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はじめまして！フロンティアショップ番台のSei
こと、田中 清一郎ともうします。
この度１０月１日に、上野(御徒町)にフロンティ
アショップ御徒町店をオープンしました。 ここは
㈱船井本社・船井勝仁社長のオフィスをにんげ
んクラブ全国大会のように、素晴らしい講演や情
報が聴けて、有意の人達が集まり、そして本物
商品が買える場
所にしたもので、
船井勝仁社長の
願いでもある有意
の人たちが「うず」
を回し始める場所
になります。
フロンティアショップ御徒町店イベントスペースにて
フロンティアショップ、Seiの使命
子供の頃、父の作った海中居住施設『海底ハウス』
(水深１０ｍ；１号は東京お台場「船の科学館」前に展示
中)に住んだ経験は、おそらく世界でもない経験で、未
来の海中都市につなげるような使命があるのではない
かと思っています。
また、2007年に原因不明の心肺停止から奇跡的に生
還した際、あの世での記憶が戻ってきたことにも大きな
意味を感じています。
「世の中にたくさんの裏情報があることを知り、自分
や愛する家族、親族、友人、この国、世界の人達が騙
されて、健康や健全な考えを害され、命を脅かされてい
ることに気付いて。。。 同じように気付いた人達、愛す
る人たちが、自分たち自身で守る術はないのか、また
本当の意味での自由、幸せとは。。。」
ごく限られた人しか参加できない会や会えない人など
のご縁を頂いたり、自分たち自身で安全安心な生活が
実現できるようなものを商材として扱うという流れに
なったことに、とても大きな意味を感じ、自分の使命の
ひとつだと感じていて、今もそのような使命を持ってい
るだろう新たな商材が集まってきています。

フロンティアショップ・
スペース
のホームページ、ブログ 開催したいというかたは、
）に、
数名から３０～４０名の などでお知らせ致しま メール（ support@fij.co.jp
あらゆる集まりを催し すが、このイベントスペー 件名に「フロンティアショップ・
と明記して
て各会員 数(千人 に)告知 スで、さっそく何か会を イベントスペース」
お
問
い
合わせください。
され、集まった人数に合
・お電話でも構いません )
(FAX
わせた料金設定で、誰も
大きな損をしないよう
● 先生のいない編み物好き
にできる有意の人のため
の集まり ● 英会話や書道
のレンタルスペースです。
などの教室 ●レイキヒーリ
ご利用の詳細は、メルマ
ング講座 ●本来あるべき姿
ガやフロンティアショップ
の農業（
エネルギー農法） ●
のページ、ブログなどで
書籍出版記念講演 ● 本物
お知らせいたしますが、
のお米の試食会＆アワビ＆
ご利用の詳細は、メルマ
お酒講演パーティ ● 環境
ガやフロンティアショップ
を考える会 等など
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フロンティアショップ
イベントスペースは、何
かをやりたいと思った
有意の方なら誰もが

第一回勝塾 かつじゅく が開催

(
)
この勝塾は、フロンティ またどこにも入っていなくても、
アショップのイベントス 有意の人であれば誰でも参加
去る 月 日 日( に)
ペースでシリーズで継 することができます。 そし
「
船井勝仁 ㈱(船井本社 社)長
続して行われる勝仁社 て、みんな互いに精進しあって
による、本音を語り学べる情
長の私塾で、幕末明治 これからの天律の時代を正し
報と勉強会」
維新の大きな種となっ く生き、「うず」を起こしましょ
うというものです。
た吉田松陰先生の松
勝塾 か(つじゅく が)行われ、
下村塾や勝海舟の勝塾
番台 ・
ビックリする大盛況で、この
をイメージして、始め
お便りが届く頃には第二回
「勝塾 フロンティアショップ」
られることになったも
勝塾 ( 月２日 火( も)行われ
のです。 この勝塾、そ のキーワードでネット検索でき
ていることと思います 。
参加者も勝仁社長
してフロンティアショッ ますので、ご覧ください。
舩井勝仁社長は、本当に本音 も、笑いあり涙あり プ・
スペースでは、どん
で、とても内容の濃
http://ameblo.jp/fij/entry一〇〇％でお話しされ、
な会に入っていても、
いものになりました。
.html
10

11

フロンティアショップ通信

● フロンティアショップ本物商品のご紹介 ●
電磁波対策～有害電磁波を有益に

ENEX環境シール・リ
リー

セロトニンが分泌され、心も体もリラックス
お礼のメッセージが続々！ 追加のご注文が多いです
売上 No.1

セラピュアシート･癒快(ゆかい)

空気を汚さない、乾燥させない暖房機

サンラメラ
<キャンペーンプレゼント中>

セロトニンが増える！ 快眠シーツ↓
セラピュアは代引手数料も無料！

必ず救われる命、家族がある
こんな時代だからこそ
何よりもまず、
心と身体を笑顔に。。。

■Enex家電･携帯電話用シール
(10枚1組) 3,150 円(送料込)
※ メール便発送(振込み決済のみ、
配達日時指定なし)で送料無料

大切な身体、ご家族を

電磁波の被害から守ります
有害な電磁波の影響で脳や視力、聴覚、
知覚神経だけでなく、免疫機能まで低下し、
問題になっています。どうか、このシールで
大事なお身体を守ってください。

生涯使えて経済的！

↑セロトニン欠乏に、この空気清浄脱臭機

セラピュアクリーン源気
うつや不眠症、キレるのはセロトニンの欠乏から。
セラピュアシート癒快はセロトニン神経を活性化、
快適な睡眠と健康を取り戻しましょう。
源気は臭いやシックハウス、アレルギーなどの
原因物質を強力に吸着・脱臭。
風邪などもひかずにセロトニンで家庭･職場に笑顔を

