
1. 理念とコンセプト
ありがとうをあなたに

自分も周りもその氣にさせる環境づくり

～五千年の変わらない不変の法則～

人はその氣になれば何でも出来る！
その氣スイッチ「千年ノート」

大人になり過ぎた
現代の私たちを

子どもの頃のように無邪氣に笑え
ワクワクする好奇心を取り戻し

夢へと希望を
語り合える国へ。

自由自在な
未来を描ける大人を蘇らせ

お家の中でできる
「家起こし」から

「地域社会の活性化」へ。

私たちは、日本中のお家を元氣溢れる希望に満ちた家に蘇らせ
日本中に真心を発信します!

お母さんが元氣になると
一家が元氣になる！

お家の中心・お母さんの笑顔で
日本を元氣に！

～ミッション～

お母さんの
「その氣」スイッチ

子どもの栄養は
お母さんの笑顔！
「自立型」に

育つ

お父さんが
「その氣」に
なるのは
お母さんの
真心

世界一簡単に脳科学風水が身に付く「千年ノート」

風水師とは、氣を操る仕事
現代に必要とされる風水師は
方位や風水アイテムを使う人ではなく
「元氣」「勇氣」「やる氣」を起こし
人を「その氣」にさせる環境を作る人
のことを言います。

潜在意識の風水建築

意識は未来を製造する工場

ノートの中に風水を入れる

ノートに思いを込めることで
意識の住所変更が自由自在

時代が変われば
風水アイテムも変わる
●昔の風水
・馬の置物　・富士の絵
・玄関リフォーム
・良い土地を購入・・・

●千年ノートの風水
・ノートを買うだけ
・理想の車の写真を貼る
・毎日観る好きなものを貼る
・旅に行ったところ、行きたいところを貼る
・素晴らしい山や川、海などの写真を貼る

大好きなことで生きるために必要なこと
ワクワクすることをやって楽しく生きていく
のに必要なものは、たった一つだけ。

その人の意識の環境を好転させる
奇跡の風水プログラム「千年ノート」

作る喜びが楽しいから
自然と人が集まってくる

家を変えなくても
ノートの中で吉相住宅を作れば
潜在意識に風水住宅が建築される

命のありがたさを感じ
感謝と感動の毎日に

意識を向ける事柄が運命の相を生み出し
どこに意識を住まわせるかで
あなたの未来も変わる！

手相・人相・家相 ⇨ 相は「運の住み家」良い土地が選択できなくなった
時代、ノートでの意識の棲み家を
吉相に変え開運する！
リスクをかけて土地を買うのではなく
自由にノートに夢を詰め込んで
理想の風水環境を作り上げていく。
まさに、ノーリスク・ノーリターン！

風水 風水 

リスクは小さく、大きなリターンリスクは小さく、大きなリターン

土地や
家ではなく、
ノートを買う!

