


・自分を愛することの大切さ

・聖なる存在に支えられて生きることの意義

・生
いのち

命エネルギーそのものに働きかける、
　奇跡の図形や音楽について

ユニカが伝えたいこと

ユニカでは、独自のクスリエや、音叉と曲によるクスリネを開発しています。

これらは大天使たちにアクセスするためのツールとしてだけでなく、自分の中
の神性や仏性、インナーチャイルド (愛の潜在意識）とアクセスするための強
力なツールとして用いることができます。

天使たちはこう言います。
「あなたは生まれたと言うだけで、すでに人生の目的の 99.9％を果たしました。
残りの 0.1％は、あなたが存分にいまを楽しんで生きるためだけにあります。
どうか、いまのまま、そのまま、ありのままの自分を思い切り楽しんで、地上
に降りた天使のように羽ばたいてみてください。
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新商品

バレル・コアとクスリエ ウルスの
Ｗパワーで体を元気に！！

表：ウルス

裏：ウルス ( 反転 )

バレル・コア　ウルス
42,500 円

サイズ：直径 36 ×高さ 36mm…重量 130g
素材：SUS304、ポリシリコン、植物性テラパウダー…※収納袋付き

バレル・コア…ウルスには高純度テラヘルツ (11 Ｎ ) を使用しています。
高純度テラヘルツから波動が一秒間に１兆回振動しています。
物質にはすべて波動があり、波動が乱れると物事が思わぬ方向へ進むこ
とがあります。テラヘルツ波は色々な物質を通過する性質をもっていて、
乱れた波動を整えます。この波動を受けることにより細胞レベルで活性
化されたり持っているだけでも運気が良くなる「お守り」として多くの
方に愛されています。

新発売

バレル・コア　ウルスの使い方
使い方はとても簡単です。…カラダを撫でたり
擦ったりするだけ。…気になるところや痛いとこ
ろがあれば、その個所を重点的に撫でたり、擦っ
たりしてください。
今までのバレル・コア同様、振っていただくこ
とでも効果はあります。

クスリエ　ウルス
ウルスはウイルスに有用なクスリエです。…人間には様々な細菌やカビやウイルス等と
共生しています。…例えば有名なのが腸内細菌ですが細菌というのは、人体に対して良
くも悪くも作用するものです。…ウルスはウイルスが人体に有害なものではなく有益に
作用するように持っていくためのクスリエです。その応用範囲は広く様々な心身のお
悩み、問題に有用です、人間関係に対してもお使いいただけるクスリエです。

エンジェルフォース 
ネックレス
３種類【Sv / K18 / Pt】

※ K18 と Pt は受注生産です。
（納期 2 ～ 3 週間）

トップ：約 31 × 23（金具含む）×厚さ 1mm
チェーン（※別売り…）：約 53cm

（アジャカンで調整可能）…

※トップとチェーンは別売りです。
※トップにはチェーンや綿紐を通せる金具が
ついています。

22mm

22mm

厚さ：約 1mm
チェーン：約 45cm( ＋ 5cm) ※別売り…

身に着けるクスリエ　最新作！

ノアの箱舟で有名な、聖人ノアのパワーを与えてくれるネックレスです！

石：ジルコニア

石：ダイヤモンド

石：ダイヤモンド

SV( シルバー )

K18 ( ゴールド )

Pt ( プラチナ )

▲ペンダントトップはクスリエのエン
ジェルフォースを型取り、中心に SV
はジルコニア、K18 と Pt にはダイヤ
モンドを埋め込んでいます。

エンジェルフォース　開発者メッセージ
『旧約聖書』のノアの箱舟で有名な聖人ノアの力を持つ人に与えて
くれるクスリエです。エンジェルフォースの持つ愛のエネルギーは、
不安、恐怖、怒りを取り除きます。また、ストレスへの抵抗力を高
め、愛でないものを跳ね除けます。人間関係をよくするため、恋愛
運や家族運も向上するでしょう。

▲アジャカンという長さを調節で
きる金具が一カ所についているタ
イプです。
引き輪にアジャカンを引っ掛ける
ことでチェーンの長さを－ 5cm で
ご使用するができます。
(…画像のチェーンは 0.53mm)

新発売

素材 トップ価格 チェーン チェーン価格

SV
( シルバー )

14,000円
0.53ｍｍ 3,800円

0.2ｍｍ 2,000円

K18
( ゴールド )

74,000円
0.53ｍｍ 80,000円

0.2ｍｍ 28,000円

Pt
( プラチナ )

87,000円
0.53ｍｍ 110,000円

0.2ｍｍ 38,000円

トップのみの価格です▲ チェーンのみの価格です▲

※トップとチェーンを合わせてご注文の場合、
「トップ価格」＋「チェーン価格」の合計金額となります。

K18　チェーン 0.53mm

チェーン 0.53mm

チェーン 0.2mm

SV  裏面

SV  表面

チェーン
0.53mm

チェーン
0.2mm

チェーン
0.53mm

チェーン
0.2mm

チェーン
0.53mm

チェーン
0.2mm

※ネックレス３種類の K18 と Pt に関して、相場の変動により価格が変更になる場合があります。
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ジーザスクライスト・ラブ 
クロス　ネックレス

３種類【Sv / K18 / Pt】
※お選びください

Sv ( シルバー )　  14,000 円

K18 ( ゴールド )　48,000 円

Pt ( プラチナ )　  72,000 円

※ K18 と Pt は受注生産となります。（納期 2 ～ 3 週間）
トップ：約 12 × 20（金具含む）×厚さ 1mm
チェーン長さ：約 45cm

Sv ( シルバー )　

K18 ( ゴールド )

Pt ( プラチナ )

ジーザスクライスト・ラブ クロス 、ジーザスクライスト・ラブ プレートネックレス開発者メッセージ
イエス・キリストは約２０００年前に実際に存在した人です。そのイエス・キリストという意識は、肉体を持たない形でいまだにこの世界に存在しているよ
うです。それがわかったのは黙示録にあるイエス・キリストの言葉の力が起こす奇跡を体験したからです。私はキリスト教徒ではないし聖書もまともに読ん
だことがありません。しかし、黙示録にあるイエス・キリストが言ったとされる『私（イエス・キリスト）はαでありωである。』という言葉だけは聞いた
ことがありました。α（アルファ）は、はじまりを表す言葉です。ω（オメガ）は終わりを表す言葉です。この二つの言葉をクスリエにしてみたところ様々
な症状や不快感を消す力があることを体験したのです。しかし、ただそれだけならイエス・キリストという意識は、肉体を持たない形でいまだにこの世界に
存在するとは言えません。私が『私（イエス・キリスト）はαでありωである』という言葉の意味を考えていた時のことです。この句はそのまま解釈すれば、
私ははじまり（α）であり終わり（ω）であるという意味になります。しかし、ここにはイエス・キリストが何のはじまりで何の終わりかということは書か
れていません。イエス・キリストは、神の子と言われます。イエス・キリストは神と人間が一つになったものという意味です。このことから推測すると『私
はαでありωである』という言葉は、イエス・キリストは神と人とが一つになった最初のもの（はじまり）であり、最後のもの（終わり）であるという意味
になります。それではイエス・キリストだけが神性と人間性が一つになった神の子であり、その後の人類はすべて神性と人間性が一つにはなれないというこ
とになります。この考え方はイエス・キリストを頂点としたピラミッド構造、ヒエラルキーをつくり上げてしまいます。そこで、私はイエス・キリストに『私
はαでありωである』という言葉の意味を直接聞いてみることにしました。すると、目を閉じて１０分ほどするとイエス・キリストから答えが返ってきたの
です。その答えは私が心から納得できるものでした。イエス・キリストは『幼稚園児の遠足を想像してごらん。幼稚園児の列の先頭にも最後尾にも幼稚園児
を引率し守るために先生（引率者）がいるだろう。幼稚園児とは人類のことである。先頭と最後尾にいる先生（引率者）が私イエス・キリストである。私は
神性と人間性が融合できることを人類に身をもって教えた最初のものであり、すべての人類が一人残らず神性と人間性を融合するまでは最後まで見守り導く
ものであるという意味だよ。』と言いました。私はそれを聞いて、こんなにも愛に満ちた存在（イエス・キリスト）がいたことに感激しました。自分を磔の
刑にして殺し、又は見殺しにした人々の子孫を一人も残さず救済しようという絶対的な愛の力の強さを感じました。私は、イエス・キリストを意味するαと
ωの間に無限の可能性を持つ人類の象徴として黄金比を表すφを入れてクスリエをつくりました。このクスリエは、まさにイエス・キリストの愛のエネルギー
を今も発しています。私が『イエス・キリストという意識は、肉体を持たない形でいまだにこの世界に存在する』といったのはこういった理由からです。

20mm
(金具部分含む )

12mm

厚さ：約 1mm
チェーン：約 45cm

ジーザスクライスト・ ラブ
プレート　ネックレス
３種類【Sv / K18 / Pt】

※ K18 と Pt は受注生産となります。
（納期 2 ～ 3 週間）

トップ：約 31 × 23（金具含む）×厚さ 1mm
チェーン（※別売り…）長さ：約 53cm

（アジャカンで調整可能）…

※トップとチェーンは別売りです。
※トップにはチェーンや綿紐を通せる金具が
ついています。

Sv ( シルバー )　

K18 ( ゴールド )

Pt ( プラチナ )

22mm

22mm

厚さ：約 1mm
チェーン：約 45cm( ＋ 5cm)…※別売り…

他のパワーアイテムとも相性バツグンと
大好評のネックレスです♪

アルファイオメガの刻印を
ピラミッド状に配置しました！

身に着けるクスリエ　第１弾！ 身に着けるクスリエ　第２弾！

※アルファイオメガのネックレス２種類は直感でお好みのデザインをお選びください。

新発売

▲アルファイオメガの模様を…　
　十字に刻印しています。

▲アルファイオメガの模様を
　ピラミッド状に刻印しています。

▲アジャカンという長さを調節で
きる金具が一カ所についているタ
イプです。引き輪にアジャカンを
引っ掛けることでチェーンの長さ
を－5cmでご使用するができます。
(…画像のチェーンは 0.53mm)

▲アジャカン無しタイプ
チェーンは 0.2mm のみ
※トップのみの販売はありません

素材 トップ価格 チェーン チェーン価格

SV
( シルバー )

14,000円
0.53ｍｍ 3,800円

0.2ｍｍ 2,000円

K18
( ゴールド )

68,000円
0.53ｍｍ 80,000円

0.2ｍｍ 28,000円

Pt
( プラチナ )

78,000円
0.53ｍｍ 110,000円

0.2ｍｍ 38,000円

トップのみの価格です▲ チェーンのみの価格です▲

※トップとチェーンを合わせてご注文の場合、
「トップ価格」＋「チェーン価格」の合計金額となります。

チェーン
0.53mm

チェーン
0.53mm

チェーン
0.53mm
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直径：約 25cmバッキーボール部分：直径 25 ｃｍ
パドマ部分：…高さ…約 21cm　横：約…10cm
全長：約 42.5cm

カタカムナのヤタノカガミの立体版バッキーボールと

カバラ神秘学の生命の樹を組み合わせた

最強の立体クスリエ…

肉体を取り巻く電磁ゲージの不具合を修復するので

生命エネルギーを存分に取り込めるようになります。

バッキーボール
【…組み立て式…】

34,000 円

バッキーボール
【…組み立て済み…】

38,000 円

模型バッキーボール＋カバラ
………【…組み立て式】

…
48,000 円

模型バッキーボール＋カバラ
…【…組み立て済み…】

52,000 円

バッキーカバラ　開発者メッセージ

バッキーカバラを頭上に置くと、全身の７つのチャクラはもちろんのこ
と、頭上6～7cmのところにある第８チャクラまで活性されます。すると、
次々と頭の上方にあるチャクラに活性が連鎖していき、最終的には宇宙
の中心にまで到達します。そして宇宙から頭上に向かってまばゆいばか
りのエネルギーが一直線に下りていきます。私にはそれが視えるのです。
そして、バッキーカバラと同じ形をしたエネルギー体が、人体の中心で
ある丹田とハートの空間に入っていきます。それが振動し回転します。
するとどうでしょう、体の振動の乱れ（ノイズ）が消えて体の内外の生
命場が一瞬で整ってしまうのです。

『バッキーカバラ』がもつ、カバラとカタカムナのエネルギーによって、
人体とその周囲の生命場まで自動的に整うので、体調が良くなるのはもち
ろんのこと、心の中のノイズであるエゴまでも中和する場合があります。

模型 3D カバラ
パドマ

17,000 円▲【組み立て式】のパーツ

※【組み立て式】はパーツでのお届けです。ご自身で組み
立てるタイプとなります。
(…組み立て所要時間の目安 : 約 20 分 )

※模型 3D カバラ…パドマはご自身でバッキーボールにセッ
トする仕様となります。組み立て式タイプはありません。

・頭頂部や気になる部分へあてる
・ひもなどをとおして部屋、寝室に飾る

使い方

バッキーボール
交換用パーツ

( 棒 3 本 )
250 円

バッキーボール
交換用パーツ

( ジョイント 1 個 )
200 円

▲…パーツのバラ売りです。パーツが破損したり、
無くしてしまった場合にご利用ください。

◀開発者の丸山修寛
先生はクリニックの
待合室にバッキーカ
バラを飾っています
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カタカムナゴッドピラミッド 
単体

1,800 円
仕上がりサイズ

（正面から見た場合）：約 6.3 × 5.6
× 6.5cm

正四面体 20 個からなる拡張していく新しいエネルギー発生装置…

あなたがカタカムナゴッドピラミッドに意識を向けるとき、またそばにいるとき

あなたのいる周囲の空間は全く新しいエネルギーで満ちた空間になるでしょう。

▲パーツでお届けします。
※ご自身で組み立てるタイプです。
上の画像はピラミッド１つ分のパーツとなります。

※組み立てを固定する為、揮発性
接着剤を使用した場合白化現象で
白くなります。

カタカムナゴッドピラミッド
28,000 円

ピラミッド シール
※ご希望のシールをお選びください

各 640 円
(20 枚セット ) 各 8,000 円【スーパーアルファイオメガ】 【エンジェルフォース】

仕上がりサイズ（正面から見た場合）：約 28 × 24 × 23cm
※ゴッドピラミッドに組み立て済みタイプはありません。

カタカムナゴッド・ピラミッド　開発者メッセージ

あらゆるエネルギーは人間の意識に呼応して生まれます。
信じられないかもしれませんが、意識がエネルギーを生み出す源なのです。私たちが今まで使ってきたエネルギーは振動エネルギー（波動エネルギーともいう）
です。これまで私たちはこのエネルギーを使って現実を創造してきました。
いま、私たちは新しいエネルギーをこのピラミッドを介して創造します。
新しいエネルギーは振動するものではありません。それは人の外側に拡張するだけでなく、同時に人の内側（ハートの内側）へも拡張していきます。新しい
エネルギーは、人の意識とピラミッドが統合したことによって生まれたものです。
今、新しいエネルギーはあなたとともにあります。
あなたがカタカムナゴッドピラミッドに意識を向けるとき、またそばにいるとき、あなたのいる周囲の空間は全く新しいエネルギーで満ちた空間になるでしょ
う。アトランティスやレムリアで成し遂げられなかった、新しいエネルギーを私たちは創造することができます。…そしてこれを使うことができるのです。
このピラミッドは、私の夢の中にカタカムナの神様がわざわざ現れ、手取り足取り作り方を指示されたものだからなのです。カタカムナゴッドピラミッド一
つで、20 ｍ四方をカバーできてしまうほどの力があります。

カタカムナゴッドピラミッドの使い方

①ピンクの紙に
　願い事を書いて入れる
　願い事はすでに叶った形の文章で
　書きます。

②パワーストーンを入れる
　パワーストーンのエネルギーが
　ピラミッドを通して部屋中に広がり
　ます。

③大切な物やお気に入りの物を
　入れる
　あなたが気に入るものや求めている
　ものを引き寄せてくれます。

ピラミッドのパワーを増幅させる、クスリエのクリアシールです。
ピラミッドだけでなく、小物やノートなど、お好きなところにお貼り下さい。

使い方

それぞれピラミッドシール４枚と、フラワーシャーベットとカタカムナゴールデンドラゴンの
丸形シールが１枚ずつおまけについています。

◀ピラミッドに貼って
パワー UP!

◀ノートや鏡など、身近な小物に
貼るのもオススメです！
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お医者さんが作った絵のおくすり

クスリエとはクスリかクスリ以上の効果を示す絵 ( デザイン ) のことで、

丸山修寛医師が 20年前より色や形の力に着目し研究をしているものです。

丸山医師は、お金がかからず、薬を使わなくても元気になる方法を長年研究してい

ますが、そのうちの一つがクスリエです。以前はヒーリングアートと呼んでいまし

たが、研究のテーマよりクスリエという名前にしました。

クスリエに目をつけたきっかけは、恩師の一人で、末期癌治療の第一人者である横

内正典先生から色による治療を教えていただいたことです。

色には、色だけで人を元気にする力があります。それならば、形にも同じような力

があるだろう。形と色を組み合わせた絵やデザインにも、人を元気にする力がある

と考え、多くのクスリエを創りました。

その中でも 2010 年頃には『マンダラシール』『お守り曼陀羅ペンダント』として

何点かのクスリエをムック本にしていただくほど反響がありました。

新作のクスリエはカタカムナの叡智から生まれたものです。

以前より何倍もパワーアップしたクスリエが数多く生まれました。

使い方に厳密な決まりはありません。是非ご自身と相性のよいクスリエを見つけて

ください。

～クスリエのはたらき～
現代医学では人間の皮膚の内側にアプローチしますが、クスリエは人間の外側の生命場（オー
ラと呼ばれるエネルギーフィールド）に作用します。
パラパラとめくり、気になるものは今のあなたにとって必要なエネルギーをもつクスリエだと
いえます。それぞれに書いてある意味は、あくまでもそのクスリエが得意な分野であり、見る
人が気に入ったクスリエは、その人にとって万能な働きをすることが多いようです。気になる
ものがあった場合は、その図柄を何も考えずにじーっと眺めたり、手で触れてみたりするとい
いでしょう。
クスリエのエネルギーは、あなたの周りの生命場を修復し、必要なエネルギーを取り込みます。
そうすることで、心身の不調が改善される例が多くあります。クスリエを見る際の “ 気持ち ”“ 心
構え ” はない方がいいです。というのも、思いは自我やエゴになるからです。“ 良くなりたい ”
と思うと、反作用の “ 良くならない ” が起こることもありますので、使用に対して構えずに素直
に使った方がいいでしょう。（これは先入観を持たずに使用しているペットや赤ちゃん、子供の
方が効果がでやすいということにつながります。）使用方法や時間も“思ったまま”がベストです。

クスリエ
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「何分間眺めよう」などと時間を決めずに、自分の時間が許される限り眺めていて大丈夫です。
１分ですぐに効果が実感できる人もいれば、10 分眺めても効果があまりわからない人もいます。いちばん大事
なのは『自分の気持ちに従う』ことです。クスリエは眺めたいときに眺めましょう。眺めなくても図形から発
するパワーは変わりません。

クスリエＱ＆Ａ
クスリエを眺める時間は何分間がいいですか？

処方薬の服用をやめる自己判断はやめましょう。クスリエを使用して、症状や数値などが改善したなら、必ず
主治医に相談して指示を得てください。クスリエはデザインであり、直接病気を治すものではありません。処
方薬とクスリエ併用は問題ありませんが、使用して不調を感じる場合はクスリエの使用をお控えください。

クスリエがあるから、お医者さんから処方された薬は飲まなくていいですか？

眺めるよりは体に貼った方が効果的です。体に貼る場合は絵柄を外側に向けます。
なぜなら人体の周りを取り囲む生命場にクスリエが作用するからです。
現代医学は皮膚より内側の治療、クスリエは皮膚の外側、いわゆるオーラと呼ばれる部分を修復し、エネルギー
を取り込み体に作用します。

どうやって使うのがいちばん効果を得られますか？

クスリエを見る時間帯によって、パワーが変わることはありません。就寝時にクスリエを体に貼ったり、枕や
布団の下に置いたりすることで、眠りの質や不調の改善につながった方も多くいます。
時間がない忙しいときやイライラしているときに見るより、見たいときに見ることがおすすめです。
あえて時間をとらなくても、寝室に貼ったり枕や布団の下に敷いたりすると、自然とクスリエと触れ合うこと
ができ、一日の疲れを癒せるでしょう。

朝と夜に見るのでは、どちらがおすすめですか？

年齢制限はありません。どんな年齢の人も使用可能なのがクスリエの利点です。また、ペットや植物にも使用
できます。赤ちゃんや子ども、ペットのほうが、大人よりも感受性が豊かなので、効果が得られやすいことも
あります。効果が効きすぎている場合は、使用を中断するだけなので副作用などの心配もありません。

クスリエを使うのに、年齢制限などはありますか？

クスリエの裏と表をしっかり封じてしまうラミネートは空気が入らず、クスリエが呼吸できなくなり、本来の
効果を発揮しにくくなります。薄いビニールやクリアファイルにはさみ、空気の入れ替えができる状態で使う
とよいでしょう。またクスリエのコピーは絵柄が歪んだり、色が変わってしまい邪気が入ってしまうことがあ
るのでおすすめしておりません。

クスリエが汚れたり、濡れてしまうので、ラミネートやコピーをしてもよいですか？
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ご自身が気に入られた絵柄は、その日、その時のあなたが潜在的に求めているクスリエです。目当ての効能が違っ
ても、気になったクスリエが今のあなたに必要で最適なクスリエです。これはあなたを取り巻く生命場を整え、
エネルギーを与えてくれます。日々のセレクトも楽しみながらクスリエに触れるといいでしょう。

気に入った絵がありますが、目当ての効能ではありません。

すぐに効果を感じる人もいれば、感じない人もいて、人それぞれです。効能にとらわれず、パラパラめくって
自分の心が何かを感じた絵柄が、あなたが求めている、または効果をもたらすクスリエだといえます。クスリ
エはそれ自体がパワーを発していますので、身近な場所に置くこともおすすめです。

クスリエを体に当てたり、触ると、すぐに効果が出ますか？

お気に入りの何枚かのクスリエを同時に持ち歩いたり、並べて飾ったり、重ねて体に貼ったりしても問題あり
ません。ただし、たくさんのクスリエを使うと、どれがいちばん効果があったのかわかりにくくなってしまう
こともありますので、適度な量で楽しみましょう。

好きなクスリエがたくさんあります。一緒に使っても大丈夫ですか？

クスリエの効果が感じられないという人もいますが、その場合は気持ちにバリアを張っている状態の方が多い
ようです。クスリエのエネルギーを受け取りやすくするには、目を閉じて深呼吸を行ったり、ストレッチをし
て心身の緊張をほぐしてから、クスリエを当てたり眺めたりしてみてください。「ホ・オポノポノ」で知られる
心の浄化法で、潜在意識に働きかけるのもいいでしょう。「ごめんなさい」「ありがとう」「許してください」「愛
しています」の４つの言葉を唱えるだけで、効果が実感できるはずです。

クスリエの効果がいまいちわかりません。どうやったら効果を実感できますか？　

日常で使用する場合には、知識は必要ありません。自分の好きなように自由にクスリエを使っていただけます。
しかし、もっと興味が湧いたり、理解を深めたければ、神聖幾何学やカタカムナなどを勉強すると、新しい発
見ができるので面白いでしょう。

クスリエを使うのにあたって、神聖幾何学的やカタカムナの知識も必要ですか？
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※価格はすべて税抜きです

ミニカード ( 1 枚 )：400 円 
ミニカードセット…(10 枚 )：3,600 円 

小サイズ：2,000 円

（同柄５枚セット　）
大サイズ：6,400 円

（１枚）

・デザインにより無いサイズがございます。　　　………　マークをご確認ください。マークが無いサイズは販売しておりません。
・　………マークのある絵柄は、ミニタオル・ハンカチなど同じ絵柄を使用した布製品がございます。気になるクスリエに　………マー
クがある場合は「クスリエ布類 (18…ページ）」もご覧ください。
※クスリエは紙の表と裏にマットＰＰ加工を施しています。破れにくくなっていますが、クスリエの性質上、密封はしてお
りませんので水などに濡れると滲んだり破れてしまうことがございます。
※「クスリエをコピーしていいですか？」とお問い合わせをいただきます。コピーは絵柄が歪んだり、色が変わってしまい
邪気が入ってしまうことがございますので推奨はしておりません。

大 ミニ小

布布
大 ミニ小

サイズ：約100～ 115（ｍｍ）サイズ：約 297( ｍｍ ) サイズ：約 55 × 91( ｍｍ）

▲肌に直接貼る場合は、画像のように
　絵柄が外側になるように貼ります。

▲枕や布団に敷く場合は、絵柄が自分に向くようにします。

クスリエの使い方

バッグやポケット、
お財布などに入れて
持ち歩きます

① 持ち歩く

③枕、布団に敷く

④飾る

居間、玄関、寝室、
オフィスなどに
飾ります。

②体に貼る

なりたい自分を書いたり、大切な人への
メッセージカードとしても使えます。
願望などは絵柄の上に書いても余白に書
いてもかまいません。

⑤願いやメッセージを書く

※バースデー商品、クスリエアート一覧は、
別冊「バースデーエンジェルマジック」に掲載しております。

気になる所に直接
または肌着の上から
医療用テープなどで
貼ります
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図像集 2 の表紙にもなっているカタカムナゴールデンドラゴ
ンは、「マイドラゴン」と繋がることができる『クスリエ』です。
マイドラゴンと繋がることにより、潜在意識が喜びハートが
開くため、本当の愛に気づくことが出来ます。本当の愛に気
づき潜在意識と仲良くなれば、インスピレーションが高まり、
心身の問題解決につながることも少なくありません。
金運向上の力も持っているので、「何々するのに必要な経済的
支援をお願いします」などとお願いしてもいいでしょう。ゴー
ルデンドラゴンを触れたり、持ち歩いたり、飾ったりしてマ
イドラゴン」に繋がりましょう！

カタカムナ
ＤＮＡグリーンコード

遺伝子のバイブレーション。持っているだけで
DNA が反応し元気になれます。
2018 年カタカムナカレンダーの表紙でもあり
皆様から大変好評いただいた 1 枚です。

