
Cosmictune Sound Healing School
コスミックチューン サウンドヒーリング スクール

コスミックチューン・サウンドヒーリング・プログラムは「真の総合的な心身のバラン
スと健康を実現するためには、人間が天体を中心とした森羅万象と繋がっている
ことを体感し、多面的な方向からヒーリングを行うことが重要」という考えの下、開
発された音叉（チューニングフォーク）を中心とした独自のヒーリングプログラムで
す。サウンドヒーリングセミナーの導入編①②では音（振動・周波数）が私達に与
える影響・効果や奥深さといった全体像をお伝えさせていただいておりますが、ス
クールではより具体的なサウンドツールの使用方法や様々な症状に応じて、的
確なツールの選び方と使用方法、そしてヒーリングのみならず、本来の健康と可
能性を喚起する為の方法を指導させていただきます。２０年以上研究・開発に携
わってきた磁気・水・食とライフワークの古文献の叡智を生かして構築された一生
使える技術とスキル「サウンドヒーリングメソッド」を是非ご体感ください。

判断する力を付けることが何よりも重要です。水・磁気・食・古代の叡智を同時に学びながら、
サウンドヒーリングのメソッドを身につけることで、はじめて総合的な心身のバランスと健康を

皆様のコスミックチューン・サウンドヒーリング・プログラムへのご参加を心よりお待ちして

＜２０１３年１１月開講いたします＞

今私達は、あらゆる面において目に見えない
潜象世界を重視し、大自然の法則に添った生き方に戻り、
宇宙意識に目覚める必要性があると思われます。

これからの高次元世界への移行にスムーズに順応するには、

音叉（チューンニング・フォーク）を中心とした
サウンドツールから発せられる特定の「音（周波数）」により、

これまで蓄積された古い情報・思考習慣をリリースし、
人間の本来持っている力を呼び覚まし、
真の直観力を養うことが重要です。
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音に隠された深遠なる世界は
全ての生命（いのち）の起源

自然界 宇宙の法則
私たちの身体の構造 高次元への扉

それらすべてと はつながっている



Cosmictune Sound Healing Program

【カリキュラムⅠ】（理論・デモンストレーション）
音と音叉の基本、周波数の意味と共振共鳴について

＊１：下半身を整える重要性：重い上半身を支えている下半身は、上半身の歪みを吸収し、内臓の調子を反映しています。足の指、硬い足腰、
筋肉の縮んだ膝裏を柔らかくし、足先、腰から肩までの中心のエネルギーの通りを良くすることで、歪んだ股関節を整え、血液循環を正常化さ
せ、冷え性や便秘、根幹からの体質改善に大いに役立ちます。

講師紹介 増川 いづみ

栄養学及びバイオ電子工学博士

東京生まれ。ミシガン州立大学にて栄養学及び電子工学の博士号を、ＭＩＴにて量子力学の修士
号を取得。水の分子構造学と磁気共鳴学を中心に水の流体力学研究、さらに生体水との深い関
わりのある超低周波などの微弱な磁気から高周波までの電磁気を研究。水があらゆることに繋
がることに興味を持ち、生物分子、マリンバイオロジー、地質学、鉱物学、薬草学など分野を越え
て学ぶ。近年は「音」の可能性と深遠さに着目し、音と宇宙と人間の繋がりを探求。テーマは「人
と地球の健康と生命のバランス」。
フローフォーム国際委員会日本代表、四篠司家食文化協会理事 趣味：古文献研究

STAGE１ カリキュラムⅠ～Ⅳの全４回 ＜音と音叉の基本を学び、チャクラ調整・セルフヒーリングの基礎の習得＞

【カリキュラムⅢ】（理論・実習）
セルフヒーリングの仕方（初級編）

STAGE２ カリキュラムⅠ～Ⅳの全４回 ＜音と身体の関連性を理解し、心身の正常なリズムをキープする方法の習得＞

STEGE３ カリキュラムⅠ～Ⅳの全４回 ＜経絡と惑星の周波数を活用した音叉のヒーリングメソッドの習得＞

STAGE１では、音（振動・周波数）と音叉の基本的な理論を学び、チャクラの活性化により全身のエネルギーの流れを整えること
で、サウンドヒーリングの効果が上がりやすい体質を作ります。また基礎的なセルフヒーリングの学習と実践力を養い、偏頭痛、
胃の不調、不眠症、目や耳の異常等に対して音により処方する力を身に付けることを目指します。