楽しそうね
！

　やってみ
たい！ 好奇心

家 財布ノート



100分の1　　×　　100分の1　　＝　1万分の1
100分の1 × 100分の1 × 100分の1 ＝ 100万分の1

100人中100人に伝えられなくても
100人中の１人に伝えられれば、あなたの価値は高まります。

１億2000万人の100分の1でも、120万人の理解者が必ずいます。

2.「千年ノート」を活用すると・・・・・・

あなたの１ページ

１冊のノート

あなたの心の平和

家庭の平和・家起こし

会社の平和

地域の平和

わくわく
笑顔

身体の
血流が上がり
血行が良く
なる

良いことが
次から次へと
連鎖し
始める

身体が
緩み

ストレスに
強くなる

体温が
上がり、免疫力
アップ

健康になる！

思考が
良いことを
考え出す

思考の
方向性が
良き方に
向かう

日本が
元氣になる！

よい
エネルギーで
自分が満た
される

周りの人に
喜び波動が
伝染する

家族が
元氣になる

地域が
元氣になる！

世界が
元氣になる！

日本の平和

地球の平和

宇宙
の法則
宇宙
の法則
宇宙
の法則

自然
の法則
自然
の法則
自然
の法則

風水
の法則
風水
の法則
風水
の法則

その氣
スイッチ
ON！

風水は塩胡椒になり、競争せずに貴方の魅力を引き立て
「オンリー1」のブランドを構築する

風水は塩胡椒になり、競争せずに貴方の魅力を引き立て
「オンリー1」のブランドを構築する

あなた自らの希少価値を高めます
価値とは・・・

そこに込められた物語、その人の想い、歴史や自分史

「千年ノート」は
オンリー１のあなたをダイヤモンドのように

輝かせます！
100分の1　　×　　100分の1　　＝　1万分の1
100分の1 × 100分の1 × 100分の1 ＝ 100万分の1

100人中100人に伝えられなくても
100人中の１人に伝えられれば、あなたの価値は高まります。

１億2000万人の100分の1でも、120万人の理解者が必ずいます。

あなたの
本業

「千年ノート」王道を構成する世界基準

1. 世界一であること。
黄金比や自然界の「フィボナッチ数列」、地球
上で最も美しいとされる比率などを取り入れ、
「世界一である事柄」を基準とします。

2. 千年以上の法則を基準とすること。
「宇宙の法則」「自然の法則」
「風水の法則」などの普遍の法則である、
「千年以上の法則」が根本の基準です。

3. 子どもでもできること。
すばらしい理論でも、子どもでもできるくらい
カンタンなことでなければ基準としない。
千年ノートを作る作業は「子どもでもできること」が
本物である基準とします。

あなたの
本業



3.「千年ノート」で氣のマイスターの道へ
千年ノートは、自らが教えることで身に付き、千年ノートのパワーがアップします！

《千年ノート養成講座を受け認定されると・・・》

《ステップアップしながら、実力をつけていける仕組み》

自分をその氣にさせるStep.1

夢実現へのお手伝い

ノートの中で風水を実践しながら覚えていけるから、経験が積めて自信に変わる

家族をその氣にさせるStep.2
千年ノートで風水を学び、家にも同じように
氣をよくさせる法則をもとに、実践できる。

社会をその氣にさせるStep.3
お店やサロンなど、千年ノートで学んだ原理を用い、

開運メニューや開運アドバイスをしながら、人氣風水師になれてしまう！

ネイルサロン＋風水
・婚活風水ネイル
・財運風水ネイル
・願望実現ネイル・・・

様々な顧客に合った
ネイルで開運力をプラスさせ、
他のネイルサロンと
圧倒的な差をつけられる。

どっちを選ぶ？
幕の内弁当 or 開運風水弁当

最初の１ページは
「現実世界との扉」。

氣を変える
大事なページです。

ノートに自らの意識の住み家を
重視すれば、家以上に

「あなたの人生を決定する運命」が
ノートの中で生み出せる。

「食」は
人を良くさせる
たくさんの色彩を
取り入れましょう。

認定者は各コミュニティで仕事にできる！

玄関 寝室 キッチン
・

リビング

社会

家族

自分

その気にさせる！その氣にさせる！

千年ノート講座
料金設定などは、
各々設定していただきます。
ご自身のお仕事と
重ねた講座もできます。

千年ノート個人セッション
千年ノートを使った
個人カウンセリングを通じて
人生の目的がわからなくなった方の
目的探しとビジョンの明確化や
夢の実現へのサポートができます。

千年ノートと
パワースポットツアー
千年ノートの醍醐味のひとつは、
旅の思い出や氣づきをノートに
転写し、思い出を詰め込むこと。
世界中のパワースポットに出かける
ことが仕事になります。

重要重要

「千年ノート」がもたらしてくれるメリットを8つピックアップ！
ノートを書き続けるだけで、誰にでも手に入るものばかりです。

「つながり」による土壌作りで
不安を解消する

私たちはみんな、さまざまなものとの「つながり」を持っ
て生きています。ノートを書き続けることで、自分との
「つながり」を発見し、確認することができます。その
ことが、自分の土壌、土台を作り、大きな安心感となり、
あなたの不安を解消してくれます。

自分の価値観が
ノートの中に明確に見えてくる

わくわくするモノ、感動すること、幸せを感じるモノ・
ことをノートに貼り、書き込んでいくと共通点が見えて
きます。それこそが、自分が本当に大切にする、あるい
は譲れないモノや考え方なのです。ページが増えれば
増えるほど、その価値観は明確になっていきます。

日常的に黄金比の波動、
本物の波動に触れられる

「千年ノート」におすすめするのは黄金比サイズである
モレスキンノート。“完成された形”である黄金比のノー
トを持ち、黄金比の波動、本物の波動に触れることを
習慣にすれば、本物を見る目、感性が養われます。する
と、良質な選択眼も身についていきます。

