
氏名

※ この「真我太陽の橋渡し」は、お席を確定するものではありません TEL

１．佐藤康行 スペシャルセミナー
11/14（土） □ □

時間.13:00～18:00

□ □

時間.13:00～18:00

真我太陽の橋渡し
（お客様控え）

真我太陽の橋渡し

（ご提出用）

IGA事務局　Tel:03-5962-3541 Fax:03-5962-3748 Mail:info@shinga.com

メンタルパワーズ Tel:03-5962-3507 FAX:050-3383-1931 Mail :info@mental-powers.com

『神次元 生命力アップ』

２．ＰＩＡ・インストラクター養成コース

受講料：88,000円　　実践会：70,400円

『真我 次元上昇への道』

☑橋渡しお客様控えとご提出用それぞれにチェックを入れてください。

 会場:IGA関西支部

会場:YSカウンセリングセンター

　～免疫力、生命力、経済力が無限にアップする神業～

受講料：88,000円　　実践会：70,400円

４．佐藤康行　メンタルパワーズセミナー

【時間】 

各10：00～18：00 

------------------ 

【受講料】 

  １コース   88,000円 

 （実践会価格    70,400円） 

 再受講 各コース   44,000円 

 （実践会価格  35,200円） 

------------------------ 

  真我体道  33,000円 

 （実践会価格  22,000円） 

 再受講   16,500円 

 （実践会価格  11,000円） 

 

（税込価格) 

お申し込み：IGA事務局までお電話を。あるいは真我の実践会マイページ 

東京開催 

お申し込み：メンタルパワーズへメール、Tel、Fax 

お申し込み：IGA事務局までお電話を 

お問い合わせ先 

⑥ 21/1/30(土)-1/31(日)「真我瞑想」 □ □ ⑥「瞑想」

⑦ 11/28(土)-  11/29(日) 「真我瞑想」 □ □ ⑦「瞑想」

会場 □ 

① 10/10(土)- 10/11(日) 「真我瞑想」 □ □ ①「瞑想」

② 11/10(火)- 11/11(水) 「宇宙無限」 □ □ ②「宇宙」

③ 11/21(土)- 11/22(日) 「真我プロ」 □ □ ③「プロ」

④ 21/ 1/16(土)-  1/17(日) 「天使」 □ □ ④「天使」

「真我 

  次元上昇への道」30名限定

11/1(日) 

『男と女 因縁を断ち切ってハッピー人生スタート』 

『光の世界（寂光)』 

６/6（日） 

2020年 

2021年 

12/6（日） 
時間.11:00～18:00 

満席のためキャンセル待ち 

※両日ともに入金済み  

受講料：550,000円 

12/6(日) 

６/6(日) 15名限定

□    

実践会：330,000円 

12/6 

□    □    

□    

６/6 

3．真我無限拡散会・特別基礎編 

※入金済み 
時間.11:00～18:00  受講料：  330,000円 

『男と女の光の世界(寂光)』 

特別ご招待！ 

15名限定 

方を優先させていただきます 

お申し込み：IGA事務局までお電話、Faxを。あるいは真我の実践会マイページ 

1/11(月祝） 時間13：00～16：00 

アイジーエー関西支部 
会場 5,000円 □    会場 

□    Web 

満席のためキャンセル待ち 

会場：YSカウンセリングセンター 

会場：YSカウンセリングセンター 

会場:東京都内予定 

 Web □  

会場 □  

□    会場 11/1(日) 

 1/11(月祝) 

大阪開催

東京 

 10/24(土)【上級編】時間13:00～18:00 受講料：110,000円 
会場 □ □    会場  10/24(土) 

PIA 

40名限定

大阪開催

ご入金がお済みの方からお席が確定しますので、お早めにご入金ください。定員に達しますと「キャンセル 

待ち」となります。「真我の実践会」会員の方は「マイページ」からお申込みとお支払いができます。 

 まさに真我のプロフェッショナル。世界最先端のコース！ 

200930 
重
要 

「神次元 

  生命力アップ」
1/10（日） 

2021年 

2021年 

お連れ様のお名前 

会場： 

※会場は未受講の方と参加の 

 1/11(月祝) 