インディゴッド

未来を予測し、運命を切り拓く力を与えてくれ
るカードです。持っていると最高の運気に入っ
ていきます。

ＤＮＡトライアングル６

新しい DNA を創造する設計図
つまり DNA の 2 重鎖を 3 重鎖に変換するため
の設計図。

アマテラスイセ集合

アマテラスオオミカミのパワーを持つカードで
す。
幸せを引き寄せ、霊力も開花します。

心が穏やかになりたい時に。
見つめているだけで、自分と周りの世界をやわ
らかな光で照らしてくれます。

遺伝子変換コード。中心にガウス素数を配置して
おり、量子の世界や高次元と密接につながります。

天使を意味する
愛のエネルギーで不安、恐怖、怒りを取り除く
ストレスへの抵抗力を高める。
愛でないものを跳ね除ける。

カタカムナπ ( パイ ) は、自分の意識を全身に
巡らせる働きがあります。
心身のどこかに停滞を感じる人は、この図像の
上に両手を置いて、目を瞑って静かにしている
と、心身に最高の癒しが訪れるでしょう。

「健康や元気力を上げる」第 5、6、7 首マンダラ図
カタカムナの第 5,6,7 首を諳んじることができる方は、これら第 5 首、6 首、7 首のマンダラ図の上に手を置いて（両手でも片手でも可）唱えてみてください。
自分の生命力を上げる大きなミスマルノタマができます。

（こちらの説明文は、第 5 首、6 首、7 首マンダラ図共通になります）

主に財運、経済運の上昇。財運、物質面 ( 土地
など ) に作用します。…
48 とは、宇宙の調和数となり「オクターブ＝ 8」

「三次元で安定している数字＝ 6」8 × 6 ＝ 48
よって、調和のエネルギーを持っています。

ウォーミングハート カタカムナ　
フトマニガウスエンジェルフォース カタカムナπ - パイ -

カタカムナ
第５首マンダラ

カタカムナ
ゴールデンドラゴン 48

カタカムナ
第６首マンダラ

カタカムナ
第７首マンダラ

カタカムナ
ゴールデンドラゴン

大 小

大 小
小

大
大

小

小

小

布
布

布

布

大
小

小

小 布小

布

ゴールデンドラゴン キーホルダー 1,500 円
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マンダラシールにも使われている最強のパワー
をもつ…カードの王様。制作年数２年の傑作で
す。（著作権第２４６１６４号登録済）

不快な気持ちや不安を生み出すエネルギーをな
くし、喜びをもたらすドラゴンのアートです。

自分に自信を与えてくれるカードです。いつも
胸に置いておくと、元気が湧き出ます。

次元を変える力があります。
このひふみ祝詞をカタカムナ文字にすることよっ
てより高次元空間を創造する力が強くなります。
そしてその中心にガウス素数を入れることによっ
てさらに量子の世界、つまり高次元と密接につな
がることができるようになります。

安部清明が使った式神のような働きをします。
嫌なことや苦手なことを式神にお願いして川に
流しましょう。

…心の迷いを払しょくし、決断力を高めます。
物事の良し悪しを判断する力も UP します。

雨の日などのぐずついた天気の日に、気持ち良
く過ごすために、持っていただくと良いカード
です。

DNA を三重螺旋にするコード

慈愛。絵の中にキリストが現われたことに由来
します。茨を頭に鬚を生やしたキリストが見え
ます。自分が身代わりになってもあなたを助け
ようとする、愛そのもののカード。

カタカムナ三種の神器をひとつにまとめたもの
1 つは、ヤタノカガミ
2 つは、剣
3 つは、勾玉
この 3 つのエネルギーをひとつの図像にまとめた
ものがセンチネルです。

清廉・純真、清らかな愛をはぐくみたい場合に
誠実な人との関係をより深いものにしていきま
す。クスリエの中でも邪気を吸収し、浄化する
力が最高です。（著作権第２４５６９２号登録済）

光の神様
ハイヤーセルフなどとつながり、
本来持っている自分の姿に戻してくれます。
瞑想の時に使用すると、瞑想が深くなります。

慈愛・慈悲。カードの中のお釈迦様を捜してく
ださい。慈愛の心を持って見守られたい。見守っ
てあげたい人がいる場合に持っていただきたい
カードです。お見舞いしたい人にもあげてくだ
さい。胃のあたりに置いてみましょう。

焦るような気持ちを沈静化させて、心の平安に
導きます。

神聖幾何学メタトロン。
形あるもののすべての形を創造する天使。…
呼吸を深くし、息に関する問題を解決する方法
を導いてくれます。

色・形・数字にこだわりぬいた、
生命エネルギーを高めるクスリエです

ジーザスクライスト センチネルフラワーシャーベット スーパー日月神

ダイヤ ピンクドラゴンパープルフラワー カタカムナひふみ祝詞ガウス

カタカムナ
ファーストオメファの神託 ブッダブーケ フォレストインザシー

ブラベスク 般若マンダラメタトロン カタカムナ三重鎖コードトライアングル

大 大 ミニ小 布 大 小 布
小

大 小 布
大

小

大

小

大 大 小

大 小

大

大

大 小 布

大

布

布

コースター

ダイヤキーホルダー 1,300 円

般若マンダラキーホルダー 2,200 円

フラワーシャーベット ペンダント 1,300 円
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タチオン 輪宝 カタカムナ　ファーストオメファ
ゴールデンシート

宇宙は渦で出来ている。カタカムナの神髄も渦。
Φ( ファイ ) こそ永遠無限に上昇する高次元らせんの渦を
意味し、Φからなる正五角形 ( 五芒星 ) の構造そのものが
進化であり神化を意味する。そのΦを完成や達成を意味す
るΩ ( オメガ ) でくるむと進化と神化が完成する。さらに、
Ωは角速度をも意味するため、ファーストオメファはΦが
つくる黄金らせんに角速度の要素を加えることができる。

法力・光輪を表します。仏法の守護を意味しま
す。不可解なことや、スピリチュアルな世界の…
問題から自分を守ってくれる…最高のお守りで
す。ぜひ多くの人に持ってほしいカードです。

黄金のパワーの放出。
パワフルな自分を維持したいと…きに疲労に打
ち勝つ力を与えてくれます。
金運向上カードでもあり財布に入れておくとよ
り…効果的です。

ミニ小

大

小

ドラゴンブルー＆結晶カード：3,000 円
（同絵柄５枚セット ) サイズ：約 105 × 105(mm)

自分専用の龍を身につける為のクスリエ。
お守りとして持ち歩いたり、身体の気になる部分に
あてたり、飾ったりしてご使用ください。

ゴールデンドラゴン + －：7,200 円
（1 枚…両面印刷 ) サイズ：約 297 × 297(mm)

カタカムナゴールデンドラゴンにカタカムナウタヒをプリントしました。
297 × 297(mm) の大きめのサイズとなります。
カタカムナの図像とドラゴンの図柄を細部まで楽しみたい方におすすめです。お部屋やオフィス、玄
関などに…

布

布

インドラ

身に降りかかる災いを焼き払ってしまう強さを
持つ災難よけのカードです。
家族で持つと良いクスリエなのでリビングや玄
関に飾ると良いでしょう。
大

神性双龍体フトマニゴールド

龍の助けを借りて様々な分野において成功しや
すくなります。独特の色と文字で龍の力がこめ
られている為、金運や仕事運が UP ！チャレン
ジ精神が育ちます。体の不調を解決する能力も
極めて高いので、持ち歩いてもいいでしょう。

大

クスリエ
お試しセット１
3,200 円

(各1絵柄１枚ずつ…計11枚)

【…セット内容…】
カタカムナゴールデンドラゴン、カタカムナゴールデンドラゴン 48、ダイヤ、DNA 三重鎖コード
トライアングル、フラワーシャーべット、サードアイ、メタトロン、フォレストインザシー、DNA
トライアングル、ファーストオメファゴールデンシート、スーパー日月神

【…セット内容…】
ドラゴン＆結晶のカード ( 両面印刷 )、アマテラスイセ集合、ひふみ祝詞ガウス、カタカムナπ -
パイ -、カタカムナ…フトマニガウス、DNA グリーンコード、カタカムナ第５首マンダラ、カタカ
ムナ第６首マンダラ、カタカムナ第７首マンダラ、タチオン、センチネル、
カタカムナファーストオメファの神託

クスリエ
お試しセット２
3,400 円

(各1絵柄１枚ずつ…計12枚)

小サイズのクスリエを１枚ずつのお得なセットにしました。どのクスリエにしようか迷っている方や、色々試してみたい方、家族・お友達へのプレゼントにもおすすめです。

クスリエを色々試してみたいという方に♪

両面印刷のクスリエ

４種類の図柄を合わせたスーパーマンダラシートは私たちを取り
巻く宇宙と調和しエネルギーのバランスを整えることを意図して
います。あなたの不調や悩みなどをすべてサポートしてくれるシー
トです。4 種類のマンダラ図柄のシートを【ダイヤ】【シャーベット】

【トーラス】【パーフェクトユニバース】の順に重ねて使用します。
枕やシーツの下に敷いたり、身体に貼ってご使用ください。

●敷く場合：模様を上向きに
●身体に貼る場合：模様が外側に

スーパーマンダラシート
2,400 円
4 枚組３セット ( 計 12 枚 )

サイズ：約 100 × 120(mm)

サードアイ

勉強や仕事の前におでこ…( 眉間）にあてると、
その後の作業に集中でき、…目の休息に良いカー
ドです。PC 周りやデスク周りに貼ると◎
右脳開発にも効果的です。

小大

※１マウスパッド アースドラゴン  2,000 円

※１　クスリエ「神性双龍体フトマニゴールド」のマウスパッドは「アースドラゴン」という商品名になっていますが、クスリエの意味は同じです。

輪宝 ペンダント 1,300 円
タチオン ペンダン【メタル or プラスチック】

1,300 円

大小

小 小

プラスチック

メタル
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ユニバーサルジーンコード作成キッド　6,800 円

作成前用紙：サイズ 297 × 420mm
完成サイズ：高さ 242mm・土台底面直径 173mm　
素材：紙（PP 加工仕上げ）　入数：2 枚（作成キット 1・2）
※ご自身でハサミ等で切り作成するキッドとなります。

カラーの塔が空間を浄化しエネルギーを与えてくれます。カラーの塔の上にパ
ワーストーンを置くと浄化されパワーストーンに新たなエネルギーが入ります。
底面の円盤の上に車のキーや携帯電話、財布なども置いてください。

完成図

カタカムナユニバース 1-16　6,800 円
サイズ：297 × 420mm　素材：紙（PP 加工仕上げ）
入数：2 枚

宇宙そのものを表します。
持っている人に宇宙の叡智を全て授けてくれます。持っているだけで毎日見ている
だけで能力開発、運命好転、家庭円満、幸せがどんどん押し寄せてくるでしょう。

点線に沿って切り離し
1枚ずつ使ってもＯＫ！

組み立てるクスリエ２枚セットのクスリエ

■素材：コート紙……90kg
…(新聞紙くらいの厚さ、ツルツルした紙）
■両面印刷
( 記載のないものは、表裏に同じ絵柄 )
■サイズ：105 × 148mm
…( ハガキくらい )
■枚数：20 枚
※ PP 加工はありません。

NEW GUN

バストがぽかぽかと温かくなる感じがすると好
評のクスリエ。
バストの不快感を狙い撃ち！

CRP Ⅱ

…クスリエ史上初、体の静電気にアプローチす
るクスリエです。目や鼻がスッキリ爽快に！原
因不明のモヤモヤした気分も晴れ渡ります。

アルス

顎や首の不快感に…関節を元気にするクスリエ
です。
表情も明るくなります。　

アンチバクテ（ 体内細菌に有用 ）

ウルス

クスリエの効果番付では上位のパワーを持つク
スリエ。背中上部や胸に貼るのがおすすめです

布 布布

※この説明文は、・ファンガス・幸運・アンチバクテ・ウルス４商品共通です。
人間は様々な細菌、ウイルスと共生しています。例えば有名なのが腸内細菌ですが、細菌というのは、人体に対して良くも悪くも作用するものです。これらが人体に有害なものではなく有益に作用するよう
に働きかけるクスリエです。
効果もすごいですが、応用範囲も広く様々な心身のお悩み、問題、人間関係に対してもお使いいただけるクスリエです。

幸運　( 運気アップ ) ファンガス　（ カビ・真菌類に有用 ）

※表と裏で絵柄が違うものはお好みの面を上にしてご使用ください。

クスリエ  小
20 枚セット

各 1,000 円

布 ※表・裏　別デザイン

神聖幾何学フラワーオブライフ（FOL）を基に、特殊コードを埋め込んだクスリ絵です。
神聖幾何学フラワーオブライフを取り入れた【FOL パワーコードシリーズ】は、自動的
にすべての人を高次元につなげる力を発揮します。
…時代とともに地球も宇宙も変化をいているため、その流れにあわせてバージョンアップ
したパワーをもつ神聖幾何学です。このシリーズのクスリエは、よりスピーディに生命
場を正常な振動数に調整し、体・心・魂をより良い状態へと導きます。
フラワーオブライフには宇宙の真理に匹敵する、脳では処理できない膨大な情報が含ま
れていて、その情報に触れると、空間がそれに共鳴し、生命場を本来あるべき状態に整
える力が秘められています。…さらに、私たちの『生命場』は『生命の樹』の構造として
表すことができ、この生命の樹も宇宙のグリッドであり、フラワーオブライフにつながっています。…そのフラワーオブラ
イフの図形を基に、特定のパワーをもつコードを埋め込み、バージョンアップしたものがこのシリーズです。
魔方陣タイプに使用している９色の色は、潜在意識に働きかけるのを手助けしてくれます。

FOL パワーコードシリーズ
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時空変換というのは、カタカムナを詠むことで現れるミスマルノタマ（高次元空間）を
私たちの身の周りに即座に作り上げることができるクスリエです。
このクスリエを使う時にカタカムナを唱えるとより強力な高次元空間に包まれるでしょう。

クスリエ  中
20 枚セット

各 1,800 円

■素材：コート紙……90kg
…( 新聞紙くらいの厚さ、ツルツルした紙）
■両面印刷
■サイズ：210 × 297mm…　(A4 サイズ位 )
■枚数：20 枚
※ PP 加工はありません。

時空変換　魔方陣※表・裏　別デザイン

クスリエ……中
210 × 297mm

クスリエ……小
105 × 148mm

サイズ比較

脳力 UP＆ 記憶力をサポート！！受験や仕事を頑張りたい人に！

脳育 + 記憶力 魔方陣
1,500 円

【…脳育＋記憶力　魔方陣………セット内容…】
・脳　育：A4 サイズ　10 枚
・記憶力：A6 サイズ　10 枚

　
用紙：コート紙 90kg　※ PP 加工無し
両面印刷 ( 表裏、同絵柄 )

記憶力脳育

背中や気になる部分に貼る、枕やシーツの下に敷く、部屋や寝室に飾る、触れる、眺め
るなどして使います。向きは表裏どちらの面でもかまいません。

２種類
各 10 枚の

セット
クスリエ　クリアファイル
２種類セット【脳育 / 数才】

1,200 円

サイズ：A4…(220 × 310mm）両面印刷
素材：ポリプロピレン

脳育 数才

しっかりしたファイルで、表と裏に勉強、仕事に特化したクスリエをデザインしています。
プリントや資料を入れたり願い事を書いて入れるなど、お好みの使い方で OK!

P
ペ イ ン
ain DNA

ズキズキ、チクチクを楽にしてくれるクスリエです。( ※商品には「痛みの DNA　魔方陣」
とプリントされています。)

※表・裏　別デザイン

ストレスによるさまざまな問題の改善を手助け
するクスリエです。背中に貼って涙を流して喜
ぶ人が続出しました。

ストレス　魔方陣

　……脳力アップとクスリエ……　　脳力アップと数学のセンスを目覚めさせるクスリエです。受験や仕事を頑張りたい、脳を元気にしたい人はお試しください！

　脳力アップと電磁波対策　　電気コンセントのさし口の周りにブラックアイを貼って、急に数学が分かるようになった子どもが 4 割位いました。( ※学力アップと電磁波対策については 53…ページ )

えっとねー♪

きみはどの
クスリエがすき？
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ストレスなどの胸にたまった『想い』や『つかえ』を浄化する
手助けをしてくれます。自分の心（ハート）をふんわり広げる
ことができます。枕やシーツの下に敷いたり、身体に貼ってご
使用ください。お好みの片数に切ってご使用いただけます。そ
の際は、図柄を切らないようにしてください。（余白部分で切る）

新曼陀羅シート オレンジムンク
1,800 円

（同絵柄 3 枚セット）サイズ：約 297 × 210(mm)

不安を取り除き心を元気にします。癒しの模様が表面になるよ
うにすれば、どんな使い方でもＯＫ！【ダイヤ】【黒ユニバース】

【白ユニバース】を重ねて使用します。図柄 1 片、またはお好
みの片数に切ってご使用いただけます。枕やシーツの下に敷い
たり、身体に貼ってご使用ください。
●敷く場合：模様を上向きに
●身体に貼る場合：模様が外側に

マンダラシート
1,500 円

（3 枚セット）サイズ：約 297 × 210(mm)

どんな時でもあなたのすべてをサポートしてくれるシートで
す。枕の下に敷いたり、シーツの下に敷いたり、衣服の上に貼っ
たり、パソコンに貼ったり…
シャーベット柄が表面になるようにすれば、どんな使い方でも
自由です！！

シャーベットシート
1,800 円

（同絵柄 3 枚セット）サイズ：約 297 × 210(mm)

フラワーオブライフ ( 生命の花 ) という図形を基に、光
を当てたレンズのように見える図形です。四隅に配置し
た六角形の図柄がエネルギーの安定性をもたらします。
シートの図柄が自分のほうを向くように使います。意識
してみなくても図柄から発する波動エネルギーは届き、
パワーを発します。

スーパーアイサポートシート
1,800 円

（同絵柄 3 枚セット）サイズ：約 297 × 210(mm)

パソコンやスマホ、テレビをよく使用する方など目の休
息に。全体のベースになっている青は、心身の興奮を沈
め、痛みなどを鎮静化する働きがありエネルギーを増強
し機能回復を促す働きがあるとされています。眉間にあ
る「第 3 の目」とも呼ばれる第 6 チャクラのバランスを
整え、仕事や勉強の集中力を高める効果があります。

アイサポートシート
1,800 円

（同絵柄 3 枚セット）サイズ：約 210 × 297(mm)

※アイサポートシートは２種類あります。図柄との相性がありますので
インスピレーションでお選びください。

丸山先生が厳選したクスリエ 3 種類をクスリエチップにしま
した。点線に沿って切りとり、体の気になる部分へ貼ってご使
用ください。【ダイヤ】【フォレストインザシー】【スーパー日
月神】を重ねて使用します。

クスリエチップ
2,000 円

（同絵柄 3 枚セット）サイズ：約 210 × 297(mm)

クスリエの中でもパワーが強い「カタカムナ…ゴールデンドラ
ゴン」の図柄を体に貼ったり、当てたりして使えるようにしま
した。チップは直接肌に貼らなくても、衣類の上からでも十分
効果を得られます。

ゴールデンドラゴンチップ
2,700 円

（同絵柄 3 枚セット）サイズ：約 297 × 210(mm)

ボディをとりまくエネルギーを整えます。枕やシーツの下に敷
いたり、衣服やパソコンに貼ったり…模様が表面になるように
すればどんな使い方も自由です。

【ゴールド】【ゴールドサポート】【ユニバース 1】【ユニバース
2】を重ねて使用します。図柄 1 片、またはお好みの片数に切っ
てご使用いただけます。

癒しのカード～曼陀羅カード～
2,000 円

（4 枚セット）サイズ：約 297 × 210(mm)

オレンジムンクキーホルダー【タイプ１/ タイプ２】各 1,300 円

【タイプ１】

【タイプ２】

【タイプ１】

【タイプ２】

雑誌にも掲載された、体や物に貼って使う
のがおすすめのクスリエです。
※マット PP 加工あり
※全て紙製なのでサージカルテープ、セロ
テープ等を使用して下さい。

クスリエ
中サイズ

17



クスリエの使いやすい布製品です。

ほとんどの布製品が綿 100 ％でお肌に優しく

普段使いにもおすすめです。

日常生活に自然に溶け込むクスリエを是非お試しください。

クスリエ  ミニタオル
各 1,200 円

20 × 20…(cm)　綿 100％ ゴールデンドラゴン

ダイヤ

ゴールデンドラゴン 48

フラワーシャーベット

スーパー日月神

ウォーミングハート

フラワードラゴン

グリーンクリスタル タチオン

フォレストインザシー

ルナーエンジェル 輪宝

クスリエ
布製品

クスリエ布製品

スーパー日月神

体の気になる部分に巻く、あてる

お部屋に飾る、お守りとして持ち歩くなど

色々使えるミニタオルです！

迷ったら直感で
選んでみてね！
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タオル類サイズ比較

ミニタオル

約 20cm

約 20cm

ハンドタオル
【素光】

約 32cm

約 32cm

ハンドタオル
【第７首マンダラ】

約 34cm約 34cm

約 34cm
アルス

ＣＲＰⅡウルス

クスリエ ハンカチ ( 全 3 種 )
各 4,100 円
52 × 52…(cm)　綿 100％

P.Bee スーパーあんど＋ ハイパーあんど＋

アンチバクテ

ちょっと
大きめ♪

ハンドタオル 【素光】
2,600 円

32 × 32…(cm)　綿 100％

ハンドタオル【第７首マンダラ】
2,600 円

34 × 34…(cm)　綿 100％

上質な肌触りで
カジュアルからフォーマルまで
様々なシーンでお使いいただけます。
プレゼントにもオススメの 1 枚です♪

ミニタオル　ユーカリの妖精
1,200円

20 × 20…(cm) 綿 100％

Ama の庭の妖精シリーズよりミニタオルが登場！

ふんわりとした優しい雰囲気が人気の「Ama の庭
の妖精シリーズ」が、ミニタオルになりました♪
ポケットやバックに入れて持ち歩けば、妖精から
のアドバイスやインスピレーションが届くかも？

※「Ama の庭の妖精シリーズ」は別冊「ユニカ de
ヒ―リンク」のカタログに掲載中です。楽天クスリ
エショップユニカでは全作品と最新作を公開中です。
◀左の QR コードからチェックしてみてください！

フラワーシャーベット カタカムナ

クスリエ  巾着
各 1,200 円

18 × 16…(cm) 綿 100％

NEW

クスリエ  ミニトート
2,200 円

W27 × H17　マチ 12…(cm)
帆布（綿 100％ )

カラー：ダークチョコ

高次元カタカムナ第７首

※クスリエ…巾着とミニトートは開発中です。画像はイメージとなります。

NEW

タオル類サイズ比較
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手拭い
【フラワーベシカ】

2,200 円
35 × 90…(cm)　綿 100％

※手ぬぐい類のお洗濯に関して
新しい手ぬぐいは単独で手洗いして下さい。
最初のうちは色落ちする為、他のお洗濯へ色移りすることがございます。

クスリエ：エンジェルフォース

◀生地表面に見られる黒い点は汚れではありません。
自然の風合いを残すために、あえて残している植物の
破片 ( コットンの殻 ) になります。

『旧約聖書』のノアの箱舟で有名な聖人ノアの力を持つ
人に与えてくれます。この図形のピンクは人間関係を
よくする効果があるので、恋愛運が向上し、家庭環境
も改善します。

ガーゼフェイスタオル
【エンジェルフォース】

2,200 円
34 × 89…(cm)　綿 100％

P.Bee

メタトロン

※ベルエンジェルマグカップ別売り 1,100 円

コースター ( 全 2 種 )
各 1,400 円

10 × 10…(cm)
表面：ポリエステル　裏面：レーヨン

フェイスタオル
【タオの響き】

4,100 円
35 × 90…(cm)　綿 100％

ライフスタイルに合わせてお選びいただけます。
本来の用途としてはもちろん、飾ったり枕元に置いても◎クスリエ布製品　タオル、手ぬぐい、他…

クスリエ：フラワーベシカ

フラワーベシカは、フラワーオブライフという数千年
前からインダス、エジプトをはじめあらゆる文明に見
られる紋章である、フラワーオブライフから作った紋
章です。フラワーオブライフ自体が生命に働きかける
作用を持っていますが、その中でも特に生命に対して
強く働きかける作用を持った図形がこのフラワーベシ
カです。イエスキリストの肖像もベシカパイシスとい
うこの魚の浮き輪の中に入れられて、ヨーロッパの方
では教会の前に飾ってあることが多いようです。この
図形だけでも人を心身共に元気にさせる力があります。

手拭い
【アイグッド】

3,200 円
35 × 90…(cm)　綿 100％

NEW

クスリエ：アイグッド

神聖幾何学フラワーオブライフ（FOL）を基に、特殊コードを埋め込んだクスリエ、
FOL パワーコードシリーズから手ぬぐいが登場しました！
勉強や仕事、ＰＣ、スマホで頑張る目の味方！頑張る目をサポートするクスリエです。
FOL パワーコードシリーズの特徴である、潜在意識に働きかける 9 色とコードから作
られた図形を手ぬぐいで再現しました。見ているだけでも元気がみなぎります！

ふんわりとした
厚みのある
タオルです♪

飲み物が
おいしくなります♪

時空変換魔方陣
時空変換というのは、カタカムナを詠むことで現れるミスマルノタマ（高次元空間）
を私たちの身の周りに即座に作り上げることができるクスリエです。このクスリエ
を使う時にカタカムナを唱えるとより強力な高次元空間に包まれるでしょう

目元にあてたり
頭にかけると
スッキリ♪

ストレス魔方陣
ストレス解消・ストレスを自分の味
方につけるクスリエです。

脳育
勉強や仕事をもっと頑張りたい、脳
力をアップしたい方に！

受験合格
受験を頑張りたい人に！

アルス
顎や首の不快感に…関節を元気にし
ます。表情も明るくなります。　

様々な叡智を受け取る
アカシックレコードなどの高次元からの叡智を受け取ります。この魔方陣に手を触
れながら、受けとりたいインスピレーションを想像します。自分が思った以上の叡
智を受け取ることができるかもしれません。

手拭い
【高次元カタカムナ
第５～８首】

3,200 円
35 × 90…(cm)　綿 100％

高次元カタカムナ第５～８首

※玄関空間にお使いください。
丸山先生から「高次元カタカムナ第 5 ～ 8 首の手拭い
は、玄関で使いなさい」とカタカムナの神様のお告げ
がありました。とのことです。

手拭い　

各 3,200 円

35× 90…(cm)　綿100％
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皆様にとって素敵な１年になりますように…♪
2020 年が心身ともに豊かで彩りある毎日になるように、厳選したクスリエを多数掲載しています。
毎日数秒でも眺めると 1日をスッキリ過ごすことができます。

