開催ごあいさつ「舩井フォーラム2017」

株式会社 船井本社
代表取締役社長

舩井幸雄の代表作のひとつに1993年に出版された
『船井幸雄の
「直感
力」の研究』
（PHP）があります。
そこで、すでに
「超意識」について詳しい
意見を述べています。超意識の状態になればなんでもできること、多くの
チャネラーたちは超意識ではなく、潜在意識にアクセスしてしまっている
ので必ずしも正しい情報が来るわけではないので、区別が必要なこと。
そして、
超意識にアクセスする具体的な方法まで詳しく解説しています。
今年の舩井フォーラムではクンルンネイゴンの秘術を通じて超意識ま
で私たちを実践的に導いてくれるKan.さんをはじめ、講師の先生方や参
加される皆様と一緒にリアルな
「超意識」
を体験する場にしたいと思って
います。人間以外の動植物は無意識で生きている。人間は（顕在）意識を
獲得して、神のように文明を創造して便利な暮らしを謳歌するようになり
ましたが、母なる地球の環境をメチャクチャに壊してしまいました。
いまこそ、
この世の本質である超意識にアクセスし、文明を使いこなし
ながらも、神の意志に適った生活を送る時が来ているのです。

株式会社船井本社 代表取締役社長
株式会社にんげんクラブ 代表取締役
1964年大阪府生まれ。
1988年㈱船井総合研究所入社 1998年同社
常務取締役 2008年「競争や策略やだましあ
いのない新しい社会を築く」
という父・舩井幸
雄の思いに共鳴し、㈱船井本社の社長に就
任。
「有意の人」
の集合意識で
「ミロクの世」
を
創る勉強会「にんげんクラブ」を中心に活動
を続けている。
近著に
『智徳主義【まろUP!】
で《日本経済の
底上げ》
は可能』
（竹田和平・小川雅弘共著）、
『日月神示的な生き方』
（中矢伸一共著）、
『お
金は５次元の生き物です！』
（はせくらみゆき
共著）、
『聖なる約束３ 黙示を観る旅』
（赤塚
高仁共著）
がある。
舩井幸雄.com http://www.funaiyukio.com/
にんげんクラブ http://www.ningenclub.jp/

株式会社本物研究所 代表取締役社長
一般財団法人舩井幸雄記念館 代表理事
株式会社51 Dreamsʼ Company 代表取締役社長
株式会社51 コラボレーションズ 代表取締役会長
ライフカラーカウンセラー認定協会 代表
1964年大阪府生まれ。関西学院大学法学部政治学科
卒業後、英語教師として13年間、兵庫県の私立中高一
貫校に奉職。2001年、㈱船井本社の前身である㈱船井
事務所に入社し、㈱船井総合研究所に出向。
舩井幸雄の直轄プロジェクトチームである会長特命室
に配属。2003年4月、㈱本物研究所を設立、代表取締役
社長に就任。商品、技術、生き方、人財育成における
「本
物」
を研究開発し、広く啓蒙・普及活動を行う。
また、2008年にライフカラーカウンセラー認定協会、
2012年に㈱51 DreamsʼCompany、2015年に㈱51コ
ラボレーションズを設立。2016年、一般財団法人舩井
幸雄記念館の代表理事となる。著書に、
『あなたにとって
一番の幸せに気づく幸感力』(ごま書房新社)、
『ズバリ
船井流人を育てる自分を育てる』(ナナ・コーポレート・
コミュニケーション)、
『私だけに教えてくれた船井幸雄
のすべて』
（成甲書房）、船井幸雄との共著『本物の法則』
(ビジネス社)、
『あなたの悩みを解決する魔法の杖』(総
合法令出版)、
『幸感力で「スイッチオン!」』(新日本文芸
協会)がある。http://www.honmono-ken.com/

船井本社グループ
株式会社 エヴァ・ビジョン
代表取締役社長

皆さん、こんにちは、株式会社エヴァ・ビジョンの小川雅弘で
す。日頃は、船井本社グループにご愛顧賜りまして、本当に有難
うございます。
さて、今年の舩井フォーラムは、大きな歴史の転換点に位置
づけられるとても大切なフォーラムです。昨年大変お世話になり
ました『世界144000人の平和の祈り』も二年目となり『世界の
国々の祈り』を開催させて頂きます。世界情勢を見れば、
『戦争
の足音』や『預金封鎖の予兆』『食料危機の匂い』『天皇家の
変化』など大激変の予感がします。この事態を回避する方法は、
『祈り』しかありません。本年も『皆さんと一緒に平和を祈る時
間』を設けました。フォーラム参加者全員で『世界平和と地球の
安寧』を祈ります。是非ご参加ください。お待ちしております。

わが師・舩井幸雄は、
「完結編 船井幸雄の人間の研究」
（1992年
PHP研究所刊）において、つぎのように述べています。
『 本来、人間
は、
その本質である
「超意識存在」
を、
より成長させ、生成発展させる
ために
「心」
と
「肉体」
を持って生まれてきたようです。
すべてを知って
いる本質生命体をより成長させるために、
それを
「肉体」
に閉じ込め、
「心」
という意志や感情の存在を準備し、新しい経験や思考を学ぶ構
造にしたようなのです』
と。
人は、経験を積んだり、多くのことを学ぶことで、
「心」
と
「良心」
を
一致させることができると、悟ることができ、超意識とつながること
ができる……。
「舩井フォーラム2017」
は、私たちの学びの場です。
こ
の二日間、大いに学び、感じ、私たちのなかにある
「超意識」
の目覚め
につなげられたらと念じています。
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※クロークは、
エントランスロビー
左側にございます。

パシフィコ横浜
国立大ホール
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パシフィコ横浜 国立大ホール
マリンロビー・出展ブース図
（2016年の出展例です）

