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● フロンティアショップ本物商品のご紹介 ●

新年おめでとうございます！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

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

フロンティアショップ御徒町店入り口

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
所になりました

フロンティアショップ

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。

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。

↑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

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

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

セラピュアは代引手数料も無料！

生涯使えて経済的！

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。。。

売上 No.1

(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)

やっぱり今年も喜びの声が
続々！

● 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）

空気を汚さない、乾燥させない暖房機

サンラメラ
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！

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！

会名を明記ください

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。

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。

フロンティア
ショップの
ポイントが
たくさん
つきます！

ご縁・お金を呼ぶ香り
オードトワレ

カサブランカ

カサブランカの
天然花粉から抽出
贅沢な香水
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お
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盛■100ml 12,０00円

(送料込)

神様が作らせたという本物中の本物商品と
して、開発者の小川社長が勝塾でお話をされ、
その場で購入された方々から、なんと翌日に
「すごい効果がありました。ビックリ！」と驚き
の変化のご連絡が届いてから、連日続々とセ
ラピュアシート癒快とセラピュアクリーン源気
のご注文、そしてその喜びの声が増えていま
す。(ホームページでご確認ください)

有意の人の口コミ情報は、やはり確かで早
いです。

←Seiの愛犬さくら…ショップには

おりませんのであしからず(~_~;

裏面は有意の人活動カレンダー

今回は写真での通信です(~-~)

勝塾第５番～ゲスト講師川島伸介さん

勝塾第４番～ゲスト講師村松祐羽先生

いろんなお話が聞けて、質問も多く出ました

フロンティアショップのイベントで、
みんな素敵な笑顔になります

↑いろは呼吸書法セミナー↑

レイキヒーリング伝授
ワークショップ→

←たまりら

交流会では、次々と

みなさんがお話され、盛りあがります



時間 場所 　内　　　　　容　 2011年1月

フロンティアショップ

18:30 フロンティアショップ

20:30 近くの居酒屋さん

10:30 東京ウィメンズプラザ

船瀬俊介３時間スペシャル講演、近藤洋一、大下伸悦、舩井勝仁
10:00 東京ウィメンズプラザ

寺田屋本家当主「発酵道」、池田整治、宮崎忠、舩井勝仁、他、映画も

18:30 フロンティアショップ
20:30 近くの居酒屋さん
13:00 フロンティアショップ
eve. 近くの居酒屋さん
13:00 フロンティアショップ
eve. 近くの居酒屋さん

18:00 フロンティアショップ 勝塾第６番
20:30 湯島、絵馬亭

14:00 フロンティアショップ
18:30 フロンティアショップ
eve. 汐留オーラカフェ
18:30 フロンティアショップ
20:30 近くの居酒屋さん

京都、大谷婦人会館

15:00 フロンティアショップ
eve. 近くの居酒屋さん

18:30 フロンティアショップ
20:30 近くの居酒屋さん

ベルサール新宿

汐留オーラカフェ

日付

1/1 土

1/2 日

1/3 月

1/4 火
仕事始め

1/5 水

1/6 木

1/7 金
たまりら(今のところ予約不要)
たまりら２次会

1/8 土

1/9 日
にんげんクラブ･幸塾(楽しく生きる会)新春の集い

1/10 月
にんげんクラブ･幸塾(楽しく生きる会)新春の集い

1/11 火

1/12 水

1/13 木

1/14 金
たまりら２次会

1/15 土
川島伸介レイキヒーリング伝授ワークショップ
川島伸介レイキヒーリング～懇親会

たまりら(今のところ予約不要)

1/16 日
川島伸介レイキヒーリング～懇親会

1/17 月

川島伸介レイキヒーリング伝授ワークショップ

1/18 火
勝塾～交流会

1/19 水

1/20 木
長谷川章子のミッションナビゲート講座

ウェルカムパーティ

1/21 金
たまりら(今のところ予約不要)
たまりら２次会

長谷川章子のミッションナビゲート講座

1/22 土
にんげんクラブウェルカムパーティ・京都・滋賀

1/23 日

1/24 月
イケメン占術師羽賀ヒカルの開運実践塾
開運実践塾２次会

1/25 火

1/26 水

1/27 木

1/28 金
たまりら(今のところ予約不要)
たまりら２次会

1/29 土
にんげんクラブ東京大会＆ワクワク健幸博2011

1/30 日
にんげんクラブビューティー分科会

1/31 月

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 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

フロンティアショップ
イベントスペース

フロンティア・カレンダー
2011年2月以降の予定

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。

※ページは下記本物ショップホームページです

貸イベントスペース（レンタルスペース）

利用人数 35席（スクール形式・会議形式等）

●立ち見を入れる場合45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

●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

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

年始休み

2月1日 勝塾第７番

2月4日 たまりら

2月9日 西口貴美絵画展他
2月10日 西口貴美絵画展他
2月11日 西口貴美絵画展他
2月12日 大いなる自己と対話する自問自答法
2月15日 勝塾第８番
2月17日 長谷川章子のミッションNAVI講座(2回)

2月18日 たまりら

2月22日 長谷川章子のセルフNAVI講座

2月25日 たまりら
2月28日 羽賀ヒカルの開運実践塾

～～～
4月23日 村松祐羽先生のEMER訪問北海道ツアー

4月24日 村松祐羽先生のEMER訪問北海道ツアー