STEGE２では、身体の各機能と音の関係性を学ぶことで、様々な原因により心身のリズムが乱れた際に、具体的な音叉による対
応方法を学習します。蓄積疲労の改善、皮膚呼吸の促進、腰や股関節を柔らかくする仕方もお伝えします。また真の直観力を
身に付けるために、メジャーの７チャクラに加え、０チャクラと８チャクラの調整方法も指導します。

STAGE３では、音叉による経絡を活用した使い方を学習します。経絡の調整により、心身の不調を根幹から改善することが可能で
す。上級編のセルフヒーリングと下半身の整え方では、自身の身体とセルフトークし、状況に応じた最も有効な音叉を選択できる
力を養います。また、オーム、ムーン、アースの音叉を活用した心身の活性化方法も学びます。

各ステージが上がるにつれ、自身の症状に対して的確できめ細やかにヒーリングを行う力を習得いただけるよう、理論と実習の
バランスが良いプログラム構成となっております。一つひとつのステージのカリキュラムを全て学ばれることお勧めいたします。

【カリキュラムⅡ】（理論・実習）
チャクラの基本と応用活性法（７チャクラ）

【カリキュラムⅣ】（理論・実習）
下半身の整え方（初級編） ＊１

【カリキュラムⅠ】（理論・デモンストレーション）
身体の各機能と音（振動・周波数）の関係性と調整法

【カリキュラムⅢ】（理論・実習）
セルフヒーリングの仕方（中級編）

【カリキュラムⅡ】（理論・実習）
チャクラの調整法（９チャクラ含）

【カリキュラムⅣ】（理論・実習）
下半身の整え方（中級編）

【カリキュラムⅠ】（理論・実習）
経絡を活用しての音叉の使い方（初級編）

【カリキュラムⅢ】（理論・実習）
下半身の整え方（上級編）

【カリキュラムⅡ】（理論・実習）
セルフヒーリングの仕方（上級編）

【カリキュラムⅣ】（理論・デモンストレーション）
オーム、ムーン（月）、アース（地球）の意味と使い方

STEGE４ カリキュラムⅠ～Ⅳの全４回 ＜１３チャクラの活性化と惑星音叉の実践的手法の習得＞

STAGE４では、メジャーの７チャクラを含めた１３チャクラまでの活性化と調整する方法を学びます。また、天体と音と人間の深い関
係性、プラネタリーチューニングフォークの意味と使用法を体感を通じて丁寧に学習し、経絡を活用した音叉の実用的施術法の
習得を目標とします。

【カリキュラムⅠ】（理論・実践）
１３チャクラの活性化と整え方

【カリキュラムⅢ】（理論・実習）
各プラネットの意味とプラネタリーサウンドツールの使い方

【カリキュラムⅡ】（理論・体感）
各プラネットと音と人間の関係性

【カリキュラムⅣ】（理論・実習）
経絡を活用してのプラネタリーチューニングフォークの施術法

＊カリキュラム内容は一部変更となる場合がございますが、予めご了承下さいませ



判断する力を付けることが何よりも重要です。水・磁気・食・古代の叡智を同時に学びながら、
サウンドヒーリングのメソッドを身につけることで、はじめて総合的な心身のバランスと健康を