1960年高知県高知市に生まれる。立教大学を卒業
後、石油会社を経て、運送業、
レンタカー業、
レスト
ラン業や株式会社エヴァ・ビジョン代表取締役、株
式会社にんげんクラブ取締役などを務める。その
他、土佐経済同友会 特別幹事、一般社団法人)高知
ニュービジネス協議会 代表理事会長、NPO法人高
知県環境自律フォーラム 理事長、
など地域の発展
に尽力する一方で世界144000人の平和の祈り実
行委員長やアースキーパークリスタル協会会長を
務める。
著書に、
『アースキーパークリスタル〝Pchan〟』
『たった今、宇宙銀行の財布の口が開きました』(ヒ
カルランド刊)共著(竹田和平・舩井勝仁)に、
『智徳
主義【まろUP!】
で
《日本経済の底上げ》
は可能』
「序
文」村中愛著『プレアデス
『メシアメジャー』
からの黙
示メッセージ』共著(赤塚高仁・村中愛)『 天皇とユ
ダヤとキリストそしてプレアデス・メシアメジャー』
共著(白鳥哲・村中愛)『プレアデス・メシアメジャー
とエドガー・ケイシーの未来リーディング』(ヒカル
ランド刊)共著(舩井勝仁・村中愛)『時は今、封印が
拓かれるとき』(きれい・ねっと)などがある。
（アースキーパークリスタル協会）
http://earthkeepercrystal.com/
（世界144000人の平和の祈り）http://144000.jp/
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■ 健康・生活環境ブース
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■ 美と芸術ブース
■ 船井本社グループ
● トイレ
（車イス用トイレ
もございます。）
★ 喫煙所
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クローク

エントランス
ロビー
サイン会①

サイン会②

1階正面出入口

1階
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受 付

エントランスロビー

受付

小ホール

10：50−12：20

舩井 勝仁

副島 隆彦

ふない
かつひと

株式会社 船井本社 代表取締役社長

９月 日㊏㊗ ︻大ホール︼

10：00−10：30

そえじま
たかひこ

23

評論家・副島国家戦略研究所〈ＳＮＳＩ〉主宰

1953年５月１日、福岡市生まれ。本籍・佐賀市。早稲田大
学法学部卒業。銀行員、代々木ゼミナール講師、常葉学園
大学教授を歴任。
政治思想、法制度論、経済分析、社会時事評論などの分野
で、評論家として活動。
日米の政財界、
シンクタンクなどに独自の情報源をもち、
日
本人初の「民間人・国家戦略家」
として、
日本は国家として
独自の国家戦略を持つべきだ、
と主張している。
副島国家戦略研究所〈SNSI〉主宰。

超意識を現実に活かす方法
人間は自然の理に適うために
（顕在）意識
を放棄して動物のように無意識に戻るの
ではありません。意識の力で作りあげた現
実を活かしながら超意識にもアクセスでき
る力を身に付け、
いまの文明を自然の理に
適うものにする方法はないかを具体的に
考えていきたいと思います。
いわば、神さまの次元に進化するため
の方法論を解き明かすのが本フォーラムの目的なのです。
アメリカにトランプ大統領が出現し、
日本でも戦争を感じさせる
ような報道に接することが多くなってきました。
いままでのような
建前の世界は意味がなくなり、本気で現実を切り拓いていく必要
に迫られています。
そのためのヒントになるお話をフォーラムの冒
頭に皆さまに投げかけさせていただきたいと思っています。

私が今、話したいこと

講演プログラム

日本を取り巻く世界情勢が急激に変化している。
北朝鮮からの核ミサイルの攻撃の可能性などである。
私はそのとき最先端の最新の話をします。
私は予言者宣言をしています。舩井幸雄先生からの直伝で習いました。
世の中に次に起きることを私は先見して、
かつ見透かせます。
私の予言は当ります。弥勒の世が来ますよう祈りましょう。乞うご期待。

13：20−14：20
堀 木 エリ子
和紙作家

ほりき
えりこ

株式会社堀木エリ子アンドアソシエイツ 代表取締役

京都生まれ。
「建築空間に生きる和紙造形の創造」
をテーマに、2700 2100mmを基本サイズと
したオリジナル和紙を制作。和紙インテリアアートの企画・制作から施工までを手掛
ける。近年の作品は、
「東京ミッドタウンガレリア」
「パシフィコ横浜」
「在日フランス大
使館 大使公邸」
「成田国際空港第一ターミナル到着ロビー」のアートワークの他、
N.Y.カーネギーホールでの「YO-YO MAチェロコンサート」の舞台美術等。
HP http://www.eriko-horiki.com

伝統工芸と革新技術〜進化する和紙
銀行員から伝統産業の世界へ飛び込み、前例のないことへの挑戦を続けた30年を振り返
り、革新的な技術開発や新たな表現方法が生み出された経緯をお話します。
また、抄紙技術
やデザイン、
アート、
ビジネスなど全てにおいて、
独学によって作品を生み出してきた経緯や、
独自の考え方や姿勢について、和紙作品の写真や映像とともにお伝えしたいと思います。

出演講師、タイムスケジュールは諸々の事情により変更する場合もございます。最新情報はオフィシャルホームページ https://funai-forum.com/2017/ でご確認願います。

9.23（土・祝）【開場 9:30〜】

9:00

14:00

懇親会

司会 ナビゲーター
佐野 浩一

※敬称略

18:30まで

司会
兒玉 裕子

17:40〜
18:30
サイン会

河合 勝

佐野 浩一

山岡 尚樹

神津 健一

15:20〜
17:20

［ブース展示］
サイン会

舩井 勝仁
＆
Ｋａｎ ．

17:30〜
18:20

14:10〜
15:00

19:00〜
21:00

17:00

10:30〜
17:30

サラハ・アミン

加藤 直哉

佐野 浩一

町田 明生晴

サイン会

吉濱 ツトム

小ホール

13:00〜
13:50

司会 ナビゲーター
船井 かおり

Time
Schedule
18:00
19:00
20:00
21:00

16:00

Ｋａｎ ．

途中で随時
※
休憩が入ります

大ホール

11:10〜
12:00

15:00

サイン会

特別講演
※

14:00

︻会場︼
クィーンズタワー
キャフェテリア

17:10〜
18:20

塚澤 健二

15:30〜
16:50

19:00まで

サイン会

サイン会

13:00

［ブース展示］

17:00〜
18:00

佐野 浩一
＆
鬼丸 昌也

15:50〜
16:30

船瀬 俊介

12:00

※敬称略

17:00

小川 雅弘
＆
村中 愛

サイン会

春原 恵子

平和と祈りの時間

祈り 聖歌歌唱・講演

特別講演
※

丸山 修寛

村津 大地

近藤 太郎

13:00〜
14:20

16:00

タイムスケジュール

［ブース展示］
9:20から

10:00〜
10:50

14:40〜
15:20

堀木 エリ子

サイン会

副島 隆彦

11:00

10:00

15:00

13:20〜
14:20

11:10〜
12:10

石原 政樹

奥 慶仁

小ホール

10:00〜
10:50

9.24（日）【開場 9:20〜】

9:00

13:00

10:50〜
12:20

舩井 勝仁

大ホール

［ブース展示］10:00〜
9:30から 10:30

Time
Schedule
18:00
19:00
20:00
21:00

タイムスケジュール

12:00

11:00

10:00

司会 ナビゲーター
佐野 浩一

小ホールの入場につきましては、講演ごとの入場整理券
（全220席）
が必要となります。入場整理券は、各々講演当日９
：30〜総合受付にて配布致します。
※丸山先生、船瀬先生の特別講演には、入場整理券（有料1000円）が必要です。

