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（変化、感想等）

どの動きもスムーズになった。（特に左右） 左右のやりやすさが逆転した。

可動域広くなり、背骨が自然にアジャスト。特に左右、右の腸骨上端あたり変化。

捻り易くなり、後屈少し行えるようになり、頭の痛みも軽減。

前屈が１０cmほど倒しやすくなった。 左右の動きが一番大きく変わった。

回答 割合 すべて行いやすくなった。 後屈がかなりやりやすくなった（みぞおちがゆるんだ）

かなり変わった 8 61.5% 全体的につかえがとれ、動きがスムーズになった。特に前屈。

やや変わった 5 38.5% 前屈と左右倒しがより柔らかく、滑らかに動かせるようになった。

変化なし 0 0.0% 前屈が大きく変化した。ねじりも左右共に範囲が広くなり、抵抗感減少。

柔らかくなった気がする。

（変化、感想等）

痛みが軽減。 首のつかえや痛みがなくなった。

重さを感じていた場所が軽くなった。

首から肩にかけての重さがなくなり、のどに感じていた違和感がさらに強調された。

回答 割合 頭部のうっ滞感や身体の倦怠感が軽くなった。緊張している部分が緩む感じあり。

かなり変わった 5 38.5% 自動運動が出現しそうな気配があった。

やや変わった 8 61.5% 左目に違和感。 左頚部の張りが緩和。右頚部鎖骨かに緊張。

変化なし 0 0.0% 呼吸が楽になり、気持ちが前向きとなり、行動意欲が湧く。

内観しやすくなった。左目奥に感じていた軽い痛みがなくなった。

腹部の痛みがなくなり、腸が動き、重だるい感じが減った。

疲れているところが浮かび上がった感じ。

★（症状＆体感）
   痛みや症状がある方はその感じ、ない方は今の体の感覚を味わってください。どのように変わりましたか？

「愉氣ＣＤ　整地（整体）＆新生 （全トラック）」　モニターアンケート　集計結果(1)

平成２４年６月

★（観察）体の観察をしてみて下さい。どのように変わりましたか？

　【観　　察　1】　無音で5分間再生（３～２０ｍ離れる）し、その変化を記入してください。

観察回数 距離

２回
（観察データ） 69%

15%
15%

75%
25%

右倒しかなり変化

1回
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軽く胸が広がる感じ。呼吸深く静かに、吐く息長くなる。脈しっかりとした感じ。 呼吸が少し楽になった

はかりずらかった左の脈が分かりやすくなった。右はとても強く打っている。呼吸は、肺に息が入ってくる感じがある。

静かで落ち着いた脈になった 呼吸は奥深くまで入っていく感じ。脈はしっかりとした感じ。

息苦しさが減り、呼吸が楽になった。脊髄行氣がより細やかにスムーズにできるようになった。脈が明確になった。内感しやすくなった。

呼吸は深く、脈は弾力が出てなめらかに。 呼吸が深くなった。 楽になり、ゆっくりになった。

脈は、左右、高低ばらばらだったものが、高の波が若干穏やかになり、呼吸は明らかに深くなった。

呼吸はより深く、脈は左右差がなくなり、穏やかになったような感じ。

（変化、感想等）

気持ちが軽くなった その人にすっと愉氣できるようになった。

軽さが出てきた感じ 気になる人を思い浮かべてもただまぶしいのみ。

やる気が湧いてきた。腹部第二あたりに感じていたものがなくなった

回答 割合 すぐ近くでやっている工事のことが、いつもかなり気になっていたが、気にならなかった。

かなり変わった 6 46.2% もやもやぐるぐるした感じがなくなり、風が吹き抜けた後のように感じられた。

やや変わった 6 46.2% 不安な感情が楽になった 問題に対して、気持ちに軽さが出てきた。

変化なし 1 7.7% 気になる人のいやな部分や、ビジュアルが強調された感じ。あまりいい感じではない。

何を言われても流そうという気持ちになり、体も少しやわらかくなった感じ。

（変化、感想等）

思い描けず、ただまぶしい より丹田が温かく満ちる感じ。

イメージ＆体感もしやすく、とても気持ちよい感じ。よい部分が強調された印象。

イメージしたものより、よりリアリティを含むものに変化した。

回答 割合 より軽く明るくなった 明るさ増し、大きく膨らんだ感じ

かなり変わった 3 23.1% 明るい感じになった。より思い浮かびやすい状態になった。

やや変わった 8 61.5% 夢というより、そうしなくてはならないと重圧を感じていたことに気づいた。

変化なし 2 15.4% 気づくことにより、自然に良い方へ流れていくような気がしてきた。

「ちょっと軽くなった。」 しっかりした感じ きっちりと締まる感じ

クリアな感じ。全く問題ないという感じ。０リングの次元が違う感じがした。

より落ちついた、「大丈夫」という感じ.