皆様のコスミックチューン・サウンドヒーリング・プログラムへのご参加を心よりお待ちして

セミナー時間 各種料金 ☑チェック

カリキュラムⅠ １３：００～１６：００

カリキュラムⅡ １６：３０～１９：３０

カリキュラムⅢ ９：００～１２：００

カリキュラムⅣ １３：００～１６：００

□ ①コース

□ ②コース
□相部屋でも可能

□ ③コース
□相部屋でも可能

コース

①８０,０００円　★お１人で一室をご利用の場合

②７７,０００円　★お２人で一室をご利用の場合

③７５,０００円　★３～４人で一室をご利用の場合

（＊上記の金額はスクール料金・宿泊費・夕食代・

温泉代・朝食、昼食代・税込の表記です）

１日目

２日目

STAGE１　＊宿泊コースでの開催となります。開催日程は右記をご覧下さい。

スクール開催スケジュール STAGE１～４ ＊ご参加希望のコース（①～③）と開催日程に☑マークをお付けください

１１/２５（月）・２６（火） １/１８（土）・１９（日）

□ □
12/7（土）・8日（日） ３/１２（水）・１３（木）

□ □
１２/１８（水）・１９（木） ４/２６（土）・２７（日）

□ □

STAGE１　スクール開催日程
＊参加希望日に☑マークをお付け下さい

【宿泊を希望されないお客様へ：単独コース】 宿泊をせず、講座のみのご参加希望のお客様は￥１７,０００／１講座（カリキュラムⅠ～Ⅳ）でご受講いただくことが可能です。
単独コースでのご参加の場合、１日目の夕食（￥４,０００）と２日目の昼食（￥１,５００）の有無もお知らせください（メールでのご連絡をお願い致します）。

【宿泊を希望されないお客様へ：単独コース】 宿泊をせず、講座のみのご参加希望のお客様は￥２２,０００／１講座（カリキュラムⅠ～Ⅳ）でご受講いただくことが可能です。
単独コースでのご参加の場合、 １日目の夕食（￥４,０００）と２日目の昼食（￥１,５００）の有無もお知らせください（メールでのご連絡をお願い致します） 。

【宿泊を希望されないお客様へ：単独コース】 宿泊をせず、講座のみのご参加希望のお客様は￥１９,５００,／１講座（カリキュラムⅠ～Ⅳ）でご受講いただくことが可能です。
単独コースでのご参加の場合、 １日目の夕食（￥４,０００）と２日目の昼食（￥１,５００）の有無もお知らせください（メールでのご連絡をお願い致します） 。

STAGE１ カリキュラムⅠ～Ⅳの全４回 ＜音と音叉の基本を学び、チャクラ調整・セルフヒーリングの基礎の習得＞

STAGE２ カリキュラムⅠ～Ⅳの全４回 ＜音と身体の関連性を理解し、心身の正常なリズムをキープする方法の習得＞

STAGE３ カリキュラムⅠ～Ⅳの全４回 ＜経絡と惑星の周波数を活用した音叉のヒーリングメソッドの習得＞

ＦＡＸ送信先 ： ０５５１－４５－９７０１

【お申込方法】下記の必要事項のご記入と、上記のスクール開催スケジュールのご希望のコース（①～③）とご参加希望の開催日程

に☑マークを付け、FAXまたはメールにてお申込みくださいませ。お申込後、確認のご連絡をさせていただきます。その後、参加費用を
下記口座までお振込み下さいませ。ご入金の確認時点で、登録完了となります。メールでのお申込の場合は、件名を「コスミックチューン
スクール申込」と題し、①氏名（ふりがな） ②性別 ③郵便番号・住所 ④電話番号 ⑤参加希望コースと開催日程をご記入の上、ご送信くだ
さい。定員になり次第、締め切らせていただきます。（＊ご連絡は基本的にメールでさせていただきますので、ＦＡＸでお申込の方もＥメール
アドレスのご記入をお願いいたします） ◆全開催日とも２週間前までにお申込ください。登録完了後にキャンセルをされた場合、
原則として受講料金の払い戻しはできかねますので、予めご了承ください。

ふりがな 性別
ＴＥＬ： ＦＡＸ：

ご氏名 男・女

ご住所

Eメール　：
〒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【参加費用合計】　　　　　　　　　　円

３/２９（土）・３０（日） ４/１５（火）・１６（水）

□ □

STAGE３　スクール開催日程
＊参加希望日に☑マークをお付け下さい

Eメールでの申し込み及びお問合せ： wave@lifetune.jp

２人様以上での申し込みの場合は連名でご記入ください
■お振込み先
三井住友銀行 赤坂支店 ８３９４２４１（普） ユニヴァーサルバランス(株)