02

９月 日㊏㊗ ︻大ホール︼

23

14：40−15：20
春原 恵子

平 和と祈りの時 間

15：50−16：30

対談

村中 愛

小川 雅弘

すのはら
けいこ

ソプラノ歌手

むらなか あい

おがわ まさひろ

国立音楽大学声楽科卒業。伊・ミラノにて研鑽。
各音楽誌で、
その歌声を
「アジリタのテクニックも確かで、
共鳴の高い爽やかな美声」
と称される。
2013年ドイツにて、
ヒルデガルト記念館、教会からの依頼
により、
ヒルデガルト聖歌と長嶋孝彦の詩を歌うコンサー
ト出演、及びCD〈Liebe in Fülle〉録音、
リリース。
〈ヒルデガルト聖歌全77曲演奏会〉全７回公演完結。
2017年、
セカンドCD発売予定。藤原歌劇団団員。

株式会社
エヴァ・ビジョン
代表取締役社長

1954年９月１日 高
知県に生まれる。
高 知 県で育ち、ごく
普通の専業主婦とし
て 過 ご して い た が
1987年からメシアメ
ジャーからメッセー
ジが届くようになり、現在も記録を取り続
けている。
著者に
『プレアデス・メシアメジャーからの
黙示メッセージ 時の終わりと時の始まり』
『プレアデス・メシアメジャーとエドガー・ケ
イシーの未来リーディング』
『天皇とユダヤ
とキリストそしてプレアデス・メシアメジャ
ー』
『時は今 封印が拓かれるとき』
HP http://ilovestone.p-kit.com/

photo by 坂崎 恵一

水の祈り いのちの響き〜地球の声は廻りて巡る
講演プログラム

はりつめた世界、その緊張が天体の運動によって緩かに和らげ
られる日。
それが2017年の秋分の日です。
この日、次元は不安定
となり、私たちは世界の境界へと連れ出され、
それを越え出るこ
とを示唆されるとも言えるでしょう。その呼び掛けへの応答は、
祈ること、永遠から永遠へ進みゆくこと。私にとって祈ることは、
歌うことなのです。その日、その時、お集りくださる皆様と、共に
発信するものの行方を楽しみにしております。

〈ヒルデガルト・フォン・ビンゲン〉

中世ドイツ最大の賢女であり、
ライン川の巫女と讃えられた
聖女ヒルデガルト。神に仕える修道女であった彼女は、音楽、
医学、植物学、鉱物学、生物学と、実に12もの分野で多大な功
績を残した。
その彼女が最も大切にしていたのは、音楽。
ヒルデガルトは、音楽を
〈身体と魂の完全なる調和〉
であると
し、
その役割のひとつを
「歌と言葉は、天に届くことで、天と地
を再び統合する」
と語る。
〈宇宙の調和は音楽によって表される〉
という考え方が当たり
前だった中世ヨーロッパで、神の啓示を受けてヒルデガルト
が書き綴ったのは、77曲もの祈りの歌であった。

〈ヒルデガルト・フォン・ビンゲン、
長嶋孝彦〜聖なる祈りの歌〉
会場下見の数日前から、水の気配を感じてい
た私は、会場で歌うや否や、
「その日、
この会場
で、ぜひ水にまつわる歌をお届けしたい」
とプ
ログラミングしました。
photo by 圷 邦信
ヒルデガルト聖歌全77曲の中から、神の啓示
を受けて書き綴った幻視書〈Scivias スキヴィ
アス〉
に著された祈りの歌を中心にお届け致します。
青く輝く水の星・地球。奇跡のごとく美しきこの星に住まう私た
ち人間も、我が身に多くの水を内包しています。
水の再生の道と示唆するヒルデガルト聖歌、
そして聖なる世界を
描き続ける詩人・長嶋孝彦の水にまつわる詩は、私たちの生命の
水と響き合い、
この日、新しい扉を開くことでしょう。

世界144,000人の平和の祈りが昨年スタートし、
今年は２年目になりました。
昨年は、皆様のお力を頂き47都道府県の全県を回らせて頂き、138回
講演会ができました。本当に有難うございました。
講演会の中でも特に
『宇宙銀行の１兆円』のお話は皆様に大変喜んで
いただき、多くの方々が暗証番号を解かれ、
ご希望金額が手に入った
と嬉しいご報告を何度も受けました。
今年も、昨年に引き続き144,000人平和の祈り
『各国への祈りとお詫
び』の説明会をさせて頂きながら昨年よりもパワーアップした
『金運と
徳』
についてお話をさせて頂きたいと思っています。
さて、隣国には危機迫っています。
日本も今、〝何をなすべきか〟真剣に考え行動する時に来ています。
今年、144,000人平和の祈り２年目のテーマは『各国への祈りとお詫
び』
です。
日本には大きな使命と役割があります。
第三次世界大戦が起こらないように真剣に考え行動し、祈りたいと思
います。

17：00−18：00
鬼丸 昌也

おにまる
まさや

認定NPO法人テラ・ルネッサンス 創設者・理事

1979年、福岡県生まれ。立命館大学法学部卒。2001年、初めてカン
ボジアを訪れ、地雷被害の現状を知り、
「すべての活動はまず『伝え
る』
ことから」
と講演活動を始める。同年10月、大学在学中にテラ・ル
ネッサンスを設立。
カンボジアでの地雷除去支援、
ウガンダやコンゴ
での元子ども兵の社会復帰支援事業などに取り組む。地雷、子ども兵
や平和問題を伝える講演活動は年120回以上。国内外を問わず精力
的な活動を行っている。 HP https://www.terra-r.jp

こうして僕は世界を変えるために一歩を踏み出した
紛争や貧困、環境破壊など、社会にはさまざまな課題が存在します。
それ
らの課題に、私たちは、
どのように向き合えばいいのか。
そして、私たちに
何ができるのでしょうか。大学4年生でNGOを設立し、全国各地で平和や
地雷、子ども兵に関する講演活動、
カンボジア、
ウガンダなどでの支援事業
を立ち上げる過程で気づいた
「一歩を踏み出すこと」の大切さを、
自身の
体験を通じてお話します。
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ゲスト対談

