
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 黄金（究極の喜びの人生） 崖 

真我の道を歩むと 

エゴの道へは行けない 
エゴの道を歩むと 

真我の道へは行けない 

小判を拾いながら 

「黄金」へ向かうことができる 

・佐藤学長の音声、動画、本、 

 ＳＮＳ、メール 

・各種講座 

・フォロー講座 

・太陽のカウンセリング 

 

 

真我への橋渡し 
真我の道 予想される未来 エゴの道 予想される未来 



（お客様控え） 氏名

☑橋渡し申込書とお客様控えそれぞれにチェックを入れてください。 TEL

１．佐藤康行 スペシャルセミナー

8/22（土） □ □
時間.13:00～18:00

□ □   PIA上級編

PIA

東京

11/1(日)

      まさに真我のプロフェッショナル。世界最先端のコース！

４．佐藤康行　メンタルパワーズセミナー

　 大阪

名古屋

真我 太陽の橋渡し 橋渡し申込書

200807

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

２．ＰＩＡ・インストラクター養成コース

会場:YSカウンセリングセンター

受講料：88,000円　　実践会：70,400円

『真我・パラレルワールド』

【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 8/29(土)-   8/30(日) 「未来内観」 □ □ ⑥「未来」

⑦11/28(土)-  11/29(日)「真我瞑想」 □ □ ⑦「瞑想」

会場 □ 

□    会場 8/8(土) 

①  8/16（日)　　　　    「真我体道」 □ □ ①「体道」

② 9/26(土)-   9/27(日) 「未来内観」 □ □ ②「未来」

③10/10(土)- 10/11(日) 「真我瞑想」 □ □ ③「瞑想」

④11/10(火)- 11/11(水) 「宇宙無限」 □ □ ④「宇宙」

⑤11/21(土)- 11/22(日) 「真我プロ」 □ □ ⑤「プロ」

「真我・ 

 パラレルワールド」

9/12（土） 

30名限定

受講料：132,000円 

実践会：105,600円 
『PIAプロフェッショナル 

再受講 受講料： 66,000円 

    実践会： 52,800円 

大阪開催 講師コース上級編』 

時間.13:00～17:00  会場:IGA関西支部 

 8/ 8(土)  『男と女 幸せホルモンを100万倍にする 

 真我全開！無限の愛のパワーを引き出す』 

『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 

 9/13(日) 大阪開催3．佐藤康行特別基礎編 

※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 

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 

9/13(日）  時間13：00～16：00 

会場：アイジーエー関西支部 

会場5,000円 Web3,000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 時間.13:00～18:00 受講料：110,000円 

会場:東京都内予定 

 Web □  

会場 □  

会場 □ 

□    会場 11/1(日) 

 9/13(日) 



■時間：10:00～19:00 ■時間：10:00～18:00　

開催地 開催地 開催地

□ (月) 東京 □ (日) □ (火) 東京 □ (日)

□ (土) 大阪 □ (土) □ 東京 □ (火)

□ (土) 名古屋 □ (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 開催地

□ (土) 大阪 □ (土) □ 未来内観　 　6時間集中 (土)

□ (日) 東京 □ (土) □ (土)

□ (日) 東京 □ (日)

■時間：10:00～19:00 ■時間：東京　10:00～13:00

開催地 開催地

□ (土) 名古屋 □ (月祝) □  9/ 19 (土)

□ (月) 東京 □ (月) □  10/ 3 (土)

□ (日) 大阪

■時間：10:00～18:00　

開催地

□ (日) 東京 □ (土)

□ (日) 大阪 □ (土)