★（心理１）
「今、気になっていることや人（問題）」があれば、その感じを味わってください。それらがどのように変わりました
か？

★（脈、呼吸、内感）
呼吸と脈を一分間以上計ってください。呼吸数、脈拍数だけでなく、それらの「感じ」も覚えておいてください。
それらがどのように変わりましたか？

★（魂１）
もし、一人０リングテストができる方、あるいは自分のウニヒピリ（潜在意識）と会話ができる方でしたら、変化を教
えてください。それらがどのように変わりましたか？

★（心理２）
「今後こうなったらいいなと思うこと(夢や解決）」を軽くイメージ＆体感してください。
それらがどのように変わりましたか？
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（変化、感想等）

入りやすく出にくい。 心静まり、瞑想しやすくなった ぽかんとしやくなった。

ぽかんとなってしまう。時々思考も浮かんでは消えていった。

雑念がたくさん浮かんできた。 身体的違和が薄れ入りやすい。

回答 割合 意識が広がりやすくなり、広く感覚できるようになった。瞑想の質が良くなった。

かなり変わった 9 75.0% 身体感覚がすぐに希薄になっていき、思考をより細かく観察でき、集中が高まった。

やや変わった 3 25.0% 座った感じからまったく違った。座った瞬間からすっとその場に溶け込める感覚があった。

変化なし 0 0.0% 静かに集中しやすく、眠りの方へいかなくなった。

入りやすい。

他 再生する前の方が瞑想しやすかった。

（変化、感想等）

明るく感じる。

仏壇、トイレとも清清しい感じがし、場の空気に軽さを感じた。

神棚やその周囲の発する気が明るく澄んだような感じ。

回答 割合 より軽く広がる感じ。 落ち着いた感じ。 なんとなく明るく温かい氣になった。

＊かなり変わった3 23.1% 軽くなった感じがする。 明るく光がさした感じがする。

やや変わった 9 69.2% 明るくなり、より親しみやすくなった感じ、清清しさも増した感じ。

変化なし 1 7.7% 気が落ち着いて、空間が引き締まったのを感覚した。

（変化、感想等）

さわやかですっとする

お水、お茶共にまろやかになった

まろやかでおいしくなった。 まろやかになったように感じた。

回答 割合 まろやかになり身体に広がる感じ

かなり変わった 4 33.3% 水は甘く、コーヒーはより苦く感じた。 ビール飲みやすくなった。

やや変わった 8 66.7% お水がクリアになった。飲みやすく、身体になじみやすい。まろやかさは減った感じ。

変化なし 0 0.0% 水がクリアな味に。 おいしくなった。 まろやかになった気がする

他 クリアで、よく味わっていると、常より甘さを感じられた。

★（魂２）　瞑想してみてください。(1分以上）どのように変わりましたか？

★（場、環境２）
ご自身の近くに「お水」「お茶」（あるいはご自身が変えたいもの）を置き、その味を確かめてください。
どのように変わりましたか？

★（場、環境１）
ご仏壇、神棚などがある方はそこを、それらがない方はトイレの感じを味わってください。どのように変わりました
か？
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（変化、感想等）

居心地がとてもよくなった。いつまでもいたい感じ。 あかるくなった。

とても気持ちのよい、清清しい感じになった。

空気が全然違う。クリーンアップされ、微細になった。

回答 割合 日中人がいたざわざわした感じが消えて、気が下がったのを感じた。

かなり変わった 5 38.5% より静かな感じに。

やや変わった 5 38.5% 部屋全体が明るい氣に包まれているような、居心地が良くなった気がする

変化なし 3 23.1% 澄んだ感じになった。 より静かな感じに。

細やかな氣になった。

★そのほか

・掃除がしたくなり、滞っていた場所が浄化された。

・背骨が熱くなる感覚がある。また、聞いていると途端にくしゃみが数回出て、内臓がぐるぐると動き出した。

・別の日に２回目を行った。２回目のほうが変化を大きく感じた。

・空気が微細になり、アロマオイルの香りを強く感じたり、電磁波の影響が薄くなる気がする。

以上

★（場、環境３）　今の場所の感じを味わってください。
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（変化、感想等）

