30

「もうこの震災で私た
ちは充分解りました。手
放し、利他の心で正しく
楽しく生き直します。

60

災害は不要です」
と宣言できる人間
に変わることがで
きる。。。そんなセ
ミナー・イベントだ
けになっています
Seiのうちのさくら
です。 地震の時も
眠りこけててビックリ
してたら、「お前はホ
ントに犬か！」って
言われちゃった…

たまりら～みんなで発
酵！発酵酒の小栗先生

本物農家、
猪野尾さん

整治先生が
語ってくださ
る真の情報と
生き方も見
逃せませんね。

自らのガンの写真を持って
お話される流水さん

そしてもうこれ以上の

本物中の本物情報と危
機の乗り越え方、そし
てコトダマ実現法を楽
しく教えてもらえます。

10

天野聖子先生の自問自答
法、マインドコントロールの

人として進化するために
「手放しなさい」「今あなた
にできることをしなさい」「自
他を元気にしなさい」という
メッセージをいやおうなく受
けとらされています。

この大激変を乗り越えて、いよいよ次のステージへ
フロンティアショップのセミナー・
イベント

大震災以降、フロンティアショップで行われるセミ
ナー・イベントはテーマがグッと絞られ、今私たち
に必要な正しい情報のインプットからアウトプット
の段階に入ったようです。

流水言霊 り(ゅうすい・
こ
とだま 、)ローフード＆朗
読の夕べ

こんにちは。フロンティアショップ番台のSei(セイ)
こと、田中 清一郎です。

オーラ美人コンサルタン
トで人気の本物霊能者、
青木勇一郎先生

裏面は有意の人活動カレンダーです

フロンティアショップも新しい
ステージに入ったようです

生の大いなる自己
池田整治先生
船井幸雄会長とともに との対話～自問自
聖書の暗号にもハッキリ 答法やマインドコ
と出ている天野聖子先 ントロールの池田

船井幸雄会長
を通じて和子夫
人に「
使われる
のに期間がかか
る赤十字ではな
く、もう少し集
まった時点で、

10

フロンティアショップ通信 ★ ５月号 ★
これからの青木勇一郎
先生の会では、テーマ
となる「
美しく」
「
豊か」
「
たくましく」
生きられ
る回路を開く水やコイ
ン、シールがもらえま
す。東京で勇一郎先生
に会えて、こんなに得
する会もなかなかあり
ませんね。

船井幸雄会長の奥様からの いま必要とされている支援をしま ガンは簡単に消せる！自らの
被災地寄付用マジック ク･ロス す。」とお伝えしたら、すぐに「家 身体で証明
震災後すぐに船井会長の奥さま 内も皆さんにマジッククロスを
との 流水さんこと
和(子夫人 か)らのお申し出で手編 使ってもらえて喜んでいます」
みのマジック・
クロスを被災地寄付 ことでした。 枚、 枚とまとめ 大下伸悦先生
朗読の夕
用に販売を開始して、現在 万円 て注文してくださる方もいて、皆 は「
さんのとても温かいお心に感激し べ」
や「
流水言
を超えました。 ています。
霊 り(ゅうすい・
マジッククロスはまだ千枚以上 ことだま 」)
ローフードの
ありますので皆さま、周りの方へ 「
などで放射
お声掛け、またお店などをされて 会」
いる方は、 枚単位でのご協力を 線の対応法や
どうかお願い致します。検索は、 癌など病気の
カムをビックリ情報と一緒に楽しく
ニズ
「
フロンティアショップ マジックク メ
ロス」
で。 ありがとうございます 教えてくださいます。有難いですねー
大好評のマジッククロス

生体エネ
津島社長
FMSプロダクションの きゅもんさんの精霊対話
農業、感情セミナー２次会
CD制作レコーディング

テレビで予知する
犬とかすごいなー。
※さくらはショップにはおりません あたいにはムリ！

● フロンティアショップ本物商品のご紹介 ●
すべてを有益に変える水
被曝の害にも

この地球上、どこに逃げても絶対安
全な場所というものは、もうなくなるよう
です。
必要なのは、正しい心と生き方だそう
です。それを強力にサポートしてくれる
本物商品たちが、フロンティアショップ
にはたくさんいます。