佐野 浩一

さの
こういち

株式会社本物研究所 代表取締役社長

ぼくたちが起こす
「百匹目の猿現象」
舩井幸雄の「定番」、幸島の猿のイモ洗いのお話。
何度も聴いたけど、
もう２度と聴けない…。
でも、風
化させてはいけません！ 幸島の猿たちのイモ洗い
行動が、
そこからはるか遠く離れた高崎山の猿たち
に伝播していった現象。科学者のライアル・ワトソン
は
「百匹目の猿現象」
と名付けました。集合意識、意
識の変革、思いの実現…、舩井幸雄からの学びを
いまこそ行動に移すとき。ぼくたちは、いま、
ここで
一歩踏み出す必要があります。今回は、ぼくの尊敬
する活動家・鬼丸昌也さんと一緒に、
「 ぼくたちの
一歩」
をお伝えします。

石原 政樹

※入場整理券を配布致します

奥 慶仁

いしはら
まさき

ロゴストロン株式会社 代表

奥歯科医院 院長

学生時代から、禅僧である祖父の影響
で座禅に親しみ、高校時代に超越瞑想
を学ぶ。学生時代にキャプテンを務め
た剣道部の稽古の後、
しばしば幽体離
脱を経験。20代後半には1日10時間を
超える瞑想中にエネルギーが覚醒し、一切の存在と融合する
という神秘体験をする。その後少林拳、少林武術、太極拳、古
武術、気功、気導術、ヴィパッサナー、阿字観、肥田式強健術
等、高名な師匠の下で幅広く学び、崇山少林寺では14代館長
釈永信管長より動功の免状を授与される。また、学生時代に
船井幸雄会長の書籍に影響を受けたことがきっかけで船井
幸雄グループの門を叩き、社員として10年間、
ビジネスとスピ
リチュアルの両面を学ぶ。現在、伯家神道・言霊学伝承者であ
りロゴストロン理論創始者の七沢賢治のもと、ロゴストロン
株式会社取締役として事業と古神道の修行に励んでいる。
HP http://www.logostron.jp/

おく
よしひと

11：10〜12：10

※入場整理券を配布致します

丸山 修寛

1975年京都府生まれ。
㈱バンクシア代表取締役。
元アマチュアボクシング日本
代表。現役時代に「気」の重
要性を実感し、
レイキをマス
ター。独自にイメージトレーニングやセルフコント
ロールを研究し、実践で活用。指導者として、
プロ
ボクシングジム代表、近畿大学ボクシング部コー
チを歴任。
HP http://www.totalhealthdesign.jp/

体と心と宇宙を結ぶ
バンクシア・フィットネス

美と健康の最新情報とともに、バンクシ
ア・フィットネスで体と心をゆるめる方法
をお伝えします。
また、誰もが簡単に“気”
を使いこなせる術も伝 授いたします。
“気”を使いこなすためには「脱力・習練・
集中」
といわれています。
そしてもう一つ、故・舩井幸雄先生の教え
にも通じる大切な要素があります。
21世紀、
「気」
の達人はあなたです。

15：30−16：50
船瀬 俊介

村津 大地

むらつ
だいち

医療法人 むらつ歯科クリニック 理事長
NPO法人 日本歯臓協会 理事長
歯学博士

『自分だけの喜びは、どんなに頑
張ってもたかが 一 人ぶん。他 人
（家族・友人・患者さんなどの自分
以外の人）
も幸せにすれば、喜びも自分の分もプラス人
数分になる。そうすれば無限大まで喜べる。』がモット
ー。東洋医学と西洋医学に加え、電磁波除去療法、波動
や音叉療法に取り組む。
その確かな治療法には定評が
あり、独特の治療法は多くの健康雑誌に取り上げられ
ている。 HP http://maru-all.com

九州大学大学院にて博士課程（口腔外
科学専攻）修了後、口腔外科医として大
学病院の診療に従事。歯科治療のみな
らず口腔ガンをはじめとした様々な全身に関わる疾患を通し
て、
『歯』
と
『人体』についての知識の研鑽を積む。先代理事長
故村津和正より
「歯は臓器」
であるという真理と噛み合わせ技
術を受け継ぎ、新たな視点で歯臓治療を進化発展させてい
る。診療の傍、地域公民館などで歯磨き教室などを開催し、歯
科界の常識を変えるべく日々奮闘中！
HP http://www.muratsu-dc.jp

カタカムナ医学〜神話の奇跡〜
カタカムナウタヒという古代文字でかかれた
一万二千年前の神話があります。
この神話に
は奇跡をおこす力があります。
その内容は、神
話というより、
スーパー科学に近いものです。
そしてこの神話を紐解いていくと、人類を病
から救い、幸せに導く方法がかかれています。
誰がやっても効果が出るこの方法を多くの人
に知ってもらい、思い通りの人生を歩んでも
らいたいと思っています。

歯臓の世界
潜在能力が開いた瞬間を体験したことはあります
か。歯は何のためにあるのでしょうか。食べ物を噛
むだけの道具なのでしょうか。人間は古来より
様々な修行や方法で、潜在能力を開いてきました。
実は潜在能力を開く鍵が『歯』
には隠されていたの
です。歯は食物を咀嚼摂取し、健康な体を維持す
るのみならず、能力を高めることのできる、
まさに
生命の入り口なのです。歯から始まる完全なる健
康体。多くの方がまだ知らない歯臓の世界、
どうぞ
ご期待ください。

講演チケットをお買い求めください

ふなせ
しゅんすけ

医療・環境ジャーナリスト

著書「買ってはいけない」200万部大ベストセラーで話題を呼び、
「抗がん剤で殺される」
で一大センセーショナルを巻き起こす。独
特の語りで、現代医療・環境の矛盾と問題点に鋭くメスを入れる。
1950年 福岡県生まれ。
九州大学理学部を経て上京し、早稲田大
学第一文学部に入学。
日本消費者連盟に出版・編集スタッフとし
て参加後、独立。独立後は消費者・環境問題を中心に評論・執筆・
講演活動を行っている。 HP http://funase.net/

生物学界、医学界では、新たな知見・発見が続出しています。
これら新たな情報を収集し、
検証する過程で以下の思いを強くしました。
私たちが未来に宣言する
「新医学」
は、二本の柱に収斂する……。
それは、■
「断食」
（ファスティング）
と
■
「波動」
（バイブレーション）
です。
新医学宣言の根幹は
「生体の自然治癒力を高める医学」
です。
そして、
「断食」
と
「波動」
こそが、
自然治癒力を高める2大根源であるこ
とが理解できます。
特別 ※チケット（1,000円）を、当日9：30から
総合受付にて販売させていただきます。
講演