ユニカオリジナルカレンダー
2020 年版の発売を開始しました♪

クスリエ＆カタカムナ
カレンダー 2020 年

3,000 円

サイズ壁掛け型カレンダー（A3見開きタイプ）
中綴じ仕様・28 Ｐ・フルカラー

【折り畳み時】Ｗ 297 ×Ｈ 210 × D3mm
【……見開き時……】Ｗ 297 ×Ｈ 420mm

クスリエを大きく配置！
お部屋にパワーが広がります

六曜・月齢の記載もあり
月のパワーを味方につけて♪

※「見るだけで心と体がラクになる……日めくりクスリ絵」は監修中です。　画像はイメージとなります。

今年はスマートなサイズのリングカレンダーも登場しました！
毎日めくるたびに心身が喜び、毎日の生活を豊かにするクスリエを選びました。
心と身体が元気になる絵と言葉で綴る永年日めくりです。

日めくりカレンダーとしては
もちろん、その日の気分で気
に入った絵柄を飾っても OK

クスリエが
31 種類も収録されているので
クスリエを色々楽しみたい、
試したい方にもオススメの
とても豪華な１冊です！

１～ 31 の数字のみが入った
日めくりカレンダーです。

卓上カレンダー

見るだけで心と身体がラクになる
日めくりクスリ絵 

1,200 円

※ 12 月中旬入荷予定。
キャンペーン期間中にご注文の場合は、
入荷次第発送致します。
2019/12月中旬 …( 永岡書店…)　32P
サイズ：約 148 × 170(mm)
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なりたい未来は自分でつくる！潜在意識とつながり、" 気づき " を起こすじゃばら状ノート

フラワー
シャーベット

シリーズ

フラワーシャーベットは純真・清らかなどの意味を持ちます。

お守りとしてはもちろん、邪気を払い元気を取り戻します。

世界でたった一つの生命場 ( オーラ ) をクリーンにする

雑誌で大反響のロングセラー！

延べ数万人が使う人気シリーズです。

フラワーシャーベット
ネックレス (ひもタイプ)

各 1,600 円

【紐色：ベージュ / 濃茶】
※紐色をお選び下さい。

ベージュ

濃茶

フラワーシャーベットマルチカバー
【サイズ：小 / 大】
※サイズをお選び下さい。

マルチカバー 80 × 100(cm) 使用

小………80×100(cm)：3,600 円
大 160×270(cm)：8,700 円

・…１m 単位での販売となりますので
【数量１】につき１m お届けします。
　（３m の場合は数量３でご注文ください）

・…布の端は処理せず、切ったままのお
届けとなります。
・158cm 巾

フラワーシャーベット布　量り売り
1m：2,800 円…
※メーター単位での量り売りです

心のモヤモヤした気分をすっきりとさせてくれる音楽
フラワーシャーベット ＣＤ
～スペシャルバージョン～…

2,700 円

収録時間：23:32
１．Flower…Shabet01(5:10)
２．Flower…Shabet02(4:20)
３．Flower…Shabet03(3:57)
４．Flower…Shabet04〔1track のバリエーション〕(4:48)
５．Flower…Shabet05〔1track のバリエーション〕(5:10)
※ CD-R に対応していない機種ではお聞きいただけない場合
があります。お手持ちの機種の取扱説明書をご確認の上ご購
入下さい。

広い草原にいるような、とても澄んだ空気が流れます。
心のモヤモヤした気分をすっきりとさせてくれる音楽です。

マルチカバー大 (160 × 270) は敷布団
シーツとしてご使用いただけます。
下記の敷布団サイズをご参照下さい。

サイズ
シングルサイズ

セミダブルサイズ
ダブルサイズ

敷布団 ( 直置き用 )

100 × 200
120 × 210
140 × 210

紐 (80cm)…

ペンダント ( ネックレス ) をお持ちに
なった方の中には「色が変わった」と
いう方が大勢いらっしゃいます。悪い
エネルギーを吸い取って良いエネル
ギーを私たちに届けてくれるようです。

➡

フラワーシャーベット布　素材：綿ブロード

ペンダント使用時と同様に、フラワーシャーベットを部屋に飾ったり、寝具とし
て使用しても、ペンダント同様、オーラをクリーンにする働きがあります

フラワーシャーベットペンダント使用者による
オーラ測定の変化

➡

フラワーシャーベット

フラワーシャーベット
マウスパッド

2,000 円…
直径：180mm
…厚さ：3mm

フラワーシャーベット
ペンダント
1,300 円

( ボールチェーン付属 )
トップ…直径 2.5(cm)

新発売

フラワーシャーベット
ピロケース
3,600 円…
43 ×63(cm)

フラワーシャーベット
ベッドシーツ

8,700 円…
100×200 × 25(cm)
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マイドラゴンシリーズ

カタカムナドラゴンは
傍に置くことで
自分だけの “専

マ イ ド ラ ゴ ン

用の龍” を
持つようになります。

マイドラゴンとつながる為のアイテム。潜在意識と仲良くなることにより
本当の愛に気づきインスピレーションが UP! 心身の問題解決へと導かれます。

サイズ：コインタイプ…φ 27 × 2(mm)…/…勾玉タイプ…30 × 15 × 6(mm)
素材：ポリシリコン 11N…/…ネックレス用紐 ( 黒 ) プレゼント

陰陽の回転 ( 渦）、色の言霊
(色霊)、力ある数列に基づき、
図形を作っていき完成した
のが、カタカムナドラゴンに
刻印されている図形です。
ドラゴンはエネルギー、運気
向上として知られています。

※取り扱い時の注意
カタカムナドラゴンはテラヘルツを薄く加
工しておりますので、デリケートで衝撃な
どに弱く割れやすくなっております。万一
破損した場合、保証はできませんのでお取
り扱いには十分ご注意下さい
※実際の色は灰～黒の光沢のあるテラヘル
ツ鉱石です。

◀あなたに流れを創り、エネル
ギーの循環、運気やお金のめぐ
りを促します。インスピレーショ
ンが高まり、心身の問題解決、
金運向上などの力も持ちます。

▼勾玉とコインのセットを専用
の木箱、紙製の外箱に入れてお
届けします。

サイズ：トップ直径 2.5c ｍ
ボールチェーン長さ：10.3cm

▲天然木及び一つ一つ
手作りの為、木目や大
きさ等が若干異なりま
す。※ユニカ限定販売

※ BLACK…EYE…Gaius のページに詳細がございます。52…ページ

カタカムナ
ゴールデンドラゴンブラック

特殊ナノセラミック

足裏形状記憶素材

曼陀羅
ボルテックス

曼陀羅
ヘキサクロム

曼陀羅
ペンタグラム

スーパー
日月神

※ご希望の「クスリエの名前」「サイズ」を
お選び下さい。

※最前列の４つは「小サイズ」のみとなります。
素材：PP アクリル樹脂、特殊フィルム

輪宝 ダイヤ ゴールデンドラゴン エンジェルフォース フラワーシャーベット

※土台のルーカスは別売りです

【ホワイト】 【パープル】

アコーディオンノート (御朱印帳)
【…ホワイト/パープル…】※色をお選び下さい。

各 2,200 円

サイズ：182 × 121mm　素材：中紙…奉書紙　仕様：紙表紙、PP 貼り、蛇腹式…24 折 ( 両面用 )
※片面 24 頁、両面 48 頁　中紙は蛇腹式で、裏写りしにくい二重の袋綴じ状になっています。
表と裏、両面ご使用いただけます。…

▲じゃばら状のノート

▲一部模様は箔押し仕様です

①なりたい未来を書く
②本音・どう生きたいかを書く
③「負の感情」を吐き出す
　→潜在意識が記憶している負のデータが消去される　
　→潜在意識と顕在意識がひとつになる
　→負のデータが消去される
　→「気づき」が起こる　
④お気に入りのクスリエや写真を貼る
⑤御朱印帳として使う。
※①と②を書くときは過去形で書くことで、確定した未来が近づ
いてきます。

なりたい未来は自分でつくる！潜在意識とつながり、" 気づき " を起こすじゃばら状ノート

クリスタルクスリエ
大サイズ 10 × 10(cm) 厚さ 3(cm)　
各 15,000 円

クリスタルクスリエ
小サイズ 7.5 × 7.5(cm) 厚さ 3(cm)

各 12,000 円

クリスタルキューブの背面にクスリエをプリント！

　　　　　　 でさらにパワーを放ち、良いエネルギー空間を作ります。クスリエ×光

アコーディオンノートの使い方

サイズ：直径…約 80mm
素材：表面…ポリエステル、レーヨン
裏面…ポリオレフィン系樹脂 ( アイロンタイプのみ ) サイズ：直径約 30mm、厚さ：5mm 素材：檜、安全ピン

ゴールデンドラゴン
木製ブローチ ( ２個セット )
3,800 円　

ゴールデンドラゴン　ワッペン
【…縫い付けタイプ……/……アイロン接着タイプ…】

各 1,200 円

ゴールデンドラゴン
キーホルダー
1,500 円

表裏

ガイアス インソール
【…S サイズ……/……Ｍサイズ】※お選び下さい▶
各 7,200 円

カタカムナドラゴン
30,000 円

Ｓ 23 ～ 24.5cm
Ｍ 25 ～ 26.5cm
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衣類
普段着としてはもちろん

肌着やパジャマとして身にまとうことで

部屋でリラックスしている時や

寝ている間にも生命場を修復しエネルギーをチャージ！

ユニカオリジナルエンバランス加工Ｔシャツ

ユニカオリジナルエンバランス 2Way タンクトップ ユニカオリジナルエンバランス腹巻

エンバランス加工とは？
従来のプラスチックに、特殊技術（水熱化学）によりミネラルを転写した素材です。エンバ
ランスは、人やものに対して酸化を抑制する作用を発揮します。また、エンバランスにはこ
の働きに加え、人やものをより良い状態に保つ活性化作用も認められています。
エンバランスを使用することで食品には「鮮度保持」水には「活性化」身体には「元気の力
を高める作用」と、それぞれ私たちの生活に密接した部分で素晴らしいプラスの働きを発揮
してくれます。

からだを酸化から守る

“エンバランス”素材の活性パワー

素材：コットン 52％、ポリエステル
38％ (EMB 加工 )、ポリウレタン 5%

素材：コットン 58％、ポリエステル 38%(EMB 加工 )、
ポリウレタン 4%　

素材：コットン 57％、ポリエステル 38%(EMB 加工 )、
ポリウレタン 5%

※レディースのみ

Ｔシャツ

※レディースのみ ※ロゴタグはありません…
※エンバランスタイプではありません。

素材：綿 100％

前と後ろでＶネック、Ｕネック
２通りの着回しができます

オーダー品のご注文方法は 25 ページの「クスリエ オーダー品」をご参照下さい

ライトピンク

ペールイエロー

➡

ア商品番号▶ イ

ウ エ

衣類

衣類への印刷をご希望の場合…▶
印刷面や範囲によって価格が異なります。
右のアイコンをご参照の上、ご希望の印刷
方法をお選び下さい。

背面のみ印刷
前面のみ印刷

背
前

両
ワ

両面印刷
ワンポイント印刷

エンバランス タンクトップサイズ
サイズ S M L

胸囲 72 ～ 80 79 ～ 87 86 ～ 94
袖丈 55 58 61

エンバランスタンクトップサイズ

サイズ S M L
胸囲 72 ～ 80 79 ～ 87 86 ～ 94
袖丈 53 56 59

エンバランス T シャツサイズ

サイズ S M L XL XXL
胸囲 65 69 73 77 81
身幅 49 52 55 58 63
肩幅 42 46 50 54 57
袖丈 19 20 22 24 25

T シャツサイズ

サイズ M L
ウエスト 60 ～ 75 70 ～ 85

エンバランス腹巻サイズ

※サイズは全て cm 表記です。

男女兼用

……印刷なしはありません

印
刷
あ
り

 7,600 円

 1 8,100 円

 6,600 円

………オーダー品 ※３

T シャツ価格

背面 前面

両面

ワンポイント

or

エンバランス T シャツ価格

……印刷なし 5,600 円

印
刷
あ
り

 D 7,600 円

 1 8,100 円

 6,600 円

………オーダー品 ※３

背面 前面

両面

or

ワンポイント

……印刷なし 5,800 円

印
刷
あ
り

 D08 7,800 円

Dー 1 8,300 円

 Dー 11 6,800 円

………オーダー品 ※３

エンバランスタンクトップ価格

背面 前面

両面

or

ワンポイント

……印刷なし 2,300 円

印
刷
あ
り

4,300 円

 4,800 円

 Dー 11 3,300 円

………オーダー品 ※３

エンバランス腹巻価格

背面 前面

両面

or

ワンポイント

※３オーダー品の価格は、印刷の種類に準じます。

24



※受注生産のため、発送まで 10 ～ 14 日程いただきます。

クスリエ オーダー品 あなたの好きなクスリエでオリジナルのＴシャツ、タンクトップ、腹巻が作れます！

① 衣類の種類を選びます　

クスリエオーダー品のご注文方法

②クスリエを選びます

このカタログに載って
いるクスリエはもちろ
ん、マンダラクスリエ
や FOL パワーコード
シリーズも印刷可能！

③サイズを選びます

➡
※注意

「エンバランス加工Ｔシャツ」と
「Ｔシャツ」は
サイズ表が違います。

①で選択した T シャツの種類に
対応したサイズ表からお選び下
さい。

④印刷の種類を選びます。

➡

記入例 )  　ア ( ユニカオリジナルエンバランス加工Ｔシャツ )　　絵柄（フラワーシャーベット）　サイズ（GS）…　印刷（前面）

表面

裏面

表面

裏面

ア  ～  エ …の中から
お選びください。

ア……エンバランス加工 T シャツ

イ……Ｔシャツ

ウ……エンバランス加工
　……2Way タンクトップ

エ……腹巻

　人気のイラストを T シャツにしました。
優しい色合いが見ていると幸せな気分に♪

※ T シャツの色をお選びください。 　

Ama の庭の妖精　ハートありがとう ひふみ祝詞三面ホツマ文字 アワ歌Dー01 Dー02 Dー03 Dー04

　

龍体文字（双龍）Dー06

　

龍体文字Dー07

　

スーパーアルファイオメガDー08

マイドラゴンと繋がり潜在意識と仲良くなれば
インスピレーションが UP ！心身の問題解決に
つながります。カタカムナウタヒ第７首の三柱
の神様のパワーは強力な高次元空間を創り開運
効果も絶大！この二つを組み合わせたクスリエ
は時空を広げ思いの現実化を手助けします。

マイドラゴンシステム　第７首D-09

バストの不快感を狙い撃ち！
ユニカオリジナル 2Way タンクトップは女性の
肌着としておすすめです。

NEW GUND-11

時空変換というのは、カタカムナを詠むことで
現れるミスマルノタマ（高次元空間）を
私たちの身の周りに即座に作り上げることがで
きるクスリエです。
このクスリエを使う時にカタカムナを唱えると
より強力な高次元空間に包まれるでしょう

時空変換　魔方陣D-12

ストレス解消・ストレスを自分の味方につける
クスリエです。

ストレス　魔方陣D-10

背面のみ

両面

ワンポイント

➡

アカシックレコードなどの高次元からの叡智を
受け取ります。この魔方陣に手を触れながら、
受けとりたいインスピレーションを想像しま
す。自分が思った以上の叡智を受け取ることが
できるかもしれません。

様々な叡智を受け取るD-13

前面のみ

背

背

背 背 背

ワ

背

両 両

前前 前前

※ T シャツの色をお選び下さい。

白

ライトブルー

赤

青

緑

黄色
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３Ｄカバラ
シリーズ

生命エネルギーを取り入れ、バリアを強化する

数千年の歴史をもつカバラ神秘学には、

栄光や繁栄、健康など、人間のあらゆる面を司る『生命の樹』

という平面図形があります。

 この『生命の樹』を立体にしたのが 3D カバラシリーズです。

『気』『プラーナ』そして『生命場』

私たちを取り巻く『気』や『プラーナ』と『生命場』

私たちの周囲には『気』や『プラーナ』といった生命を育むエネルギーが存在し、私たちはこれらを
取りこむことで初めて元気でいることが出来ます。決して、食事や水さえあれば生きていけるわけで
はありません。気功も、これらを取り入れる方法の一つです。気功など『気』や『プラーナ』を取り
入れると、内側から力がみなぎってくるの
が判ります。
一方、これらを十分に取り入れることがで
きない場合には、理由のないやる気なさ
や、元気がでない、疲れが抜けないといっ
た症状が起こってきます。つまり、気やプ
ラーナを十分に得られるかどうかで、私た
ちの健康やアクティビティ、人生そのもの
が大きく変わってしまうのです。

『気』や『プラーナ』とは生命エネルギーのことで、これが存在する空間を生
命場とよんでいます。…それは、私たちの身体の周囲 70 ～ 100cm ほどの空間
にあり『3D カバラ』と同じ幾何学形態（グ
リッド）を持っています。私たち人間はこ
のグリッドの中にすっぽりと入った状態
で、空間から『気』や『プラーナ』を取り
こんでいます。
このグリッドは、生命の樹を三次元立体に
した形、西洋幾何学カバラ学体系の中で『生
命の樹』と呼ばれて今日まで伝えられて
きた平面図形と同じ形をしていますが、生
命の樹が平面なのに対し、グリッドは生命
の樹を三次元立体にした形（3D カバラと

同じ形）をしています。グリッドが正しい形をしていれば、空間から十分な
生命エネルギーを取り入れることが出来ますが、グリッドに歪みが生じると
生命エネルギーを取り入れるこ
とができなくなります。３Ｄカ
バラを身につける、同じ空間に
置くことで自分のグリッドが正
常な形を取り戻し、私たちが空
間から十分な生命エネルギーを
受け取ることができるようにな
り、不調が改善したり、運気が
上がったりする例があります。

プラポットの異常とオーラ

プラポットとは、グリッドのところ
どころにある球形の『気』や『プラー
ナ』の取り入れ口のことです。場合
によってはアカシックレコード（宇
宙のすべての現象が記録されている
データバンクのようなところ）から
の情報も取り入れることが出来ます。
プラポットの活動が低下すると、オー
ラの欠けとしてあらわれ、このオー
ラの欠け部分と一致した体の部分に
異常がおきます。

３D カバラシリーズの使用方法

全身の気になる部分にあてて
エネルギーを調整する

頭、顔、首、肩、胸、お腹など、気になる部分に
3D カバラをあててください。
3D カバラの人を取り囲むグリッドを使って、知
らず知らずのうちに周囲の空間から気やプラーナ
を取り入れ、エネルギーを整えます。

お部屋に飾ってエネルギーを得る
ご自宅や会社など、お好きな場所に置いてご使用
ください。3D カバラシリーズのエネルギーは、
カバラの中心から約 10m となります。

プラポットが機能不全に陥る
とその部分のオーラが変色し
たり欠けができます。

3 Ｄカバラシリーズ

詳しく知りたい方は
「愛と慈悲の書」の
P60~67、P37~52を読むと、
より理解が深まります。

愛と慈悲の書
1,200円
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3 Ｄカバラ バッキーカバラ
【金具無し /  金具有り】

※金具の有無をお選びください
各 15,000 円

【金具無し】 【金具有り】

バッキーカバラの使い方

※頭の上にカバラをあてて願い事を言います。

・唱える言葉１
「朽ちることのない杖」
足元から地球の光が、頭のてっぺんから宇宙
の光が降り注ぎ体には１本の光が浮かび上が
る。その光は地球の中心へと真っすぐに伸び
てゆく…

・唱える言葉２
「封印を解かれた７つの球」
この言葉に呼び覚まされる
ように体の中心軸にできた
光の道にそって、７つの珠
に明かりがともってゆく。
そして珠の中には、黄金の
光で書かれた図形が回転を
続けている

・唱える言葉３
「全てを映し出す透明な鏡」
言葉を合図に、７つの球の中央から四方八方
に光が発せられると覆っていた雲が晴れるよ
うに心が透明になっていく

・すでに叶った形で願い事を言う。

ダ・ヴィンチキューブ メサイア
48,000 円

サイズ：約 5 × 5 × 5(cm) ダ・ヴィンチキューブ メサイア
W セット

96,000 円

ダ・ヴィンチキューブ メサイア
W セットの内容

　・ダ・ヴィンチキューブ
………　メサイア : ２個

　・LED コースター : ２個…

～至福のいざない～

『メサイア』はキリストなどの救世主をあらわし、その名の通り持つものを無上の至福にい
ざないます。無限に広がることができるこの図形を立体化したものがメサイアです。この
図形は宇宙そのものをあらわし、非常に高いエネルギーを持ちます。
このエネルギーに魅せられた方は、メサイアを持つにふさわしいエネルギーの持ち主です。

ここに向かって
願い事を言うと
叶うんだ

最初はうまくできなくても
大丈夫！
気持ちをこめてね…

例えば
「〇〇の症状が完全に消えました！」
という感じで、過去形で言いましょう ！

サイズ ( ２タイプ共通 )：約 1.5 × 1.5 ×高さ 3(cm)
金具部分：(1cm)……※金具有りのみ

潜在意識との仲をよりよくし、願望実現の手助けをします。
さらに心身の健康と、高次元の叡智をもたらします。

金具有りタイプはニッパーで
キーホルダー部分を外して、
綿紐 ( 別売り ) を通してネッ
クレスに加工が可能です

綿紐 ( 約 80cm)
【ベージュ / 茶 / 黒】
※色をお選びください

各 300 円

※バッキーカバラは模型タイプもございます (P.6) 参照

バッキーカバラは、

バッキーボールと

生命の樹( パドマ ) を

結合させることで、

生命場を整え

高次元のエネルギーを

取り込みます。

上下２個の LED ライトで

２個のメサイアを挟むと

超高波動！！
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連結型・ルーカス　38,000 円

サイズ：約 4 × 6 × 4(cm)

10 次元のカタチ
「３Ｄカバラ・マスターキューブ」

『３Ｄカバラマスターキューブ』に刻印されて
いる図形は、10 個のグリッドの集合体です。
そのグリッドの集合体がなぜ 10 次元であるか
というと、最新物理学では、この世界は縦×横
×高さ×時間の４次元と物質の最小単位である
クォークの中に６次元がひも状になって存在し
ていると考えられています。『３Ｄカバラ・マ
スターキューブ』の図形の中心点から見て 10
の異なる方向（１つの方向を１次元とすれば 10
の方向）にグリッドが向かっているため、物理
学でいう 10 次元と共鳴し動かす図形として『３
Ｄカバラ・マスター
キューブ』が誕生し
ました。

愛とクロスと宇宙に繋がる
『3Dカバラ・マスターキューブ』

『３Ｄカバラ・マスターキューブ』を回転させると、グリッドで構成さ
れた立体のクロスが現われます。クロスの形は、縦と横の交わりから純
粋な愛、無償の愛のエネルギーを与えてくれます。
別の角度に回転させると、六角形（ヘキサゴン）が現われます。これは
宇宙に存在するすべてのものにつながることができる基本図形です。な
ぜなら、この構成は人を表すグリッドをつなげた形で、『３Ｄカバラ・
マスターキューブ』の図形と同じヘキサゴン（六角形）を連結している
ものだからです。たとえば、身近なところでは蜂の巣や科学の構造式のベンゼン環が六角
形です。蜂の巣にしてもベンゼン環にしても無制限に連結し、拡張する力をもっています。

それと同じように『３D カバラ・マスターキューブ』の六角形は、
宇宙の果てまで無制限に拡張するパワーをもっています。これ
は自分が個という存在ではなく、かけがえのない宇宙の構成員、
または構成要素であると認識できるようになることで、つまり、
あなたの考えや思考、能力が宇宙の隅々まで行き届くと智院、

無限の宇宙からもあなたのもとに『３Ｄカバラ・マスターキューブ』を介して、宇宙の真
理や叡智がもたらされるということです。実際、「頭の中に人に幸せを寄与する為の、あ
ふれるほどの叡智が常に押し寄せるように届けられている」という声も届いています。

『物理世界や肉体に作用』

三次元の物質的な安定を意味する愛の力を得て、持っている人が希望や夢
を叶えるのを可能にしてくれます。使い方によっては無限の可能性を秘め
た立方体です。
◀マスターキューブ、マスターペンダントに刻印されている設計図

▲横から見るとクロス
の図形になります。

高次元の世界と交信する
『3Dカバラ・パドマキューブ』

『3Dパドマ』（パドマ：蓮）は、『3Dカバラ・マスター』
が物質世界を司るとすれば、精神や心の世界、ス
ピリチュアルな部分に作用するものです、より高
い次元の世界との交信を司ります。インスピレー
ションをしっかり受け取りたい場合にはこちらが
おすすめです。
生命の樹を「三角錐（すい）」の形に立体化した
ものがモチーフになっています。「パドマ」をさ
らに進化させたものが「パドマキューブ」です。「パ
ドマ」が 13 個集まってできています。「13」とい
う数字は、大きな力が秘められているために封印
されてきた数字で、天
界の階層やエジプトに

伝承されるチャクラの数などもこれにあたります。大きな力を
秘めていることを知る、時代の権力者や支配者は、それを我が
物とするために、わざわざ忌み数として一般に流布したと言わ
れています。それほど強力なパワーを持つ「13」は、カバラ
などの数秘術では「12 ＋ 1」として、この世界のもう一つ上
層の階層である天界をあらわす数と言われ、私たちの根源でも
ある故郷（集合意識）、創造主であり、宇宙の中心（銀河の渦）
とつながるために与えられた特別な数字なのです。「パドマペ
ンダント」や「パドマキューブ」は、まさに新しい時代にふさ
わしいものだと思います。インナーチャイルドとの交信する際
などにもおすすめです。『3D カバラ・パドマ』はインナーチャ
イルドと仲良く一緒に働くための、スーパーアイテムです。

『精神世界や心に作用』

非物質的な世界、精神世界とより関係が深いエネルギーを持ちます。より
高い次元の世界との交信を掌ります。自分のワンネスに気付きたい場合や、
天使などの見えない存在とアクセスしたいとき、彼らの助けが欲しい時に
おすすめです。
◀パドマキューブ、パドマペンダントに刻印されている設計図

ＬＥＤコースタ
( 角型 )

1,200 円

レインボーコースター
( 丸型 )
650 円

サイズ：直径…約 95 ×高さ 23(mm) 本体：ABS 樹脂・透明窓：AS 樹脂
単 4 電池…3 本使用（電池交換可能）連続 36 時間以上 ( 日本製アルカリ
電池使用時 ) ※電池はついていません