Web 3,000円 

⑤ 11/28(土)-  11/29(日) 「天使」 □ □ ⑤「天使」名古屋 

大阪 



■時間：10:00～19:00 ■時間：10:00～18:00　

開催地 開催地 開催地

□ (木) 東京 □ (木) □ (日) 大阪 □ (土)

□ (土) 大阪 □ (土) □ (火) 東京 □ (日)

□ (日) 東京 □ (日) □ (火) 東京

□ (土) 名古屋 □ (水)

□ (日) 東京 □ (日)

■時間：10:00～19:00 ■時間：東京・大阪　11:00～17:00　／名古屋　10:00～16:30

開催地

□ (土) 名古屋 □ (金) □ (水)

□ (月) 東京 □ (土) □ (土)

□ (日) 東京 □ (日)

□ (日) 大阪 □ (土)

□ (日) 東京 □ (火)

■時間：10:00～19:00 ■時間：東京　10:00～13:00

開催地

□ (水) 東京 □ (日) □  10/ 3 (土)

□ (月) 東京 □ (木) □ （木）

□ (日) 大阪 □ (火) □ （日）

□ (月) 東京 □ (土)

■時間：10:00～18:00　

開催地

□ (土) 大阪 □ (土)

□ (土) 東京 □ (金)

場所

 10/17

場所

東京証券会館
 (９Ｆ)　『あなたの真我は宇宙大』

日程 フォロー

 12/ 8 大阪

一般　132,000円

会員　０円

14（土）、15（日）、16（月）、17（火）の４日間11月

会場 ３,０００円
WEB　0円

  １月 31日（日）
１３：００-１７：００

東京

④ 真我瞑想コース

 10/10

日程 セミナー

開催日 開催地

24（土）、25（日）、26（月）、27（火）の４日間 11/ 7 東京

開　　催　　日

受講料

会場 5,０００円
WEB 3,０００円

会場Web費

会場Web費

 12/ 4 東京

 10/  8  10/ 4

10月

 12/20

⑤ 真我プロカウンセラー
　  実践養成コース

開催日 開催日 開催地 開催日 開催日

大阪

天使の光　6時間集中 10/  3  11/ 20   11/ 4

宇宙無限力　6時間集中

 10/ 17

東京

 10/12  12/  5 名古屋

開催日

 11/  8  12/20 名古屋

会員　0円

受講料

 11/  8  12/ 19 大阪

⑦ 3時間集中コース
   （再受講）

東京

② 宇宙無限力体得コース

東京

  11/21

開催地 コース

東京

 11/  7  12/16

 10/27

 10/ 18  12/ 6 大阪

開催地コース 開催日

③ 天使の光コース

開催日

真我瞑想   3時間集中

東京

東京真我プロカウンセラー実践養成 3時間集中

宇宙無限力   3時間集中  10/15 東京

東京 11/12

① 未来内観コース

 11/ 15

開催日

 11/16

 10/21  11/22 名古屋

 11/26 東京 10/26

 11/15

 12/ 22

開催日 開催地

東京

 12/19

 10/25

東京

 12/ 13 東京

 12/12 大阪

 12/ 5

⑥ 6時間集中コース
   （再受講）

 11/17

開催日

 12/20

開催日 開催地

□

□ 真我無限拡散会12月１7日（木）
１８：３０-２０：３0

東京
YSカウンセリング

センター

2.真我開発講座開発者 佐藤康行の最新セミナー＆フォロー講座 

1.真我開発講座（5コース） 
「真我の実践会」会員の方は、このすべての講座が「受講し放題」です！ 

真我開発スペシャルゴッドウィーク 

＊料金はすべて税込価格です 

＊会場費のみご負担ください 

（会場費3,000円） 

一般受講料 88,000円 

会員受講料 0円 

（会場費3,000円） 

一般受講料 88,000円 

会員受講料 0円 

（会場費3,000円） 

一般受講料 88,000円 

会員受講料 0円 

（会場費3,000円） 

一般受講料 88,000円 

会員受講料 0円 

（会場費3,000円） 

一般受講料 88,000円 

会員受講料 0円 

（会場費2,000円） 

一般受講料 19,800円 

会員受講料 0円 

（会場費3,000円） 

一般受講料 27,500円 

会員受講料 0円 



□  10/  3 (土)