※入場整理券を配布致します

つかざわ
けんじ

経済アナリスト

北海道大学工学部卒。理系出身アナリスト第一期として、
日興リサ
ーチセンター、
ジャーデンフレミング証券、JPモルガン証券で、23
年間にわたりトップアナリストとして勤務。
「本物のプロフェッショ
ナルによる本物の運用の時代」
を予期し、07年10月に投資顧問会
社T-Modelインベストメント株式会社を設立。
ファンダメンタル・
アナリスト時代からの
「T-Model」分析に加え、物理学を応用し3次元で相場を分析する
「T2」
モデルを開発。独自の予測モデルによる的確な予測を提供している。著書に
『そし
て大恐慌が仕組まれる』
『 そして偽装経済の崩壊が仕組まれる』
『 未来からの警告!
2017年 超恐慌時代の幕が開く』
『究極の
《非効率化社会》
日本の大恐慌 サラリーマン
は3割減る! あなたは7割に生き残れるか?』
がある。 HP http://tsukazawa.com/

トランプの破壊経済が始まる
「7」
のつく年、2017年からの未来は？ リーマン・ショック並みの経済混
乱が噂される中、今後の世界経済はどうなるのか？ 第３のクジラ、
ゆう
ちょ銀と日本株相場、米大統領トランプリスク、
サウジアラムコと原油、
激変のユーロ危機再燃など…「７」のつく年、2017年は、
これから起こ
る未来の予兆。驚愕の未来展開を、独自開発のT2モデルで予測！ 予測
困難の未来、あなたの資産を防衛するには、根拠のある超重要データ
を使うしか、
あり得ない。
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〜総合受付にて配布致します︒

新医学の二本柱「断食」
と
「波動」

特別 ※チケット（1,000円）を、当日9：30から
総合受付にて販売させていただきます。
講演

17：10−18：20
塚澤 健二

まるやま
のぶひろ

23

小ホールの入場につきましては︑講演ごとの入場整理券︵全２２０席︶が必要となります︒入場整理券は︑各々講演当日９
※

㈱トータルヘルスデザイン

講演チケットをお買い求めください

医療法人
丸山アレルギークリニック 理事長
医学博士

【コーディネーター：佐野浩一】

近藤 太郎

日本神話にあるイザナギとイザナミにより
「国生み」のステージは、既にわたしたちの
口の中に用意されています。矛（ほこ）の役
割をする舌が、カラダの中心から生まれる
息吹を、顎（あご）
と“子音と同数（32）”であ
る歯がつくる空間と、
「 産霊（むすび）」言葉
（言霊）
という雫（しずく）に統合して、大海
（世の中）に落として国を生む。つまり願望
を成就させる、神話そのものが口の中にあ
るのです。大切なのは自分が、
その時何もの
にも振り回されない状態“中今”にあるかど
うかだけです。

13：00−14：20

対談

「スーパー二世対決！未来へバトンをつなぐ！」近藤太郎 VS 村津大地
こんどう
たろう

神（噛み）結びの２人のプロが
伝える願望成就の秘宝

講演プログラム

岡山県津山市出身 1987年東京歯
科大学卒業、同年東京歯科大学市川
総合病院オーラルメディシン科（診断
学）に入局。
その後医療法人社団恵慈
会の分院長に就任。口に入ってくる物
のことにあまり意識を向けていない同業者の多さに気づき、
当時新進喜悦であった幕内秀夫氏に師事、
その教えを広め
ていく。1998年東京都目黒区に歯科医院開業。
まずごはん
と自家製の味噌で作った味噌汁と漬物という粗食をスタッ
フに体感させ、食餌の大切さを伝えることから始める。患者
さんに食餌指導を進めて行く中で、今の日本の食事、特に将
来を担う若者、学童、幼児の食事のあり方を知れば知るほど
愕然とする。意識改革の必要性を痛感。今の自分を築きあ
げてく上で、
コーチングの伊藤守氏、
ミトコンドリア博士の
西原克成先生、生システム研究会の伊藤聖鎬先生、白川学
館の七沢賢治先生らとの出会いは必須であった。現在セミ
ナー、個人セッションを通して掴んだ事柄を後進に伝えてい
る。 HP http://www.oak-oku.com/

対談

９月 日㊏㊗ ︻小ホール︼

10：00−10：50

04

９月 日㊐ ︻大ホール︼
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Kan.ワークプログラム

開場 9：20〜 開演 10：30−17：30

講演プログラム

Ｋａｎ．かん
道教（タオ）
に伝わる、覚醒のための秘術・ク
ンルンネイゴンの正統な継承者。幼少の頃
より武術に親しむ。ラグビー選手時代に脊
椎損傷、車椅子の生活を余技なくされたが、
ある人物がもたらしたワークにより完治。
そ
の後、本格的に氣の修行に入る。長年にわた
り呼吸法の実践指導にあたる傍ら、世界各
地の偉大な覚者、神秘家、
シャーマン、武術
家らと親密に交流を重ね、数々の秘術を体
得。2005年、
クンルンマスターであるマック
ス・クリスチャンセン氏（Dao Shr）
と運命的
な出会いを果たす。現在は、
アメリカ、
ヨーロ
ッパ、イスラエルなど、世界中でワークショ
ップを開催。
師より与えられた道教名は天仙
（Heavenry Immortal）。
HP http://kanportal.com/

人間の意識には、
無意識から意識、
意識から超意識へと変遷があります。
進化の
途上において、
人間には無意識の時代がありました。
かつて私たち人類はこの地球
上での膨大な時間を、
ピュアな無意識で過ごしてきたのです。無意識の時代では、
渡り鳥が方向を間違わないで飛ぶことや、
サケが間違わずに自分の生まれた川に
遡上するのと同様に、
人間も行動において、
ほぼ間違いがありませんでした。
そのような時代を経て、
だんだんと進化し、意識を獲得していった結果、人類に
は間違う自由も生まれました。種族としての個から、超意識の本当の個に到達し
そうになったけれど、迷い、間違って、何か違うものに巻かれてしまいました。
ピュ
アだった無意識までもがクセと癒着してしまい、私たちは意識の奴隷になってし
まったのです。
その状態が今、地球に蔓延しています。
そしてそんな人類が作り出
すものは、宇宙に根差していないために、気が付いたら渡り鳥の器官まで破壊し
てしまうような電磁波など、
自然を破壊するものとなってしまっています。
その弊
害は、
いずれ自分たちにも返ってきます。
そのため、人々は無意識の領域に戻りたくなるのです。
とはいえ、
昔の無意識に戻るのがいいのかと言うと、
それでは文明も便利さも全
部を否定してしまいます。
すると、
ベクトルは限りなく間違わないピュアな無意識
に入っていきますが、
何一つ間違わないということは、
何一つ進化しないことです。
無意識に戻りたくはなるけれど、宇宙のベクトルは戻るのではなく進む方向に
あります。人類が認識しなければいけないことは、無意識があり、意識があり、超
意識があるというベクトルです。
その図式を理解して、無意識に戻るのではなく、
また無意識を否定するのでもなく、
自分の中の宇宙直結の超意識に届くような人
生に挑戦してみる。等身大の経験の中から、超意識へと挑戦していくことがとても
大事なことなのです。
そしてそこから自分を磨いて、宇宙直結の唯一無二の個になる道が拓かれてい
くのです。
この日は縁のある人たちと、超意識を探求する時間にしたいと思います。