50,000 円(送料代引料無料）
38,000 円(送料代引料無料)

(写真右)■癒快(ゆかい)
(写真左) ■源気

部屋の空気が汚れない気持ちよさって、
こういうことだったんだ！
･604型(4.5～8畳)
･1201型(6～14畳)604型(4.5畳～8畳)

41,790 円～ (税込・送料込）
フロンティア
ショップ会員、に
んげんクラブ関連
会員には割引があ
ります！
会員と明記くださ
い

フロンティア・カレンダー
日付
11/1 月

11/2 火

時間
16:00
11:30
13:30
18:00
20:30

場所

内

フロンティアショップ
フロンティアショップ
フロンティアショップ
フロンティアショップ
近くの居酒屋さん

容

2010年11月

ミーティング
ミーティング
21世紀幸塾ミーティング
勝塾～２番
勝塾～交流会

11/3 水
11/4 木
11/5 金
11/6 土
11/7 日
11/8 月

a.m. GOP
13:00 フロンティアショップ

GOP～命仁 サツマイモ掘り
川島伸介レイキヒーリングセミナー

eve.

ザ・よりあい

オーラカフェ(汐留)

11/9 火
11/10 水
11/11 木
11/12 金

18:00 フロンティアショップ

流水さんの本物米試食パーティ&びっくり講演会

15:00 フロンティアショップ

高エネルギー野菜のお父さん♪きゅもんのお話

19:00
11:30
18:00
20:30

京都
木曽路、神戸三宮店
フロンティアショップ
近くの居酒屋さん

京都雅幸塾
神戸幸塾
勝塾～２番
勝塾～交流会

フロンティアショップ

お休み(船井塾)

オーラカフェ(汐留)

ウェルカムパーティ

2010年12月以降の予定
12月5日
12月5日
12月12日
12月15日
12月17日
12月18日
12月18日
12月21日
2011年
1月9日
1月10日
1月14日
1月18日
1月19日
2月11日
2月15日
2月16日

ウェルカムP・新潟
川島伸介レイキセミナー（FShop)
ウェルカムP・大阪
19:00～21:00 京都雅幸塾
パパシュ申し込み締切日 - 神戸幸塾
川島伸介レイキセミナー（FShop)
にんげんクラブ忘年会
11:30～14:30 神戸幸塾-木曽路三宮店
にんげんクラブ・幸塾新春集い
にんげんクラブ・幸塾新春集い
パパシュ申し込み締切日 - 神戸幸塾
11:30～14:30 神戸幸塾-木曽路三宮店
19:00～21:00 京都雅幸塾
パパシュ申し込み締切日 - 神戸幸塾
11:30～14:30 神戸幸塾-木曽路三宮店
19:00～21:00 京都雅幸塾

予定はどんどん更新されていきますので、
最新の予定はインターネットでフロンティア
ショップトップページのフロンティアカレンダー
(※)をご覧いただくか、各主宰者にお問い合
わせください。

11/13 土
11/14 日
11/15 月
11/16 火

貸イベントスペース（レンタルスペース）

11/18 木

11/20 土
11/21 日
11/22 月

eve.

13:00 フロンティアショップ
フロンティアショップ
eve.

オーラカフェ(汐留)

11/23 火

利用人数 34～35席（スクール形式・会議形式等）

川島伸介レイキヒーリングセミナー
お休み(Sei、Boxing試合セコンドのため(~_~;)
ザ・よりあい
メキキ＆にんげんクラブSNS交流会

11/24 水
11/25 木
11/26 金

● 立ち見を入れる場合45名くらいまで入れます
● 番台がいます。独立の部屋ではなく、パティ
ションの裏が番台(Sei)のオフィスになっています
ので、極秘会議などには不向きで、楽しく正しく発
信したいという有意の人(※)向けスペースです。
● ホワイトボード、プロジェクター、マイク1本、
ガットギター1本、それらのスタンド各1台、譜面台
2台、キーボード(エレキピアノ)1台利用可能でこ
れらすべて当面無料です。でもドンチャン騒ぎは
不可です(~_~; コンロ、カセットコンロ、湯沸かし
ポット、冷蔵庫、炊飯器、電子レンジなどのご利用
も御相談に乗ります
● 本物ショップの商品が横に展示されています。
ご購入は可能ですが、撤去、移動などはできせん。

11/27 土

(※有意の人： 本音で生き、本物と付きあい、良心に従っ
て生きようとしている人、そう生きる本物の人、また見え
ない世界があり、見える世界よりも見えない世界の方が
大事なことを知ろうとしている人、知っている人。 簡単に
言えば楽しく正しく生きる人です)

11/28 日
11/29 月

http://www.fij.jp/

フロンティアショップ
イベントスペース

11/17 水

11/19 金

※ページURL

eve.

オーラカフェ(汐留)

ザ・よりあい

11/30 火

フロンティアショップ御徒町店(フロンティア光栄株式会社)
〒110-0005 東京都台東区上野１丁目17-5 西楽堂アネックス１階
● ＪＲ「御徒町」駅 徒歩4分 ●地下鉄千代田線「湯島」駅 徒歩1分 ●地下鉄銀座線「上野広小路」駅 徒歩2分
●地下鉄大江戸線「上野御徒町」駅 徒歩3分 ●地下鉄日比谷線「仲御徒町」駅 徒歩6分
(地図・写真付き道順は本物ショップトップページで)
お問合せダイヤル

0120-645-121 または 045-520-4044

Eメール: support@fij.co.jp FAX: 020-4664-1131または03-3535-5659もしくは03-4590-5786

本物ショップホームページ http://www.fij.jp/

携帯サイト

http://www.fij.jp/m/

携帯サイト
QRコード

