↑Seiの愛犬さくら…ブログ「さくら
がゆく」シリーズで人気者になりま
した。※ショップにはおりません

言霊 コ(トダマ ～)人のとるべき道の

メルマガ、ブロ
グは、日に日に
登録者が増えて
とても人気に
なっています。

これからの怒涛の世の
流れに、いろんな人た
ちがそれぞれの立場で、
安心して今後の流れに
正しく乗る。。。

ネットショップだけでなく、御徒町店で説明を聞い
たり商品を手にとってから購入することもできます。
本物商品たちはイベントスペースにあり、イベント
開催時は入れないこともありますので、事前にご
連絡ください。
一度ネット
ショップ（ホーム
ページ）をのぞ
いてみてください。

珠玉のキーワードがバ
ラバラと飛び出すとて
も有難い講座で、日本
人なら、使命を果たそ
うとするなら、これを
逃す手はないというお

本当に人、環境、そして心が良くなるための大き
なサポートをしてくれる本物商品だけを販売してい
ます。安心な生活を実現していきましょうね。

ヒントとサポート
船井勝仁社長との
共著「
いま明かされ
２週間毎に続いていた
で
勝塾が終わる代わりに、 るコトダマの奥義」
その使命を引き継ぐ、 本当に明かされた
とても大切な会がどん 「思い実現装置」もの
どん開かれるようにな 凄いコトダマの秘
密！
るようです。

流水言霊
(りゅうすい・ことだま)

フロンティアショップ

フロンティアショップで
入っているイベント・セ
ミナーは、まさにそん
な皆さんのとるべき道
のヒントとサポートに
なっているようです。

フロンティアショップのイベント・セミナーは
素敵な学び、つながりの場です

フロンティアショップ
御徒町店
イヤシロチにぜひ一度
どうぞ

ほとんどがにんげんク
ラブ関連会員の優遇が
あります。

29

ここフロンティアショップは、にんげんクラブ全国
大会の凝縮版として船井本社の船井勝仁社長
の御徒町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
し始める場所です

例えば、コトダマ体験

15

Sei(セイ)こと、田中 清一郎です

得な会です …
あまり人数は集めない
ようにと言われていま
す が
…、番台としてで
きるだけ受けたいと
思っています。フロン
ティアショップで第４木
曜日のシリーズ化です

寝て聴くだけで驚くべ
き能力が… すごいCDも
フロンティアショップに少し
置かせて頂きました

裏面は有意の人活動カレンダー

こんにちは！フロンティアショップ番台の

講座・流水言霊 り(ゅう
すいことだま ！)
ご存知！流水さんこと、
大下伸悦氏の言霊 こ(
とだま の)お話ですが、

勝塾が終了？

できて、近くで先生の肉声が
３月でいったん
昨年からはじまり、 終了となりま
聞ける こ
…んなお得すぎる会
毎回大好評の勝塾
はないですよね。これまでの２
す！
ですが、なんと来月 あー、残念っ！
週間という形を終わりにして、
不定期でもいいのでやっぱり
これから、船井
続
けて欲しいですよね。 お
…
勝仁社長はフロ
話ししてみます。
ンティアショップ
の経営セミナー いつも最新の情報が とりあえず、３月 日と 日
の方で登場され 盛りだくさんで普 のあと２回。
ることになるの 通の講演参加費だ お早めに申し込み下さいねー。
かな。
と何万円にもなる 毎(回の勝塾の様子はフロン
のブログでご
実際それが本 ものが、たったの三 ティアショップ Sei
業ですからね。 千円で誰でも参加 覧ください )
勝塾第8番にて

フロンティアショップ通信 ★ ３月号 ★

もちろん、ほかにも素晴らしいイベントが目白押
し！フロンティア・カレンダーでチェックしてください
ね

● フロンティアショップ本物商品のご紹介 ●
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

エネックス
環境シール
自動車用

エネックス・環境シールRiRi(リ
リー)

セラピュアシート･癒快(ゆかい)
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。。。

現在モニター特価で
好評発売中！

携帯電話・家電機器用
1パック 10枚 3,150円(税

ガソリン車でも大きい

電磁波の悪影響…
ましてハイブリッド
電気自動車の中は、
電子レンジのようです
そして、
永遠の課題とされて
きた車内のニオイ
問題に結論!!

込)
ダッシュボードの裏、後部座席の裏に貼ります
詳しくは、チラシをご覧ください

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、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

フロンティアショップ会員、
にんげんクラブ関連会員

ねむけ、ニオイ、イライラ、
パニックを解消!!