感謝日誌で達成感や自己肯定感、
自信がつく

感性が高いほど人生は豊かで楽しいものになります。
幸せは感じる力の中にあるのです。ノートに日々の感謝
を綴る「感謝日誌」をつけることで、よかったことを感じ
られる、感謝すべきモノやことに氣づく感性とともに、
自己肯定感や自信も自然についてきます。

自己実現プラス自他実現を
応援・祝福できる

ノートの中では自分の夢や目標だけでなく、自分以外
の夢や目標の実現を応援・祝福しましょう。人の幸福は
連鎖します。自分がハッピーになって周囲を応援してい
ると、その波動が周囲に広がり、あなたの自己実現に
対しても自然に周囲が応援してくれます。

風水をノートに取り入れ、
その氣にさせる日常環境を作り出す

ノートの中に玄関、寝室、ダイニング、リビングなどの
ページを作って、風水を取り入れましょう。ノートの中の
究極の風水住宅です。毎日ページを開くうちに、ノート
自体が自分の家となり、夢実現に向けて「その氣」に
させる日常環境を作り出すことができます。

偶然の一致現象・シンクロニシティで
潜在意識の世界を体験

偶然の一致現象・シンクロニシティは、日々あちこちで
起きています。ただ、これを受け取れる人とそうでない
人がいるだけなのです。「千年ノート」を続けていれば、
あなたの潜在意識の世界と現実の世界とのシンクロニ
シティが目に見える形で体験できます。

王道の法則を日常の習慣に落とし込み
継続力が身に着く。

「千年ノート」はこの世のあらゆる「王道の法則」が盛り
込まれています。例えば、与えたものが与えられる「原因
と結果の法則」。ノートに感謝を書き込むと周囲から感
謝されます。人を祝福すれば祝福され愛されるのです。
他にも様々な「王道の法則」に精通した「千年ノート」だ
からこそ、続けていくことで、知らず知らずにこれらの法
則が身につき、習慣に落とし込むことができるのです。

