
FAX

ご記入日

フリガナ
お名前

男
女 TEL

＠

ご希望の
講座

 e-mail

    □　1/10(日) 神次元 生命力アップ　　 □　2/27(土) 覚醒のセールス

年　　　月　　　日　

 ご住所　〒

－　　　　　－

－　　　　　－

お支払
方法   □マイページから　 □事前銀行振込　 □クレジットカード

真我の実践・橋渡し書 

キリトリ線 

ご入金がお済みの方からお席が確定しますので、下記いずれかの方法で事前にご入金ください。定員に達しますと、

キャンセル待ちになります。「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。 

■事前振込 

三菱UFJ銀行 新宿支店 普通 0238555｜名義：一般社団法人 佐藤康行研究所 

（※お振込後、アイジーエーにお電話ください） 

■クレジットカード決済 

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。 

＊この「真我の実践・橋渡し」書は、お席を確定するものではありません   

重
要 

201112 

お問合せ 
ＴＥＬ：03-5962-3747 ＦＡＸ：03-5962-3748 E-mail： shinga@shinga.com 

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１F・３Ｆ 

日程 

日程 2021年1月10日(日) 13:00～18:00

88,000円（税込） 実践会価格 ：70,400円（税込）  受講料 どなたでも可資格 

心の学校アイジーエー関西支部６F研修室 会場 

会場 東京都内（日本橋茅場町付近）

東京開催

『覚醒のセールス』 
     ～神と一体となる～  

2021年2月27日(土)  13:00～18:00

『神次元 生命力アップ』 
～免疫力、生命力、経済力が無限にアップする神業～  
 大阪開催

どなたでも可資格 88,000円（税込） 実践会価格 ：70,400円（税込）  受講料 

40名 

限定



詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

□通常価格　  ３３，０００円
□ご優待価格　２９，７００円

□通常価格　  ３３，０００円
□ご優待価格　２９，７００円

□通常価格  　３３，０００円
□ご優待価格　２９，７００円

□通常価格  　３３，０００円
□ご優待価格　２９，7００円

□通常価格  　４０，０００円
□ご優待価格　３０，０００円

□通常価格　　２５，３００円
□真我の実践会
　 会員価格　　１９，８００円

何十億のお金よりはるかに大事！
男と女の究極のプログラム

　□通常価格　 　　　    　           ２５，３００円
 □真我の実践会・会員価格    　１９，８００円

メール
アドレス

電話番号

□通常価格　　２５，３００円
□真我の実践会
　 会員価格　　１９，８００円

□価格　１０，０００円

□通常価格　　２５，３００円
□真我の実践会
　 会員価格　　１９，８００円

黄金の谷の法則
「言葉編」ＣＤ

【商品構成】ＣＤ２枚、
映像視聴ページ、テキストPDF

神算上級編ＣＤ
【商品構成】ＣＤ２枚、

映像視聴ページ、テキストPDF

天命の発見ＣＤ
【商品構成】ＣＤ２枚、

映像視聴ページ、テキストPDF

すべてを神として捉える究極の言葉の使い方で
ビジネスを一変させる 「神シーズ」を伝授

□通常価格　     ３３，０００円
□ご優待価格 　  ２９，７００円

超免疫力覚醒ＣＤ
【商品構成】ＣＤ6枚、

映像視聴ページ、テキストPDF

コロナウイルス＆コロナショックが解消
世の中の不景気が全部ひっくり返る唯一の答え

 □通常価格　    ３３，０００円
□ご優待価格　 ２９，７００円

　　　　　　　　　　　　　　　　—免疫力アップ編—

超免疫力覚醒CD実践編
～すべてのすべてと和解する～

【商品構成】ＣＤ２枚、
映像視聴ページ、テキストPDF

男と女 神様の鏡vol.２
トラウマが消える

【商品構成】ＣＤ７０分（ダウンロード版あり）

男と女の究極のプログラム
第２弾！

　□通常価格　     　            　　 ２５，３００円
 □真我の実践会・会員価格  　  １９，８００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　—男女編—

男と女 神様の鏡vol.１
神視点

【商品構成】ＣＤ７０分（ダウンロード版あり）

すべてのすべてと和解する時
人間の最も偉大な免疫力が発動する

□通常価格　      ４０，０００円
□ご優待価格 　  ３０，０００円

201014

 提出　控え

※YSコンサルタントご優待価格:真我の実践会、究極の営業プログラム、
黄金の谷の法則プログラム　or　上級編覚醒、ココロ編、言葉編、神算上級編のいずれかをお持ちの方限定