には割引があります！
通信欄に会名を明記ください

環境シール・自動車用
普通車１台分・ハーフフリーカット

フロンティアショップの
セラミック商品は
本物中の本物です！

18,900円→現在9,800円
今、めちゃめちゃお得です！

これはフロンティアショップだけでなく、全国で行われている有意の人の活動

カレンダーです。お近くでピンとくる活動を見つけたらどうぞご参加ください
フロンティア・カレンダー

日付

時間

3/1

火

3/2

水

3/3

木

3/4

金

3/5

土

3/6

日

3/7

月

3/8

火

3/9

水

3/10

木

3/11

金

3/12

土

3/13

日

3/14

月

3/15

火

3/16

水

3/17

木

3/18

金

3/19

土

3/20

日

3/21

月

3/22

火

3/23

水

3/24

木

3/25

金

3/26

土

場所

18:00 フロンティアショップ
eve.
近所の飲食店

高松市 高松テルサ 3階

3/27

日

3/28

月

18:30 フロンティアショップ
20:30 近所の飲食店
高知
高知

内

容

高知ウェルカムパーティ・四国岩戸開きツアーP1
ザ・よりあい～たまりら
ザ・よりあい～たまりら２次会
封印された四国岩戸開きツアーPART2

にんげんクラブ ザ・よりあい
池田整治先生講演(ビックリ情報&心のMessage)
↑ 変更の可能 性あり(最新情報 をチェック してくださ い)

18:00 フロンティアショップ
eve.
近所の飲食店

西脇市羽安町
14:00 フロンティアショップ
16:00 フロンティアショップ
西脇市羽安町
11:00 フロンティアショップ
19:00 近所の飲食店
eve.

オーラカフェ2012汐留
木曽路 三宮店

18:00 フロンティアショップ
20:30 近所の飲食店

18:30 フロンティアショップ
20:30 近所の飲食店
名古屋市中小企業振興会館

素心道・宮崎忠先生講演(北朝鮮情報のお話など)
宮崎忠先生講演交流会

火

3/30

水

3/31

木

※ページは下記本物ショップホームページです

にんげんクラブ ザ・よりあい
神戸幸塾
勝塾第９番
勝塾～交流会

フロンティアショップ
イベントスペース
貸イベントスペース（レンタルスペース）

ザ・よりあい～たまりら
ザ・よりあい～たまりら２次会
にんげんクラブ名古屋大会・ワクワク健幸博2011

利用人数 30席強（スクール形式・会議形式等）

くり もと地球村 千葉県香取 市 にんげんクラブ農業分科会＆NPO命のかて・農業体験
伊勢 市観光文化 会館
山 本光輝・長 谷川章子・ 船井勝仁伊 勢参りいろ は呼吸書法
くり もと地球村 千葉県香取 市 にんげんクラブ農業分科会＆NPO命のかて・農業体験

15:00 フロンティアショップ
eve.
フロンティアショップ

流水さんのローフード、愁い人朗読
流水さんの会２次会

ザ・よりあい～たまりら@FShop
ザ・よりあい～たまりら@FShop
福岡ウェルカムパーティ
流水さんのローフード・愁い人
神戸幸塾
村松祐羽先生のEMER訪問北海道ツアー
村松祐羽先生のEMER訪問北海道ツアー
新日本文芸協会芸術祭
流水言霊(りゅうすいコトダマ)
ウェルカムパーティ
ザ・よりあい@オーラカフェ

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。

GOP～味噌造り
大いなる自己と対話、自問自答法体験セミナー
自問自答法、茶話会
GOP～味噌造り
川島伸介レイキヒーリング伝授
川島伸介レイキヒーリング～懇親会

● 立ち見を入れる場合40名くらいまで入れます
●集まった人数に合わせた料金設定で、誰も大きな
損をしないようにできる有意の人のためのレンタルス
ペースです。２～３名のセッションなどもご相談下さい
● 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す。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

18:30 フロンティアショップ
eve.
近所の飲食店

クロスパル新潟中央公民館

流水言霊(りゅうすい・ことだま)
流水言霊２次会
新潟ウェルカムパーティ

船井総研五反田研修センター 第３回素心道

eve.

オーラカフェ2012汐留

にんげんクラブ ザ・よりあい

大阪 市立総合生 涯学習セン ター大阪ウェルカムパーティ

3/29

4月1日
4月15日
4月16日
4月17日
4月19日
4月23日
4月24日
4月24日
4月28日
各地にて
月曜日

封印された四国岩戸開きツアーPART3

オーラカフェ2012汐留
eve.
13:00 フロンティアショップ

2011年4月の予定

2011年3月

出版して講演しよう！(Ustream発信)～菅原 克行
出版して講演しよう二次会

18:00 フロンティアショップ
20:30 近所の飲食店

勝塾第１０番(２週間毎の勝塾はひとまず終了)
勝塾～交流会

● 長机４卓、パイプイス２０、丸イス１５、ホワイトボー
ド、プロジェクター、マイク、ガットギター、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無料です。 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ご相談に乗ります
● 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
※有意の人とは： 簡単に言えば楽しく正しく生きる人です。
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

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(さいらくどう)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
携帯サイト
QRコード

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/