※コースターの上に物を置くと、重さで
スイッチが入ります。何も置かないと
OFF になります。（色は固定できません。）
※在庫限り終了

サイズ：W76 × D76 × H36(mm)　…物が置ける範囲：50 × 50(mm)
本体：ABS 樹脂　単 3 電池…3 本使用（電池交換可能）連続 36 時間以上
( 日本製アルカリ電池使用時 ) ※電池はついていません

◀丸形・角型共にライト
の色がレインボーに変化
します。特定の色で固定
はできません。

サイズ：約 3 × 3 × 3(cm)

マスターキューブ　25,200 円
サイズ：約 1.5 × 1.5 × 3(cm)

綿紐 8(cm)

マスターペンダント
11,000 円

サイズ：約 3 × 3 × 3(cm)

パドマキューブ　25,200 円 サイズ：約 1.5 × 1.5 × 3(cm)
綿紐 8(cm)

パドマペンダント
11,000 円

ＬＥＤライト（MAXminiV 付き）
6,980 円

※ダ・ヴィンチキューブ　メサイア別売り

サイズ：W10 × D13 × H29(cm)( ピック含む )
投影距離：3 ～ 5 ｍ ( 推奨 )
家庭用AC電源 (AC100V電源　50/60Hz共用 )…

※ライト部分は滑りやすい為、落下にご注意
下さい。
※輸入品につき、モーターや本体が熱くなる
場合もございます。

※限定品　なくなり次第終了

悠久の世界をつなぐ
『3Dカバラ連結型・ルーカス』

ルーカスは横に置いた時の両脇部分がパドマキューブを表し、２つのパドマキューブを結
ぶ中心部分がマスタ…ーキューブを表します。パドマとマスターのプラポットが連結する
ことにより、パドマキューブ・マスターキューブを別々に持つよりも完全なパワーとなり
ます。『3D パドマ』で表した『３』と、マスターキューブをあらわす『４』を連結すると、
聖なる『7』を表す幾何学が現われ
ます。それは、現世と眼には見えな
い悠久の世界への橋渡しの役割を果
たします。これらを手に持ってわか
るのは、これがまるで呼吸をしてい
るかのようなエネルギーを持つとい
うことです。

『3D カバラ連結型・ルーカス』は
三次元世界と三次元以上の世界のパ
ワーや直感を手に入れたい人におす
すめします。
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３D カバラシリーズ開発者紹介

この３Ｄカバラシリーズは、生命の樹と呼ばれるカバ
ラ神秘学の象徴図形をもとにして作られています。カ
バラ神秘学自体は、数千年の歴史を持つ学問で、西洋
では富と栄光をもたらす方法として様々な分野に使わ
れてきました。カバラ神秘学では、生命の樹は平面と
して描かれていますが、私は生命の樹は立体でなけれ
ばならないと考えていました。
そして長年の研究の結果作られたのがこの立体の樹、
つまり『３Ｄカバラ』です。このキューブに描かれた
図形には、経済、思想、創造など人間の活動すべての
面を司る力があると考えられます。さらに集中力、記
憶力、想像力を高める前頭葉の血流が上がるという脳
血流測定結果も出ています。この３Ｄカバラシリーズ
は、私の人生において一生一品的な存在で、ダントツ
で〝一番のパワー ” をもつものとなりました。その中
でもとくに『ダ・ヴィンチキューブ　メサイア』はや
ること為すことが本当にスムーズに思い通りになるた
め、一時も放せないほどです。
この３Ｄカバラの人を取り囲むグリッドを使って、知
らず知らずのうちに周囲の空間から気やプラーナを取
り入れることが出来ます。もし、このグリッドが傾い

たりゆがんだりすると空間か
ら充分な生命エネルギーを受
けることができなくなり、健
康でいることが出来ません。
また、直観力も衰えてしまい
ます。
３Ｄカバラは、私たちが持っ
ているグリッドを常に正常に
することで、私たちに健康と
富と英知をもたらしてくれる
でしょう。医学博士　丸山修寛

➡

人体の立体カバラの働きが良ければ、オーラは大きく、チャクラも正しく
作動します。チャクラは人の神経系や内分泌系とつながっている為、チャ
クラが正常であれば、人体も正常に働きます。

生命場が大きくなる

意識体が活性化し、エネルギーが満ちる
人口電磁波に対するバリア力が上がる

チャクラが整う

チャクラが整うと脳と臓器との連絡がス
ムーズになり、健康になる

人間の各臓器とつながる
チャクラの働きが良くなる　

病気が治る
病気にならない体になる

生命力が上がる

▼以下のマンガは「ダ・ヴィンチキューブ　メサイア」の開発者である　　　
　丸山医師が講演会で起きた出来事をマンガにしたものです。

まとめ

➡
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書籍・DVD

クスリ絵
～心と体の不調を治す神聖幾何学とカタカムナ～
1,700 円

2018/9/14…( ビオ・マガジン )　A4 変形　207P

クスリ絵　Part2
～目醒めと気づきのカタカムナ～
2,000 円

2019/9/15…（ビオ・マガジン）　A4 変形　320P

ウタヒ 80 首と読み仮名もすべて掲載！

※一般販売されている雑誌、書籍に掲載されているクスリエは、ポストカード・名刺サイズカード等
商品化されていないものもございます。
詳しくはカタログ最後に掲載されている各種ショップサイトをご覧ください。
ショップサイトにないクスリエは書籍のみの掲載となります。

50 音に紐づいたカタカムナと神聖幾何学をすべて掲載。
カタカムナ円周―意識を拡張し、目ざめを促進する。/ 星のカタカムナ―
星座別にパワーをもたらす聖なるクスリ絵 / カタカムナ龍図―愛や慈愛の
気づきへと導く / カタカムナひふみ祝詞ガウス―八百万の神々とのつなが
りが強くなる。―など、より能動的に「クスリ絵」を使うことができます。

書籍
DVD

丸山先生開発の、クスリエ・カタカムナ関連書籍や

クスリネ ( ヒーリンク CD・DVD) を扱っています。

クスリ絵 CARD -1
3,500円
2019/4/22( ビオ・マガジン）

クスリ絵 CARD-2
3,500円
2019/6/7( ビオ・マガジン）

箱入りカード(各50枚)
解説書つき

潜在意識とカタカムナ１
926円
2018/5/23　68P

潜在意識とカタカムナ1.8
1,204円
2018/9/15　152P

あなたの人生に奇跡を起こす
愛と慈悲の書
1,204円
2019/4/2　144P

漫画＆対談形式で解説

※漫画はすべて A5 サイズです

医師が考案した見るだけで

痩せるクスリ絵
1,500 円
2019/6/22…( 宝島社 )……A4 変形　191P

貼ればすぐ効く不思議な痛みとりシール & 切りとっ
てすぐ使える厳選クスリ絵シート
980 円
2019/3/29…( 主婦の友社 )　A4 版　50P

不調を消し運気を上げる

クスリ絵
900 円
2019/4/4…( 扶桑社 )……A4 変形　80P

医師が考案 !…全身の不調が消える

クスリ絵
800 円
2019/1/28…( マキノ出版 )　A4 版　80P

体験できるムック本

透明シール付き！

シール付き！

ページを切り抜いて

使える！

切り取って
書き込める

詳しく読みたい人に…
カタカムナクスリ絵
1,800 円
2018/12/1…( 静風社 )　A5 版　232P

魔法みたいな奇跡の言葉
カタカムナ
1,800 円
2017/12/7…( 静風社 )　A5 版　230P

インナーチャイルドと
神代文字
1,815 円
2019/1/22…(…ヒカルランド )　A5 版 171P

神代文字はこうして
余剰次元をひらく
1,815 円
2017/12/7…(…ヒカルランド )　A5………200P

大好評の Part1

人気のクスリエがカードになりました！

クスリエの
塗り絵

医師が実践！体の不調が消える

クスリ絵ぬりえ
830円
2019/7/31( わかさ出版）A4 変形　74P

色を塗るだけで潜在意識と仲良しに！

クスリ絵ぬりえ
381円
2019/9…(バンクシアブックス)…A5 版…60P

丸山修寛先生の貴重な講演会の内容を DVD として収録しました！

【ＤＶＤ】　
心と体の不調を " 見るだけ、
触れるだけ " で癒すクスリ絵

仕様：DVD　収録時間：125 分
( 株式会社ビオ・マガジン）

5,000円

【DVD】
頑張らなくていい！ " あるがまま " を
呼び起こすクスリ絵

仕様：DVD　収録時間：134 分
( 株式会社ビオ・マガジン）

5,000円

新発売

医学で改善しない患者さんを一人でも多く助けたいとの想
いから、丸山修寛先生が臨床テストをくり返し、20 年以上
の歳月をかけて完成させたクスリ絵。
色や形のパワーを駆使してその人本来の生命エネルギーを
高め、自然治癒力を向上させるクスリ絵は、潜在意識に働
きかけるため、能力が開花したり運気が上がったり、さま
ざまな嬉しい変容をも同時にもたらします。クスリ絵の力
を最大限に引き出す効果的な使い方を詳しくお伝えします。

クスリ絵を使用して自分や家族を守る方法を伝授します。
クスリ絵やカタカムナウタヒ、バッキーカバラといった高
次元と共鳴する色・形・音を使った量子空間の創り方を解
説し、その効果も実証。
また、「私は誰か？」と問うことで明らかされる自分の本質
や、“ あるがまま ” でいることの大切さ、その宇宙的な深い
意味も、愛とユーモアたっぷりにわかりやすく解説します。

注目の人気書籍♪
大好評の Part1 に続き

Part2 が発売！

【DVD】
不調を癒すだけではない、能力も
開花させるクスリ絵

仕様：DVD　収録時間：134 分
( 株式会社ビオ・マガジン）

5,000円

「ダイヤモンドとカタカムナの力で邪気を消す方法を伝授」
貼ったり見たりするだけで体調改善や運気向上などの効果
が報告されているクスリ絵。より良い人生を創造するため
にはどのように行動したらいいのか ? また、カタカムナは
どのように関係してくるのか ? 無限の可能性を秘めたクス
リ絵の素晴らしさを、開発者である丸山修寛先生自らがユー
モアを交えてわかりやすく解説。

神代文字なぞり書き
1,200 円
2019/11/15…( 永岡書店 )　
A4 変形　96P

クスリエ CARD シリーズを
１冊お買い上げ毎に、
クスリエミニタオル
プレゼント！

※絵柄は選べません

クスリ絵 CARD -3
3,500円
※発売日未定

( ビオ・マガジン）

NEW

※ 2018 年 12 月収録 ※ 2018 年４月収録 ※ 2018 年８月収録

見つめるだけで不調を癒す

クスリ絵まちがい探し
900 円
2019/11/29…( 笠倉出版 )　A4………79P

丸山修寛 Dr 監修！

文字をなぞり

宇宙の力を
味方に！

手づくり
クスリ絵
1,500 円
2019/12/23…( エイ出版 )……
A4 変形　64P

自律神経が整う！

クスリ絵マンダラぬりえ
1,200円
2020/1/11( 宝島社）A4 変形　96P

NEW

立体クスリ絵が

作れます♪

NEW



お医者さんが作った音のおくすり

音や色、形にはそれぞれ波動があります。
音や絵の波動を利用して、人体の生命エネルギーの乱れを整えよ
うというのが、クスリネやクスリエの基本的な考え方です。
クスリネには右のようなものがあります。

クスリネとは？

・人固有の周波数を調整する音叉や音楽
・潜在意識がよろこぶ波動を持つ音叉や音楽
・脳や生命場を浄化・調整する音叉や音楽
・クリスタル音叉の持つ特殊な高周波の響きを用いる音叉や音楽

クスリネから出る波動も潜在意識が喜ぶツールの一つ。
美しい和音は心地よ過ぎて、私も潜在意識もウトウトしてしまいます。
一方、クスリネには独特の和音も使用しています。これは、潜在意識によってはお気に入りのおもちゃやガラクタが入った箱のように
感じ、顕在意識にとっては違和感を覚えるものですが、潜在意識にとっては小躍りしたくなるような面白さに感じられる場合もあります。

クスリネと潜在意識

クスリネの楽曲には沈黙に感じられる休止が沢山あります。楽曲の中に頻繁に現れる休止（沈黙）は、聴く者の脳にこれまで経験したことのないような刺激を
与えます。さらに休止（沈黙）は心の働きを一瞬停止させます。するとそこに心が働いていた時にはわからなかった “ 気づき ” が現れます。
この “ 気づき ” は、あらゆるものの源であり、生命の源泉です。
“ 気づき ” は、瞬時に人のボディ・マインド・スピリットを量子的に変化させ、最も良い状態に変容させます。その結果、不調や症状が消えるのです。
何度も聴くうちに病気そのものがなくなることさえあります。

クスリネと沈黙

クスリネ

三種の神
シンカ

歌
～カタカムナ・ひふみ祝詞・アワ歌～

【収録曲】
　　ディスク１：カタカムナ…５首…６首…７首 (7 回リピート）
　　ディスク２：ひふみ祝詞（５回リピート）
　　ディスク３：アワ歌（３回リピート）

【仕様】
　　CD ３枚組 ( 専用歌詞カード付き )…………

【価格】
　　3,000 円 ( ＋税）

ただ流しておくだけで音の波動が体と空間に働きかける…

カタカムナ・ひふみ祝詞・アワ歌を神秘的な歌声で歌い上げた特別なＣＤです。
このＣＤは BGM として一日中流しっぱなしにしておいても、就寝前など決めた時間に聞
いてもＯＫです。意識して音楽に耳を傾ける必要はなく、ただ CD を流しておく、または
聴こえないくらいの音量でも、音の波動が人体と空間に働きかけます。
専用歌詞カード付きで、ＣＤを聞きながら歌うこともできます。

大好評
発売中



【ＤＶＤ】ゴッドエンブレム

幸運、開運の神々とあなたを繋ぐ 13 のクスリエ
ゴッドエンブレムは貴方の人生をより一層輝かせるでしょう…
仕様：DVD　収録時間：13 タイトル（各 4 分 10 秒）解説書入り

6,400円

未来の医療へと作られた『紋章』と『音楽』

この紋章と音楽は、丸山修寛医師が体に害のない未来の医療を創り上げたいと長年研究を重ね
てきたものです。紋章は、古代マンダラを基に幾何学や物理学の概念も取り入れたもので、五
芒星や六芒星などの図形と色を組み合わせて創りあげました。また、各ムービーに使用してい
るＢＧＭも特殊な計算式に基づいて割り出した数字を音に置き換えて創られた音楽です。　　　　　　　　

このDVDの役割

このＤＶＤは正しい周波数からずれてしまったエネルギーを調整し、「幸運・開運の鍵」とな
ります。幸運、開運のカギは、潜在意識がどう働くかが重要です。決して顕在意識がどんなに
頑張っても潜在意識にはかないません。この DVD は潜在意識に働き、人の心や魂を開くこと
により幸運、開運に導きます。紋章を動画にして音楽と組み合わせたことで、単独で使用する
より何倍もの力を発揮します。

心身のバランスを整える

宇宙に存在するすべての物質は、固有の周波数で振動しています。
あらゆる物質を構成する原子はもちろん、人体を構成する細胞や臓器も固有の周波数で振動し
ており、音や光などの波動を出しています。人が生きていく上では、様々な外的・内的要因に
より本来の正しい周波数からずれてしまうことがあり、これが心身のバランスが乱れる原因に
なっているとも考えられています。

【ご視聴方法】潜在意識に働きかけるため、意識的に見聞きする必要はありません。ただ流
しているだけでこのＤＶＤがもつ周波数を需要器官が受け取り、体のエネルギーネットワー
クを整えることができるでしょう。全編を流さなくとも、直感的に気に入ったタイトルを１
日１回流すだけでも、体の芯よりエネルギーが満ち溢れるのを実感できるでしょう。

NO クスリエ BGM
1 ブッダ アルバム「クリスタルモーツァルト」２曲目
2 天河の鈴 アルバム「心の痛みを浄化する」ナザレの慈愛…
3 ウォーミングハート アルバム「クリスタルモーツァルト」１曲目
4 フェニックス アルバム「JUNON」グリーンパレス
5 ジーザスクライスト アルバム「JUNON」フラワーエンジェル
6 スペースコクーン アルバム「ZENOW」イマココ
7 ツインタオ（左） 「天空からのメッセージ」…
8 BEN アルバム「HIKARI」風の声
9 緑の天蓋 アルバム「HIKARI」GREEN…LAND…
10 ライトフープ 「アルバムあなただけの天上の音楽　281」
11 ユニオン 「プラネタリウム」…
12 羽衣 アルバム「HIKARI」Dancing…Angelina…
13 ブーケ アルバム「Fuyu…no…oto…stand」ミズノヘヤ

ブッダ

ツインタオ ( 左 )

緑の天蓋

※紋章＝クスリエです。

【ＤＶＤ】般若マンダラ

仕様：DVD　収録時間：19 タイトル（各ムービー…約 3 分 20 秒）
※ハフリ・クームの解説書入り

6,400円

【ご視聴方法】
❶……瞑想・ヨガ・集中・マインドフルネスなどを行う時に効果的です。
自分を心の深い領域までいざなってくれます。
❷…DVD を再生し、その傍に 3D カバラを置くことによって、そのパワー＆フォースが無限
大に増幅されます。
❸…睡眠時に流しているだけで眠りが深くなり、目覚めた後にインスピレーションが降りてき
やすくなります。
❹……サムシンググレート ( 内在神）と一体化 ( 説明書付き )

NO クスリエ BGM
1 色・光・空 CD クリスタルモーツァルトより「クリスタル」

般若心経では「空」「無」を重要なものとして
おり、クリスタル音叉の音色で演奏された「ク
リスタル」をバックミュージックとしていま
す。…
クリスタルは透明を表す代表的なパワース
トーンです。この純度の高いクリスタル音叉
で奏でられた音の『透明感』と般若心経の『空』
が共鳴し、般若マンダラの図形のエネルギー
をさらに高めます。

2 縁…
3 摩訶般若波羅密多
4 観自在菩薩
5 色即是空
6 空即是色…
7 受・想・行・識
8 不生不滅 - 白
9 不生不滅 - 黒
10 不垢不浄 - 白
11 不垢不浄 - 黒
12 不増不滅 - 白
13 不増不滅 - 黒

14 ～ 19 色不異空

色即是空

観音在菩薩

般若マンダラ
キーホルダー
2,200 円

般若心経の音楽
2,100 円

般若マンダラ マスターファイブ
2,000 円

般若マンダラをはじめとする光の
マンダラシリーズのクスリエシー
ト。未知なるものからの悪影響を
ブロック。心の安定、運気向上に。
５枚セットで体にあてたり、机の
下に敷いたりしてご使用ください。
※シールではありません

収録時間　15:49
収録内容1.真理 (3:22)/2. 静寂 (4:02)/3. 光雀 (4:24)/4.
生命 (4:00)

色・形・数字にこだわりぬいた、生命
のエネルギーを高めるアートです。

曼陀羅のエネルギーとクリスタル音叉の音のパワーとの共演。瞑想
によって身体と心を浄化します。

サイズ：100 × 148mm　素材：コート紙　5
枚１セット (…光のマンダラシリーズ：１. 六
字マンダラ、２. 金剛マンダラ、３. 光明マン
ダラ、４. 胎臓マンダラ、5. 般若マンダラ）

サイズ　本体外寸：41 × 41mm
キーホルダー長さ：約 65mm
素材：アクリルペット

※ CD-R に対応していない機種ではお聞きいただけない場合があり
ます。お手持ちの機種の取扱説明書をご確認の上ご購入下さい。

般若マンダラシリーズ

般若心経の『色不異空』、『空不異色』、『色即是空』、『空即是色』の４文節を光の図形で表しました。
なぜ光を使うのかというと、空はそれ自体は色のついていないもの、光もそれ自体は色のつい
ていないものという共通点があったためです。般若心経の図形を９個作り、３×３の魔方陣に
配列したものが般若心経マンダラです。９個の絵には般若心経の梵字をあてています。この図
形からは、まばゆいばかりの光が出ていると感じる人がいらっしゃいます。この般若マンダラ
は、生命エネルギーや人の運気を高め、自分をより良い方向へと導いてくれるでしょう。

般若心経は光や色に関係がある？

般若心経には「色即是空」「空即是色」といった言葉が出てくることから、「これは色に関係が
あるのではないか」とひらめいたのが、般若心経マンダラ作成のきっかけです。
赤、緑、青の光の三原色を重ね合わせると中心は白くなります。( 図１) また、シアン、マゼンダ、
イエローの色の三原色を重ね合わせると中心は黒くなります。( 図２) 白い部分を「空」、すな
わち魂と仮定し、黒い部分を「色」、すなわち肉体と仮定。その両方がバランスよくとれてこそ、
人は愛に満ちた存在となるのではないかと考えました。

般若心経とは

大乗仏教の空・般若思想を説いた経典の一つ。たった 262 文字の本文に大乗仏教の真髄が説か
れているとされ、経文としては、たいへん短いものですが、その中に「人がどのように生きれ
ばよいか」が示されていると言われています。般若心経は、一部の宗派を除いて広く読まれて
いるものです。

般若心経は光・形・色であらわす

般若心経には「色即是空」「空即是色」といった言葉が出てくることから、「これは色に関係が
般若心経マンダラの形を決めるにあたり、これら６色の色をもとに、最適な組み合わせと並び
順を選び、曼陀羅模様になるように円形の色を回転させました。次にこだわったのが、この回
転させる回数、つまり数字です。このときに活用したのが魔方陣です。魔方陣とは、正方形の
方陣に数字を配置し、縦・横・斜めのいずれの列についても、その列の数字の合計が同じにな
るもののことで、スピリチュアルな力があるとされており、護符などにも使われているもので
す。３×３マスの魔方陣になるよう、各色を図のとおりの回転数分回転させ、マンダラを配置
させ、般若マンダラは光のマンダラとして完成しました。この般若マンダラは、生命エネルギー
や人の運気を高め、自分をより良い方向へと導いてくれるでしょう。

このＤＶＤは般若心経を色と形に表したものです。
お釈迦様が説かれている般若心経の「色即是空、空即
是空」は、万象万物すべてがもともと一つの…エネルギー
であることを教えています。従って、見えるもの「色」
も見えないもの「空」も本質は同じで、ただ、エネル
ギーの振動数（波動）が…高いか低いかで、見えなかっ

たり見えたりしているだけです。光や量子などのエネルギーが原子をつくり、さらに原子が分
子化し、さまざまな形に化身しすべてのものを…産み出しています。その中身はみな同じで、人
の生命もまた例外ではありません。人間も万象万物も観自在菩薩からみれば、この宇宙にたっ
た一つのエネルギー、それも意識を持ったエネルギー＝生命です。あなたは私で万象万物は私
です。これは、一見、生命や意識を持たないと見える、道端の石ころでさえも私たちと同じも
の、…つまり意識を持った生命であるということです。

般若マンダラのＤＶＤを再生しながらハフリ・クーム、
岩戸開きを行うとパワー・フォースが無限大に増幅し
内在神と一体化します。



様々な思いで戦ってい
るあなたに…。優しい
光が心を照らし、魂に
呼びかけていきます。

1,500 円

トラック数：4……/ トータル 15：53

fuyu no oto　～ stand ～

張りつめた耐える心に、
そっとあたたかさを与
え、自分自身の旅へと
導いてくれます。

1,500 円

トラック数：4……/ トータル 16：19

ＩＢＵＫＩ

自分の中の生命力を感
じる音楽。元気になり
たい人に。

1,800 円

トラック数：8…/ トータル 38：02

ＨＩＫＡＲＩ

自分の中のあたたかい
光を感じる音楽。癒さ
れたい人に。

1,800 円

トラック数：9……/ トータル 41：25

フラワーシャーベット
Special  ver.