□  10/31 (土)

(月祝)

(月祝)

(日)

(火)

□  10/15 (木)

□  11/23 (月祝)

□  12/15 (火)

14：00～16：00 東京

□  11/23

開催日 時間 開催地

東京

　スタンダード編

　大富豪への道編

　コロナ編

内容

14：00～16：00 東京

　真我体道・他

　真我体道・他□  12/15 10：00～13：00 東京

□  12/13

大阪

開催地

東京
YSカウンセリング

センター

黄金の谷の法則
（行動編）

アイジーエー
関西支部

黄金の谷の法則
（ココロ編）

魂の継承

□11月29日(日)

□12月27日(日)

神成瞑想 特別1day
セミナー

天命の発見

セミナー名

東京
YSカウンセリング

センター

セミナー名場所 日程 場所

時間開催日

日程

□10月24日(土)

□10月31日(土)

□11月28日(土)

□  11/23

13：00～16：00 大阪

14：00～16：00

10：00～13：00

　　　内容

東京
YSカウンセリング

センター

　真我体道・他

　真我体道・他

　真我体道・他

　真我体道・他

東京

東京

大阪13：00～16：00

14：00～17：00

13：00～16：00

東京
YSカウンセリング

センター

※会場の都合により時間が変更になる 

  場合があります。 

※内容は変更になる場合があります。   

※心の学校・アイジーエー講師陣が 

  講師を担当します。 

会場費：1,000円 
 

3.佐藤康行スペシャルグループカウンセリング 
佐藤康行のスペシャルグループカウンセリング参加権（会場受講／Web受講）を、 

「真我の実践会」会員特典としてプレゼント！（1年に１回） 

 

4.佐藤康行映像セミナー 
※佐藤康行映像講座は、以前、佐藤康行が講師で開催した際に収録した映像を 

   編集したものを使用し、進行させていただきます。 
   講師：アイジーエー講師陣＆YSコンサルタント講師陣 
 

5.真我の実践フォローアップ教室 

＊カウンセリングは1回につき15名様までで最大2時間です。参加人数が少ない場合など、人数により終わる時間が変動します。 

＊スペシャルグループカウンセリングの参加資格は、個人会員は本会員のみ、家族会員は本会員と他メンバー会員1名様、 

   法人会員は本会員と他メンバー会員2名様です。 

＊この特典は予告なく変更・休止となる場合があります。 

開催日程の詳細はマイページでご確認ください。 

★講座へのご参加は「真我の実践会 マイページ」からお申込みください 

★「心の学校グループカレンダー」のご利用も便利です  

【佐藤康行映像セミナー共通事項】 

   ◆受講料： 会員 0円 （一般受講料 88,000円）   ◆会場費： 3,000円     

   ◆時間： 10：00-17：00                       ◆初めての方も参加OK！  

お
申
込
み 

 ⇒ https://c2.members-support.jp/shinga/ 

201003 

 ⇒ https://www.shinga.com/ca/  

ご入金がお済みの方からお席が確定しますので、お早目にご入金ください。 

定員に達しますと「キャンセル待ち」となりますので、ご注意ください。 

「真我の実践会」会員の方は「マイページ」からお申込みとお支払いができます。 

重
要 

6.みんなで太陽のカウンセリング 
※カウンセリングは15名様／回 

※参加資格：実践会会員  

※何回でも参加できます  

※講師：真我カウンセラー 

※参加費・会場費：無料 



キリトリ線

【佐藤康行の「光の世界（寂光）」】　お申込書

心の学校・アイジーエー　 東京都中央区日本橋兜町11-7 ビーエム兜町ビル301号室

03-5962-3748（24ｈ受付 )Fax Tel 03-5962-3541
E-mail info@shinga.com

お申込は
今スグ！

日程 2021年 6月 6日  （日）

会場 東京都内予定

資格 「未来内観コース」または「宇宙無限力体得コース」を受講済の方

受講料 550,000円　実践会価格：330,000円

時間 11:00～ 18:00

ご記入日 年　　　　月　　　日

開催日

フリガナ
お名前

メールアドレス（メール連絡希望者）

ＴＥＬ　　　　　　-　　　　　　-　　　　　　（自宅／勤務先）

FAX　　　　　　-　　　　　　-　　　　　　（自宅／勤務先）

携帯　　　　　　-　　　　　　-　　　　　

男
女

2021年 6月6日（日）　

□ クレジットカード希望　※ アイジーエーまでご連絡下さい

書類送付先ご住所　〒
□ご自宅
□ご勤務先

佐藤康行の

光の世界(寂光)