17：30−18：20

（対談・エンディング挨拶）舩井 勝仁＆Kan.

超意識の具体的な活用方法

『舩井フォーラム2016』講演完全収録（3枚
組）DVD発売中!!
DVD 銀河系ボディに目覚める
〜身体に秘められているダイヤモンドパスとは何か〜
【Disk 1（63分）】Kan．講話
・ボディと宇宙のコミニュケーション
・ダイヤモンドボディとダイヤモンドパス
・太陽の三つの働きと影響
・二度目の誕生を試みる 〜一粒の麦〜
・以心伝心の体験
・エッセネ派に伝承されてきたおしえ
・道を探求するということ
【Disk2（101分）】Kan．
ワークプログラム Ⅰ
【Disk3（138分）】Kan．
ワークプログラム Ⅱ
舩井フォーラム2016での講演を完全収録。
さらに解説（追加収録63分）を含む永久保
存版!! 定価：50,000円
（税別）
購入お申込みは、舩井フォーラム事務局
TEL 0120-271-374 まで。
HP https://funai-forum.com/2017/
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Kan.さんのワークプログラムを受けて
いただいて、超意識にアクセスすることが
できるようになっている皆様と一緒に、
な
るべく具体的な活用方法について諸先生
方の講演などを踏まえながらKan.さんに
質問をしていきます。
また、1日のワークプログラムで、参加し
ている皆様は何十年もの修行を経てやっ
と行者たちが到達したであろう境地に
入っていることになります。少ない苦労
で、
そのレベルに到達してしまったことで一種の危うさを感じるぐらいが正常な
感覚です。
だから、
これから超意識にアクセスした経験を持つものとして生きてい
くに当たっての注意事項をしっかりとお聞きします。
そして、
その力を得た、私たちがこれからやらなければならないミッションにつ
いても肩肘を張らずに気楽になることに気を付けながら、
できるだけ具体的なア
ドバイスや方法論を話し合えればいいと思っています。我々の役割の大きさを確
認する、
そんなセッションです。
どうぞお楽しみに！！

吉 濱 ツトム

11：10−12：00

※入場整理券を配布致します

町田 明生晴

よしはま
つとむ

※入場整理券を配布致します

まちだ
あきはる

24

発達障害カウンセラー

日本総合ヒーリングアカデミー 校長

幼い頃より自閉症、
アスペルガーの症状に悩まされる。
発達障害の知識の習得に取り組み、
あらゆる改善法を研
究し、実践した結果、数年で典型的な症状が半減。
26歳で社会復帰。同じ症状に悩む人たちが口コミで相談
に訪れるようになる。
現在、個人セッションのほか、教育、医療、企業、NPO、公的機関からの相談を受
けている。
著書に、
『アスペルガーとして楽しく生きる』(風雲舎)、
『隠れアスペルガーとい
う才能』(ベスト新書)、
『片付けられないのはアスペルガー症候群のせいでし
た。』(宝島社)『発達障害とどう向き合うか』(実務教育出版)などがある。
HP http://yoshihama-tsutomu.com/

人の意識が変わることで、社会や地球が変わるという信念をベースに、
人と自然が調和する地球のイメージを描くビジョンキーパー。一人一人の
意識の変容をサポートするセラピーの開発と実践を続けている。
スピリチュアル、心理学、哲学、神学、進化学、生物学、生理学などを統合し
た実践的な理論を追求し、本当に役立つヒーリングを実践。統合されて地
に足がついた実践ヒーリングを行い、伝えることが信条。 HP http://www.chaj.jp

家族が変わり、地球が変わる『今こそ、
エゴからエヴァへ』
2017年、私たちは、
エゴからエヴァへ変わり始めるようです。
望みさえすれば、欲と奪い合いの破壊的なエゴの力を、私たちは完全に浄化す
ることができます。
そして、宇宙の愛に気づき、感謝と共に幸せの領域へ入るこ
とが、
いとも簡単にできる時代になりました。講演では、私たちひとり一人がエ
ヴァへ進化する実に簡単で具体的なコツをお伝えします。ぜひ、体験して良け
れば、
ご家族や友人にお伝えいただければ、嬉しく思います。

やる気と元気を自在に司どる魔法の方法 運動興奮

加藤 直哉

佐野 浩一

株式会社本物研究所 代表取締役社長

14：10−15：00

※入場整理券を配布致します

サ ラ ハ・ア ミン

かとう
なおや

健康増進クリニック 副院長

エジプトルクソール出身。大学でエジプトの歴史を専攻し、
ガイド免許（国
家資格取得） 今まで述べ5000人以上の日本人の旅行者の仕事に携わ
る。2015年来日し日本法人設立。
エジプトと日本で旅行&貿易会社経営。
人類の祖 古代エジプト文明の叡智を一人でも多くの皆様にお伝えし体
感していただくために日本とエジプトの架け橋となれるよう活動中。
Treasure of the Earthでは、完全オリジナルツアーで、
お一人様から団体旅行まで、
お客様のご
要望をお伺いし、唯一無二の旅をご提供しています。 HP http://treasure-travel.com

神殿のヒエログリフから読み解く 古代エジプトの叡智

現役医師が教える最高の天寿の迎え方

外国人の私からみて、
日本人は精神性の高い人達だと思っています。
しかし最近の日本人は、空前のスピリチュアルブームの中情報過多で右往左
往し、
ご自身の花を咲かせてない方を残念に思います。
エジプトは、紀元前か
らの古代ファラオがつくった神殿が、
いろんな思想、宗教、政治の支配下の時
代を経てそのままあります。
本来のあなたを呼び覚ますために、原点回帰になるお話を遠い昔、地球人の
祖、古代ファラオたちが遺した神殿のレリーフを読み解きお話させていただき
ます。