YSコンサルタント

［振込先口座］三菱UFJ銀行
新宿通支店　普通 0061643

YSコンサルタント株式会社
ワイエスコンサルタント（カ

［振込先口座］三菱UFJ銀行
新宿通支店　普通 0193780

株式会社メンタルパワーズ
カ)メンタルパワーズ

メンタルパワーズ
お名前

お支払い方法

　　　　　　　　　　　　　　　　—ビジネス編—

あなたの夢目標を神算で実現するための
奇跡の９０分

 □通常価格 　     ３３，０００円
□ご優待価格　   ２９，７００円

究極の天命を発見すると、あなたのスタートが変わり、
すべての行動が変わる

□通常価格　       ３３，０００円
□ご優待価格　     ２９，７００円

［振込先口座］三菱UFJ銀行
新宿支店　普通 0238555

　一般社団法人佐藤康行研究所
シャ）サトウヤスユキケンキユウジヨ

お
支
払
い
先

佐藤康行の「太陽のカウンセリング」をご自宅で、
身近な人と一緒にご体験いただけます。

□価格　１０，０００円
（注）ご購入条件がございます。1：本部での「真我 太陽のカウンセリング」を会場又は、

Ｗｅｂで受講済みの方　 2：佐藤康行 真我の実践会の会員の方　 3：真我開発講座(5コース)を
一つでも受講済みであること　 4：必ず、佐藤康行学長の動画を使ってカウンセリングを行って　い

ただける方  5：受講生・未受講生とも、実践会、各セミナー、フォローに橋渡しいただくこと
6：カウンセリング後、報告書を提出すること

男と女 神様の鏡vol.３
幸せホルモン１００万倍

【商品構成】ＣＤ７０分（ダウンロード版あり）

男と女の究極のプログラム
第３弾！

　□通常価格　     　            　　 ２５，３００円
 □真我の実践会・会員価格  　  １９，８００円

□銀行振込　　　□カード決済
※クレジットカードでのお支払いの場合、後ほどスタッフよりカード情報をお伺い
させて頂きます。

※クレジットカードでのお支払いの場
合、後ほどお申込み返信メールをお送
りいたします。

「太陽のカウンセリング」
キット

【商品構成】
ダウンロード版約７０分×８本

真我の実践会 事務局

教 材
YSコンサルタント

メンタルパワーズ

真我の実践会 事務局

価格はすべて

税込価格です



 11 / 8 (日)  12 /16 (水)  12/ 6 (日)  11 / 7 (土)

 11 /12 (木)   1/ 10 (日)   1/24 (日)  12 /20 (日)

 12/ 5 (土)   1 /21 (木)

 11 /15 (日)  12 /22 (火)  11 / 8 (日)  12 / 5 (土)

 11 /20 (金)   1 /27 (水)  12 /19 (土)

 12 /13 (日)

 11 /16 (月)  12 /19 (土)  11 /15 (日)  11 /22 (日)

 11 /26 (木)   1/ 18 (月)   1/ 17 (日)

 12 / 8 (火)   1 /24 (日)

 11 / 7 (土)   1 / 9 (土) ※　1/16 (土)

 12 / 4 (金)

 11 /17 (火)   1 /30 (土)  12 /12 (土) ※12/19 (土)

 12 /20 (日)

真我プロカウ
ンセラー実践
養成コース

宇宙無限力
体得コース

宇宙無限力
体得コース

天使の光
コース

真我瞑想
コース

宇宙無限力
体得コース

天使の光
コース

真我瞑想
コース

真我瞑想
コース

真我プロカウ
ンセラー実践
養成コース

天使の光
コース

真我プロカウ
ンセラー実践
養成コース

※ WEB講座、ご自宅から参加できます。お問い合わせは名古屋支部まで。

真我開発講座　開催スケジュール及び申込書　〈2020年11月 ～ 2021年1月〉

アイジーエー関西支部研修室
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島5-14-10
新大阪トヨタビル6F
TEL：06-6307-3022

アイジーエー名古屋支部研修室
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦2-9-6
名和丸の内ビル2F
TEL：052-201-7830

未来内観
コース

未来内観
コース

未来内観
コース

YSカウンセリングセンター
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町11-7
ビーエム兜町ビル1F
TEL：03-5962-3541

東京 大阪 名古屋 

お問合せはこちら▶ Tel:03-5962-3541 

キリトリ線 

＠

(自宅/勤務先)

-

-

(自宅/勤務先)

-

メールアドレスは、はっきり丁寧に記入してください。文字が正しく読めず、メールが送信できないことがあります。不明瞭な箇所は、お電話で確認させていただくことがあります。

＠

日

(自宅/勤務先)

e-mail（PC）

e-mail（携帯）

-

-

年 月生年月日

-

男
女

□ご勤務先

TEL

FAX

フリガナ
お名前

書類送付先のご住所　〒
□ご自宅

携帯

月

月

月

月

月

日

日

日

日

日

開催日程

開催日程

開催日程

開催日程

開催日程

年

年

年

年

年

□東京 □大阪 □名古屋 □その他(　　　　)

□東京 □大阪 □名古屋 □その他(　　　　)

□東京 □大阪 □名古屋 □その他(　　　　)

□東京 □大阪 □名古屋 □その他(　　　　)

□東京 □大阪 □名古屋 □その他(　　　　)

開催地

開催地

開催地

開催地

開催地

未来内観コース

宇宙無限力体得コース

天使の光コース

真我瞑想コース

真我プロカウンセラー養成コース

201027 

お申込みは

いますぐ！ Fax:03-5962-3748 24時間受付 
空き状況のご確認などを承っております。 

（受付時間平日10時～18時まで） 