□ (土) 東京

　　9/ 22 (火祝)  10/ 27

　真我瞑想　　    3時間集中

 真我プロカウンセラー実践養成 3時間集中

日程 フォロー 場所 受講料 会場Web費

大阪

 9 / 20

東京

  9 /  5 大阪

 9 / 20

 8 /  1

 10/ 10 大阪 22（土）、23（日）、24（月）、25（火）の4日間

19（土）、20（日）、21（月祝）、22（火祝）の4日間

開　　催　　日

開催日 開催地 コース 開催日

東京

 8 / 23  10/  3 名古屋

③ 天使の光コース
一般受講料 88,000円

会員　　　0円

開催日

開催日

⑦ 3時間集中コース
   （再受講）

一般受講料 19,800円
会員　　　0円

  9 / 26    8 / 29

未来内観　 　6時間集中

開催日 開催日 開催地

真我無限拡散会 会場 ３,０００円
WEB　0円

 10/ 25

 ９/  5

  8 /16 9月

東京

 8 /  1   9 /21 東京

一般受講料 88,000円

会員　　　0円

 8 / 24  10/26

１０月 ４日（日）
１３：００-１７：００

 10/ 17 東京

東京

④ 真我瞑想コース

 8 /  9

日程 セミナー 場所 受講料

東京都内
一般　132,000円

会員　０円

会員　0円

　『真我が地球
　　　　人類を救う』

10月 24（土）、25（日）、26（月）、27（火）の４日間

東京

8月

① 未来内観コース
一般受講料 88,000円

会員　　　0円 ⑤ 真我プロカウンセラー
　  実践養成コース

一般受講料 88,000円

会員　　　0円

開催日 開催日 開催地 開催日 開催日

 8 / 10   ９ /  6 東京  8 / 25  10/  4 大阪

 8 / 29

開催地 コース 開催日

東京

 9 /  5  10/ 18 東京

大阪

② 宇宙無限力体得コース
一般受講料 88,000円

会員　　　0円

 10/ 17

⑥ 6時間集中コース
   （再受講）

一般受講料 27,500円

会員　　　0円

開催日

会場 5,０００円
WEB 3,０００円

会場Web費

10月１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 

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） 

 ＊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。 

（会場費3,000円） （会場費3,000円） 

（会場費3,000円） （会場費3,000円） 

（会場費3,000円） 

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！ 

＊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） 

（会場費2,000円） 

※「宇宙の法則実践会」が「真我無限拡散会」に名称変更になりました 

真我開発スペシャルゴッドウィーク 



(土)

(土)

(土)

(日)

(土)

(土)

【お問い合わせはこちら】
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町11-7 ビーエム兜町ビル1F

〒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

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-9-6 名和丸の内ビル２F

(土) (土)

(土) (土)

(土) (土)

(土) (土)

(日) (日)

(日) (日)

(日)

 

9/6

開催日

10/4

 10/11

開催日 時間

9：00～12：00

9：00～12：00

　　セミナー名

真我の実践フォロー

※真我プロカウンセラーフォロー

8/2

8/9

8月 2日(日)

8月30日(日)

9月12日(土)

9月13日(日)

10月24日(土)

黄金の谷の法則（行動編）

黄金の谷の法則（ココロ編）

黄金の谷の法則（言葉編）

神成瞑想 特別1day
セミナー

東京
YSカウンセリング

センター

  10/ 31

(土)

 佐藤康行映像セミナー

 8 / 15   10 /  17  9 / 19

開催日 開催日 開催日

 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 / 26

 真我開発講座

　　黄金の谷の法則（行動編）

東京
YSカウンセリング

センター

魂の継承

東京
YSカウンセリング

センター

東京
YSカウンセリング

センター

アイジーエー
関西支部

セミナー名

　真我体道・他

13：00～16：00 大阪 　真我体道・他

14：00～17：00 大阪

東京

大阪

13：00～16：00

　真我体道・他

14：00～17：00

14：00～17：00

東京 　真我体道・他

　真我体道・他

時間 開催地             内容開催日

セミナー名 場所日程 日程 場所

 8 / 8

アイジーエー東京本部
アイジーエー関西支部
アイジーエー名古屋支部

☎03-5962-3541

☎06-6307-3022

☎052-201-7830

開催日

 10 / 24

開催日 　　　セミナー名

　　天命の発見

　　満月コンシェルジュ

　　魂の継承

   8/  8

10：00～13：00

時間

10：00～13：00

10：00～13：00

 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

  8 / 22

  9 / 12

　　真我体道の神髄

開催日

　　遺伝子とサムシンググレート

   8/ 15

   9/ 19

   9/ 27

14：00～17：00 東京 　真我体道・他  10/  3

       セミナー名

 10 / 10

※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 

◆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  

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 

＊この特典は予告なく変更・休止となる場合があります。 

★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 ⇒  https://www.shinga.com/ca/  