100%迎える死。それに対して誰もが「1日でも長く元気に過ご
し、
コロリと逝きたい」
と願い、体に良い食事、運動などの努力を
行っています。
しかし、現実の日本人の多くは、食べることも、動く
ことも、
しゃべることもできない状態を、長期間ベッド上で過ごし
た後でしか“死を迎えることが出来ない”という現実があります。
では、
どのようにすれば安らかな死を迎えられるのか。
その最高
の方法を医学、死生学からお話ししたいと思います。

15：20−17：20

※入場整理券を配布致します

山岡 尚樹

こうづ
けんいち

医療法人社団一友会
ナチュラルクリニック代々木 会長
医学博士

鼎談

やまおか
なおき

「超脳トレ」全脳活性プロデューサー

1940年長野県生まれ。医学博士。
〈NPO法人〉予防医学・代替医療振
興協会理事長。
日本医学交流協会
理事。
〈一般社団法人〉認知症予防・改善医療団理事長。
テレビ、
ラジオ、新聞、雑誌等出演多数。著書「驚異の頭脳
食品“レシチン”」
「心の病を癒す脳内食品」
「医者が心の
病に無力なワケ」
「食べるだけでIQ・EQが高まる」
「90歳
まで現役」
「不道徳健康読本」
「4Q学入門」
「脳内汚染・心
の病を治す栄養療法」他多数。

一般社団法人 新脳力発見育成
協会 代表理事。人の脳に秘めら
れた潜在能力を、音やイメージや
気や香りを使った実践ワークで
引き出し、
さまざまな願望を叶え
る「超脳トレ」全脳活性プロデューサー。約20年間で
10万人以上に最新の脳科学と古今東西の能力開発法
を統合した超脳トレセミナーを実施し、直感力や願望
実現力やヒーリング能力の向上、人間関係や経済面の
好転など、
あらゆる分野で劇的な変化を起こしている。
URL:新脳力発見育成協会
HP http://neobrain.jp/

超全脳はＡＩを超えるか？

佐野 浩一

株式会社本物研究所
代表取締役社長

さの
こういち

人間が行う仕事の約半分が機械に奪われる！ 英オ
ックスフォード大学でAI（人工知能）
などの研究を行
うマイケル・A・オズボーン准教授らが著した
『雇用の
未来̶コンピューター化によって仕事は失われるの
か』
という論文が、いま世界中で話題となっていま
す。果たして本当にそうなのか？ 「超脳トレ」全脳活
性プロデューサーの山岡尚樹氏とK・リゾレシチンで
脳の強化を提唱する神津健一博士とともに、人類の
新たな未来について語らせていただきます。

17：40−18：30
河合 勝

※入場整理券を配布致します

かわい
まさる

一般財団法人地球発展研究協会
代表理事。
ザ・グローバルピース大学名誉教授
慶應義塾大学経済学部卒業。
コス
モ石油在職中、師となる知花敏彦
氏との出会いを果たし、今日に至
る。現在、地球家族代表。一般財団法人地球発展研究協
会代表理事、ザ・グローバルピース大学名誉教授。宇宙
科学(自然の創造の原理と応用)の普及、
および天上界と
地上界の働きを中心とした精神世界の情報提供、
さらに
無農薬で美味で、栄養価が高く、簡単で安い自然農法の
普及に努める。
HP http://chikyukazoku2020.org/

陽はまた昇る。
皆さんの出番です。
日本民族が世界を救う
陽はまた昇る。日本民族と皆さんが地球を救
うことになります。
天上界のプログラムです。創造主は告げてい
ます。皆さん１人１人は今の世界の混乱を救
う力があります。今は眠っているのです。目覚
めなさい。何をすれば良いのか、何故日本なの
か。
その情報をお伝えします。
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〜総合受付にて配布致します︒

コーディネーター

※入場整理券を配布致します
Saleh
Amin

Treasure of the Earth LLC.代表

2000年琉球大学医学部卒業。小児科、
内科、老人医療と0
歳から100歳まですべての年齢に対して西洋医学的経験
を持つ。
と同時に、鍼灸、漢方など東洋医学にも精通。現在
は、
これに最先端補完代替医療、食事、運動、瞑想なども
治療に取り入れた統合医療を実践している。
資格：山元式新頭針療法学会副会長 日本東洋医学漢方専門医
日本小児科学会専門医 心理学博士 バイオレゾナンス医学会 etc
HP http://www.kenkou-zoushin.com/

神津 健一

さの
こういち

小ホールの入場につきましては︑講演ごとの入場整理券︵全２２０席︶が必要となります︒入場整理券は︑各々講演当日９
※

13:00−13：50

コーディネーター

講演プログラム

人は飢餓への原始的な恐怖心から、エネルギーを節約しようと
する防衛本能が働きます。ゆえに沢山動かすことに繋がる、
やる
気や元気が抑え込まれてしまう。結果として、
やるべきことも行な
えず人生の質が低下してしまいます。
今回は「運動興奮」
という今までにないフレイム
（見方）
で、
「本能
に逆行する」様々な仕掛けを提案します。意識やトラウマに起因
させる理解は、
そろそろ終わりにしてもいいでしょう。

９月 日㊐ ︻小ホール︼

10：00−10：50
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前売チケットのご案内

2017年

9月23日（土・祝）10:00〜18:20（開場9:30）・24日（日）10:00〜18:30（開場9:20）
会場：パシフィコ横浜

国立大ホール（神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1）

■入場券 【Web先行発売あり】

※料金はすべて消費税込み

前売券／6月15日（木）〜9月8日（金）

□9月23日（土・祝）大ホール入場券

※23日の大ホール入場券で、23日・24日の小ホール講演（講演ごとの別途
整理券が必要です）
と、展示ブースもご覧いただけます。

［ 自 由 席 ］5,940円

□大ホール

［指定席付］5,940円＋2,160円⇒8,100円

入場券

□9月24日（日） 大ホール入場券 Kan．
ワークプログラム（全席指定席）

※小ホール講演（別途整理券が必要です）
と展示ブースもご覧いただけます。

Ｓ席 32,400円（9月23日大ホール入場券付）／Ａ席 21,600円／Ｂ席 12,960円

□大ホール

入場券

注：小ホールの入場につきましては、
講演ごとの入場整理券（全220席）
が必要となります。□小ホール

入場整理券

入場整理券は、各々講演当日9：30〜総合受付にて配布致します。

9月23日
（土・祝）丸山修寛先生講演［13：00〜14：20］1,000円 ※左記２講演は、当日9：30〜総合受付にて、
それぞれ1,000円にて販売させていただきます。
【特別講演】 船瀬俊介先生講演［15：30〜16：50］1,000円

