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1 月の内容

１月４日 から営

■光太郎のひとり言
■商品紹介・・・３周年感謝フェア
■イベントのご案内

業いたします。
３周年感謝フェア
にぜひお出かけく
ださい。

新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
紫波 光太郎
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定休日：日曜
営業時間 10:00〜19:00

光太郎の新年のひとり言

【夢は現実に！！】

【おかげさまで３周年】
２００２年１月にアンテナショップ「やすらぎの空間プレバランス」をオープンしてから今月で３周年を迎えます。
これまでたくさんの皆様に支えていただきながら営業してくることができました。「本当にありがとうございます。」
心から感謝申し上げます。これからも皆様の「やすらぎの空間」となるよう努めてまいりますので、今後ともどうぞ
よろしくお願いいたします。
さて、今月は３周年目ということもありまして連載中の「リウマチとサヨナラする日」はお休みさせていただき、
「プレバランス誕生秘話」と「夢は現実に」という不思議なお話をします。
【誕生秘話】
私は、それまで実家の一室を借りまして数年間アレルギーを中心とした病気の研究をおこなっておりました。そ
の結果、病気を改善するための技術や知識が身につき治療家としてやっていける自信がもてるようになりました。
それが２０００年のことです。そして、これまで研究してきた技術や知識を一人でも多くの方に伝えたい考え、その
方法を模索しておりました。
２００１年の３月、突然！！瞑想中にプレバランスの原型となるイメージとメッセージが届きました。最初は、３と
言う数字が浮かびました。これは、「お店の屋台骨は最も安定する３本の柱で作れ」ということでした。そしてそれ
は、治療部門、食部門、住環境部門の３つの柱という具体的なイメージになりました。次にプレマ、バランスという
２つの言葉が浮びました。これは、「３本の柱はプレマとバランスを基本にする」ということでした。「プレマとは愛と
自然を表し、バランスとは調和を表す」というメッセージが届きました。そして、「それらを１つにまとめると『プレバ
ランス』が完成する」言うことでした。しかし、このイメージを現実化するためには、場所、資金、スタッフが当然必
要なわけですが、メッセージでは「場所もお金も人もすべて与えるから心配しないで行動するように」と言うことで
した。そして、まもなくメッセージ通り、プレバランスの建設する資金や場所、そして医、食、住のそれぞれ責任者
として働くスタッフが次々に与えられました。すべてやることなすことが、信じられないスピードとタイミングで瞬く
間にプレバランスが完成しました。この３年間は、このようにメッセージ受け取っては、それをイメージし、そして現
実化するという手順で進んでまいりました。そしてありがたいことに、この導きのお陰でこの３年間、ほとんどトラブ
ルもなく順調にやってこられました。今回は、みなさんにこのメッセージの秘密を公開します。
【メッセージと夢と脳波】
なぜ私は、このようなメッセージが受け取れるのかを説明します。それは、脳波に秘密があります。みなさんは
脳波にはβ波、α波、θ波等の周波数があるのはご存知だと思います。メッセージが受け取れる脳波がα波と
θ波の中間の脳波状態と言われています。この状態は夢をみているときの脳波です。しかも「明晰夢」と言いまし
て明晰な意識を持ちながら夢をみている状態です。その脳波を起きていながらつくれるとメッセージが届きます。
よく夢でみたことが実際に起こるといった正夢（まさゆめ）というのがあります。また、虫の知らせで親しい人が亡く
なるのが分かるといいますが、脳波の状態によってこのようなメッセージ（情報）が受け取れるのです。
【夢は現実に】
つまり、夢とメッセージは同じと考えられます。自分が「こうしたい、こうなりたい」という強い想い（夢）は、脳波を
変えることで起きている状態（顕在意識）でもメッセージやイメージに変換することが可能です。そして、その想い
を継続することで、強いエネルギーとなり物質化（現実化）されていきます。これは、どなたにもできることです。
そのためには、心を穏やかにして、こだわりを捨て、無欲になり、強い想い（夢）を持つことであると思います。