【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）  ◆時間： 10：00-17：00 

   ◆会場費： 3,000円                                        ◆初めての方も参加OK！  

★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  200815 

   ◆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/313ZPcr 

お
申
込
み 

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

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）を使い、 

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 

 



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



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

 

    

3.3.3.3.佐藤康行佐藤康行佐藤康行佐藤康行スペシャルスペシャルスペシャルスペシャルグループカウンセリンググループカウンセリンググループカウンセリンググループカウンセリング   4.4.4.4.佐藤康行佐藤康行佐藤康行佐藤康行映像映像映像映像セミナーセミナーセミナーセミナー     

 

                                                                                            1.1.1.1.真我開発講座真我開発講座真我開発講座真我開発講座（（（（5555 コースコースコースコース）））） 

                                                                                                                                                    ・・・・未来内観コース未来内観コース未来内観コース未来内観コース                ・真我・真我・真我・真我瞑想瞑想瞑想瞑想コースコースコースコース    

                                                                                                                                                    ・・・・宇宙無限力体得コース宇宙無限力体得コース宇宙無限力体得コース宇宙無限力体得コース    ・真我・真我・真我・真我プロカウンセラプロカウンセラプロカウンセラプロカウンセラーーーー実践養成実践養成実践養成実践養成コースコースコースコース    

                                                                                                                                                    ・・・・天使の光コース天使の光コース天使の光コース天使の光コース 

    

                                                                                            2.2.2.2.真我開発講座開発者真我開発講座開発者真我開発講座開発者真我開発講座開発者    佐藤康行の佐藤康行の佐藤康行の佐藤康行の最新セミナー最新セミナー最新セミナー最新セミナー        

                                                                                                    &&&&フォロー講座フォロー講座フォロー講座フォロー講座    
    
                                           真我開発講座真我開発講座真我開発講座真我開発講座開発者佐藤康行開発者佐藤康行開発者佐藤康行開発者佐藤康行がががが直接行う超ホットな直接行う超ホットな直接行う超ホットな直接行う超ホットな最新セミナー最新セミナー最新セミナー最新セミナーのののの数々。数々。数々。数々。    

                                                                                                                                                    あなたのあなたのあなたのあなたの真我を真我を真我を真我を全開に！！（全開に！！（全開に！！（全開に！！（WebWebWebWeb 受講受講受講受講あり）あり）あり）あり） 

過去 30 年間の佐藤康行のセミナーを含む全ての真我のコンテンツを月々1 万円でご提

供します。真我＝本当の自分（最高のあなた）に出会い、その真我を現実生活で実践し

ていくことであなたの人生が大好転するでしょう。あなたの一生涯のすべての問題や悩

みを解決する最高の人生のパスポートであり、人生の保険ともいえます。さあ、「真我

の実践会」で新しい人生のスタートです！ 

 

真我の真我の真我の真我のサブスク誕生！サブスク誕生！サブスク誕生！サブスク誕生！ 

佐藤康行が行う佐藤康行が行う佐藤康行が行う佐藤康行が行う少人数制のグル少人数制のグル少人数制のグル少人数制のグル

ープカウンセリング。あなたのープカウンセリング。あなたのープカウンセリング。あなたのープカウンセリング。あなたの    

意識次元が意識次元が意識次元が意識次元が一気に上がります。一気に上がります。一気に上がります。一気に上がります。    

（（（（WebWebWebWeb 受講あり受講あり受講あり受講あり）））） 

真我をビジネス真我をビジネス真我をビジネス真我をビジネス等、等、等、等、    

現実生活で活かし切る現実生活で活かし切る現実生活で活かし切る現実生活で活かし切る    

ための実践に役立つための実践に役立つための実践に役立つための実践に役立つ    

セミナーセミナーセミナーセミナーががががラインナップラインナップラインナップラインナップ 

 