定員 １５名

問合せ アイジーエー東京本部
※ご案内はお送りいたしませんので、直接アイジーエーへ
お問合せください。

2020年 12月 6日  （日）

2020年 12月6日（日）　

□ 銀行振込 ※手数料はお客様の負担とさせていただきます。
お振込先） 三菱 UFJ銀行　四谷支店
 普通　0784246　アイジーエー株式会社

□ クレジットカード 決済 （分割最高 24回払いまで）
カードをお手元にご用意の上、アイジーエーへお電話ください。

お支払い方法

ご入金順に
お席が確定
します



(土) (土)

(土) (土)

(土) (土)

(土) (土)

(日) (日)

(日) (日)

(日) (日)

(木) (月)

(日) (水)

(水) (金)

(土) (火)

昼　12:15～12:45 夜　19:00～19:30
朝　9:30～10:00 夕　16:00～16:30

スタンダード編

 

 11/ 8 

開催日

 11/15

  12/  6 

開催日 時間

9：00～12：00

9：00～12：00

9：00～12：00

　　セミナー名

※真我プロカウンセラーフォロー

真我の実践フォロー

※真我プロカウンセラーフォロー

 10/ 4 

  10/11 

 9：00～12：00

時間

 真我プロカウンセラー実践養成コース 真我瞑想コース

 9：00～12：00

 9：00～12：00

 真我の実践フォロー

※真我プロカウンセラーフォロー

 真我の実践フォロー

　　セミナー名

  10 / 24

 12/13

 真我開発講座

開催日 　　　セミナー名

  11 / 14

　満月コンシェルジュ

　無限にお金を生み出す満月の法則

 10 /  17

開催日

 12 /  19

開催日

 佐藤康行映像セミナー

　黄金の谷の法則（ココロ編）

　神成瞑想特別1dayセミナー

　黄金の谷の法則（言葉編）  12 / 26

  12 / 12

  10 / 10   11 / 21

　魂の継承

開催日        セミナー名

スペシャル編

大富豪への道編

コロナ編

11：00～13：00

19：00～21：00

13：00～15：00

14：00～16：00

 10/ 1 

 10/ 4 

 10/ 7

 10/10 

生命を生き返らせる編

次元上昇編

ベーシック編

スタンダード編

15：00～17：00

11：00～13：00

13：00～15：00

19：00～21：00

 10/12

 10/21

  10/23 

 10/27

◆会場の都合により時間が変更になる場合があります。 ◆内容は変更になる場合があります。   

◆心の学校・アイジーエー講師陣が講師を担当します。 

※「真我プロカウンセラーフォロー」は、「真我プロカウンセラー実践養成コース」を受講済みの方が参加いただけます 

◆WEB通信費：1,000円  

★WEB講座・フォローアップ教室へのご参加はこちらからお申込みください 

【お問い合わせはこちら】 アイジーエー名古屋支部  ☎052-201-7830  200930 

   ◆受講料： 会員 0円 （一般受講料 88,000円）  ◆時間： 10：00-17：00 

   ◆WEB通信費： 3,000円            ◆初めての方も参加OK！  

「真我の実践会」会員の方は、 

このすべての講座が「受講し放題」です！ 

★真我ホームカリキュラム講座へのご参加は、下記からお申込みください 

      ⇒ https://bit.ly/3a4FrfF 

お
申
込
み 

  

⇒ https://kiseki.portal.jp.net/ 

真我ホームカリキュラム講座 

真我の実践 

  フォローアップ教室 

WEB通信費 ：無料（いつでも何回でも） 

ご自宅からでもインターネット（Zoom）を使った、リアルタイムで双方向の新しい受講スタイル！ 

   ◆受講料： 会員 0円 （一般受講料 88,000円）   

   ◆WEB通信費： 3,000円        ◆時間： 10：00-18：00 
 

  

