反応が変わり、旦那さんを見ると「プイプイッ♪」と言ってくれるようにな

りました。 10才をこえた頃から、体調のよくないときもありましたが、その度にヒ

ーリングしてあげると、不思議と元気を取り戻していました。 

しかし、お年には勝てず、バナちゃんとそろそろお別れかもしれないなという頃、平

日は家族のみんなは学校や仕事に出かけてしまい、バナちゃんはひとりで留守番をしていたので、みん

ながいないときにバナちゃんに何かあったら‥‥というのがとても気がかりでした(＞人＜;) 

そこで、ユニバースの「インダクション」を使い、「バナちゃんが天国に旅立つときは家族に見守られて苦

しまずに眠るように逝きました」と繰り返し唱えていました。 

その想いがユニバースに伝わったようで、バナちゃんは家族みんながそろった日曜日の夕飯時、私の手

のひらでヒーリングを受けているときに穏やかに眠るように旅立ちました。 

その 10分前くらいまで、餌を食べていたのにも驚きです。 

ユニバースエネルギーのおかげで、バナちゃんと最善のかたちで最期の時を過ごすことができました。 

バナちゃんとのお別れから月日がたちましたが、今でも毎朝家族にヒーリングのエネルギーを送るとき

に、バナちゃんにも送るようにしています。バナちゃん、天国で幸せに暮らしてるといいな(*^o^*)  

(東京都、Yさん) 
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🎁🎁２０２１年１月のエネルギープレゼント🎁🎁 
１月２３日（土）は「出会いのエネルギー」を送ります。 
９時３０～１０時 pm（受講者はどなたでも受け取れます） 

あなたに「必要な人」「大切な人」との出会い 

「出会いのエネルギー」 
1月 2３日(土) 9:30pm-10:00pm  

★このエネルギーは、 
自分に大切な人とのご縁を近づけ、出会っていくエネルギーです。（男女の出会いに限らず必

要な出会いを引き寄せます。） 

「一期一会」（いちごいちえ）という言葉があるように、人と人との関係

は、偶然のようなタイミングや、繰り返し会う、といった 奇跡のような

縁(えん)が重なって、できていきます。 

このエネルギーは自分にとって「大切な人」となる方との出会いが訪れ

るように作用します。ぜひ楽しんでお受け取り下さい。 豪鷲＆天寿 

受けとった感想をいただけると嬉しいです。 プレゼントエネルギーの遠隔伝授「３万円＋税」も行っています。遠隔伝授を受けると、エネルギーと直

接繋がるので、いつでも好きなときにそのエネルギーが受けとれます。 

メルマガハッピー通信ご登録ください。週５日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。 

●特に携帯電話の場合は一斉配信メールにブロックがかかり、こちらでは「配信済み」となって

いるのに、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。 

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

 
 
★(＾◇＾)/毎月 1 日は、「更新のエネルギー」を受けましょう。 

１月１日の次は、２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。 

 

mailto:universeinfo@universejp.com
mailto:genki-hattatu@keh.biglobe.ne.jp
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1544859719/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2thbm9qb25vdHVrdXJpa2F0YWRhaWdha3VzZWkuY29tL3Bvc3QtMjEx/RS=%5eADBB61lioI7aDr9QVKh5cZNQGo9.oU-;_ylt=A2RivbnGXhNcYCQAgQmU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1577192199/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9tYWNoaWNvbi5qcC9pdmVyeS9jb2x1bW4vMTQzNDY-/RS=%5EADB_rW7UkBBWfhZQCiBlS2xqFPhbVo-;_ylt=A2RCKwyGuQBezHYAzQ2U3uV7
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★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。

最後に 豪鷲（ごうしゅう）のひとり言？ 

１月で独り言 

本年もよろしくお願いいたします。 

２０２１年が さらに幸せな１年になりますように！ 

私たちは、昨年パートさんが 2 人増えて、パートさん 3 人体制になりました。 

３人とも同い年で、しっかりと子育てをしている素敵な女性です。 

ですから、今までのように何でもかんでもやらなくても、 

いろいろサポートしてもらえるようになり、とても気が楽になりました。 

その分 今年は、より皆さんのお役に立てるようにコンテンツを充実させていきたい

と思います。 

例えば、エネルギーの使い方をケースごとに細かく動画に撮っておき、迷ったときに

は、すぐに視聴していただけるようにしていきたいと思います。 

２０２１年が始まっても、世の中の変化が大きく、コロナの問題も続いていますが、 

こういった「動く時期」というのは、今まで溜まっていた矛盾が明らかになり、 

解消されていく時期なのです。 

つまり、「より良い未来に向かって行くチャンス」でもあるわけですね！ 

ではまた、来月号をお楽しみに！ 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1577197710/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3RyYWluLmNvbS8_cD0zMDc5NA--/RS=%5EADBeMQv5GOjTs.Pmo_nSoEoGcQ55Mg-;_ylt=A2RCMZMOzwBet3gAdSOU3uV7
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2021年度カタログできました 

 

掲載の全商品が、1 月中は 

消費税サービス・送料サービス！！！ 
今年もよろしくお願いいたします。 
 
��豪鷲＆天寿のオススメは「ユニケアー」です。(^o^)(^_^)v 

エネルギーが出続ける製品なので、今年 1 年をスムーズにスタートできます。 

 

��どれを買えば良いか迷うときには、ご相談いただければ YES/NO 判定もして

参考にしていただけます。お気軽にご質問下さい。 

 

ご注文は お電話 03－6264－8443 ユニバース 

メール genki-hattatu@keh.biglobe.ne.jp 

 

 

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