Cosmictune Sound Healing School コスミックチューン・サウンドヒーリングスクール お申込書

セミナー時間 各種料金 ☑チェック

カリキュラムⅠ １３：００～１６：００

カリキュラムⅡ １６：３０～１９：３０

カリキュラムⅢ ９：００～１２：００

カリキュラムⅣ １３：００～１６：００

□ ①コース

□ ②コース
□相部屋でも可能

□ ③コース
□相部屋でも可能

コース

①９０,０００円　★お１人で一室をご利用の場合

②８７,０００円　★お２人で一室をご利用の場合

③８５,０００円　★３～４人で一室をご利用の場合

（＊上記の金額はスクール料金・宿泊費・夕食代・

温泉代・朝食、昼食代・税込の表記です）

１日目

２日目

STAGE２　＊宿泊コースでの開催となります。開催日程は右記をご覧下さい。

１/９（木）・１０（金） ３/２０（木）・２１（金）

□ □
２/２２（土）・２３（日）

□

STAGE２　スクール開催日程
＊参加希望日に☑マークをお付け下さい

セミナー時間 各種料金 ☑チェック

カリキュラムⅠ １３：００～１６：００

カリキュラムⅡ １６：３０～１９：３０

カリキュラムⅢ ９：００～１２：００

カリキュラムⅣ １３：００～１６：００

□ ①コース

□ ②コース
□相部屋でも可能

□ ③コース
□相部屋でも可能

コース

①１００,０００円　★お１人で一室をご利用の場合

②９７,０００円　★お２人で一室をご利用の場合

③９５,０００円　★３～４人で一室をご利用の場合

（＊上記の金額はスクール料金・宿泊費・夕食代・

温泉代・朝食、昼食代・税込の表記です）

１日目

２日目

STAGE３　＊宿泊コースでの開催となります。開催日程は右記をご覧下さい。

STAGE４ カリキュラムⅠ～Ⅳの全４回 ＜１３チャクラの活性化と惑星音叉の実践的手法の習得＞

セミナー時間 各種料金 ☑チェック

カリキュラムⅠ １３：００～１６：００

カリキュラムⅡ １６：３０～１９：３０

カリキュラムⅢ ９：００～１２：００

カリキュラムⅣ １３：００～１６：００

コース

①１１０,０００円　★お１人で一室をご利用の場合

②１０７,０００円　★お２人で一室をご利用の場合

③１０５,０００円　★３～４人で一室をご利用の場合

（＊上記の金額はスクール料金・宿泊費・夕食代・

温泉代・朝食、昼食代・税込の表記です）

１日目

２日目

STAGE４　＊宿泊コースでの開催となります。開催日程は右記をご覧下さい。

□ ①コース

□ ②コース
□相部屋でも可能

□ ③コース
□相部屋でも可能

４/２２（火）・２３（水）

□

STAGE４　スクール開催日程
＊参加希望日に☑マークをお付け下さい

【宿泊を希望されないお客様へ：単独コース】 宿泊をせず、講座のみのご参加希望のお客様は￥２４,５００／１講座（カリキュラムⅠ～Ⅳ）でご受講いただくことが可能です。
単独コースでのご参加の場合、 １日目の夕食（￥４,０００）と２日目の昼食（￥１,５００）の有無もお知らせください（メールでのご連絡をお願い致します） 。

＊STAGE４のスクール会場・宿泊先は受講者

数・内容等を考慮した上で決定いたしますので、
受講者には追ってご連絡させていただきます。



皆様のコスミックチューン・サウンドヒーリング・プログラムへのご参加を心よりお待ちして

コスミックチューン・サウンドヒーリングスクール受講者には受講証明書と認定書を発行

・各STAGEの全てのカリキュラムを受講いただく毎に受講証明書を発行いたします

・STAGE４までのカリキュラムを全てご受講いただいた方には世界トップレベルのサウンドツールの認定書の【Ａｃｕｔｏｎｉｃｓ 認定
LEVEL１】を発行いたします

鍼灸師、獣医、カイロプラクティシャン、各分野のヒーラー等の方はこの機会に是非、世界トップクラスのヒーリングプ
ログラムとして成果を上げている【Ａｃｕｔｏｎｉｃｓ】のサウンドヒーリングメソッドを学び、認定を取られることをお勧めいたします