左捻り変化。 さらに動きがスムーズになる。立姿の状態でかなり違う感じ。

可動域がかなり広がる。唯一気になっていた痛みが全くなくなっていた。

痛み９割なくなる。 前屈が行いやすくなった。 全体的に動きが大きくなった。

回答 人 割合 前屈、左右捻りは大きく変化し、行いやすくなった。

かなり変わった 69.2% とても大きく、滑らかな動きになった。

やや変わった 23.1% 最初に違和感がなかった動きも、よりスムーズになった。

変化なし 7.7% 後屈度が増す。ねじりも可動性も、左右がそろってきた。

有音の方が感じやすい。心に響く気がする。

観察１で変化したため。

（変化、感想等）

体の感じが希薄。みぞおち風通し良くなった

腰の痛みがさらに軽減された。右肩の痛み、左ひざの違和感がなくなった。

発熱中の倦怠感やうっ滞感がさらに減った。身体の感じが味わいやすくなった。

回答 人 割合 再生時は、頭痛や吐き気、関節痛みだし、気分悪かった。自動運動が出ていた。

かなり変わった 61.5% 清清しく、風通しが良い感じ。 有音の方が、体感が変わった感じが分かりやすい。

やや変わった 38.5% のどの違和感が全く感じられなくなった。

変化なし 0.0% のどの痛みが気にならなくなり、鼻が通った感じ。前日打撲した箇所が反応。

右鎖骨かの緊張感、部位が小さくなってきた。

打撲箇所に痛みが出てきた。 左目の痛み、肝臓にあった違和が減った。

腹部に響いている感覚あり、再生中は不快だったものの、終わった後は楽になった。

いずれも静かな感じに 呼吸さらに深く長く。脈は左右しっかりとそろった感じ やや早く、強くなった

脈呼吸共に、しっかりした感じに変化している 丹田で呼吸できるようになった 安定感がでた

呼吸深く、吐く時間が長くなった。脊髄行氣はより細かく感じることができるようになった。脈が強く変化。

内感したとき、身体をより詳細に広く感じることができた 呼吸はより深くなり、脈はよりおだやか

空気が体の中に行き渡るように、スムーズな呼吸になった 清々とする感じ

脈は左右の感じがほぼそろい、呼吸はのどの違和感が消え、楽になった

85%

15%

「愉氣ＣＤ　整地（整体）＆新生 （全トラック）」　モニターアンケート　集計結果(２)

平成２４年６月

　【観　　察　2】　実際に音を出し、観察２と同じ場所で５分計り、その変化を記入してください。

観察回数

1回

２回

★（観察）体の観察をしてみて下さい。どのように変わりましたか？

★（症状＆体感）
   痛みや症状がある方はその感じ、ない方は今の体の感覚を味わってください。どのように変わりましたか？

★（脈、呼吸、内感）
呼吸と脈を一分間以上計ってください。呼吸数、脈拍数だけでなく、それらの「感じ」も覚えておいてください。
それらがどのように変わりましたか？
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（変化、感想等）