「千年ノート」
つのメリット8



4.あなたのアンカリングは不安・失敗？それとも成功・達成？ 5.他との違い
千年ノートは「視覚化と風水理論を融合」させた

世界唯一の「自己実現ノート」
ほどんどの成功哲学の歴史は100年単位だが

千年ノートは、風水の5000年の歴史に基づいている

潜在意識のイカリが
「不安・どうせ無理」に
なっていると
どんなに良い
成功法則を聞いても
同じ場所に
戻ってしまう。

潜在意識が必要なものを集め出し

宇宙物質が「思い」を形にしていく

ノートを作るときに、夢中になるからゾーンに入る。

通常状態 集中状態 トランス状態➡ ➡ 

習慣化する

千年ノートの凄さは、ノートを開いた瞬間から
潜在意識にスイッチ（条件付け）が入り引き出される

潜在意識に
価値観のないものは
引き出せない

潜在意識から、引き出す！

「パブロフの法則」
アンカリング

❶アンカリング ❺人はいつも見ているものになる

❷千年ノートで結果が出る理由

❸潜在意識に価値観を埋め込む方法

❹潜在意識から引き出す方法（条件付け） ❼目的を書き出した人の目的達成率

❻具現化最強のパワーが視覚化

潜在意識 潜在意識
（何かに夢中）

潜在意識

顕在意識の壁が
強く跳ね返す

顕在意識の壁が
ふわふわ薄くなる

顕在意識の壁が
無くなる

（瞑想状態）

顕在意識

潜在意識から、引き出す！

顕在意識

五感を通じて脳に入る
情報で一番多いのが

視覚情報であり（1000万ビット）
そのほとんどが無意識
（潜在意識）に入る。

見ているものでワクワクすると、幸福ホルモンが
上昇する。脳が重要と思っていないことは、
どんなに学習しても脳はそれを排除する。

見ているものでワクワクすると、幸福ホルモンが
上昇する。脳が重要と思っていないことは、
どんなに学習しても脳はそれを排除する。

習慣化したノート制作は、内から湧き出るワクワク感で
潜在意識に打ち込まれた意識は継続する。

習慣化したノート制作は、内から湧き出るワクワク感で
潜在意識に打ち込まれた意識は継続する。

圧倒的な
パワーを持つ

視覚化視覚化

4%

44% 76%76%

書かなかった
人の
達成率

書き出した
人の
達成率

毎週誰かに
報告する

メンターがいる人の
達成率

千年ノート・他では真似できない強み

5000年以上の
叡智

風水のエッセンスが
ノートに
入っている

知識を
身体で身につけ
風水体質も
身につけられる

実績ある
プロ風水師による
実践経験で
培った理論
が満載

ノートの中に
誰もが簡単に
パワースポットが
生み出せる

運命を読み解き
自らの意識で
コントロール
可能になる

書き込むことや
偶然ではないこと
などを感じ
習慣にできる

千年ノートは「あなたの土壌」を作り上げる千年ノートは「あなたの土壌」を作り上げる

想い出アルバム
家族仲間との繋がり

人と人との繋がり

自然との繋がり

ご先祖様との繋がり

魂との繋がり

故郷との繋がり

伝統文化との繋がり

皇室との繋がり

人間学
偉人歴史との繋がり 日本の神 と々の繋がり

重要重要

情報氾濫社会の現代は
千年ノートの時代！

千年ノート
想像力＆夢貼り付け自由ノート
これから目的を見つけていく人
これから始める人に有効

従来の目標設定ノート　　
ビジョンノート・管理ノート

（20年前、目的が明確な人には有効だった）

情報が10年前の500倍以上
目標・目的が絞りにくい時代
言葉や理論・数字より
イメージでとらえていく

ワク
ワク感

義務感

不安
どうせ
無理

成功
達成

小さな達成・成功を積み上げてアンカリングする。



6. 今日から「千年ノート」を始めてみよう 7. 普段から美しいノートを使う意識が人相も変える

8. なぜ今、受講をすることが必要か？

「おもしろそうだから、やってみよう！」という感性が、大好きなことを見つける最短距離です。

最高の自分の写真を貼って、自分が人から言われたら嬉しいことを
ノートの１～２ページ目に書き込もう！

ノートの中に完全である姿を転写すると、
あなたは思い出すだけで、未来はそのことが実現し始めます。

一番よかったときのことをページに貼る → どんどん運が変化していくことを実感

旅は、非日常に出かけることにより
自分を俯瞰して見ることができる。

過去の思い出写真

千年ノートで目的が決まると、本やテレビの
映像からでも、必要なことが見えてくる
（前提条件の理論）

千年ノートで、日々、氣の切り替えを
行なっていくうちに、直感で、
好きなことに出会えていく

千年ノートで自分の未来を作っておけば
いつでも伝えることができて、目的に近づく
人を紹介してくれるチャンスが増える

イメージしてください。
あなたは、未来列車に乗っています。ワクワクしますか？

 何が待っていますか？ その様子は、はっきり映し出せますか？
あなたが、今、乗っている列車は

あなたは
どちらの世界で生きたいですか？

・ワクワクしない毎日が続く
・身体が重い、ダルい
・周りの人から孤立
・時間が経つのが遅い
・楽しい未来が見えない
・思い通りに生きられない
・注意散漫、ダラダラ

このままじゃ
いけないなー

何も変わらない
自分が待っている

ノートに込めるノウハウの基本は「自己肯定」ノートに込めるノウハウの基本は「自己肯定」

センスがいいね！

笑顔が素敵！

かわいい！

一緒にいて落ち着く！

オーラがあるね！

品があるね！

素敵だね！

　がきくね！

最高の自分を作る呪文

反作用の法則
成功していない 成功したい

「お金が欲しい」
「成功したい」
「健康になりたい」
と思うと

「お金がない」
「成功していない」
「健康でない」ことを
脳が示している

願望を実現できなかったのは、なぜ？

人はどのように人生目的と出会うのか？旅行に出かけよう！
あなたの夢や才能をつぶす

３つの言葉

成功例のない人たちは、何の根拠もないのに、
こんな言葉であなたの夢や才能をつぶしに
きます。（身近な人ほど心配する）

❶世間では通用しない
❷経済的に成り立たない
❸無理！

大好きなことをやらない
６つの理由

❶時間がないと決めつけている
❷好きなことをしてはいけないと
心にブレーキがかかっている
❸好きなことでは生活が
成り立たないと思っている
❹どうせ自分には才能はないと
初めから諦めている
❺お金がないから無理と諦めている
❻そもそも、自分が何が好きで
何がしたいのか、わからない