広い大草原にいるよう
な、とても澄んだ空気
が流れます。心のモヤ
モヤした部分をすっき

2,700 円

りさせてくれる音楽です。
トラック数：4……/ トータル 18：20

般若心経の C D

曼陀羅のエネルギーと、
クリスタル音叉の音の
パワーとの共演。瞑想
によって体と心を浄化

2,100 円

します。
トラック数：4……/ トータル 15：45

心の痛みを浄化する C D

生命エネルギーの乱れ
を回復し、心身をスッ
キリ浄化して、リラッ
クスに導きます。

2,100 円

トラック数：3……/ トータル 10：22

fuyu no oto ~sleep~

静寂の中、やすらぐ眠
りを与え、心身ともに
リフレッシュさせてく
れます。

1,500 円

トラック数：4……/ トータル 15：51

※注意　CD-R に対応していない機種ではお聞きいただけない場合があります。お手持ちの機種の取扱説明書をご確認の上ご購入下さい。

ウィｗｗｗ１

DNA に作用する音楽で
す。潜在意識に呼びか
けます。

700 円

曲時間 (3：00 ×５）/ トータル 15：04

天空からのメッセージ

オーラに作用する音楽
です。ボディ・マインド・
スピリッドのすべてを
癒します。

700 円

曲時間 (3：05 ×５）/ トータル 15：29

misamisa

讃美歌のように美しい
癒しの音楽です。体内
のエネルギーの流れを
よくし、バランスを整

700 円

えます。
曲時間 (2：51 ×５）/ トータル 14：19

プラネタリウム

神秘的な音の響きがあ
なたの魂を磨き、心を
潤します。

700 円

曲時間 (4：30 ×５）/ トータル 22：34

fuyu no oto　～ fight ～

ZEN
2
OW

～ゼノウ～

心と体とオーラを浄化
するクリスタル音叉の
音がたっぷりと聞ける
ＣＤです。透き通る音

2,100 円

で体中の滞ったエネルギーをキレイにし
ます。
①七色光 (6：60) ②母なる水晶 (8：16)
③イマココ (3：08)
トラック数：3……/ トータル 23：16

ＪＵＮＯＮ
～純音～

失われてしまった元気
を取り戻したい、もっ
ともっと元気になりた
い。そんな願いから生

2,700 円

まれたこのＣＤは、からだの奥から自分
の力で元気になる不思議な音楽です。
①グリーンバランス②フラワーエンジェル③ゴールドフ
ラシュ④ブルーウェーブ⑤グリーンパレス⑥パワーフラ
ワー⑦カラーガーデン
トラック数：7……/ トータル 38：23

Cure Aqua
～キュアアクア～

クリスタル音叉の音と、
水の流れる音を使って、
透明で優しく、気持ち
が楽になる、そんな音

2,100 円

楽です。水の流れる音が作り出す人間に
優しい音。包まれるような水のチカラを
体中にめぐらせる音楽です。
①星海 (8:46) ②人魚の見る夢 (6:35) ③杜の音 (5:40)
トラック数：3……/ トータル 23：16

Crystal Mozart
～クリスタルモーツァルト～

モーツァルトが求めた、
脳によい旋律。知能を
研ぎ澄ます奇跡の旋律
です。底抜けに明るく、

2,100 円

気分を晴れやかにしてくれます。モー
ツァルトの楽曲が持つα波に、クリスタ
ル音叉が持つ体にエネルギーを吹き込む
音楽は澱みを取り払ってくれます。
① Crystal…Mozart…01(5:50)…② Crystal…Mozart…02(5:07) ③…
Crystal…Mozart…03(3:12) トラック数：3……/ トータル 23：16

楽曲制作にあたって
サウンドディレクター　荒　芳樹氏

Ｃ D 制作にあたり、まず重視したのは、丸山修寛先生が考案したクリスタル製の音叉の原音を忠実に収録することでした。音叉の叩き方、角度、叩く場
所にまでこだわり、12 種類ある音叉の音を納得いくまで収録し終えるまで、数カ月を要しました。
高価な機材がなくても、音叉のみで高周波を発生させるクリスタル製の音叉は、まさに「奇跡の音叉」です。また、耳慣れない高周波の音は、本来は不
快に感じることが多いのですが、クリスタル製の音叉の音はいつまでも聞いていられる優しい音でした。私が感じたのは、リーンというスズムシの鳴き
声に近い、ということ。日本人は古来から、スズムシの鳴き声を季節の風物詩として聴いてきました。昔から、「癒しの音」として、日本人の DNA に受
け継がれ、愛されてきた音色。それに近いのです。
こうした特異な性質を持つクリスタル製の音叉の音を最大限生かしつつ、丸山先生から「禅」というヒントを得て、音楽として聞きやすい形に楽曲を制
作しました。禅は、流れていく時間を感じることにあると思います。音楽は「時間の芸術」とも言われ、とどまることを知りません。自分を静かに保ち、
時間を感じること。そして「今」を感じること。クリスタル製の音叉の音楽は、まさに座禅を組んで瞑想することに近い感覚を呼び起こしてくれるのです。

クリスタル音叉の音楽
丁寧に録音したクリスタル音叉の音を、透明で優しい音楽にしました。
心と体と、オーラを浄化するクリスタル音叉の響きで、体中の滞った
エネルギーをキレイにしていきます。
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最近、神さまが話題になっていますよね。

「神ってる」なんていうのもその一つですし「神さまに愛される～」「妻に龍が付きまして」なんて本

も出ています。

今回、持った人、使った人が神さまのような存在に愛されて幸せになれるものをプロデュースしまし

た。これまで多くの人が「ウッソ～！」というような素晴らしい体験をしています。

カタカムナを研究し始めて 20 年になります。本業はアレルギー専門の開業医ですが、現代医学だけでは治せないこ
とが多々あります。どうすれば皆が健康でいられるかを切実に考えていると、インスピレーションを通してカタカム
ナの知恵が降りてくるようになり、実践したところ、元気になる人が格段に増えたのです。

カタカムナは、１万２千年以上前の上古代時代の文字で、日本語の 48 文字 48 音図に一致しています。このカタカム
ナ文字を使っていた人々を、私は、カタカムナ人と呼んでいます。カタカムナ人は、現代人よりも感覚や能力が格段
に発達していて、宇宙や原子の真空の中に発生する素粒子が見えていたのではないか。その素粒子の形をそのまま文
字にしたのがカタカムナ文字だろう、と私は考えています。
私がはじめてカタカムナ文字で書かれたカタカムナウタヒの第五首を唱えたとき、私の周りに、半径２. ５メートル
ほどの目に見えない不思議な球体（ミスマルノタマ）が現れました。そして、この不思議な球体（ミスマルノタマ）
はカタカムナウタヒの第五首を読むたびに間違いなく現れることがわかりました。球体が現れ、その中にいると身体
は熱くなり、手や指先がじんじんとしてきます。そのため球体は目に見えなくても、そこにあることがわかったのです。
なんらかの不調がある患者さんをこの球体の中に入れると、たいてい身体が温かくなったと言ったあとで、それまで
あった症状がとれていきます。

このようなことから体が元気になるためにカタカム
ナを応用できないかと研究を重ね、だれでも簡単に
カタカムナを使うことができるようにしたものが「神
話の奇跡シリーズ ®」です。カタカムナウタヒを見た
り謡ったりするのはもちろん、いつも身の回りにお
くことで、高次元との架け橋となり、私たちの細胞
やＤＮＡは、素粒子レベルで応えてくれるでしょう。
( 開発者　丸山修寛より )…　

◀これは、伊勢神宮の内宮へ渡るときの橋（宇治橋）の　写真であ
る。そして橋の上に写っているのは、アマテラスオオミカミである。
アマテラスオオミカミの外側にあるのが、高次元空間ミスマルノタ
マと呼ばれるものである。

カタカムナ
シリーズ

カタカムナウタヒの図像を身に着けて生活すると

自分の思った通りのことが実現しやすくなります。

「潜在意識」のケアにもおすすめのシリーズです

カタカムナシリーズ

ミスマルノタマアマテラスオオカミ

アマノウキフネ

34



そもそもカタカムナって何？

カタカムナについて話す前にまずは、カタカムナ文字について説明しなければなりません。
カタカムナは上古代と呼ばれる一万二千年も前の時代に使われていた言葉で、図の
ような線と円のシンプルな要素で作られた言葉のことです。
そしてカタカムナ文字は立体であった。立体模型を作成し、確認しました。

レオナルド・ダ・ヴィンチが鏡文字
を使って脳の異次元レベルの進化を
遂げたのと同じように立体文字を使
いこなしている上古代人カタカムナ
人は高次元人であったと考えられる
でしょう。▲…上古代人が使ったとされるカタカムナ文字

立体のカタカムナ文字の模型▶

カタカムナの発見

カタカムナ文献を発見したのは楢崎皐月という科学者です。
1949 年に、兵庫県六甲山系の金鳥山で科学の研究として大地電気の測定をしていたときに、平十字という猟
師から「動物たちが困っているから、その測定をやめてほしい」と頼まれて、すぐにその通りにしたら、お礼
にと不思議な巻物を見せてもらったといいます。それは御神体の巻物だというのです。
その巻物に書かれた文字が渦巻き状に書かれていて、神代文字の八鏡文字（㊟）に似ていたので、頼み込んで
巻物を 20 日間借りて急いで書き写したのが、カタカムナの存在が世に知られるきっかけになりました。

㊟八鏡文字とは…上古代の日本に存在した高度な文明を持つ種族によって作られた文字

カタカムナウタヒは人類の至宝

カタカムナ人がカタカムナ文字で自分たちの知識や文化を記したものをカタカムナウタヒという。カタカムナ
ウタヒは 80 首あり、これらはみな、五・七・五・七調の和歌に似たリズムを持っています。（中には字余りもある）
例えば、ヒフミヨイ・マワリテメクル・ムナヤコトのように第５首を例にとると中心にはヤタノカガミという
図形があり、それをとりまくようにカタカムナ文字が右回りの渦（右図参照）を描くように書かれています。
80 首ものカタカムナウタヒには天文学や農業、現代の最先端科学である量子力学と同じかそれ以上の内容が
記されています。そしてカタカムナウタヒを紐解いていくと、そこには現代科学をはるかに凌ぐ高度な文明が
あったことがうかがえるのです。

カタカムナの人を癒す奇跡的なパワー

80 首あるウタヒのなかでも、対をなす第５首と第６首、７首は強力で、この三首を唱えると、半径 2.5 メートルの見えざる球体（ミスマ
ルノタマ）が現れます。
おそらくこの球体は、四次元以上の高次元空間から来ていると考えられます。特に、次に掲げる第５首にはカタカムナの真髄が秘められ
ています。
「ヒフミヨイ　マワリテメクル　ムナヤコト　アウノスヘシレ　カタチサキ」の
ヒフミヨイ（一二三四五）の見える世界が、マワリテメクル、つまり渦の回転方向が変わり、
ムナヤコト（六七八九十）の見えない世界と交流が行われる。そしてこの第５首の中に、さまざまな謎を解くヒントが隠されていたのです。
これまでの研究から、まだ誰も発表していない発見がいくつもありました。

※画像引用元 ( 複写日：2017/09/20)　楢崎研究所 (http://www.narasaki-inst.com/index.htm)
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負のカタカムナの発見

カタカムナはペアであることが重要で、カタカムナ文献には、「宇宙は陰と陽、女と男というようにペアから成り立っているのが原則」と
あります。
カタカムナ文化は、見える世界の現象界と、見えない世界の潜象界の表裏 ( 正負 ) のペアがひとつになり作動します。故にペアの片割れが
存在するはずです。しかし、最初はそれをどう見つけるのかわかりませんでした。
　あるとき、ウタヒ第５首の「カタチサキ」という言葉には「形が先」という意味の他に

「形から割く」の意味もあるのではないかと気づきました。
ウタヒ第２首には、「ヤタノカガミカタカムナカミ」とあります。そこで、ヤタノカガミからカタカムナ文字を引いたものがペアとなるの
ではないかと考えて、実際にヤタノカガミからカタカムナ文字一つ一つを引き、48 文字分の「負のカタカムナ文字」を作ってみたのです。
それを 80 首分、平面に配置し「正のカタカムナ文字」ウタヒと対にしてみました。

◀丸山先生が発見した裏カタカムナは、中心図
形のヤタノカガミ　から外側のカタカムナ文字
を引いたもの。
…（図像集では「負のカタカムナ」として掲載）

カタカムナ文字は、四次元界を三次元界へ
導く働きがあります。表と裏、一対のカタ
カムナを使うことで、見える世界と見えな
い世界が活発に交流し始めたのです。カタ
カムナは空間や物事を全く変えてしまう量
子力学的な言葉です。神々とは意識をもつ
空間のことであり、カタカムナは神々をこ
の世界に誘致する目的があると思います。
こうした発見はすべてフラワー・オブ・ラ

イフから生み出されました。神聖幾何学は、自分という存在を形作る形態場です。自分の周りにあるグリッドが、宇宙のすべてをコントロー
ルするフラワー・オブ・ライフとつながっている。だから、自分の問いや意図を投げかけると、宇宙はいつも応えてくれる。それをさら
に強固にするのがカタカムナなのです。

実際にカタカムナウタヒの第 5、6、7首を続けて読んでみましょう

第
７
首

マ
カ
タ
マ
ノ

ア
マ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ

タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ

カ
ム
ミ
ム
ス
ヒ

ミ
ス
マ
ル
ノ
タ
マ

第
６
首

ソ
ラ
ニ

モ
ロ
ケ
セ

ユ
ヱ
ヌ
オ
ヲ

ハ
エ
ツ
ヰ
ネ
ホ
ン

カ
タ
カ
ム
ナ

第
５
首

ヒ
フ
ミ
ヨ
イ

マ
ワ
リ
テ
メ
グ
ル

ム
ナ
ヤ
コ
ト

ア
ウ
ノ
ス
ヘ
シ
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カ
タ
チ
サ
キ

ミスマルノタマの中では体の不快が消えたり

「ポカポカする」「スーッとする」ほか、

奇跡的な変化が人生に訪れることがあります。

※ヱ→エの旧文字、ヰ→イの旧文字です。
　読みは「エ」、「イ」となります。
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４つのカタカムナウタヒとガウス素数　さらに強力なミスマルノタマを求めて

◆カタカムナウタヒと量子物理学
カタカムナウタヒには空間や次元（時空）のこと、さらに量子物理学と同じ内容が書かれています。
量子物理学では、素粒子の一つである電子は人が観察しているときには粒子の形をとり、人が観察していない時には電子は波のような状
態をとるというのです。粒子は見えるので見える世界と関係しますが波は見えないので見えない世界と関係します。

カタカムナの潜象世界と現象世界という考え方はまさに現
代の最先端物理学、量子物理学のいうことです。量子物理
学で使われる虚数の要素を、カタカムナ図像符にも加えよ
うと考えました。
虚数の要素とは、ルービックキューブのひねり方であり、
カタカムナ図像にもひねりを加えました。

◆ガウス素数との組み合わせ
さらに素粒子を扱う量子物理学では虚数を使
うというのでガウスという数学者の発明した
虚数（ガウス素数）を図像の中心に入れまし
た。携帯に使われている量子コンピューター
も虚数の要素がなければ作れないものです。
ガウス素数は数ある高次元世界のうち、三次
元世界と関係がある高次元世界を誘導するも
のです。

◀虚数とは、数ではなくて回転単位のこと
である。ルービックキューブを何回も列ご
とに回転させるのとイメージ的には同じ。

人が観察している時

電子

粒子の形をとる
( 目に見える ○ )

ガウス素数

元のカタカムナウタヒ

負のカタカムナウタヒ

元のカタカムナウタヒを
鏡に写した図像

負のカタカムナウタヒを
鏡に写した図像

生命の源をいただく食器　カタカムナ～神話の奇跡～

私たち日本人は、古来より米や酒、野菜、魚など収穫したものはまず、全て神々に捧げ祭り、そのあとで自分
たちが感謝を込めていただいてきたという長い歴史があります。家庭においては、神棚にお供えした後のおさ
がりを無病息災の供物としてありがたく頂戴したものです。

「神話の奇跡シリーズ ®」の一つ一つの食器には、神々の紋章が刻印されています。そのため、その上に食物を
配膳することは、まさに神々へ捧げることを意味します。そしてこのお皿に盛られた食物をいただくことで、
私たちは神々の息吹が入った生命の源をいただくことができるのです。感謝。

人が観察していない時

波のような状態
( 目に見えない× )

電子

「通常のお皿」と「ガウスカタカムナの皿」に食物をおいて１週間後

❶リンゴの比較。通常の皿ではしわし
わで柔らかくなったがガウスカタカム
ナの皿ではハリがあり、硬さをある程
度保った状態であった。

●❶

❷いちごの比較。通常の皿では汁が出
て大量にカビが発生したが、ガウスカ
タカムナの皿では固さや見た目はその
ままで先端部に一部カビが発生したの
みだった。

●❷
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カタカムナ第５首から生まれた　電磁波対策用＆ミスマルノタマを創造するコイル

なんと、カタカムナにはフラーレンという電磁波対策にベストな物質と、これまで使っていた丸山式

コイルのことが書いてあった。驚きです！

このフラーレンと丸山式コイルを融合させたらとんでもないものができました。

1 ０数年にわたり電磁波対策として使用されている「ブラックアイ」の中に使われている銅線の「丸山式コイル」が、カタカムナウタヒ第
５首と同じ形状であることが分かりました。丸山式コイルの反転部分は重力波の中心のブラックホールにある反転部分と同じ構造をして
います。
丸山式コイルは二層構造になっており、上の層と下の層では電流や磁気が流れる向きが反対向き逆になっているため、ゼロ磁場を発生さ
せると考えています。

◀重力波をあらわすこの渦巻きは２層構造になっていてエネルギーの対向流が発生するようになっている。対向流とは
時計回りと半時計回りの相反するエネルギーの波が一つになった状態を表す。そうなると、エネルギーはぶつかり合い、
十や一という視点では相殺されたように見える。しかし、ぶつかって終わりというのではなく、エネルギー保存の法則
によって宇宙のブラックホールから縦の重力波である動場が出るのである。重力波とは時空の歪みが波のように伝わっ
ていく現象で、アインシュタインの一般相対性理論から預言された物理現象です。　　

ヒ・フ・ミ・ヨ・イ

ム・ナ・ヤ・コ・ト

四次元世界の渦

三次元世界の
エネルギー物質

「アウノスヘシレ」は、二つの相反する
流れ ( 対向流 ) を重ね合わせること

上の層と下の層が合わさって
２層の構造となる

◆銅線「丸山式コイル」と電磁波
電気を使うと電磁波が出る。電磁波は家庭の電気コンセントや延長コード、パソコン、ブレーカー、炊飯
器、冷蔵庫、空調機、電子レンジ、携帯電話、Wi-Fi、電気毛布、ホットカーペット、スマートメーター
などあらゆるものから出ている。
世界保健機構（WHO）は電磁波には発ガン性があることを認めており、できるだけ電気を使わないこと
が好ましい。ところが、現代において電気を使わないわけにはいかない。
そこで、電気の害が発生しない方法を探してみた。その結果、行き着いたのが銅製コイルを電気コンセン
トをはじめ電気を使うものに貼るという方法だった。電気コンセントに銅製コイルを貼ってみると、電気
コンセントから出る電磁波のために質の良い睡眠が妨げられたり、目や頭のズキズキが解消されたのであ
る。さらに、電気コンセントに銅製コイルを貼ると、約半数の例で皮膚の痒みやトラブルさえよくなった
のである。これは、銅製コイルが電気コンセントから出る電磁波を減らしたからではない。銅製コイルが
電気コンセントからでる電磁波を利用して強力なゼロ磁場を形成したからである。
というのはゼロ磁場は、光や磁気、電磁波があるとその効果を増幅するからである。

スカラー場

重力場

コンセントとリンゴの変化実験

▲コンセントにプラグをさした場所の
前に置いたリンゴは１日経過後に変色
している。

▲コンセントにブラックアイを８個貼
り１日経過後のリンゴはほとんど変色
がない。

コンセントに
ブラックアイを貼る

つまりコンセントの近くでは酸化が
進むのです。

丸山 Dr が「寝室のコンセントにブラックアイ
を貼って」と言うのは、これが理由です。

酸化が進む
つまり人間も…

酸化が遅い
つまり人間も…
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◆対電磁波作用を高めるフラーレンとの組み合わせ
丸山式コイルの効果をより強めるために、銅製コイルにフラーレン加工されたセラミック（以下フラー
レン）を追加して使うことにした。フラーレンは、バッキーボールと同じ構造をしているため、四次
元世界と三次元世界の接点として働くと考えたからだ。もしそうであれば、より強力なスカラー場を
発生させることができる。フラーレンにはさまざまな種類があり、さらに同じフラーレンでも、粒子
の大きさによって作用が大きく異なる。厳選したフラーレンを丸山式コイルに用いて (『フラーレン
コイル』と名付けた。）最高のパフォーマンスをもったコイルを作り上げる計画である。もし、これ
がうまくいけば、フラーレンコイルが次元接点の役目をするためフラーレンコイルの周囲では素粒子
レベルで変化が起きるはずだと考え、様々なフラーレンを取り寄せ、試作を繰り返した。
そこで完成したのが、『多層丸山式コイル』

　　　　　　　　　　　　　　
シリーズです。

ブラックアイに使用している銅製の丸山式コイルを
３層にしフラーレンと組み合わせることで今まで以上に
対電磁波能力を高めることに成功した。(50…ページ参照 )

ブラックアイ 　　　　ガイアス

※フラーレンは実際は微小であるが、イメージ
上、コイルを包み込むように描いている。

銅製コイル
＋

フラーレン

多層丸山式コイル

＝

開発した丸山先生が奇跡のペンダントと
呼ぶほど驚きの出来事がたくさんあった

「ガイアスネックレス (51…ページ）」
作った本人もビックリ！！

コラム　高次元と三次元の橋渡しをするバッキーボール
四次元世界の基本構造である正五角形と三次元世界の基本構造である正六角形でできた立体が最も次元の接点としてふさわし
い。このような構造を持つものにバッキーボールと言われる物質がある。
バッキーボールはサッカーボールに非常によく似た形をしてる。20 枚の正六角形と 12 枚の正五角形の 32 面で作られた多面体
で正式名を接頭十二面体という。
ヤタノカガミの基本的な数字は８と考えられる。そしてバッキーボールの 32 面の 32 という数字は８を４倍したものである。
更にバッキーボールの 20 枚の正六角形と 12 枚の正五角形の比率は３対５で足すと８になる。さらに極めつけはバッキーボー
ルを正五角形が真上にくる位置で真っ二つに切ると、８つの窓が現われる。これこそがヤタノカガミの８個の小円だと思われ
る。これらのことから考えると、ヤタノカガミはバッキーボールである可能性が高い。正六角形の部分が、物質やエネルギー
の元になるものを正六角形にする鋳型の役目をする為、三次元世界のものが化学式のベンゼン環やハチの巣の六角形のような、
正六角形の構造が基本になる。力やエネルギーは必ずパワーのある形を通して生まれる。

しかし形そのものが力を
生み出すのではなくパ
ワーのある形は、空間(真
空 ) にあるパワーやエネ
ルギー、ポテンシャルと
同調または共振して、こ
れらを引き出す働きをも
つ。バッキーボールにも
この働きがある。
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◆…カタカムナ文字は立体だった。
ダ・ヴィンチが鏡文字を使って異次元レベルまで脳を進化させたのと同じように、あの
ような作品たちをつくったダ・ヴィンチと同じように、立体文字を使いこなしている上
古代人カタカムナ人は高次元人であった。
◆…カタカムナウタヒには、カタカムナ人が直感によって感じ取った宇宙に潜在する根源
の力、すべての生命や物質が形成されて行く過程を表現されている。
◆…つまり、私たち三次元人には見えない世界にも間違いなく作用する。
◆…私たちの体も最小限の物質は万物の根源である素粒子、極小のひもで形成されている。
◆…「病気や原因がわからないが何だかだるい…」「調子が悪い…」などと訴える人が増えているのは、三次元の世界で作られたものを使用
しているから。私たちの体の素粒子やひもレベルには作用していない。カタカムナ文字は素粒子にも作用するはずだ。
◆…ならば、宇宙に潜在する根源の力をあらわした、ウタヒを使ってみるとどうか
　⇒電磁波やガンマ線も通さないレントゲン室に一人の人間を入れてウタヒを唱えてみる
　⇒ウタヒを唱える前から脳血流が上昇
　⇒つまり、ウタヒには電磁波だけでなくレントゲン室の鉛をも通る重力波 ( スカラー波 ) を
　発生させる力がある。
◆…さらに、ウタヒ５首と重力波、丸山式コイルは同形状である
　⇒コンセントにコイルを貼りその前にリンゴを置く実験をすると、鮮度の良い状態を保った。
　⇒つまり電気を利用したコイルにはゼロ磁場を発生させ、重力波を発生させる力がある。
　⇒カタカムナを謡ったり見たり身に着けたりすることや、ブラックアイ、丸山式コイルを使うことで、素粒子レベルで解決することが
　あり、私たちを元気にしてくれる。
◆電気コンセントに８個のブラックアイを貼ることでより強力な力を発揮する。少なくとも身体を休めるための寝室には８個貼ることを
おすすめする。
◆丸山式コイルはフラーレンのセラミックとの融合で驚くほどにパワーアップする。

人生は、魂の成長という大きな流れの一部です。あなたを操縦しているのはあなた自身です。
カタカムナ文献は、古代人がその強大な力ゆえに「神」とあがめた超存在と、誰でも簡単にアクセスできる方法がかかれたものです。そして、
私たちはカタカムナを知ることで人生を思い通りに生きることができるのです。

あなたの想いが今のあなたを作っています。未来もあなたの想いがつくり続けます。
そして、今あるすべてに感謝すると魂が向上します。感謝するという感情は、あらゆる心の垢を洗い流し、本来のあなたに近づけるからです。
幸せな状態であっても「あたりまえ」と思い、感謝できずにいると、やがて「あの時が幸せだった」と気づかされます。
　
人は一人では生きていくことはできません。これまで関わってくれた人たちや、身の回りにあるものはあなたの人生の目的を達成する手
伝いをしてくれた人やものばかりです。あなたが感謝の心を持つならば、あなたはほかの誰にも感謝される存在になります。人は皆「鏡」
だからです。感謝され、ありがたがられ、認められる存在になります。あなたが送った感情があなたを換えていきます。
　
お金や名誉や地位はあっちの世界には持っていけませんが、他人やすべてのものに感謝する心は、あっちの世界にまでもっていくことが
できます。もちろん、愛や慈悲の心も持っていくことができます。とはいうものの、私などは、感謝は大切だと思って、一定期間実行す
るのですが、しばらくするとマンネリ化して、心の底から感謝することがなくなってしまいます。

そこで、私は自分が感謝することに気づくために、身の回りのものにカタカムナの図像を刻印することにしました。例えば、食事の時に
使う御箸やお皿にカタカムナの図像があれば私がそれを見たとき、心からの感謝の想いをもう一度
思い起こすことができるのではないかと考えたからです。ハンドタオル一つにしても、そこにカタ
カムナ図像があれば、１枚のハンドタオルをいつくしみながら使う気持ちが私の中に起きるかもし
れません。
カタカムナは神の言葉であり、私たちの祖先の言葉であるので、これらを詠んだり、意識するとき、
周囲の空間にそれに応じた素粒子や重力子を誘導し、高次元空間であるミスマルノタマを創ること
ができます。その中では、高次元からのエネルギーを取り入れ、素粒子レベルでの修復が起こります。
この高次元空間では、私たちの心が平安に包まれ安心するだけでなく、私たちの心や、人間として
の物質的な側面の両方に良い作用を与えてくれるでしょう。

（※「なぜ祈りの力で病気が消えるのか」を一部引用）

カタカムナまとめ

カタカムナの叡智を受け取り、時空を超えた「神」に触れる
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カタカムナ ～神話の奇跡®～

カタカムナウタヒ８０首の中からより身の回りにおいてもらいたいウタヒや、丸山先生が発見した裏

カタカムナ、４８色のカタカムナ文字ヤタノカガミを基にしたカムナなどの図像を印字した製品。

カタカムナウタヒの図像を身に着けて生活すると、自分の思った通りのことが実現しやすくなります。
カタカムナを謡い、身に着け、それを書くことは願い事を叶えてもらうだけでなく『潜在意識』や『無意識』を最大
限にケアすることになります。

『潜在意識』や『無意識』は、いついかなる時も全面的に『私』の味方になってくれるでしょう。

製品に使用しているカタカムナウタヒの特徴

第５首 第６首 第７首

１～８首合一　裏

ヤタノカガミ

カムナ

80 首の中で、もっとも
素粒力学と関係がある
もの。この首を身に着
けたり、詠んだりする
だけでも、自分の身の
回りの空間に素粒子空
間が起こります。

５首と６首は一対のも
のであり、５首ととも
に使うことによって、
空間や身の回りをより
一層良い方向に変える
作用が増幅します。

アマノミナカヌシ、タ
カミムスヒ、カムミム
スヒの３柱の神様の力
によって、ミスマルノ
タマ（異空間）ができ
ることを示します。

８高次元から３次元へ、３次
元から高次元への橋渡しを
し、すべてのものが創造され
るときのカギ ( 鍵 ) となりま
す。

カムナの図形は、ヤタノカガ
ミを基に作られた図形で、ヤ
タノカガミが発する波動をさ
らに拡張させたものです。
この図形だけでも、空間を自
分にとって最良のものにする
パワーがあります。