感じにくい。空っぽ 頭が空っぽになった感じ。気になること自体が思い浮かばない

全く気にならなくなった。人についても、その人はその人として存在している感じ

さらに楽になった。 さらに愉氣が通る感じ。 「大丈夫」と感覚できた。

回答 人 割合 より俯瞰的に感覚できるよう。ニュートラルで、好意的になった気がする。

かなり変わった 75.0% 問題とし捉われていたことに対して、手放してもいいと思えた。

やや変わった 8.3% 思い浮かべてもすぐに消えたりぼんやりしてきている。

変化なし 16.7%

他 気になることなくなる。

（変化、感想等）

何をイメージしていたか思い出せない。頭が空っぽ。

思い描いた夢が動き出している感覚があり、リアル感があった。

体感を伴って味わえた。 実現しているイメージが浮かんだ。

回答 人 割合 とても楽に、自然とそうなるとイメージすることができた。

かなり変わった 41.7% そうなると自然に思える感じ。

やや変わった 50.0% わくわくからフラットな方向へ。 思い浮かべやすく、体感も感じ始めている

変化なし 8.3% 夢が実現した感じを即座に味わえるようになった。

「よい感じ」 しっかりと強くなった感じ。大丈夫といった感じ 強く引き締まる感じ

愉氣CDは私に役に立つ、ずっと流していた方が良い、芦屋道場にかけたほうがよい←すべてYES

喜んでいる感じ

（変化、感想等）

軽く入れる。とても心地よい。 入ろうと思わなくとも、瞑想が自然と現れてくる感じ。

回答 人 割合 雑念がたくさん出てきた（複数）

かなり変わった 50.0% 長く続く感じ。

やや変わった 41.7% 思考に気づくこと、身体が希薄になる感じが早くなった。瞑想にとどまりたい感じ。

変化なし 8.3% 鼓動をより感じつつも、物理的身体は薄らいできた感じ。

思考が浮かんでしまうが、頭の中が光っていて、瞑想モードには歩きがした。

他 自然と眉間に意識が集まってしまい、瞑想しづらくなった。

★（心理１）
「今、気になっていることや人（問題）」があれば、その感じを味わってください。それらがどのように変わりましたか？

★（魂２）　瞑想してみてください。(1分以上）どのように変わりましたか？

★（魂１）
もし、一人０リングテストができる方、あるいは自分のウニヒピリ（潜在意識）と会話ができる方でしたら、変化を教
えてください。それらがどのように変わりましたか？

★（心理２）
「今後こうなったらいいなと思うこと(夢や解決）」を軽くイメージ＆体感してください。
それらがどのように変わりましたか？
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（変化、感想等）

明るくなった。

温かい感じが丸い感じに変化した。

トイレがビジュアル的に明るくなった。

回答 人 割合 神棚に祈りたい感じ。存在感が大きくなった。

かなり変わった 41.7%

やや変わった 16.7%

変化なし 41.7%

（変化、感想等）

味が出てきた。はっか水のよう さらにまろやかさ増し、甘さを感じる

お茶、マイルドになりすぎ、味が平坦になった。 軽くなった。

お水、お茶共に、すっきりとした味に変わった。

回答 人 割合 身体になじみやすくなりクリアになった。体が浄化されている感じ。

かなり変わった 63.6% 雑味なく、甘くおいしくなった。せんべいは不自然な味がする。

やや変わった 36.4% お水がさらに甘くなった。いつも身につけている石が軽くなった。

変化なし 0.0% ルルドの水を飲んだときのように、とろりとしてとてもおいしい。

水が甘くなった。 まろやかになった気がする。

他 みずは味気なく、コーヒーは苦味増え、のみずらい

（変化、感想等）

静かになった。 落ち着いた心地よい場になる。

気が細かくなり、澄んだような気がする。

安心感と居心地のよさを感じる。

回答 人 割合 さらに気が下がり、床に座っているのがとても心地よい空間に変化した。

かなり変わった 58.3% 今の場所と自分がよりなじみ、親しみが湧いてきた。

やや変わった 33.3% 静けさと同時にざわつきも感じる。 クリアな感じ

変化なし 8.3% 明るくなったが、少し重さも感じる。

他 すべてのものがリアルで活き活きしている。距離感が縮まった。

★その他

・CDかけているときから瞑想状態。

・有音は、近すぎると威圧を感じたほど。全体的に心理面に強く感じる。

以上

★（場、環境２）
ご自身の近くに「お水」「お茶」（あるいはご自身が変えたいもの）を置き、その味を確かめてください。
どのように変わりましたか？

★（場、環境１）
ご仏壇、神棚などがある方はそこを、それらがない方はトイレの感じを味わってください。どのように変わりました
か？

★（場、環境３）　今の場所の感じを味わってください。
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再生機を身につける

ヘッドホン

両方

（変化、感想等）

前屈が行いやすくなった。

それぞれ、5-10cmくらい可動域が上がった。

左右倒しに変化。 特に前屈が楽になった。

回答 動きに大きな変化はないが、からだに軽さが出た。

かなり変わった

やや変わった

変化なし

（変化、感想等）

打撲の痛みが軽減した。

痛みがかなり消えた。

回答 頚部全体に緩み感を感じる。

かなり変わった 左目の痛みがなくなり、肝臓の違和が減った。

やや変わった

変化なし

脈強くなった。 ゆっくりだが強くなった 少し活力が出た

呼吸がとても楽でスムーズ。吐く力が強くなった。

距離

★（脈、呼吸、内感）
呼吸と脈を一分間以上計ってください。呼吸数、脈拍数だけでなく、それらの「感じ」も覚えておいてください。
それらがどのように変わりましたか？

50.0%

16.7%

「愉氣ＣＤ　整地（整体）＆新生 （全トラック）」　モニターアンケート　集計結果(３)