～佐藤康行～佐藤康行～佐藤康行～佐藤康行    真我の実践会サービス真我の実践会サービス真我の実践会サービス真我の実践会サービス内容内容内容内容～～～～    

5.5.5.5.フォローフォローフォローフォローアップアップアップアップ教室教室教室教室 

真我の実践真我の実践真我の実践真我の実践フォロークラス、フォロークラス、フォロークラス、フォロークラス、    

真我真我真我真我プロカウンセラープロカウンセラープロカウンセラープロカウンセラー実践実践実践実践

養成コース養成コース養成コース養成コースフォローフォローフォローフォローななななどどどどのののの

テーマで随時開催テーマで随時開催テーマで随時開催テーマで随時開催 

心の心の心の心の学校グループ学校グループ学校グループ学校グループ創始者創始者創始者創始者佐藤康行佐藤康行佐藤康行佐藤康行 

会場会場会場会場：東京、大阪、名古屋：東京、大阪、名古屋：東京、大阪、名古屋：東京、大阪、名古屋    その他その他その他その他、、、、地方地方地方地方、、、、海外海外海外海外開催開催開催開催あり。あり。あり。あり。（詳細は（詳細は（詳細は（詳細は事務局まで事務局まで事務局まで事務局まで））））    

あなたの真我をあなたの真我をあなたの真我をあなたの真我を    

思いっきり開きましょう！思いっきり開きましょう！思いっきり開きましょう！思いっきり開きましょう！    

6666....真我の真我の真我の真我の実践会実践会実践会実践会    会員会員会員会員サイトサイトサイトサイト    

日常日常日常日常で真我を開きで真我を開きで真我を開きで真我を開き続ける続ける続ける続ける為為為為の真我オンラインサービスの真我オンラインサービスの真我オンラインサービスの真我オンラインサービス    

    ○○○○WebWebWebWeb セミナー：セミナー：セミナー：セミナー：毎月 1 本映像追加。過去の映像を 

      見ながらワークができます 

    ○○○○WWWWebebebeb 真我瞑想コース真我瞑想コース真我瞑想コース真我瞑想コース    ○佐藤康行の音声や言葉○佐藤康行の音声や言葉○佐藤康行の音声や言葉○佐藤康行の音声や言葉        

    ○ワークと体道マニュアル○ワークと体道マニュアル○ワークと体道マニュアル○ワークと体道マニュアル        ○真我○真我○真我○真我Ｑ＆ＡＱ＆ＡＱ＆ＡＱ＆Ａ等々等々等々等々    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

**** セミナーやフォローセミナーやフォローセミナーやフォローセミナーやフォロー    … 参加費はサービスに含まれますが、会場費は実費（1 開催につき 1,000 円～

5,000 円）を別途ご負担いただきます。 

**** 家族会員制度・法人会員制度家族会員制度・法人会員制度家族会員制度・法人会員制度家族会員制度・法人会員制度 … 制度の詳細は、「真我の実践会」会員サイトの規約をご覧ください。 

 

 

 

お申し込みは「佐藤康行お申し込みは「佐藤康行お申し込みは「佐藤康行お申し込みは「佐藤康行    真我の実践会」事務局まで真我の実践会」事務局まで真我の実践会」事務局まで真我の実践会」事務局まで    

ご連絡ください。ご連絡ください。ご連絡ください。ご連絡ください。    

 

「佐藤康行 真我の実践会」事務局（心の学校アイジーエー（心の学校アイジーエー（心の学校アイジーエー（心の学校アイジーエー    東京本部内）東京本部内）東京本部内）東京本部内）    

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町 11-7 ビーエム兜町ビル 301 

 TEL  03-5962-3747（10～18 時）  FAX  03-5962-3748（24Ｈ） 

 Email   shinga@shinga.com 

 

      

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

   ①個人会員 … 月額 10,000 円（＋税）／ ご本人様 

                                              （年払い特典あり） 

   ②家族会員 … 月額 20,000 円（＋税）／ ご本人様およびご家族の方 

                                              （年払い特典あり） 

   ③法人会員 … 月額 30,000 円（＋税）／ 法人の代表者様およびすべての従業員様 

驚きの会員特典のすべても、こちらの Web サイトで公開しています！ 

お申込みはお申込みはお申込みはお申込みは下記下記下記下記「佐藤康行「佐藤康行「佐藤康行「佐藤康行    真我の実践会」特設真我の実践会」特設真我の実践会」特設真我の実践会」特設 WebWebWebWeb サイトサイトサイトサイトでも受け付けておりますでも受け付けておりますでも受け付けておりますでも受け付けております    

 