１～８首合一　表

８０首の中から特にパワフルな１～８首のウタヒを黄金ら
せんにしたもの。黄金らせんにすることにより、１～８首
のパワーがより強力になった図像。

コズミックウェイブ
８0 首毎、全てのウタヒを黄金螺旋にし人体のメビウス構造
と同じように配置しており神話の奇跡シリーズ内で最もパワ
フルなパワーを持ちます。

1 ～ 8 首
合一

73 ～ 80 首
合一

65 ～ 72 首
合一

9 ～ 16 首
合一

17 ～ 24 首
合一

57 ～ 64 首
合一

49 ～ 56 首
合一

25 ～ 32 首
合一

33 ～ 40 首
合一

41 ～ 48 首
合一

５ ６ ７

1～８表 1～８裏 コ

４
世
次
元
以
上
の
高
次
元
の
世
界

三
次
元
の
世
界

人体も
メビウス構造
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80 柱の神様が集結したバイブル本

カタカムナ ３重ガーゼケット
6,400 円

サイズ：約…100 × 100cm　素材：綿 100％

カタカムナ  枕カバー
6,400 円

サイズ：約…33 × 42.5cm　素材：綿 100％

カタカムナ マルチフラットシーツ　コズミックウェイブ
15,000 円
サイズ：約…130 × 240cm　素材：綿 100％

すや
  すや

クロスやマルチ
カバーとしても◎

１

２

３

■ EM ナノフラーレンプレート【 第５首 / 第７首 】各 12,000 円　■ カタカムナプレート【 第６首 】6,400 円　※第５首…完売
■ 輪島御箸【 黒 / 赤 / 艶黒 / 艶赤 】各 4,100 円　※カタカムナマグカップ…完売　
１ ２
３

カタカムナ マスキングシート
640 円

シートサイズ：約…8 × 148(mm)…8 枚 4 組入り

ひふみ祝詞をカタカムナ文字 ( 正・負 ) にした
マスキングテープです。人の中の「神様な部分」
を発現させ「人を進化」させてくれます。

「上」と「下」を重ねてお
好みの場所に貼ります。
マスキングテープなので
剥がすのも簡単♪

デロスの神託π - パイ -アマカムナ

４ 5

７

52 × 52…(cm)　綿 100％ 25 × 25…(cm)　綿 100％

両面プリント
仕様

【白×カラー】

【黒×緑】

８

【アースドラゴン】

９

( ３種類共通）
直径 180mm　厚さ 3mm

10
【アマテラス】 【アマノミナカヌシ】

14.5cm

10.5cm

16.5cm

11.5cm

【M】 【Ｌ】

6

88 × 88…(cm)　綿 100％

■ カタカムナハンカチ　　　　　　 　 各 4,100 円
【…アマカムナ / パイ / デロスの神託…】
　
■カタカムナガーゼハンカチ　    　  　  各 1,200 円

【…第 5 首 / 第７首…】

■カタカムナシルクスカーフ　　    　 各 30,000 円
【…パイ / デロスの神託…】

４

５

６

■ ヤタノカムナミラー　　　　　　　　6,400 円
　
■カタカムナマウスパッド　　　　　各 2,000 円

【…白×カラー / 黒×緑…/…アースドラゴン…】

７

８

■ ミスマルマスク　　　　　　各 2,800 円
【…Ｍサイズ / Ｌサイズ…】
　
■カタカムナＴシャツ　　　　各 6,400 円

※ご希望のＴシャツの「デザイン」「サイズ」を記載
してください。
サイズは「衣類」のページ「Ｔシャツ（通常）」より
お選びください。

■ 星座シール　　　　　  　　　　１枚　各 640 円
※ご希望の星座をお選び下さい。

■ 星座シール　  　　　　１2 枚セット　各 6,400 円

10.5 × 14.8…(cm)

９

10

11

12
11 12

５ ６ ７ 1～８表

コ 1～８裏

第５首 第６首 第７首 １～８首合一　表

１～８首合一　裏コズミックウェイブ
マークに対応したカタカムナの
図像が商品に使われています。

コ
1～８表

1～８表
1～８裏

【高次元カタカムナ第5～8首】13

■ 高次元カタカムナ第５～８首　　　　3,200 円
※玄関空間にお使いください。　
13
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80 柱の神様が集結したバイブル本

振ると良いことが起こると話題の

バレル・コアにカタカムナの意思が

伝わります…

人体と親和性が高い植物由来の

テラヘルツパウダーが

潜在意識に働きかけます…

カタカムナ  バレル・コア　45,000 円
サイズ：直径 39 ×高さ 27mm……重量 145g
素材：SUS, ポリシリコン、テラパウダー
※収納袋付き

カタカムナ  賢者の石　45,000 円
サイズ：直径 36 ×高さ 36mm…重量 130g
素材：SUS304、ポリシリコン、植物性テラ
パウダー…※収納袋付き

バレル・コアには高純度テラヘルツ (11 Ｎ )
を使用しています。
高純度テラヘルツから波動が一秒間に１兆回
振動しています。
物質にはすべて波動があり、波動が乱れると
物事が思わぬ方向へ進むことがあります。
テラヘルツ波は色々な物質を通過する性質を
もっていて、乱れた波動を整えます。この波
動を受けることにより細胞レベルで活性化さ
れたり持っているだけでも運気が良くなる

「お守り」として多くの方に愛されています。

稲から精製したピュアな植物由来のテラヘル
ツパウダーと…、土……(…土壌…)…を表わす鉱物由
来のテラヘルツ鉱石が入っています。２つの
テラヘルツは、…命をはぐくむ土の力を介して
植物……(…生命…)…が生まれる過程を表しているた
め、…人体との親和性が高いです…。
賢者の石にはカタカムナ文字である…「…ヤタノ
カガミ…」…とそれから作られた…「…カムナ…」…の図
形を一対でデザインしています。日常で…振
ることで…、インナーチャイルド（潜在意識）
を癒してくれます。

植物由来の
テラヘルツパウダー

鉱物由来の
テラヘルツ鉱石

表：ヤタノカガミ 裏：カムナ裏：第７首…裏裏：第７首…表

「カタカムナ バレル・コア」と「カタカムナ 賢者の石」の違いは？ どちらを選ぶ？
バレルコア…主に顕在意識に働きかけます。…明確な目標や開運・幸運を願う方におすすめで
す。…縦方向にエネルギーを発し天と地を繋ぐ働きをします。…はっきりした願望をイメージし
て上下に振りましょう。
賢者の石…人体との親和性が高く、主に潜在意識に働きかけます。潜在意識をしっかり癒し、
願いや夢を外の世界へ放射する役割を持ちます。…自分自身の神である潜在意識をより癒し、
愛したい方へおすすめです。…放射状にエネルギーを発する為、人体との相性が良く、あらゆ
る問題解決にもおすすめです。

ご使用方法
・お守りとして　バッグやポケットに入れて持ち歩く
・運をつかむ　点をつなぐように上下に振り運を引き寄せる
・波動を整える　手に握ることにより波動を整える
・からだを変える　からだをなでることで筋肉の緊張を和らげる
・マッサージにも　カッサのように優しくなでれば頭も体もリフレッシュ！

奇跡が起こる
カタカムナ 生

いのち
命の書 図像集２　

25,000 円
A4：439 頁　約 2.2kg
発行年月　2018 年 4 月 15 日
本田印刷株式会社　出版部

図像集の使い方例
図像集に決まった使い方はありません。
眺めたりペラペラページをめくるだけでエネルギー体
に包まれ、パワースポットになります。
　・…ぺらぺらとページをめくってパワースポットに…！
　・…眺めてみる
　・…神様のエネルギー体として抱きしめる
　・…指やペンでなぞったり色をつけてみる
　・…枕元に置いて寝る

この図像集はカタカムナの神様 ( エネルギー体 ) が 80 柱入っています。
それも 80 柱の神様同士がお互いを高め合い
新たな神様を創造するかのような図像にアレンジされています。

▲ハードカバー箱入り

体験談
・身近に置いておくだけでも場が整うようで、……
良いものを持つ喜びを感じます。（50 代男性）

・開いた途端、爽やかな風が吹いてくるよう
な気がしました。
…同封されていた解説の…冊子を参考に、…いろい
ろ試して…みようと思います。…(50 代女性 )

・わたしは、鍼灸師です。
表紙にもなってる金の龍は、……毎日、…治療で
使っていますが、……エネルギーが凄い！！首の
付け根や…背中に貼って、カタカムナのウタヒ
第５～８首を…心の中で謳う…だけで、………みんな
一様に「身体が熱くなる」あるいは、…「涼しく
感じる」と言います。(50 代男性 )…

【 収録内容 】
・モノクロページ
正と負のカタカムナウタヒ
第１首～第 80 首カムナカタカムナウタヒ正・負
無限らせんマワリテメクル
カタカムナウタヒ黄金らせん
８首合一アマカムナ
・カラーページ
正と負のカタカムナ
文字一覧表 ( カラー Ver.)…
カタカムナ・フトマニ・ガウス
カタカムナ…遺伝子変換コード盤、他…　
カラーページ 200P 以上収録！

自分専用の龍 ” を持つための『カタカムナ龍図』
“ 自分の心の中の光を輝かせるため ” の『カタカムナ
聖杯図』を全収載。
これらの図像は心の光にさらなる輝きを与え、心・体・
空間を清めます。ぱらぱらとめくったり、そこに置
いておくだけでも、自分の中の愛と慈悲という光に
目覚めることができるでしょう。

深い愛と慈悲に包まれる図像

カタカムナ龍図・聖杯図
図像集
6,400 円
2019/5/15（株式会社ユニカ）
A5 判：144 Ｐ ( ソフトカバー )
本田印刷株式会社　出版部

図像集の使い方例

体験談
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電磁波対策
シリーズ

原因不明の不快感は電磁波が原因かもしれません

生体電流の乱れを引き起こす有害電気を取り除き

イキイキ快適な毎日を過ごしませんか

BLAC EYE

丸山式コイル　ブラックアイ

　 2 個入り 1,429 円 貼替シール 1 シート 10 枚×１シート ( 肌用 )

 6 個入り 4,000 円 貼替シール 1 シート 10 枚× 3 シート ( 肌用 )

 30 個入り  19,800円 両面テープ 1 シート 10 枚× 3 シート ( 機器用 )

 50 個入り 32,000 円 両面テープ 1 シート 10 枚× 5 シート ( 機器用 )

100 個入り 60,000 円 両面テープ 1 シート 10 枚× 10 シート ( 機器用 )

ブラックアイ開発者
医学博士　丸山 修寛
私たちが生きる上で必要な生体電流という、微弱な電流が流れ
ており生体電流の乱れが肩・腰・関節痛の原因になるとも言わ
れています。しかし、私たちの生活の中は家
電であふれ、家電からは電磁波という電気の
波が発せられています。私はこの電磁波が生
体電流に影響を与えるとみています。
この私が「ブラックアイ」を開発した基本的
な考えには「生体電流の流れをスムーズに整
える」ことにあります。もちろん健康な方で
も有益です。

丸山式コイル
- ブラックアイ -

BLACK EYE
「丸山式コイル　ブラックアイ」は、銅線を使い、高密度で特殊な巻き方をした指先大の小さなコイル
（特許取得）です。…開発者丸山修寛医師が、8 年に及ぶ研究、３０００名以上の患者さんへの治療に用
いる傍ら、その改良に取り組んできました。
…そして、２０１２年一般医療機器の認可を取得し、皆様に自信を持ってご紹介できる製品となりました。

※ 30 個以上は簡易包装となります。機器用テープは体への貼付けにはご使用できません。

コンセントに何も貼らな
いものと、ブラックアイ
を２個貼り付け、１時間
経過後のプラスイオン、
マイナスインを３分間計
測しました。( ※右のグラフ）

　　…マイナスイオン効果

ブラックアイを使うとコンセントの空気中水分子と、コンセントからの電気を材料とし
て、ブラックアイが水分子をマイナスイオンとプラスイオンに分解すると予想し、イオ
ンの測定を行いました。

ブラックアイ貼り付け前後の室内イオン濃度の変化

ブラックアイの使い方①

コンセントに 貼 る

本品を使用後、プラスイオンが減少しマイナスイオンが増加していることが分かります。

　  押圧効果　
ブラックアイ本体の突起による押圧効果で、筋
肉のコリをほぐし、痛みを改善。…付属のテープ
や絆創膏で体の不調な部分や痛みのある場所、
ツボなどに凸面を向けて肌に貼るだけです。

　  生体電流整流効果
体に貼ることによって、人体局所に生じたうず
電流をすみやかに消去することができます。
その結果、生体電流の流れが整います。

　  遠赤外線効果
ブラックアイに使用しているセラミック炭は、
優れた遠赤外線放射が認められています。（※ 20
分使用することで使用部位の平均温度は 1.8℃上昇
した。）

  　マイナスイオン効果
人工電磁波の発生源に増えるプラスイオンをマ
イナスイオンに変化させます。

体を錆びさせる（酸化）空気を

体を若返らせる（還元）空気に変える

※ 38 ページ「リンゴの実験」参照

電磁波の対策
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ブラックアイの使い方①

コンセントに 貼 る

ブラックアイの使い方②

体の気になる部分に貼る
　　…押圧効果

付属のテープや絆創膏で体の気になる部分、ツボなどに凸面を肌側に
向けて貼るだけです。凸面が痛く感じる場合は、平らな面を肌側にし
て貼っても問題ありません。( 凸面はツボ押し効果があります。）
※付属のテープや絆創膏は別売り販売もしています。

全身のコリのポイント

顔のコリのポイント

耳の後ろにある
Ａ点は、脳と全身を
結ぶ重要ポイント！
まずは A 点に貼る
のがおすすめです。　

疲れ目

鼻の不調

　　…生体電流整流効果

ブラックアイ貼り付け前後の皮膚表面温度

ブラックアイが有害電磁波を打ち消す仕組み

　　…遠赤外線効果

本製品に使用しているセラミック炭は、優れた遠赤外線放射が認められています。
利用しているセラミック炭は、杉、ヒノキのおが粉を原料にしています。

ブラックアイ２個を肘に貼り付け
20 分後に測定

ブラックアイ
貼り付け前

平均温度が
1.8℃上昇！

➡

▲コイルを覆っている黒い
カーボンにも電磁波障害を軽
減する効果があります。

※本品は半永久的にご使用いただけます。( 但し保管環境による劣化、紛失などによる場合を除く )

ブラックアイを家電に貼ることで、人工電磁波の発生源に増えるプラスイオンをマイナスイオンに変化させます。
家電に貼る場合、ブラックアイ単体はもちろんですが次ページでご紹介する MAXmini シリーズと合わせて使うとより効果的です。

詳しい使い方は、MAXmini シリーズの最後のページ「MAXmini・ブラックアイ家電への貼り方」で説明していますので、そちらをご覧ください。

ブラックアイの使い方③

家電に貼る

医師の治療を受けている人や下記の人は
医師と相談の上ご使用ください。

　①心臓に障害のある人
　②妊娠中、不安的、または出産直後の人
　③糖尿病などによる高度な末しょう ( 梢 ) 循環障害による
　知覚障害のある人。

◀青いグラフが使用前、赤いグラフが使用後 20
分の体温です。
最高温度・最低温度ともに、本品を使用で体温
が１℃以上上がるという結果が出ました。
ブラックアイは生体温熱効果で血行促進に優れ
た製品であることが証明されています。

人体に流れる生体電流は直流ですが、人口電磁波は交流です。
人口電磁波が人体に作用すると、うず電流（渦巻のような形の電気の流れ）が生じ、人
体の生体電流の流れが乱されます。
ブラックアイに内蔵されているコイルは、「アンペールの法則」に基づいた構造です。
アンペールの法則とは電流とそのまわりに出来る磁場との関係をあらわす法則で、ブ
ラックアイでは、反対を向いたコイルが重なり合うことで同方の磁気を打ち消します。
体に有害電気を受け、過剰にたまった電気を打ち消しあい、生体電流を整えます。
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丸山式コイル - ブラックアイ -

BLACK EYE 体験談＆活用方法
ブラックアイの体験談や活用方法をご紹介します。

「ツボといってもどこに貼ればいいの…？」と迷っている方も、同じような悩みを抱えている人の使い方を是非試してみてください。
「ここに貼ってこんな効果があった！」等のご感想も是非お寄せください♪

痛み 睡眠
寝室とリビングのコンセントに貼ったところ、夫の夜の咳
が減ったようで、私自身も眠りが深くなった気がします。
冷えが酷く、肘の痛みがつらかったので、肘や肩にも貼っ
ていたら痛みが和らぎました。
疲れが溜まったときなど、足のだるさは足の裏、肩こりに
は肩に貼ったりしています。楽になります。(30 代女性）

ぐっすり眠れ、トイレの回数も減りました。
肩・膝の痛みは貼ればすぐ解消するので助かります。

目

説明書にあった A 点に貼ってみましたが、頭がじんわり血
流が改善している感じがします。
パソコン作業が多いのですが、目も疲れにくく、肩こりも
しにくくなったような気がします。(40 代女性 )

ブラックアイをアイマスクにつけて、一晩寝てみたところ、
確かに目の周りがスッキリした、コリが解消された感じで
した。続けていくのが楽しみです。(60 代男性）

コンセントと、眼精疲労の左目のこめかみに貼りました。
パソコン作業をしたときの目の疲れ方が緩やかなので、初
日からちょっとびっくりしました。嬉しいです。(20代女性）

電磁波

電磁波に過敏な体質の者です。
寝室のコンセントに２個ずつ貼ったところ、良
く眠れるようになりました。使い始めて一週間、
めまいも軽くなりました。（20 代男性）

スマホと車に使っています。頭痛が軽減しました（30代男性）

腰や肩に負担のかかる仕事をしているのですが、
ブラックアイをつけるようになってから痛みや
コリがだいぶ違ってきています。
結果、疲れがたまりにくくなり、睡眠時間の短
縮や活力の向上がありました。
電磁波などにも効果があるそうなので、それも
関係しているのかもしれません。

首とおへそに貼り、コンセントにも貼ったら良く眠れるし
寝起きも爽快になりました。
携帯やパソコンにも貼っています。（40 代男性）

コリ

痛み

貼ってから１日目で効果を感じました。
痛みがあった、膝、腰にさっそく貼りましたが、翌日にはそ
れまでの痛みがかなり軽減されていました。（60 代女性）

貼ってみたところ、首のコリがやわらぎ体中の血流が良
くなりポカポカする感じがします。こんな小さなものを
貼るだけで色々効果があることがわかりましたので、ま
たそのうち追加購入したいと思います。（50 代男性）

おへそに貼ってみました。そして胃が悪いのでみぞおちにも
貼ってみましたが、数時間で痛みが消えました。(40 代男性 )

痛みやツリ・コリには即効効きました。
15 年前の脳出血の後遺症で左足の外側が時々つったり、痛
みが出ることがありましたが、コイルを貼った途端、嘘みた
いに治ってしまいます。（60 代男性）

３週間ほど使いました。使用前は寝つきも悪くいつも睡眠
不足でしたが、ブラックアイを貼ってからは良く眠れるよ
うになりました。（40 代女性）

睡眠のお悩みはコンセントにブ
ラックアイを貼ったら改善した！
というお声が沢山ありました。

原因不明の不快感は
電磁波が原因かもし
れません…

痛みやコリのある部分に
ブラックアイを貼ってい
る方が多いようです

目の不快感はこめかみや
Ａ点にブラックアイを
貼って解消している方が
多いようです

S L
44cm 51cm

色
黒 白

ABILES…plus…Crystal ネ
アビリスプラス　　　クリスタル

ックレス …　各 6,800 円

T
タ イ プ

ype ２ T
タ イ プ

ype ３

ABILES…plus ネ
アビリスプラス

ックレス…　　　　　　……………各 5,600 円

A 面：スワロフスキークリスタル ®
　　　2.6mm…19 個
B 面：ブラックアイ　1 個

A 面：スワロフスキークリスタル ®
　　　11.1mm…1 個
B 面：ブラックアイ　1 個

A 面：スワロフスキークリスタル ®
　　　2.6mm…12 個 /6.4mm…1 個
B 面：ブラックアイ　1 個

T
タ イ プ

ype １

ABILES…plus…Crystal ネックレスの
「色」「サイズ」は上の表から
「Type」は３種類からお選びください。

A 面：スワロフスキークリスタル ®
　　　2.6mm…1 個
B 面：ブラックアイ　1 個

ABILES…plus…ネックレスをご希望の場
合、「色」「サイズ」を↓の表より
お選び下さい。

S M L LL
17cm 18cm 19cm 20cm

色
黒 白

※ ABILES…NEO は黒のみ LL サイズなし

■ ABILES plus ブレスレット 　  各 5,600 円

■ ABILES  plus 
　   Crystal ブレスレット 　　 　各 6,800 円

■ ABILES NEO　　　　　          　 6,800 円

1

2

3
スワロフスキークリスタル ®
11.1mm…1 個

2

1

新技術
※2　T

テ ラ ヘ リ ッ ク ス

ERAHERIX を
採用した NEW モデル。

３

3L 4L
22cm 24cm

ABILES…plus…
アンクレット
各 5,600 円

※黒のみ

リストバンドエレマナ　各 5,500 円

S M L
16.5cm 18cm 19cm

色
黒 白

中心にヤタノカガミをデザイン

ブレスレットサイズ表

※アビリス＝セラミックパウダー入りシリコン使用
※アビリスプラス注意事項　
・本製品はシリコンバンドですので引き伸ばして装着します。
・本品は一般的な日常生活における水濡れ（入浴・炊事）などに対応できます。
・ご注文の際に手首のサイズを測り、サイズをお選び下さい。（ブレスレット）

※2　TERAHERIX　-…テラヘリックス -
ABILES…plus…NEO には、アビリスが独自開発したシリカ濃縮配合に、共振作用の優れた浸透
性を持つ広域波動を照射した新技術が使用されています。

BLACK EYE コラボシリーズ 各商品には BLACK…EYE が１個内蔵されています。BLACK…EYE をアクセサリーとして身に着けたい方に！
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Q1.　ブラックアイの特徴は？
A1.　生体電流を整えます。
私たちの体は常に微弱な電流が流れています。血液やリンパの流れ、脳や心臓もこの生体電流が動かしており、私たち人間が生きていくうえで欠か
すことのできないものです。しかし、私たちの生活で急速に増加している家電から発せられている電磁波を受けてしまうと、生体電流に乱れを生じ
させてしまいます。すると、本来のような働きができなくなってしまいます。
ブラックアイは生体電流を阻害する余計な磁気を取り除き、本来の状態に整えてくれます。
また、ブラックアイを包む黒いエストマ―コーティングは遠赤外線を放出する炭を保有しており、遠赤外線効果により体の血行促進が期待できます。

Q2.　水に濡れても大丈夫ですか？
A2.　入浴時や、水仕事などは装着したままで構いませんが、塩分を含む温泉・海水浴は避けてください。原料の銅が錆びることがあります。

Q3.　平面側に３点穴があり、銅線が見えますが、説明書に「銅線が見える場合は使用を中止してください」とあります。これは不良品ですか？
A3.　３点の穴は構造上必要なもので、説明書の「銅線が見える」とは製品周りの黒いエストマ―コーティングが剥がれた場合を示します。

Q4.　他社の健康グッズと併用してもいいですか？
A4.　問題ありません。

Q5.　ブラックアイ専用の貼り付けシール以外は使えませんか？
A5.　体への使用の場合は、専用貼り付けシールの他、ドラックストアなどで販売している紙絆創膏など肌荒れしにくいものを使用することをおす
すめしています。電化製品の場合、事務用のセロハンテープや両面テ―プなどでお貼りください。

Q6.　シールを剥がした際に、粘着がコイルやコンセントに残ります。お手入れ方法を教えてください。
A6.　コイルについた粘着は、石鹸で洗うと落ちやすくなります。ベタつきが残っていても効果に変わりありません。

Q7.　時計は壊れませんか？
A7.　ブラックアイは磁気製品ではありませんので問題ありません。( アナログ時計は、外部からの強い磁気でステップモーターの回転が乱れるとい
われています。)　

Q8.…　磁気製品やマッサージ器具と併用しても大丈夫ですか？
A8.　特に問題ありません。治療器具などと使われる場合は医師又は専門家にご相談ください。基本的にこれらの器具と共鳴することで効果を上げ
る可能性があります。

Q9.　ペースメーカーを使用していますが大丈夫でしょうか？
A9.　ご使用いただけません。

Q10.　インプラント治療をしていますが大丈夫でしょうか？
A10.　特に問題ありません。ご使用いただけます。

Q11.　連続で使用しても大丈夫でしょうか？
A11.　24 時間ご使用いただけます。

Q12.　妊娠しているのですが使用しても大丈夫ですか？
A12.　問題ありません。ご使用いただけます。

Q13.　子供に使用できますか
A13　ご使用いただけます。
小児や児童（12 歳以下）及び監督を必要とする方が使用する場合、誤ってコイルを飲み込むことがないよう、十分ご注意下さい。

Q14.　ペットに装着させたいのですが…
A14.　動物へのご使用は避けてください。

Q15.　ブラックアイ使用中にパソコンを使っても大丈夫ですか？
A15.　特に問題はありません。パソコンを長時間使用される方にこそおすすめしたい商品です。

Q16.　皮膚が弱いのですが使用できますか？
A16.…　あまりにも状態がひどい場合は医師に相談してください。

Q17.　服の上からでも効果はありますか？
A17.　衣類の上からでも効果はありますが、厚手のものはあまりお勧めいたしません。

丸山式コイル - ブラックアイ -

BLACK EYE よくある質問と回答

BLACK EYE コラボシリーズ
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MAXmin i
シリーズ

MAXmini の銅線基盤は、周辺への拡散と中心部への集中を同時に行うことにより、
お互いの磁気を打ち消す働きがあります。
携帯・ＰＣ・スマートフォンに貼るだけで電磁波とマイクロ波を低減させることができます。

マックスミニ

MAXmini α 2,700 円
・MAX…mini…α× 1
( 幅 43 ×高さ 45mm)
・機器保護透明フィルム× 2
( 幅 50 ×高さ 50mm)

MAXmini V 4,800 円
・MAX…mini…V × 1
( 幅 102 ×高さ 20mm)
・機器保護透明フィルム× 2
( 幅 120 ×高さ 40mm)