幸福行き？ 不幸行き？幸福行き？ 不幸行き？

・ワクワクする毎日！
・身体中にエネルギーチャージ！
・知識やスキル習得に集中！
・周りの人が応援してくれる！
・１日、１日が充実している！
・明るい未来が見える！
・運がよくなる！

毎日が
楽しい♫

明るい未来が
待っている！

嫌いなことで
生きる世界

大好きなことで
生きる世界

やるべきことが
見つからない人が
最初にやるべき
３つのこと

千年ノートで創る、未来の自分の人生に好奇心を持つ
千年ノート講座に、少しずつ、時間を使っていく
舞い込んできたチャンスを、とにかくやってみる！

人は意識の住処を
変えるだけで
人相も変わる！

人は意識の住処を
変えるだけで
人相も変わる！

ビフォー アフター



9. 講座が生む収入の仕組み 10. 成功へ導く様々なアシスト
夢のお手伝いをして、感謝の先に収入が！

１級・２級を取得された方
４時間の授業、認定試験（受講料６万円）
１級・２級の受講料６万円の70％＝42,000円（開講授業料は別収入）

［取得条件］
［取得方法］
［基本収入］

４時間の授業（受講料３万円）［取得方法］

４時間の授業（受講料３万円）［取得方法］

● １級、２級講座の講師として、地域でのコミュニティで
    講座を開講でき、千年ノート風水マイスターを
    目指す方々を育成していきます。
● 希望者は、グランド風水マイスターを目指していただきます。
● 協会HPにて紹介します。

● ２級プログラムの講座開講ができます。（開講授業料が収入です）
● 千年ノートの基礎的な内容と理論法則を学び、ノートに
　 風水の力を宿すワークや、人生目的を明確にさせるワークなど
　 千年ノートの基礎的知識を学べます。
● パワースポットを作り出していけるようになります。

● １級プログラムの講座開講ができます。（開講授業料が収入です）
● 千年ノートの応用や、潜在意識とノートの関係を
　 さらに詳しく学べます。
● 宇宙へのオーダー方法を学びます。
● 直観力や本来持って生まれた感性を研ぎ澄ませ、
　 チャンスに強い体質へ改善させていきます。

※１級・２級は、どちらから受講してもOKです

千年ノートマイスター講師

千年ノート２級養成講座

千年ノート１級養成講座

千年ノートマイスター講師

千年ノート２級養成講座

千年ノート１級養成講座

協会HPによる
活動報告の掲示板1 2

3 4

365日・動画付きメルマガ
自動配信で集客アシスト

定期的な
協会イベント開催

協会イベントでビジョンの共有による一体感。
一流を体験する改革など

知識の復習と
学び続けられる仕組み

千年ノートマイスター講師レベルの統一化と
知識向上集客方法などのアドバイスを
YouTubeで学べる仕組み

● 常時協会の最新情報を発信
● メルマガ登録　● セミナー申し込み
● 講師の紹介（写真入り）
● その他、情報の共有

話が苦手な人でも、どこの地域にいても、
クライアントにメルマガ登録していただくことで、
自動的に千年ノートの内容や講座受講までの
流れを説明してくれる仕組み

この時代、あなたならどちらの事業を選択しますか？

千年ノート講座開講
初期投資：12万円

年間１万円の
ライセンス料
のみ

３人育成で
初期投資
回収

・学び続けられる仕組み
・テキスト
・ホームページ
・集客の仕組み

協会が体制を完備、個人リスクがない！

自分で講座事業を立ち上げた場合
初期投資：約300万円

お金・時間・労力・何事もすべて自己負担

事務所費

法人設立費事務員

ホームページ

資 料 テキスト コンサル

弁護士 時間

集 客 管理システム

人脈

集 客 力集 客 力

● 千年ノートマイスター講師を養成する講座を開講できます。
● 協会側の立場で、全国で活躍できます。
● 協会HPでは、大きく紹介します。

グランド風水マイスター認定講座

［取得条件］

［基本収入］

千年ノートマイスター講師認定取得後、
33名の２級以上の資格取得者を輩出すること。
プレゼンなどの認定試験があります。
千年ノートを実践し、最低５冊のノートを制作していること。
鍛錬塾を卒業していること。
千年ノートマイスター講師までの受講料12万円の70％＝84,000円
（＋個人レッスン・個人講座・物販など）

グランド風水マイスター認定講座