Ａｃｕｔｏｎｉｃｓ（アキュトニックス）とは？
カイロス・インスティチュートオブサウンドヒーリング社による、チューニングフォーク及び奥深い
内容の教育プロプラムのブランド名です。２０年も前から天文学者、科学者、数学者、心
理学者、音楽家などの専門家と共に天体と音と人間の関係性を研究し、サウンドツール
の開発を行っているグループです。世界で最も優れたスペースグレードの技術による製品
作りと、他に類を見ない音叉と周辺ツールも含めたサウンドヒーリングに関する膨大なデー
タ及びノウハウを有しています。痛みを一切伴わない心身に関する音と振動療法は各種
医療従事者（医師、看護師、整骨・整体師、鍼灸師等）から代替医療として注目され、
人間のみならず、動物、農業、食品分野まで幅広く活用されています。

【弊社はＡｃｕｔｏｎｉｃｓのサウンドツール及び教育プログラムの正式な日本総代理店と
なっております】

《コスミックチューン・プログラムはＡｃｕｔｏｎｉｃｓのプログラムを日本人に合わせてアレンジして構成されております》

スクール会場：「須玉温泉 若神楼」

【若神楼の所在地・アクセス方法】

※スクール会場内は禁煙です

お食事は天然だしと八ヶ岳の新鮮な野菜を使用し、健康面を考慮
したベジタリアンのメニューとなっております。スクール会場に
ある温泉は源泉かけ流しで、大自然の中で存分にリラックスして
いただけます。

＊ 宿泊先の部屋数に限りがありますので、お早目にお申込ください。宿泊コースの②③を個人でお申込の場合は、相部屋となりますがお得なパッ
ケージですのでお勧めです。その際は「相部屋でも可能」の欄に☑マークをお付け

ください。宿泊先は「若神楼」、「八ヶ岳ロイヤルホテル」または「八ヶ岳近郊のホテルやペンション」等、状況に応じて変動致しますが、予めご了承下
さいませ。お申込後、スクール開催日までにご連絡致します。会場から宿泊先までは無料で送迎バスを手配させていただきます。

〒408-0112 山梨県北杜市須玉町若神子5250

TEL 0551-42-3378 FAX 0551-42-4080

http://www.wakamiro.co.jp/index.htm

＜Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ＞

・サウンドヒーリングセミナー導入編①②の開催を通じて、皆様より関東圏での開催を希望するご要望を多くいただきましたの
で、今後は関東圏での開催も検討しております（時期未定）

・遠方の方にもサウンドヒーリングを学んでいただけるよう、現在Ｅラーニングのシステムも構築中です。準備が出来次第ご案
内をさせていただきます

➡

駐車場５０台。電車で
お越しのお客様には
最寄駅からの送迎も
予定しております。

宿泊先：「若神楼」「八ヶ岳ロイヤルホテル」または「八ヶ岳
近隣のホテルやペンション」

ユニヴァーサルバランス(株) ＴＥＬ 0551-45-9731 http://lifetune.jp/ http://flowforms.co.jp/

(株)テクノエーオーアジア ＴＥＬ 0551-45-9700 http://www.tecnoao-asia.com/
【主催】

スクールのご受講資格は【サウンドヒーリングセミナー導入編①②の両日程受講者】または【導入編①②両日程をス
クールの初回受講日より半年以内にご受講いただく方】に限っております

＜受講資格＞

スクールは各STAGEのカリキュラム１～４を全てご受講いただくことで、次のSTAGEのご受講が可能となります◆

◆

・STAGE１～３までの全てのカリキュラムを受講いただいた方にはチューニングフォーク・サウンドヒーリング協会【初級アドバイ
ザー認定書】を発行いたします

★割引特典有ります！ → ご夫婦 または同居の親族の方とご一緒にお申込をいただいた場合、合計料金より１０％引致します。