おかげさまで

３周年感謝フェア!!
１月４日〜１月３１日の期間

☆特別価格でご奉仕☆

特別セット商品･全商品税込み価格！！
三百年草 ＆ 菊芋 MAX
通常価格 18,900 円

通常価格 15,750 円

単品１８，０００円

単品１５，０００円

セットで飲むことをおすすめ致します。
さらにお得な

特別３個まとめ買い
●『三百年草』 ３箱で、
５６，７００円 ⇒ ５０，０００円

☆セットがお得です。
＜三百年草＋菊芋 MAX＞
通常価格 18,900 円 ＋ 15,750 円 ＝34,650 円

☆３０，０００円（税込）
『4,650 円』もお得！

●『菊芋 MAX』 ３箱で、
４７，２５０円 ⇒ ４０，０００円
●『三百年草』＆『菊芋 MAX』各３箱で、
１０３，９５０円 ⇒９０，０００円

ジャスト価格に！

『三百年草』 『菊芋MAX』 『菊芋の晶』は、１箱９０包入り（約１ヶ月分）です。

☆その他、『糖尿食研』商品全３０％OFF☆
菊芋の晶（顆粒）

菊芋の晶（粒）

菊芋健康茶

菊芋痩身美茶

菊芋健康珈琲

通常価格 １５，７５０円

通常価格 １２，６００円

通常価格 ３，１5０円

通常価格 ２，１００円

通常価格 ３，１５０円

１０，５００円

８，４００円

２，１００円

１，４００円

２，１００円

●『三百年草』について
１９８５年３月、韓国５大新聞の海外トピックで衝撃的な記事が紹介され話題を呼びました。『三白草で末期がん患
者の９０％が完治！』「三百年草」は、秘伝中の秘伝とされるこの「三白草（さんぱくそう）」を配合しています。ガン、
リウマチ、アレルギー、生活習慣病でお悩みの方へ

●『菊芋』について
イヌリンという食物繊維が豊富なことが大きな特徴。体内環境のコントロールに役立ちます。ミネラル、ビタミン、
酸素が豊富に含まれ、糖分、塩分、脂肪分を低下させ、腸内を活性化し、基礎代謝を活発にするので、細胞がよ
みがえります！糖尿病、腎臓疾患、冷え性、肥満、生活習慣病でお悩みの方へ

ナチュラル・ダイオード
「スピン反転」チェック（１５分） ３，０００円
「ナチュラル･ダイオード」 ４，７５０円 先着１５名様
合計７，７５０円が
セットでなんと

４，５００円

体の左側に付けることに
より、経絡の氣を高め、
「スピン反転」を予防。
※「スピン反転」チェック希望
の方は必ずご予約下さい。

＜スリムポケットダイオード＞
☆今現在、「スピン反転」セラピー後「ナチュラル・ダイ
オード」を携帯している全員の方が改善しています。

ラクダの肌掛布団セット
合計３９，５７０円 がセットで

<サイズ>１５０ｃｍ×２１０ｃｍ
（シングルサイズ）
<表地> 綿１００％
<中綿>キャメルの産毛１００％
<中綿重量>０．８ｋｇ
<クリーニング方法>
・ドライクリーニング
・チャージソープの使用不可
・タンブルドライ不可

２９，８００円

スピン反転は、白血病・ア
レルギー・霊障・慢性疲労
などの原因と言われてい
ます。
人間を構成している原子は
核を持ち、その周りには電
子が回っています。この電
子の自転運動を「電子スピ
ン」といい、電磁波などの
外部磁場があまりに強く影
響を及ぼすことにより、ス
ピン反転を起こします。

今年も、
花粉症の方には
つらい季節がやってきました。
花粉症にも「スピン反転」が関係！？

プレバランスオリジナル商品

限定３セットのみ
「らくだ肌掛布団」２９，８００円
「らくだ肌掛布団カバー」３，６７５円 全部付いて、まさかの！
「トルマリンピロー」５，２５０円
「ピローケース」８４５円