▲携帯機器に貼る。もしくはスマートフォ
ンのカバーをお使いの場合、カバーに
MAXmini を挟むだけでも電磁波の低減が
期待できます。

数年前と比較しても、携帯電話やスマートフォン、Bluetooth、携帯用音楽機器など、人体に直接触れる電子機器が増え、
さらに、静電気を発生させやすい衣類の普及により、人体はこれまで以上に静電気を帯びやすくなっています。
MAXmini…V は２種類の銅線基盤を組み合わせた電磁波ブロッカーシートです。
２種類の銅線基盤は、フラクタルパターンによって機器から受けた電磁波を周辺へと拡散し、中心部への集中を行うこ
とにより、電磁波を打ち消す働きが期待できます。２種類の銅線基盤は、写真のポジフィルムとネガフィルムのような
関係になっており、どちらか一方の銅線基盤で処理できない電磁波を、もう一方の銅線基盤で処理することができます。
その結果、一つのフラクタルパターンを使うより、より優れた電磁波処理機能をもつことが期待できます。

MAXminiα
アルファ

と MAXmini Vα

ブイ

の違い
MAXmini αは１種類の銅線基盤で電磁波を打ち消しますが、MAXmini…V は２種類の銅線基盤を５個
使用しているので、αより性能が良くなります。
Wi-Fi ルーター、スマートフォン、パソコンには、より低減率の高い V をおすすめします。もちろん
全ての機器にMAXminiVを使用した方が良いですが、その他の機器はご予算で決めてもらっています。

携帯電話を使用すると、脳血流が低下し、前頭前野の働きが悪くなるといわれています。
そこで MAXmini を貼った携帯電話と貼らない携帯を使用した場合の脳血流の違いを測定しました。(脳血流測定器スペクトラ
テック社の…OEG-SP02 を使用・前頭葉に 16 極の電極を貼る )

MAXmini を貼らない携帯電話使用時は測定開始 10 分後、酸素結合の血流が低下していることが分かります。( 青のライン )
対して MAXmini を貼った携帯電話使用時は、測定開始 10 分後から酸素結合の血流が上昇しました。（赤のライン）

MAXminiシリーズとブラックアイの違い
ブラックアイ：電磁波の発生源に増えるプラスイオンをマイナスイオンに変化させ、体にいい電気に変える。
MAXmini シリーズ：電場、磁場、高周波（マイクロ波）の低減、体に受ける電磁波ノイズを少しでも少なくする。

MAXmin i α

MAXmin i Ｖ
ブイ

アルファ

MAXmini αと MAXminiV の電磁波低減率比較

脳血流は低下… 脳血流は上昇！

MAXmini を貼らない携帯電話を使用 MAXmini を貼った携帯電話を使用

▲ MAXmini Ｖは Wi-Fi 等の電磁波が強い
ものにおすすめです。
※上の画像はブラックアイと MAXmini Ｖ
を使用した Wi-Fi の電磁波対策です。
家電への対策方法は次ページで詳しく説
明しています。

MAX…mini…α MAX…mini…αR

MAX…mini…
α

MAX…mini…
αR

MAX…mini…
α

MAX…mini…
αR

MAX…mini…
α

➡

従来の「MAXmini α」と
MAXmini αを反転した MAXmini αR
２種類の基盤で電磁波を処理します。

さらに銅線基盤を５個使用する
ことで MAXmini αより幅広い
電磁波ノイズを低減できるよう
になりました！

１枚入り

１枚入り

※ MAXmini シリーズは半永久的にご使用いただけます。( 但し保管環境による劣化、紛失などによる場合を除く )
　銅線基盤の模様が破損した場合、本来の電磁波低減率とならないことがございます。また、破損した銅線で怪我をすることがございますので、銅線が破損した場合はご使用をおやめ下さい。
※「MAXminiV] を切ってもいいですか？」というご質問をいただきますが、MAXmini は切らずに使用してください。
貼りたい機器より MAXminiV が大きい場合は、模様が切れないように模様と模様の間を切ってください。MAXmini
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※画像の位置に貼れない場合は、その周辺や側面、裏面など貼
れる位置に貼ります。

それでは実際に
マックスミニや
ブラックアイを
家電に貼りましょう

は～い！

コンセント
ブラックアイ：２～８個
※寝室は８個推奨

Wi-Fi
ブラックアイ：4 個 ( 表２個、裏２個 )
マックスミニV：２枚(表１枚、裏１枚)

ブレーカー
ブラックアイ：８個(メインスイッチ部分)
マックスミニ V：１枚 ( ブレーカー表面 )

M AX m i n i・B L AC K  E Y E
家 電 へ の オススメの 貼 り方

電子レンジ
ブラックアイ：２～８個
マックスミニ V：1 枚

テレビ
ブラックアイ：２個
マックスミニ V：１枚

携帯電話 ( スマホ )
マックスミニ V：１枚

ノートパソコン
ブラックアイ：４個
マックスミニ V：１～２枚

冷蔵庫
ブラックアイ：２～８個
マックスミニ V：２枚

又は
モニター付近

裏面に貼る

家の大元は
対策必須！

寝室にぜひ！

IH 調理器
ブラックアイ：２個
マックスミニ V：１枚

2008 年以降の製品は 20cm 以上離
れると、電磁波は基準値以下のもの
が多いようですが、長時間 IH 調理
器の前にいる場合は対策推奨です。

高周波が発生しているので対策必須！

必ず対策すべきもの 次に対策すべきもの

エアコン
ブラックアイ：4 個
マックスミニ V：１枚

送風口近くに貼り空気が良くなるという
方もいますので、貼る場所はお好みです。

生活スタイルにあわ
せて対策すべきもの

炊飯器
ブラックアイ：２個
マックスミニ V：１枚

「身の回りの電磁波対策」という冊子でも詳しく説明しています。
HP でも同様の内容を掲載中！

　　　　　　　　　　　身の回りの電磁波対策▶
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多層丸山式コイル、特殊ナノセラミック、コリドラ・アイ、

カプロンファイバー、セラミック炭などを使用した

電磁波対策の新シリーズ

ブラックアイ ガイアス シリーズ

クスリエ「フラワーベシカ」の模様を
セラミック入りインクでプリント。
このセラミックは電磁波を吸収し、必
要な生体エネルギーに変えます。
体にあてることにより、周囲の電磁波
を吸収してエネルギーを補うことがで
きます。

ふんわりやわらかく、通気性と保湿性
を兼ね備えていますので、一年を通し
て快適に過ごせます。
空気を通しやすいガーゼ生地はムレに
くく、サラっとした肌さわりでべた付
くのを防ぎ、適度な保温でエアコンな
どの寝冷えも防いでくれます。

サイズ：140 × 190cm　　生地　ガーゼケット：綿 100％ ( ガーゼ素材 ) 外模様入生地部分　綿 100％ ( 特殊ナノセラミック・セラミック炭塗布）

※ 5 重ガーゼケットプリント部分が体上半身を覆うように使用する
ことをおすすめしておりますが、プリント部分のごわつきが気にな
る、体感により裏表上下どの向きで使用されても問題はありません。

BLACK EYE Gaius
５重ガーゼケット
24,800 円

ブラックアイで使用している「丸山式コイル」を３層
にし、特殊ナノセラミックと組み合わせることで、よ
り強化された対電磁波コイルとして開発されたのが

『多層丸山式コイル』です。
丸山式コイルの効果をより強める為に、銅製コイルに
フラーレン加工されたセラミック ( 以下フラーレン )
を追加しました。フラーレンはバッキーボールと同じ
構造をしている為、四次元世界と三次元世界の接点と
して働くと考えました。
様々なフラーレンを取り寄せ、施策を繰り返し、そこ
で完成したのが「多層丸山式コイル」BLACK…EYE…Gaius
シリーズです。

多層丸山式コイル

超微細な複数の特殊セラミック（フラーレン含む）の粒子が電磁波を吸収し、生
体エネルギーや遠赤外線を発します。
この特殊セラミックはバッキーボール構造のセラミックを複数使用しています。

丸山先生の研究・開発により考案された「コリドラ・アイ」は
フェライト由来のメビウスと、電磁波のノイズや磁場成分を抑
制するフェライトコアを組み合わせることで、地球のパワーを
補給し、電磁波へのバリア力を高めます。

カプロンファイバーは超極細・高純度の銅 ( カプロン ) 線を繊維に編み込んだ特
許取得の新素材です。銅イオンの働きにより「制菌・消臭」「静電
気防止」「蓄熱・保温」にたいへん優れた効果を発揮します。効果
は「銅そのもの」の性質によるものなので、半永久的に続きます。
※特許：機能性生地…第 4307819 号

従来のブラックアイを
三層にし

➡

特殊ナノパウダーで
対電磁波能力ＵＰ！

特殊ナノセラミック ( フラーレン）

コリドラ・アイ

メビウス

フェライトコア

カプロンファイバー

遠赤外線・調湿・脱臭機能に優れた特徴を持ち、間伐材にセラミッ
クをコーティング。

セラミック炭

▲ 30 ミクロン (0.03mm) の超極細な銅線 ( 写真の赤色の線 ) は髪の毛の約１/ ３程度です。

生地内部に塗布してあります▶

特殊ナノセラミック入りプリントで
電磁波を吸収、生体エネルギーに変えます。
ガーゼ素材だからかるく柔らか…

※クスリエ「フラワーベシカ」とは…
フラワーベシカはフラワーオブライフという数千年前からインダス、エジプトをはじめあらゆ
る文明に見られる紋章です。
フラワーオブライフ自体が生命に働きかける作用を持っていますがその中でも特に生命に対し
て強く働きかける作用を持った図形がこのフラワーベシカです。イエスキリストの肖像もベシ
カパイシスというこの魚の浮き輪の中に入れられて、ヨーロッパの方では教会の前に飾ってあ
ることが多いようです。この図形だけでも人を心身共に元気にさせる力があります。

BLACK EYE Gaius

特殊ナノ

5G 対策に
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ペンダントヘッドに
「多層丸山式コイル」を内蔵
開発者自らが「奇跡のペンダント」
と呼ぶネックレスです

BLACK EYE Gaius
ネックレス
15,000 円

▼どちらの面でも使える
ダブルフェイス仕様

「多層丸山式コイル」内蔵で生体電流の流れをスムーズに！
「カプロンファイバー」のミネラル繊維で「制菌」「消臭」いつでも清潔

約…直径…厚さ 5mm（±１～２mm）　素材：ナイロン、ポ
リエステル、ポリウレタン、金蔵繊維、多層丸山式コイル、
特殊ナノセラミック

１個内蔵

特殊ナノ

カプロン

程よい弾力のクッションが
土踏まずにフィット

足裏にかかる負担を軽減することで、足が疲れにくい

アーチをサポート
衝撃を吸収

2 個内蔵

特殊ナノ

カプロン

素材：ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、鉄、金属繊維、多層丸山式コイル、特殊ナノセラミック

Ｍ 全長…約 60 ×最大値…約 20cm
Ｌ 全長…約 67 ×最大値…約 23cm

表

裏

▲ BLACK…EYE…Gaius 膝サポーターほか、面ファスナー
が貼りつく素材なら、お好きな場所へ貼りつけ可能で
す。ゴムバンド等に縫いつけてバンド等にしても OK…!

トップ：直径 26mm ×厚さ 6mm ×長さ 51cm　素材：シリコン、多
層丸山式コイル、特殊ナノセラミック　※綿紐：綿 100％

サイズ：約…58 × 43 × 5mm
チップ：1個、カムナセラミックシール(ス
クエア型：2 枚）

Ｍ 横…約 29.5 ×…縦…約 6.5cm
Ｌ 横…約 35.5 ×…縦…約 6.5cm

素材：ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、鉄、金属繊維、コリドラ・アイ、多層丸山式コイル

▲面ファスナー付きで装着簡単！

◀ガイアスチップは
おへそに貼るのがおすすめです！

多層チップ＋コリドラ・アイで生体電流の流れをよりスムーズに！

オススメ！

マルチバンドの便利なチップタイプです。
多層チップ＋コリドラ・アイの組み合わせで、生体電流の流
れをよりスムーズに整えます！
専用シールで気になる部分に貼ることもできます。

内部構造

ＳサイズとＭサイズを
つなげて首まわりに巻
くこともできます！

ブラックアイ
ガイアスチップ

表

裏

内部構造

・丸山式コイルで強力な対電磁波作用
・通気性に優れ、薄くて軽い素材で快適。
・装着簡単！巻いてとめるだけ。
・ズレ防止パットで長時間の使用も安心。
・ボーンが膝の曲げ伸ばしをサポート。
・膝頭もすっぽり包んで温かく、冷えをシャットアウト！
・ミネラル繊維を全体に使用して「制菌」「消臭」で清潔

2 個内蔵

特殊ナノ

2 個内蔵

特殊ナノ

コリドラ・アイ

BLACK EYE Gaius　足裏パッド
( ２足セット )……男女兼用フリーサイズ

5,600 円

多層丸山式チップ
1,300 円
約…直径…厚さ 5mm（±１～２mm）
素材：ナイロン、多層丸山式コイル、特殊ナノセラミック

BLACK EYE Gaius　膝サポーター
(１個…) ※男女兼用

6,400 円
▼サイズをお選び下さい。

ガイアス マルチバンド
(１個…) ※男女兼用

6,800 円

▼サイズをお選び下さい。

ガイアスチップ
　  4,800 円

特殊ナノ

カプロン

2 個内蔵

2 個内蔵 特殊ナノコリドラ・アイ

足裏から生体電流の流れを

スムーズに整えます。

土踏まずがマッサージされ

るような気持ちよさ！
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特殊セラミックをプリント！…
このセラミックは、電磁波を吸収し必要な生体エネルギーに変えます。

シルク
×

セラミック炭
×

特殊ナノセラミック

ガイアス　ネックウォーマー
6,400 円

男女兼用フリーサイズ
かぶり口約 22cm、長さ約 30cm

ガイアス　ウォーマー
6,800 円

男女兼用フリーサイズ
( ２枚セット ) 腕・膝・足用

フリー適用周囲の目安約 16 ～ 43cm、長さ約 52cm

ガイアス　極薄 腹巻
5,600 円

男女兼用フリーサイズ
サイズ：フリー：丈 28cm…横 20cm…薄さ 0.3cm
※胴回り 50 ～ 90cm まで伸縮するフリーサイズ

素材：綿 97％（炭染めオーガニックコットン）ナイロン 2％、
ポリウレタン 1％　裏側塗布：特殊ナノセラミック・セラ
ミック炭塗布

Ｓ 23 ～ 24.5cm
Ｍ 25 ～ 26.5cm

腹巻内側部分に BLACKEYE…Gaius 特殊セラミックがプリン
トされてます。
このセラミックは電磁波を吸収し、必要な生体エネルギー
に変えます。体にあてることにより、電磁波を吸収して生
体エネルギーを補うことができます。

特殊ナノ セラミック炭

◇素材
　・内側：絹 100％（特殊ナノセラミック・セラミック炭塗布）…
　・外側：綿・絹と綿の間のゴムの部分の仕様材質：ポリエステル、ポリウレタン
◇ご使用方法・お手入方法
　・首に着用してください。…
　・手洗いまたはネットに入れて洗濯できます。洗剤は中性洗剤をご使用ください。
　・干すときは形を整えて必ず日陰干しを行なってください。

腕

膝

足

肌にやさしいシルク
と遠赤外線機能にす
ぐれたセラミック炭
に特殊ナノセラミッ
クを含んだ素材です。

表

裏

３WAY 使える

特殊ナノパウダーを吹き付けた不織布です。このセラミックは電磁波を吸収し、
必要な生体エネルギーに変えます。体にあてたり寝具として使うと、電磁波を
吸収して生体エネルギーを補うことができます。

ガイアスインソールにも使用している、
セラミックを塗布した不織布です。
体にあてたり寝具として使うと、電磁波を吸収して生体
エネルギーを補うことができます。

裏

▲サイズラインに合わ
せてハサミでカットし
て使用します。

フラーレン構造をもつセラミック数種類を
独自配合したシートを搭載。…足の裏から
パワーがみなぎります。
※複数のナノセラミックを独自配合。 インソールの表面にカタカムナ

ゴールデンドラゴン…ブラックを
印刷。体本来がもつパワーを最
大限に引き出します。
※模様の配置はランダムとなります。

足裏形状記憶素材
２～３日履き続けることで足裏面の
形状を記憶し…、その人に合わせた
フィット感が得られる特許素材です。
足裏面と中底面がより密着するから
履きやすさが違います。…フットベッ
トはとても快適で、靴から足への圧
迫感から解放することが出来ます。

 ※特許取得

特殊ナノセラミックシート

クスリエ

特殊ナノ

▲土踏まずにフィット
アーチをサポート！

ガイアスインソール
7,200 円
※男女兼用…１足分 ( ２枚入り )　

▼サイズをお選び下さい。

ルームウェア
22,000 円

( トップ＆ボトムスセット）
素材：綿 100％ ( 炭染オーガニックコットン )

裏側塗布：特殊ナノセラミック・セラミック炭塗布

サイズ

トップス：フリー
丈 60cm( 前 )、73cm( 後ろ )
身丈 54cm、肩幅 58cm

ボトムス：フリー
ウエスト約 60 ～ 90 対応
丈 68cm 足口巾 42cm

特殊ナノ セラミック炭

生地の内側には、トップス
はお腹、ボトムスは腰部分
に特殊ナノセラミックが当
たるようになっています。ゴッドハンドレットシート

10,000 円
サイズ：116 × 100…(cm)

丸山先生開発の『クスリエ』＋『特殊ナノセラミックシート』
自分の足型になる形状記憶の特許素材を採用したインソールです。

※吹き付けている特殊ナノパウダーの黒い色が服などにうつる場合があります。
※胸ポケットのカラーは
グレーとなります。

・5G 対策にオススメ
・枕に敷く
・ベッドに敷く
・体にあてる
・背中に貼る

使い方
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特殊セラミックをプリント！…
このセラミックは、電磁波を吸収し必要な生体エネルギーに変えます。

BLACK EYE Gaius
ダブルガーゼエプロン
10,000 円

BLACK EYE Gaius セラミックを

クスリエ・フラワーベシカ柄で

表面ガーゼ生地にプリント

上質なコットンガーゼを2枚重ねた

ダブルガーゼエプロンです。

※ BLACK…EYE…Gaius…５重ガーゼケットと
同じ仕様のエプロンです。

生地
・エプロン本体：綿 100％（ガーゼ素材）
・表面模様入生地部分：綿 100％（特殊ナノセラミックプリント）
・ポケット・紐・ポケット部分：綿 100%

表 裏
◀…【表】全体に BLACKEYEGaius セラミック ( 特殊ナノセラ
ミックプリント）をプリントしていますので、胸部～腹部～
腰部、そして体側面まで広範囲にわたり電磁波をガードして
くれます。

【裏】は肌触りの良いコットンガーゼを２枚重ねたしっかり
とした作りです。

…腰ひもを前結びに
すると、キレイな
リボン結びができ
スッキリとした
イメージに！

約 74cm

約 77.5cm

約 81cm

約50.5cm

約 80cm

サイズ 新発売！

モヤモヤして集中できない、すぐ気が散ってしまう…覚えたはずなのにすぐ忘れちゃう…
長い時間勉強しても、どんなに頑張っても努力しても、前頭前野のめぐりが悪いと成績は上がりません。

学習に不可欠といわれる「前頭前野」のめぐりをアップして
受験や試験に勝つ！！電磁波対策しただけなのにすご～い！
電磁波は脳の力や前頭前野のめぐりを低下させます。
めぐりアップでひらめきやインスピレーションも働き、学習センスも磨かれます。

身に着ける電磁波対策として
アビリスシリーズや、地磁気を補給する
ブレインアップもオススメです。

勉強部屋のコンセント
にはブラックアイを
貼って電磁波対策をし
ましょう。

背中にMAXminiを貼っ
たら、何を聞いても曖
昧な返事しかできな
かった子がハッキリと
返答するように…

（超）神の手マスクで前頭
前野のめぐりを良くして脳
スッキリ！
※神の手マスクはお好みのタイプを
お選び下さい。

MEGARAKU マスクで
目の違和感、モヤモヤ
を解消！

足は第二の脳といわれ
ています。
使用者の約半数が勉強
していても疲れにくく
なったといいます。

コンセント

目

背中

足裏

脳

学力UPと
電磁波対策
地磁気補給

コンセントに頭を近づけると前頭前野のめぐりが下がると
いう研究結果も出ています。勉強部屋のコンセントから出
ている有害電磁波を対策することはとても重要です。
(BLACK…EYE 詳細 44…ページ )

目はフラクタル構造になっており、最も電磁波の影響を受
けるといわれています。MEGARAKU マスクは静電気や電磁
波の影響をカットし目を元気にするマスクです。
(…MEGA ラク～ダシリーズ　MEGARAKU マスク詳細 54…ページ )

ガイアスインソールには独自配合のセラミックシートを採用
しています。このシートは電磁波を吸収し必要なエネルギー
に変換、足裏から前頭前野のめぐりも促します。
(…BLACK…EY…Gaius シリーズ　ガイアスインソール詳細　52…ページ )

このような子どもはスマホを頻繁に使用しているケースが多
いです。電磁波や静電気の影響を取り除けば、元気を取り戻
すことがあります。
(MAXmini…α及び MAXmini…V 詳細 48…ページ )

神の手マスクには地磁気を発するセラミックスと、余分な静電気
をカットするシートが入っています。勉強の時や寝る時、頭の後
ろに装着するとすごく頭がすっきりします。
(…MEGA ラク～ダシリーズ　神の手マスク及び超神の手マスク詳細……54…ページ )

開発者メッセージ
合格レシピの内容を受験生以外にも、健康のためにすでに 5 万人以上の方が行っています。以前、兵庫県のある塾でも採用してくれました。そこでは明らかに成果が上がっていました。そのほかにも、講演
会に行くと、『合格レシピを教えてもらい、本当にありがとうございました。』とわざわざあいさつに来られる方も少なくありません。
この合格レシピは万人に恩恵をもたらすことは間違いないのですが、脳の中で起こることだけに、その効果を感じない人や思ったような結果を得られない人もいらっしゃいます。そういった場合でも、よく
よく考えてみれば、必ず、何かしらいいことが起こっています。例えば、受験生の子の成績は上がらなかったが受験には合格したとか、妹の成績の方が上がったなどということや、子供が親の言うことに耳
を傾けるようになる場合があります。あとは、親がその変化にゆっくりと気づけるかどうかだけです。もちろん、親が気づかなくても子供が気づいている場合もあります。…いずれにせよ、子供にとっていい
作用しかしないこの合格レシピはやったもの勝ちだと思っています。

(AIBLES…plus　ネックレス

詳細 46…ページ )

(AIBLES…plus　ブレインアップ

詳細 53…ページ )

丸ちゃん式
合格レシピ
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超  神の手マスク
22,000 円

メガラクシート

　　　MAXmini…V：１枚
　　　リングコイル：３個

　　　ブラックアイ：３個

表面

裏面

サージカルテープ
1 巻（25mm × 9m）

すでに神の手マスクをお持ちの場合は
オプションセットで超神の手マスクにパワー UP! !