●お申し込みページ https://ysmethod.com/jissenkai/ 

１日１日１日１日 12121212 万円万円万円万円の佐藤康行の高額セミナーを含む、の佐藤康行の高額セミナーを含む、の佐藤康行の高額セミナーを含む、の佐藤康行の高額セミナーを含む、    

すべてのコンテンツが月々すべてのコンテンツが月々すべてのコンテンツが月々すべてのコンテンツが月々1111 万円で受け放題！万円で受け放題！万円で受け放題！万円で受け放題！ 

 

 

 

 

「佐藤康行「佐藤康行「佐藤康行「佐藤康行    真我の実践会」会員真我の実践会」会員真我の実践会」会員真我の実践会」会員    

 

 

※サブスク※サブスク※サブスク※サブスクとは、 

サブスクリプションの略で 

会員制の定額サービスを 

意味します。 



詳しくはスタッフまでお問い合わせください。 200624

 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

※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。

お名前

お支払い方法

□銀行振込　　　□カード決済

　　　　　　　　　　　　　　　　—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、Ｗｅ
ｂ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

「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

　　　　　　　　　　　　　　　　—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

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　—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

□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　  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

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



 

このたび佐藤学長が、「佐藤康行 真我太陽の会」を立ち上げられました。 
 

この会は、「佐藤先生が真我を世に発信する」 

そのお手伝をしたい方のための会になります。 
 

佐藤先生に、天に、そして人類にお返しする  

という趣旨で、共に佐藤先生が示す方向を見て、 

佐藤先生の発想を献身的に具現化する会となります。 
 

具体的には、私たちが今できることを発見し、佐藤先生に提案し、 

それぞれの人生で培った体験や経験や技術や技能や資本など様々なものを  

プロフェッショナルボランティア（プロボラ）※として出し合い、 

皆で遂行していくという献身的で自主的な会です。 
 

純粋に佐藤先生のお役に立ちたいと思われる方であれば、どなたでも参加頂けます。 

事務局長 マイク岡本  

キリトリ 

「佐藤康行 真我太陽の会」申込書 記入日     月      日 

※プロボラは自分が 

培ってきたスキル、専門知識、経験を 

活かして、他人のために無報酬で行う社会貢献活動 

であり、得意分野を活かせるため生産性の高い 

活動ができるのが特徴です。 

 
■お問合わせ 

「佐藤康行 真我太陽の会」事務局 担当：中根、宇田 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町 11-7 ビーエム兜町ビル 3０１号室 

TEL 03-5962-3541  FAX 03-5962-3748 MAIL  taiyo@shinga.com 

「太陽の会ホームページ」で、活動の詳しい事例をご確認いただけます。

https://ysmethod.org/ 

佐藤先生と一緒に世界を光に変えるお手伝いをやってみたいと思う方は、 

会費は、無料 

 

お名前

ふりがな
TEL

MAIL

ー

ご住所
〒

現職

ー

＠

資格

 メモ(太陽の会参加にあたって、提案、希望、やりたいことなど)　例： 真我カウンセリング、ZOOMカウンセラーなど

得意分野

特技、
スキル、

専門知識
など

例：Excel、Word、パワーポイント、イラストレーター、
フォトショップなど

また、「佐藤康行の真我の拡散ナビ」では、心の学校や発信者に関する 

あらゆる知りたい情報をナビゲーションしております。

https://shinga-ys-world.com/ 



 

真我ホーム 

なんと！ 平日まいにち開催！ 

真我の実践会 会員 参加無料 
参加しているだけで、どんどん意識が上がる！ 

真我の確信を深める 「気づきのシェア」ができます 

 真我で一番大切なことは「続ける」ことです！ 

１ ４ ３０ 回 分 つのカリキュラム 

ネットでどこでも 

何度でも参加できる！ 

朝 9:30～10:00 

昼 12:15～12:45 

夕 16:00～16:30 

夜 19:00～19:30 

お好きな時間帯にご参加ください。 

開始時間を過ぎると、入場できません。ご注意ください。 

日 

カリキュラム講座 

お問合せ・お申込みはこちらから 

https://bit.ly/3a4FrfF 

真我の実践会 オンライン支部 

TEL：０５２－２０１－７８３０ 

Web 講座(zoom) 
ズーム 
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