ご自宅 からインターネットで受けられる！！  

真我ホームカリキュラム始まりました！ 

 真我の実践会 会員 WEB通信費無料！ 

１ ４ ３０ 回 日 分 つのカリキュラム 

◆WEB通信費： 0円             ◆何回でも参加できます 

◆１回につき15名限定            ◆参加資格：実践会会員  みんなで太陽のカウンセリング 

完璧愛ポスト、内観光受、美点発見などなど 

1回30分！ 平日毎日開催！  のみんなで取り組むワークショップ 



氏名

TEL　　　－　　　－

日程 開催地 日程 開催地

□ 10月24日(土) 大阪 □ 11月29日(日) 東京

□ 10月31日(土) 東京 □ 12月27日(日) 東京

□ 11月28日(土) 東京 □

開催地 開催地

□ 東京 □ 大阪

□ 大阪 □ 大阪

□ 東京 □ 東京

日程 日程

□ 10月10日(土) □ 11月21日(土)

□ 10月24日(土) □ 12月12日(土)

□ 11月14日(土) □ 12月26日(土)

真我の実践フォローアップ教室
日程 日程

□ 10月  4日(日) □ 11月15日(日)

□ 10月 11日(日) □ 12月　6日(日)

□ 11月　8日(日) □ 12月13日(日)

真我プロカウンセラーフォロー

佐藤康行映像セミナー

真我開発講座

真我プロカウンセラーフォロー

満月コンシェルジュ

魂の継承

無限にお金を生み出す満月の法則

黄金の谷の法則（ココロ編）

神成瞑想特別1dayセミナー

黄金の谷の法則（言葉編）

講座名 日程

講座名 日程 開催地

未来内観コース      月　  日(   ) □東京　□大阪　□名古屋

真我プロカウンセラー実践養成コース      月　  日(   ) □東京　□大阪

宇宙無限力体得コース      月　  日(   ) □東京　□大阪　□名古屋

天使の光コース      月　  日(   ) □東京　□大阪　□名古屋

真我瞑想コース □東京　□大阪

 1月  31日(日) □東京来場　   □WEB

（　　　　　　　　）6時間集中コース      月　  日(   )

講座名 講座名

日程

黄金の谷の法則（ココロ編）

開催地

黄金の谷の法則（行動編）

天命の発見

　12月 13日(日)

　11月 23日(月祝)

　12月 15日(火)

　10月  3日(土)

　10月 31日(土)

　11月 23日(月祝)

魂の継承

     月　  日(   ) 　□東京

□東京　□大阪　□名古屋

（　　　　　　　　）3時間集中コース

（　　　　　　　　）3時間集中コース      月　  日(   ) 　□東京

日程

講座名 日程

真我瞑想コース

真我プロカウンセラー実践養成コース

講座名

講座名

真我の実践フォロー

真我の実践フォロー

神成瞑想 特別1dayセミナー

『あなたの真我は宇宙大』

ご記入日　　　　月　　　日　

□東京来場　　□大阪来場
□名古屋来場　□WEB

  お申込み :  アイジーエー事務局までお電話あるいは実践会マイページより

真我無限拡散会 12月 17日(木)

     月　  日(   )

真我プロカウンセラーフォロー

講座名

日程

□ 10月 17日(土)

□ 12月 19日(土)

講座名

真我の実践フォロー

  

1.真我開発講座（5コース） 
  

2.真我開発講座開発者 佐藤康行の最新セミナー＆フォロー講座 

3.佐藤康行スペシャルグループカウンセリング 

4.佐藤康行映像セミナー 

５.真我の実践フォローアップ教室 

201003 

 WEB講座・セミナー 
ご自宅からでもインターネット（Zoom）を使い、 

リアルタイムで双方向の新しい受講スタイル！ 

お申し込みは今すぐ！ FAXは２４時間受付 

FAX：03-5962-3748   
  ご入金がお済みの方からお席が確定しますので、お早めにご入金ください。 

 定員に達しますと「キャンセル待ち」になりますので、ご注意ください。 

「真我の実践会」会員の方は 「マイページ」からお申込みとお支払いができます。 

＊この「太陽の橋渡し書」は、 

お席を確定するものではありません   

重
要 