超神の手マスク
オプションセット

7,000 円

※ご自身で貼り付けるタイプです。

パワー
ＵＰ！

神の手マスク
15,000 円

サイズ：本体部…約 20 × 10.5cm（調節可）
メガラクシート

　　　MAXmini…V：１枚
　　　リングコイル：３個

　　　ブラックアイ：３個

表面

裏面

神の手マスク開発者より
『首を治せば病気は治る』という本が出ています。これは本当です。すべての病気が治るわけではありませんが、かなりの病気が治ります。首、特に頭蓋骨と直接つながる頚椎の１番目や２番目の上
部頚椎は、生命の維持と直結する脳幹につながっているため、ここが悪ければ不調になり、ここが治れば元気になるのです。
ただ、これまで上部頚椎を神の手（ゴッドハンド）のごとく確実に治すものがありませんでした。ところが、つい最近、とうとうゴッドハンドのように上部頚椎を治す、後頭部につけるマスクを開発
することに成功したのです。その名もずばり「神の手マスク」です。一度つけたらもうやめられないようなマスクです。人によっては頭に羽が生えたように軽くなり、くすぐったいような快感が走る
といいます。それはこのマスクをつけると、頭蓋骨の歪みが治りはじめるからです。国体選抜の選手につけてあげたら、そのすごさにびっくりして、競技中も神の手マスクをつけたいと言ったほどで
す。除電シートの MAXmini α + α R と三次元コイルにブラックアイを重ねたものを、後頭部に装着することで、後頭部の静電気を取り除き、脳の働きを高めることができます。その結果、いつも元
気でバリバリ働く脳、故障しない体を手に入れることができます。元気ハツラツ、神の手マスクというような感じです。
こんな方におすすめ ▶　①頭を使う受験生　②ストレスの溜まるサラリーマン　③家事で忙しい主婦　④もの忘れしやすい人　⑤スポーツの才能を伸ばしたい人

メガラクシート　

　　　　MAXmini…V：１枚
　　　　リングコイル：３個

　　　　ブラックアイ：３個

表面

裏面

上部頸椎の静電気を取り除き、生体電気が流れるようにします。…
いつも元気でバリバリ働く脳、元気を取り戻すことができます。
直観力アップ！学業、仕事、試験を頑張りたい方に…

「メガラクシート」をプラスすることで、
神の手マスクがパワーアップ！
上部頸椎の異常をなおすマスクです。

目と頭の働きスッキリ！
やる気アップ！

MEGAラク～ダシリーズは電磁波ブロックを目的とした各種

製品をそれぞれの用途に適した組み合わせにすることで、

悪影響を及ぼす電磁波ノイズに効率的に働きかけます。

M
メガ
EGAラク～ダ

シリーズ 電磁波対策で
トータルヘルス！

MEGA ラク~ダシリーズ

Ｍ
メ　ガ　ラ　ク

ＥＧＡＲＡＫＵマスク
14,000 円

▼神の手マスク着用で脳血流が上昇した例

◀後頭部が赤くなっている場合、後頭部が鬱血しています。この
ような場合、神の手マスクで不調が改善するケースは多いです。

・はじめは短い時間 (5 ～ 10 分位 ) からお試しください。
・マスクに抵抗感、違和感を感じる場合は、基盤のみの使用も可能です。

◀マスクに入って
いる基盤を取り出
し、タオルやバン
ダナにくるんでお
使い下さい。

枕カバーの間に挟んでも使えます。
・本製品は接着剤を用いて、電子部品と金具などを組み合わせています。かゆみ
が生じたり、発赤等が起きた場合、または皮膚等に異常を感じる場合は仕様をお
控え下さい。
・本体表面が白くなっている場合がございますが、製造上都合によるもので、製
品の作用に問題はありませんのでご了承下さい。
・マスクが汚れた場合は基盤を外してお洗濯可能です。

◀使用例
目は電磁波の影響
をもっとも受ける
臓器です。目の疲
れや静電気対策に
は、MEGARAKU
マスクがオススメ
です。
目の部分や額部分
に当たるように装
着します。

後頭や部上部頸椎に
当たるように装着し
ます。
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物質も人間も含め、地球上に存在するほとんどの物質は電気をもっているので、だれでも帯電します。
静電気特有の「バチッ」は、体に電気が溜まりすぎた時の放電によって感じるものですが、人によっては、「バチッ」をあまり感じ
ない人もいます。体内に溜まった静電気はうまく自然放電 ( アース ) 出来れば「バチッ」とならないのですが、近年の電子機器の普
及による人口電磁波の増加、地磁気の減少による人の自然放電機能の低下により、自然放電できる電気以上に、体内に電気がたまっ
ている方は、何らかの不調がある方が多いようです。

集中力・忍耐力
やる気の低下

本来の能力が
発揮できない

花粉やダニ、ほこりに静電気がつくと、活性ほこり（物
に吸着しやすく、一旦吸着すると離れにくい性質の
ほこり）となってカユカユ、ムズムズの原因に…

静電気が
体に溜まると…

ＭＥＧＡラク～ダシリーズで解決！！

頭のめぐりが
悪くなる

ミミケア
4,800 円

ミミケア開発者より
人体に直接触れる電子機器が増えた為、人体はこれまで以上に静電気
を帯びやすくなっています。耳（外耳）はアンテナの形をしており、
内耳や外耳周辺の頭蓋骨（副鼻腔など）に静電気が溜まります。
ミミケアには半導体であるシリコンを使用しているため、静電気（電
子）は少しずつ流れていきます。耳の中に溜まった静電気（電子）も
シリコンの耳栓の方へ流れていく為、耳の中の静電気は無くなります。

ただし、シリコンに一定以上静電気が溜まると、それ以上静電気（電子）
が耳からシリコンの方へ流れなくなります。それを防ぐために、生体
電位が高い左側の耳栓の内部に方向の異なる２本の半導体を、右側の
耳栓には１本の半導体を入れ、静電気（電子）が消失または相殺され
るようにしました。

ミミケアの使い方
・ミミケアの左右を確認し、つまみをつまんで耳
または鼻に挿入します。

・…使用時間は、１分から始めて少しずつ長くし、
５分くらいにしていきましょう。
・これを１日 5 ～ 6 セットするといいでしょう。
・寝る時は、使用しないで下さい。
・長時間は使用しないようにしてください。
・…左右の印が消えてきた場合、油性ペン等で印を
付け、…左右の別が分かるようにしてください。
・…使用中に異変を感じたら使用を一時中止してく
ださい。

ミミケア静電気や電磁波から守り、大切な部分のめぐりを良くします。
耳の穴だけでなく鼻の穴にも入れやすく、静電気を減らす耳栓としても鼻栓
としても使うことができます。

見
ミ ラ ク ル

楽来プレミア開発者より
携帯電話(スマホ)、パソコンを何時間も見続ける現代人は、必ずといっ
ていいほど眼に負担がかかります。それだけでなく、日本人全体が高
齢化しているため、白内障や、緑内障、黄斑変性症、網膜剥離、乱視、
近視、遠視など、眼の健康が損なわれた状態の人が日夜増え続けてい
ます。実は私も網膜剥離や黄斑変性症、緑内障、白内障と眼の病気を
患っています。
視界が、普通の人の半分以下なので、歩いていると人にぶつかったり、
階段を踏み外しそうになります。眼科の手術や治療を受けましたが、
眼はあまりよくならず、医学と関係のない部分で、眼が悪くなる原因
があるのではないかと考えました。スマホやパソコンを見ていると眼
が乾き、眼がチクッと針でさされたように痛み、めやにが出てきます。
そこで、これらから出る電磁波や静電気が悪さをするのだと考え、開
発したのがこの見楽来です。装着により、視野が広がったり、明るく
感じたりする方が多くいらしゃいました。携帯電話やパソコン、無線
ＬＡＮなどの便利なものが手放せない現代人は、是非ご使用いただき
たいと思っています。

見楽来プレミアの使い方
◀写真のように両端の
ゴムを眼鏡のつるに差
し込んで使用します。
製品の向きは作用には
関係ありません。本体
部の推奨位置はこめか
み付近ですが、使いや

すい位置に移動しご使用ください。( 眼鏡を通常使用しない方は、度
が入っていない眼鏡をお使い下さい。)

見
ミ ラ ク ル

楽来プレミア
12,000 円

携帯電話（スマホ）やパソコンを見ていると眼の不快感が強くなるので、こ
れらから出る電磁波や…静電気が影響していると考えられます。
見楽来プレミアは電磁波を打ち消すコイルやダイオード、地磁気セラミック
を独自に組み合わせ、眼鏡のツルに差し込んで使用します。…

素材：熱可塑性エラストマー、シリ
コン整流素子
サイズ　本体：約 30 × 20 ×
20mm( 最大部 )
本体２個 + ケース

▲ミミケアをつけて 20 分の脳血流の変化

右耳：黒い印のある方

セット内容… 本体 2 個
素材：ブラックアイ、地磁気チップ、シリコンダイオード、
極小コイル、…金具、ゴム
サイズ　全長：約 72mm（ゴム部分含む）/ 高さ：約
13mm/ 厚み：約 6 ｍｍ（本体部分）

▲見楽来プレミアをつけて 20 分の脳血流の変化

注意事項とお断り
・本製品は接着剤を用いて、電子部品と金具等を組み合わせてい
ます。かゆみが生じたり、発赤等が起きた場合、または皮膚等
に異常を感じる場合は使用をお控えください。
・本体部表面が白くなっている場合がございますが、製造上都合
によるもので、製品の作用に問題はありませんのでご了承くだ
さい。（手でこすったり、ブラシ等でこするとある程度とれます。）
・本体部以外のゴムや金具の形状については、個体差があります
のでご了承ください。
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空ねる枕開発者より
アレルギーの人は夜間に痒みや咳、鼻づまりがひどくなります。特にかゆみ
や咳は布団に入ったとたん、スイッチが入ったように始まります。
なぜそうなるのだろう？と考えた結果、枕や布団にたまる静電気がこれらの
原因であることがわかりました。というのは枕や布団の静電気を一定量減ら
すと、痒みや咳がおさまる人が多くなったからです。さらに、アレルギーの
人以外にも、よく眠れない、夜中に何度も起きるという人の場合も、静電気
を減らすと快眠しやすくなります。実際、私も夜中に３回ほど起きていたの
が１回に減っています。さらに私の横で寝ている家内は、寝入るまで本を
30 分も読んでいたのですが、今は、本を１ページ読むか読まないかのうち
に寝入ってしまうようです。…

この枕で寝るようになり、夜中に起きることがなくなり、
目覚めがすっきりしました。
以前は夜中に何度も目が覚めていたので日中もだるく、つ
らい日がありましたが日中も快適に過ごせるようになりま
した。(60 代　女性 )

わたしはもともとアトピーで、ひどいときは目が開けられないほど顔
が腫れ、皮膚がぽろぽろとむけてしまうこともありました。ストレス
が体の弱い部分を直撃すると聞いていましたが、去年義理母の介護を
きっかけにさらにひどくなっていたところ、この枕に出会いました。
枕を使い始めた翌日から目が腫れなくなり、痒みもなくなりました。
会社に行くときの化粧も問題なくできるようになり本当に助かって
います。(40 代　女性 )

何年も続く腰痛が、この枕を使い始めてから気にならなくな
りました。電磁波や静電気がそのようなことを起こすとは思っ
ていませんでしたが、PC や電化製品はよく使うことに気が付
きました。
とにかく腰痛が良くなって本当に良かったです。(40代　男性)

この空ねる枕に頭をのせるだけで、朝までぐっすりで夜一度も起
きることはありません。どんな夢を見たのかまったく覚えていな
いので朝起きると頭が軽くてスッキリしています。それから頭が
軽いと身体がこんなに楽になるのが分かりました。枕の高さも丁
度良く首のカーブのところがピッタリです。私に合う枕に出会え
てとても嬉しいです。ありがとうございます！ (60 代…女性 )

この枕で寝て、起きた時、今までにないほどの目覚めの良さに驚
きました。とても頭がすっきりとしていました。
仕事で忙しく、睡眠時間が少なくなってしまった時も、いつもよ
りも睡眠が深いのか、苦なく起きることができます。
枕自体の高さが少し私には高いと感じましたので、もう少し低い
ものもあって、選べたりしたら、言うことありません。(40代　女性)

空ねる枕は横のチャックを開けて綿を出すこ
とで高さを調節することができます。
高いと感じる場合は綿を出してお好みの高さ
でお使い下さい♪ ( スタッフより )
※綿を出すとき、中の除電カプセルが出てしまうことが
ございますが、枕の中に戻していただければ問題ありま
せん。

枕の中で発生する静電気をブロック！
目覚めスッキリ脳しっかり

静電気除電カプセル
７個搭載

18,000 円
38 × 58cm（高さ 10cm）

枕に発生する静電気が、あなたの眠りを妨げ
あなたを疲れさせていた原因だった！

過剰な静電気は、生体電流の正常な流れを妨げ、人が生ま
れながらに持っている「生命エネルギー」…を奪う要因とな
ります。「空ねる枕」には静電気除電カプセルが７個入っ
ています。枕の周りがカラッとした澄んだ空気に包まれ、
その結果、…熟睡度を表すノンレム睡眠の時間が長くなり、
眠りが浅く何度も夜中に起きていた人が朝まで…ぐっすり
眠れるようになるという実験データも出ています。

静電気除去効果試験 空ねる枕使用時の脳波測定検査

枕の中で発生する静電気をオリジナル除電カプセルでブロックします

その他製品

空ねる枕
体験談
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コリドラは地磁気を補給して、電磁波へのバリアを高めます！

■地磁気とは？
地球が自転や公転をするをすることに
よって生まれる磁石のような力で、刻
一刻と変化します。
私たちの周りには有害電磁波からバリ
アの役割をする目に見えない磁場があ
ります。その材料となるのが地磁気で
す。
■地磁気を補充するには？
土に接することで地磁気を補い、体内
の余分な電気をアースできます。しか
し現代人は土に接することが少ない
為、地磁気不足となります。そうする
と有害電磁波の影響を受けやすくなり
ます。

■ コリドラ 
　【２個入り……1,500 円…　/　６個入り……4,000 円…】　
■コリドラリング　　　　 　　　　4,000 円

■コリドラネックレス　　　　　 　4,800 円

■コリドラネックレスプレミア    　11,000 円

１

２
３
４

ABILES
ブレインアップ
5,600 円 ABILES

ブレインアップ type2
5,600 円

S M L LL 3L
17cm 18.5cm 19.5cm 21cm 24cm

３１ 2

独自開発の
地磁気チップを５個内蔵

「たるみ」や「むくみ」を解消

たるまんゾウの枕
22,000 円

　　43 × 63cm（高さ 15cm）

( 各…コリドラ２個内蔵）

丸山式ガイアコットン G
ガ イ ガ

aiga

・寝ている間に地磁気補給。
・遠赤外線放射率 92.12％
▼ガイガコットンを使用した場合、使用後 30 分で平均温度
は 1.0℃上昇しました。

・生地のオレンジ色は免疫力を上げ
る色で、心身ともに元気にします。

( 薄手のシーツを併用していただいても問題ございません。）

ベイビー　　…(70 × 120cm）18,000 円

シングル　  （100 × 200cm）28,000 円

セミダブル（120 × 200cm）36,000 円

ダブル　　…………（140 × 200cm）39,000 円

４

※ 3L は type２のみ

■いのち活き活きセット　　　　　　   15,000 円
(MAXminiV ２枚 / ブラックアイ２個 / コリドラ４個）

　
■ガイアネック　　　　　　　　　　　 4,800 円
※サイズをお選び下さい

■マグピタ（3 個入り） 　　　　　　　  3,600 円　　　　　 

■ガイアクッション　　　　　　　　　 5,400 円
 サイズ：45 × 45(cm)

■ラクラック　2 枚セット　　　　　　  6,000 円
 サイズ：フリー長さ…約52cm適用周囲の目安16～43（cm）　　

1

2

3

S……50 × 4 (cm) L……60 × 4 (cm)

4

5

1 2 4

3

5

お得なセット

１ ２ ３

素材：綿、天然ゴム、合成ゴム、
粘着付与材

素材：ポリウレタン
・粘着剤：アクリル系粘着剤
（アクリル酸エステル重合体）

素材：ポリウレタン
・粘着剤：アクリル系粘着剤
（アクリル酸エステル重合体）
※剥離紙の色はおまかせとなります。

※機器用

木枠付きのブラックアイ ( ２個内蔵 )
ドクターコンセント　2,800 円

素材：ポリウレタン、特殊ナノセラミック　
粘着部：アクリル系粘着剤（アクリル酸エステル重合体）…/……剥離紙：クラフト紙、ポリエチレン / シリコン

カムナセラミックシール
スクエア型　900 円
56mm(3 枚入り )

カムナセラミックシール
丸型　600 円
25mm(10 枚１シート入り )

◀カムナの模様をセラ
ミック入りのインクでプ
リント。
セラミックは電磁波を吸
収し生体エネルギーや遠
赤外線を発します。

ペット用電磁波対策
ドクターのりこのシャット 9,800 円

貼り替えシール 　セラミックプリント付きの貼り替えシール

▲ブラックアイやコリドラを貼るだけでなく、
鏡やスマホなどに貼るのもおすすめです。

ブラックアイやコリドラなどの貼り替え用シール 　電磁波を吸収するセラミックプリント付きの貼り替えシール

見た目を気にする人向けの
おしゃれな木枠付き！
※内蔵されているブラックアイ
は同じです。

■…貼替シール 1 シート 10 枚× 5 シート ( 肌用 )　………500 円（サイズ：直径２３mm)

■…貼替シール 1 シート………8 枚× 5 シート ( 肌用 )　………700 円（サイズ：２３×３３mm）

■…貼替シール 1 シート………8 枚× 10 シート ( 肌用 )…　………1,300 円（サイズ：２３×３３mm）

■…両面テープ 1 シート……10 枚× 2 シート ( 機器用 )　       500 円（サイズ：直径１２mm）

１

２

２

３

ソマチッド

テラヘルツ　　

　　　　入り

＆

コリドラをアクセサリーとして身に着けたい方に！

◀枕としてはもちろん

▼クッションとしても♪

首を温めながら地磁気補給！

セラミック入りの
ジェルパック
お家で気軽に地磁気温泉♪

フェライト系セラミックの中綿
入りで、地球をまるごと抱きし
めているような心地よさ！

セラミック炭の
遠赤外線で
ゆる～く腕や足
を温めます！
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丸山 修寛 公式サイト
自由気ままなトータルサイト

http://maruyamanobuhiro.com/

電磁波クリニック
具合が悪いのに病院で

「どこも悪くない」と言われたら
http://www.denjiha-clinic.com/

http://www.yunica. info/

株式会社ユニカの公式サイトです。
電磁波対策、電磁波測定、新商品情報や
代表の丸山純輝 ( よしてる ) が行うセミ
ナー情報などを公開しています。

http://kusurie-yunica.shop/
マンダラクスリエ ( 旧ヒーリングアート ) や
バースデークスリエなど 500 種類以上のクス
リエを販売している通販サイトです。

※消費者還元の対象外ショップです。

https://www.rakuten.ne.jp/gold/yunica/
ユニカの全商品を取り扱っています。
・Apple…Pay 対応
・海外発送可能

ユニカ
オンライン
ショップ

ユニカの商品はインターネッ
トでもお求めいただけます。
当カタログに入りきらなかっ
た商品情報や、新商品の情報
をいち早く掲載しています。
オンラインでのお買い物が可
能な方は是非ご利用下さい♪

▶

※治療家の方だけでなく、一般の方も十分ご覧頂ける内容となっております。
それぞれのテーマの基本解説と実践のセミナー内容です。
※こちらは Web 申込のみです。以下の URL（もしくは右の QR コード→ )
からお申し込み下ささい。
http://maruyamanobuhiro.com/dvd_top.html

◀…特別なセミナーの内容を動画でご紹介！

■治療家の為の電磁波セミナー　DVD
■治療家の為のカタカムナセミナー　DVD
■治療家の為のクスリエセミナー　DVD

◀…気軽に聞ける“音声のみ”の教材も発売！

■治療家のありかたをひも解く
　『創造医学』セミナー　※音声教材

カタカムナ医学…
～奇跡のパワー～
無限の可能性を秘めた医学
http://katakamuna-igaku.com/

クスリ絵
形と色による量子医学

http://kusurie.jp/

情報サイト一覧

丸山修寛の呟き　
丸山先生直筆の日記マンガです。ほぼ毎日更新中！

http://maruyamanobuhiro.com/tubuyaki.html
皆さんに伝えたいことをマンガに書き起こしたものを Web で公開中です。
私を通じて降りてきたメッセージや日々の気づき、 体験した出来事など、
多くの方にお読みいただけたら嬉しいです。
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http://yunica-shop.com/
電磁波、クスリエを中心に取り扱ってい
ます。マンダラクスリエ ( 旧ヒーリング
アート ) はありません。

http://katakamuna.shop/
カタカムナ、Gaius シリーズを中心とし
た通販サイトです。画像数が多く、商品
を詳細まで見ることができます。

※「Yunica…Shop」「カタカムナ～神話の奇跡～」「BLACK…EYE」上記の３サイトは同じ通販シス
テムとなりますので、合わせてお買い物ができます。
※コンビニ決済は対応しておりません。　※楽天ペイ決済は、消費者還元対象外となります。

http://blackeye.jp/index.html
ブラックアイの紹介と、関連商品を取り
扱っています。

Ama の庭の妖精シリーズより
No.65…「好きな場所」
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ユニカ製品カタログ
2019 年 11 月 1 日発行

ご注文・お支払い方法
商品のご注文は電話または FAX、メール、インターネットにて承ります。12：00
までのご注文が当日発送となりますが、在庫の状況により発送日が異なる場合は
ご連絡いたします。※注文混雑時は、翌日発送となる場合もございます。
代金のお支払いは、前振り込み（郵便振替・銀行振込）・代金引換・クレジットカー
ドからお選びいただけます。※インターネットご利用の場合、各サイトのシステ
ムにより支払方法が異なりますので予めご確認ください。

■前振り込み（郵便振替・銀行振込）
ご注文時、合計金額や口座をお知らせいたします。（※振込手数料はお客様ご負担）
ご入金が弊社で確認でき次第、発送の手配を行います。お急ぎの際は、ご入金後
ご連絡願います。
ご連絡なく 14 日以内にお支払いが確認できない場合、ご注文をキャンセルさせて
いただきます。
＜振込口座＞以下、ご都合のよろしい方にお振込みください。
1. 楽天銀行　ジャズ支店　普通預金　7040670　株式会社ユニカ
2. ゆうちょ銀行　記号：18160　番号：27973621　名義：株式会社ユニカ
■代金引換
ネコポス便はご利用いただけません。代金は配達された商品のお受け取り時に配
送員にお支払いください。
ご購入金額に応じ代引手数料が発生いたしますので、予めご了承ください。
　　商品代金～ 10000 円未満：300 円
　　商品代金 10001 円～ 30000 円未満：400 円
　　商品代金 30001 円～ 40000 円未満：600 円
　　商品代金 40000 円以上は、手数料無料となります。
■クレジットカードについて
…電話・FAX・メールでのご注文の場合、VISA 又は MasterCard のみご利用可能です。
クレジットカード情報をお伺いいたしますので、お手元にクレジットカードをご
用意ください。

（メールで注文の場合も、カード情報はお電話にてお伺いします。）

商品の発送は、次の 2 種の方法をお選び頂くことができます。
12 時までのご注文につきましては、当日発送が可能です。（在庫切れや注文生産品
を除く）

【Ⅰ】ヤマト運輸　ネコポス (　 マークがついているもののみ対応）
※ 2019/6/14 よりクロネコＤＭ便は廃止
　・全国一律 350 円・代金引換、配達日時指定はできません。
　・商品代金 2,500 円以上で送料無料となります。
　・お荷物の大きさが A4 版サイズ・厚さ 2cm 以内に限ります。
　・ポスト投函となります。（対面配達は対応できません）
　・運送会社による紛失や破損の場合、補償がありません。

【Ⅱ】宅配便（当社指定の配送会社）
　・商品代金 8,000 円以上で当社指定の配送業者は送料無料となります。
　・商品代金 8,000 円未満の場合、送料全国一律 800 円
　  （沖縄県・離島への配送料金は、通常料金 +1,300 円の加算をさせていただきます。）

　・配達日は注文日から日・祝を除いた 3 営業日後をご指定下さい。
　・配達時間は、
　　午前・12 ～ 14 時・14 ～ 16 時・16 ～ 18 時・18 ～ 21 時の指定が可能です。
　・天候・交通事情等によりご指定の時間に到着しない場合がありますが、
　　ご了承ください。

ｸﾛﾈｺDM便
対応

ｸﾛﾈｺDM便
対応

株式会社ユニカ（以下「弊社」）は、個人情報に関して適切な利用方法と保護を図っていくことを
企業の使命と捉え、社員も含め弊社に関わる全ての者が個人情報保護の重要性を理解し、その維持
と徹底した保護管理に努めます。
よって、弊社はここに個人情報保護に関する社内規定を設け、個人情報保護に努めます。

【Ⅰ】情報の収集と利用
弊社はご注文の際、お客様の個人・法人情報（ご氏名、住所、電話番号、メールアドレス、生年月
日等）をお伺い致します。
これらの情報に加え弊社との取引履歴等の情報を、以下の目的に使用します。
1．商品のお届け、カタログや DM の送付並びに、FAX、E メール等送信、関連するサービス、及び
アフターサービス、新商品に関する情報のお知らせのため。
2．弊社の通信販売、その他関連するサービス・業務のお得な情報をお届けするため。
3．業務上必要な各種の連絡・問い合わせのため。

【Ⅱ】情報の提示と開示
お客様の個人・法人情報は、以下のいずれかに該当する場合を除き、第三者に提供・開示等をする
ことはありません。
1．お客様の事前の同意・承諾を得た場合。
2．個人情報に関する機密保持契約を締結している弊社の関連業務委託会社に対して、お客様に明
示した利用目的達成に必要な範囲内で個人情報の取り扱いを依頼・委託する場合（例：商品・カタ
ログ・DM 等の配送を請け負う宅配業者、電話・FAX・E メール等送信を請け負う会社、商品・カ
タログ・DM 等の配送のための宛名ラベル印刷会社等）
3．弊社の関連グループ会社に対して、お客様に明示した利用目的達成に必要な範囲内で個人情報
を共同利用する場合。
4．裁判所や警察などの公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合。

【Ⅲ】情報の開示や訂正
お客様が個人情報に関する開示、訂正等を希望される場合、合理的な方法で速やかに対応致します。

送料のご案内

プライバシーポリシー

返品・交換について

１）商品の品質には万全を期しておりますが、万一、不良品・破損・誤納品などがございましたら、
７日以内にお知らせください。早急に対応いたします。 
２）返品・交換商品は、１週間以内未使用・未開封に限ります。
３）返品・交換時の送料について
　　　・誤送・不良品→送料・手数料弊店負担 
　　　・お客様都合　→送料・手数料お客様ご負担 
４）イメージ違い等の返品は受けかねます。
５）返金について 
返品商品到着確認後７日以内にご指定口座にお振込または現金書留でご返金致します。 

当店の後払いシステムについて
当店では、少しでもお客様に安心してお買い物をしていただけるように、『料金後払い』制度を採
用しております。料金後払いは、お客様との信頼関係の上で成り立っておりますが、同一人物が各
ショップにて故意に代金を支払わないといった、悪質なケースも報告されているため、未払い者に
対する規約を設けております。未払い者が発生すると、今まで通りのサービスを提供することが困
難になり、一般の良識あるお客様へご迷惑をおかけすることになってしまいますので、なにとぞご
理解とご協力をお願い致します。
■支払期限
商品納入日より 14 日以内
商品発送後から 14 日を経過しても、お客様から御連絡がない場合は商品を受理されたものとして
判断させていただきます。事情によりお支払いが遅れる場合などは必ずご連絡ください。
■代金の再請求について
商品発送後から 30 日を経過しても、お客様からご連絡がない場合は、再請求をさせていただく場
合があります。
１．入金期限を過ぎても入金が確認されない場合は、お電話にて入金催促のご連絡をいたします。
２．メールでの催促に対して、7 日以内にご連絡または入金が確認されない場合は、請求書を再発
行し、再請求致します。その際、請求金額＝商品代金 + 再請求手数料（185 円）をご請求させてい
ただきますのでご了承ください。 
商品発送後、3 ヶ月（発送日の 5 日後より起算 /90 日）を継続して代金の支払いが無い時（メール・
電話照会・再請求書郵送・内容証明郵便等督促後、継続して代金未納の時）、支払契約不履行者＝
代金未払い者としてたとえ小額でも償還請求の法的手段を執る場合があります。
また法的措置、再請求郵送・内容証明郵送料などのかかる一切の諸費用は代金未払い者に請求しま
す。
※請求書再発行には作成料 185 円（毎回累算）を商品代金に加算合計して代金未払い者に請求しま
す。
※内容証明郵便実費は商品代金に加算合計して代金未払い者に請求します。
※いかなる場合に支払いが履行されても償還請求に要した諸経費は代金未払い者に請求します。
未払い金再請求の規約　2008 年 7 月 1 日施行

※沖縄県・離島の場合
購入代金 8,000 円未満の場合は、2,100 円
購入代金 8,000 円以上の場合は、1,300 円の送料が別途発生します。

株式会社 ユニカ
〒 982-0007　仙台市太白区あすと長町 4 丁目 2-10
E-mail：info@yunicadegenki.com

TEL 022-304-1162
【平　日】9：00 ～ 17：00　
【水曜日】9：00 ～ 14：00【土曜日】9：00 ～ 16：00

定休日：日曜・祝日、イベント出展時等臨時休業有り

FAX 022-304-1182 （24h 対応）

● JR 東北本線　  長町駅から徒歩 3 分
● 地下鉄南北線    長町駅から徒歩 5 分
営業時間：【平日】9：00 ～ 18：00

【水曜日】9：00 ～ 14：00【土曜日】9：00 ～ 17：00
定休日：日曜・祝日、イベント出展時等臨時休業有り
● 駐車場完備

店舗　Yunica Shop

I
イ ケ ア
KEA

※表記価格は全て税抜きです。

送料
ご購入金額 佐川急便

8,000 円未満 全国一律 800 円
8,000 円以上 0 円

2020 年 1 月 7 日発行