スピン反転

花粉症の対策はお早めに！
「花粉症特別セラピー」を２月か
ら開始します！来月号の通信で
特集いたしますが、お悩みの方は
いつでもご相談ください。
※２月５日(土)プレバランスに
て
「花粉症対策セミナー」開催！！

ふたこぶラクダの毛は毎年、晩春に
抜け替わります。その時期に落ちた
ものを集め、うぶ毛だけを丁寧に精
毛し抽出し、産出されます。このよう
に、自然の流れにそってつくられた原
毛は、世界でも大変貴重な高級繊維
原料となるのです。
この肌け布団は、肌に直接掛けると
より暖かく、夏は麻のカバーを掛ける
と涼しく寝冷えを防ぎ一年中快適に
使用頂けます。

保湿性・潤滑熱が高い！
弾力性・回復性は抜群！
吸収性・保湿性に優れた！

大抽 選 会

早めのケアで、気分もすっきり

２００５年あなたの運命占います！

プレバランス占星術
先着１０名様のみ
通常価格
１０，０００円（６０分）

５，０００円

お得

これは、かなり
です！
世界で最も信頼性があると言われているインド占星
術をベースにした「プレバランス占星術」で、あなた
の２００５年が、はたしてどんな１年になるのか大予
測！あなたの幸運の
一歩は今、ここから始 ※必ず事前にお電話にて
ご予約ください。
まる…。

３，０００円
以上お買い
上げの方

にもれなく
プレゼント

１/４〜1/３１開催
※合計３，０００円以上のレシート
をお持ち下さい。

太っ腹の『らくだ肌掛布団』プレゼント！

特賞
１等

カフェ・ド・プレマより『カフェセット』プレゼント！

２等

ヒーリングコスメ『ラ・カスタセット』プレゼント！

景品

お風呂のリラックスタイムに『バスエッセンス』プレゼント！

玄米味噌・古代米・粗食セット無料チケットなど

ボディミルク・レッグジェル・バスオイルなど

イベントのご案内

医療現場と健康産業分野の架け橋的役割を果たすことを目的としたトレードショーであり、国内初の、代替医療・予
防医療の総合展示会です。研究開発色の強い食品メーカー、検査機器や治療機器の開発メーカー、クリニックなど
が出展し、プレバランスも IHM トレーディングと協賛して出展いたします。医療ニーズが多様化していることもあり、
出展品目も、治療を目的としたものから、抗加齢をコンセプトにしたものなど多様です。
また、主催者側が開催する統合医療を主としたセミナー・シンボジウムも見所の一つです。魅力満載の内容となっ
ておりますので、同封したセミナープログラムをぜひご覧ください。
■会期：１月２１日（金）・２２日(土)
■会場：パシフィコ横浜 展示ホール D、アネックスホール
■企画：月刊「メディカルニュートリション」
■主催：CMP ジャパン株式会社
■来場者数：８,０００人
■出展社数：１００社
■入場料：３,０００円
※プレバランスのブースの小間番号は G−８です。
※無料招待券を差し上げます（０２９３-３２-２１３４）
アクセスや概要などの詳細はこちらです。http://www.kenko-media.com/imec/

★参加希望の方はご予約下さい

＜セラピスト向け＞日時：１月２３日（日） 場所：東京 （株）IHM セミナールーム
※詳細は別途お問合せ下さい。（プレバランス：０２９３−３２−２１３４）
＜一般向け＞日時：２月５日（土） １０：００〜１２：３０ 場所：茨城 （有）プレバランス
内容：花粉症の原因とは？ ・攻略法について ・スピン反転チェック＆セラピー（無料）
会費：会員（１,０００円）・一般（３,０００円）
２/１２（土）大阪・２/１３（日）東京でも同内容のセミナー開催予定！

１月

やすらぎの空間

（ ）内の表示はボイドの期間を表します。
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ショップはオープンしています
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ボイド時間帯は次のことを確認してください。
1.計画を見合わせて下さい。2.重要な話し合いは避けて下さい。3.結論は保留にして下さい。