すべてを浄化・還元する
マイナスイオンたっぷりの水
病院に行かずにご自宅で
驚きの水が作れます！
繰り返し一生使えて経済的です

いま正しい方向にサポートしてもらい、
そして感謝をこめて卒業させてもらう。。
そんな本物商品をどうぞ
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！

1袋で1回500ml繰り返し作れる
1ℓ作る場合は2袋

フロンティアショップ会員、

エネックス機能水用
セラミック

には割引があります！

1袋50g

5,200円 (税・送料込)

※ 医療品、医薬品ではありません

にんげんクラブ関連会員

通信欄に会名を明記ください

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)
セロトニンが増える！被曝にも 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。。。
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。放射性物質にも。
風邪などもひかずにセロトニンで家庭･職場に笑顔を
(写真右)■癒快(ゆかい) 50,000 円(送料代引料無料）
(写真左) ■源気 38,000 円(送料代引料無料)

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

5/1

日

5/2

月

5/3

火

5/4

水

5/5

木

5/6

金

5/7

土

5/8

日

5/9

月

5/10

火

5/11

水

5/12

木

5/13

金

5/14

土

5/15

日

5/16

月

5/17

火

5/18

水

5/19

木

5/20

金

5/21

土

5/22

日

5/23

月

5/24

火

5/25

水

5/26

木

5/27

eve.

土

5/29

日

5/30

月

内

オーラカフェ2012汐留

容

2011年5月

ザ・よりあい

きゅもんの精霊対話農業＆感情についての学び

14:00 フロンティアショップ

この予定表は4月21日現在での情報です。 いろいろな影響で
予定は変わる可能性があります。 気になるセミナー・イベントはイ ンターネットの
フロンティア・カレンダーなどで開催日時などをチェックするようお願い致します
素心道(プライベート)

10:00 船井総研五反田

eve.

ザ・よりあい

オーラカフェ2012汐留

19:00 指宿商工会議所 2階大会議室 「ツキを呼び込む玉手箱」～大下伸悦鹿児島講演

たまりら～Sei
たまりら２次会

18:30 フロンティアショップ
20:30 近所の飲食店
14:00 目黒雅叙園

2011年6月の予定
6月3日 (または4日)ビーワン講演～塚本千秋さん
6月10日 たまりら～Sei
6月17日 たまりら～Sei
6月19日 流水さんのローフード＆朗読の夕べ
6月19日 ウェルカムパーティ神戸～Guest池田整治先生
6月24日 (24日～26日)大下伸悦さんと行く言霊探訪～伊勢
6月25日 何が正しいのか～大いなる自己との対話法体験セミナー
各地にて にんげんクラブ・ウェルカムパーティ
月曜日 ザ・よりあい@オーラカフェ
日付未定 池田整治先生を囲む会①15時～、②18時～
日付未定 きゅもんさんの精霊と対話農業と食セミナー
日付未定 アセンションへのオーラ～青木勇一郎先生
日付未定 有意の人の行動～大槻義人さん
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。

「EVEHTV.com」生放送

インターネットTV

※ページは下記本物ショップホームページです

フロンティアショップ
イベントスペース

カシオペア 女性の時代セミナー～安倍昭恵、松田一完、船井勝仁
ザ・よりあい
神戸幸塾

eve. オーラカフェ2012汐留
11:30 木曽路 三宮店

貸イベントスペース（レンタルスペース）
利用人数 30席強（スクール形式・会議形式等）

インターネットTV
18:30 フロンティアショップ
20:30 近所の飲食店
10:30 尼崎(アルカイックホール)

「EVEHTV.com」生放送

● 立ち見を入れる場合40名くらいまで入れます

たまりら～Sei
たまりら２次会
にんげんクラブ関西大会共同開催ワクワク健幸博

●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

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(放射能対策)、朗読の夕べ
流水さんの会２次会

eve. オーラカフェ2012汐留
15:00 フロンティアショップ
18:00 フロンティアショップ

ザ・よりあい
池田整治先生を囲む会「災い転じて福と成す」昼
池田整治先生を囲む会「災い転じて福と成す」夜

18:30
eve.
18:00
金
20:30

5/28

場所

インターネットTV
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
近所の飲食店

「EVEHTV.com」生放送
流水言霊(りゅうすい・ことだま)
流水言霊２次会
アセンション後のオーラ(仮)～青木 勇一郎
アセンション後のオーラ交流会

● 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
● 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

eve.

オーラカフェ2012汐留

ザ・よりあい

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/