□懇親会 9月23日（土・祝）19：00〜21：00

□懇親会

横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンズタワービル6F

□9月23日
（土・祝）大ホール入場券
［自由席］
9,000円 ※指定席券の販売はございません。

当日券

ン
飲み放題付きプラ

クイーンズタワーキャフェテリア

5,400円

□9月24日
（日）大ホール入場券 Kan．
ワークプログラム
（全席指定席）
Ｓ席 38,000円／Ａ席 27,000円／Ｂ席 19,000円

■お申込み方法

舩井フォーラム2017 検索
①ホームページからのお申込み
https://funai-forum.com/2017/
②同封の申込書でFAXにてお申込み FAX ：03-3239-8280
③事務局まで電話でお申込み
TEL ：0120-271-374
④ローソンチケットでのお申込み
Lコード：31886 〈販売期間：6月15日㈭ 10：00 〜 9月22日㈮ 12：00 〉
※ローソンチケットは9月23日(土・祝)大ホール入場券：
［自由席］5,940円のみのお取り扱いとなります。
※ローソンチケットは引換券となりますので、
当日受付にて入場券とお引換えください。

■お支払い方法

◎クレジットカード：HPからのお申込みに限ります。9月8日㈮までお申込みいただけます。
◎コンビニ払い ：HPからのお申込みに限ります。8月31日㈭までお申込みいただけます。
※払込票の発行は致しません。各コンビニの支払方法に従い、
お支払いください。
◎代引き
：HP、電話、FAXでのお申込みが可能です。
チケット到着時に宅配業者に代金をお支払いください。
9月8日㈮までお申込みいただけます。 ※代引き手数料(540円)はお客様にてご負担願います。
臨港パーク

徒歩ルート

●JICA横浜国際

パシフィコ横浜
国際橋

センター

みなとみらい駅より徒歩7分（東急東横線・副都心線直通）

駅
島
高

「クイーンズスクエア連絡口」
より、左手奥に進み、赤の長いエス
カレーターを利用、
そのまま正面のエスカレーターを乗り継ぎ
2Fへ、
「クイーンズスクエア」
を左手にまっすぐ通り抜けます。

●
ナビオス
横浜

汽車
道

徒歩ルート

●
横浜美術館

GENTO●
YOKOHAMA

クイーンズスクエア横浜

みなとみらい駅

さくら通り

いちょう通り

●横浜 ●横浜
ジャック メディアタワー
モール

●
よこはま
コスモワールド

けやき通り

すず
かけ
通り

●交番
●みなとみらい
ビジネススクエア

関内地区
至元町・中華街駅

●

道駅

馬車

日本丸
メモリアルパーク

三菱重工
横浜ビル●
みなとみらい大通り

至JR横浜駅

●クロスゲート
横浜桜木町ワシントンホテル

首都高速横羽線みなとみらいランプ

JR桜木町駅
横浜市営地下鉄

高島町駅

■ 電車でお越しのお客様
東京駅より約33分、渋谷駅より約35分、
新宿駅より約38分：みなとみらい駅へ
東京駅よりJR東海道線を利用、横浜下車し、みなとみらい
線に乗り換え、渋谷駅より東急東横線（特急）利用（みなと
みらい線へ直通運転）新宿駅より湘南新宿ラインを利用、横
浜下車、
みなとみらい線に乗り換え。※JR京浜東北線、横浜
市営地下鉄ご利用の場合は、桜木町駅をご利用ください。

■お問合せ先

桜木町駅

横浜駅よりタクシー10分、
シーバス
（船）
で約10分
タクシーのりばは東口ポルタ
（地下2F）
または、YCATをご利用
ください。
シーバスは東口そごう2Fかもめ歩道橋下のりばより、
「ぷかりさん橋」下船となります。

新横浜駅より電車で約20分、
車で約30分
JR横浜線で、菊名下車、東急東横線元
町・中華街方面（特急）に乗り換え、みな
とみらい駅下車。 ※市営地下鉄利用や
JR横浜線を利用し、桜木町駅へアクセス
する方法もございます。

特別価格で個人セッションを受けられます。
お早目の予約をお待ちしております。
下記の講師以外も個人セッションを予定しています。
お楽しみに!!

伊藤てんごく。

有賀 雅高

生体共鳴磁場研究所
所長

バイオフォトン
セラピスト

鈴木 サトル

鈴木 一恵

■ 飛行機をご利用のお客様
羽田空港より車で約20分、
バスで約40分、電車で約32分
YCAT（横浜）行きリムジンバスを利用、
み
なとみらい線またはタクシーに乗り換え、
京浜急行(快速特急）逗子方面行き利用、
横浜下車、
みなとみらい線に乗り換え。

舩井フォーラム事務局

https://funai-forum.com/2017/

予告 毎年大人気の
個人セッションブースも同時開催!!

JR桜木町駅より徒歩約12分、バスで約11分、タクシーで約5分
駅改札口より、左手に進み、
「動く歩道」
を利用、
そのままショッ
ピングモール「ランドマークプラザ」、
「クイーンズスクエア」
をま
っすぐ通り抜けます。市営バス57、145系統（4番のりば）にて
「パシフィコ横浜」下車。

■ 新幹線でお越しのお客様

株式会社船井本社

臨時
宅配便（ヤマト運輸）
の受付カウンターも
エントランスロビー 総合受付横に
出店致します。
どうぞご利用ください。
・24日
（日）
ともに 17：00〜19：00
9月23日（土・祝）
（※パシフィコからの発送のみの受付となります）

■ 最寄り駅から国立大ホールへ

国際大通り

マリノスタウン
●

新

横浜みなとみらい
万葉倶楽部
●

ご入金後、
お客様のご都合によるキャンセル・変更
の場合はご返金致しかねますので、あらかじめご
了承願います。

詳しくはこちらへ→http://www.paciﬁco.co.jp/

新港地区

新港パーク●

チケットは8月上旬から順次発送を予定しております。

■キャンセルについて

会場のご案内

新港ふ頭

横浜港

パシフィコ横浜
国立大ホール

■チケットのお届け

中心手相法主宰

風水師

TEL:0120-271-374 （平日）10：00〜17：00

〒102-0083 東京都千代田区麹町6-2-1 麹町サイトビル6階 ☎03-3239-7271 FAX03-3239-8280