平成２４年６月

　【観　　察　３】　再生機自体を身につけたり、ヘッドホンで５分間聞いて、その変化を記入してください。

観察回数

40.0%

60.0%

0.0%

割合

33.3%

★（症状＆体感）
   痛みや症状がある方はその感じ、ない方は今の体の感覚を味わってください。どのように変わりましたか？

33%

17%

50%

割合

★（観察）体の観察をしてみて下さい。どのように変わりましたか？

（観察データ） 1回 100%
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（変化、感想等）

少し残っているが、かなり小さくなった。

体感が変わった。 ひとつ気になることが消え、また違ったものが出てきた

他 問題は問題としてあるが、自分と問題との間に距離ができ、離れた感じ。

回答

かなり変わった

やや変わった

変化なし

（変化、感想等）

大丈夫、という感じ強くなった。体感をしやすくなった。

楽にイメージでき、こうしなければ行けないという思いは完全に消えた。

イメージ、体感が薄れた。捉われのない感じ。

回答 イメージしたことを眺めているような感じがし、ほほえましさを感じる。

かなり変わった

やや変わった

変化なし

「信じていいよ。大丈夫」 よりしっかりしている感じ

（変化、感想等）

雑念がたくさん出てきた。 早く入れて、かつ安定しやすい。

雑念は浮かぶが、捉われずに見送りぽかんの方へいくということがスムーズにできた

頚上～上頚にかけて軽い痛みが出てきた。

回答 「体」の感じに戻る。

かなり変わった 「シーン」という音が継続して聞こえる。より一定した状態で瞑想を行えた

やや変わった

変化なし

★（心理１）
「今、気になっていることや人（問題）」があれば、その感じを味わってください。それらがどのように変わりましたか？

★（魂１）
もし、一人０リングテストができる方、あるいは自分のウニヒピリ（潜在意識）と会話ができる方でしたら、変化を教えてく
ださい。それらがどのように変わりましたか？

★（魂２）　瞑想してみてください。(1分以上）どのように変わりましたか？

割合

50.0%

50.0%

0.0%

割合

20.0%

80.0%

0.0%

★（心理２）
「今後こうなったらいいなと思うこと(夢や解決）」を軽くイメージ＆体感してください。
それらがどのように変わりましたか？

割合

50.0%

50.0%

0.0%
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（変化、感想等）

回答 瞑想にいざなわれる。

かなり変わった 仏壇は懐かしい感じ。トイレは最初に感じたうっとした感じが消えた

やや変わった 落ち着いている感じ。

変化なし

（変化、感想等）

すーっとする感じ増えた。

水の甘みが出た。

とてもおいしく、自分にあったものに変わった印象。せんべいは味そのものが消えた

回答 お水、お茶共にあっさりしたが、のどに引っかかる感じがあった。

かなり変わった 他 コーヒーの苦味軽減された感じ。

やや変わった

変化なし

（変化、感想等）

明るくなった。

居心地よく、ずっといたい感じ。

明るく動きが出た感じ。 明るい感じ。

回答 少し暗さを感じる。

かなり変わった

やや変わった

変化なし

以上

★（場、環境３）　今の場所の感じを味わってください。

★（場、環境１）
ご仏壇、神棚などがある方はそこを、それらがない方はトイレの感じを味わってください。どのように変わりましたか？

★（場、環境２）
ご自身の近くに「お水」「お茶」（あるいはご自身が変えたいもの）を置き、その味を確かめてください。
どのように変わりましたか？

割合

60.0%

20.0%

20.0%

割合

40.0%

60.0%

0.0%

割合

80.0%

20.0%

0.0%
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（変化、感想等）

回答

かなり楽になった

少し楽になった 首や腕の疲労をあまり感じない。

変化なし パソコンをすること自体に疲労感があり、CDの効果を感じられる以上に疲れてしまう

他 すぐに目の疲れを感じ、長時間できなくなる気がする。

以上

（観察データ） 1回

２回

再生した瞬間にはらに力が集まる感じがあった。

★（疲労度）

目が疲れず、楽だった。

明らかに変化した。PCに触れるときの不快感がとても柔らかに。

89%

11%

「愉氣ＣＤ　整地（整体）＆新生 （全トラック）」モニターアンケート　集計結果(４)

平成２４年６月

　【観　　察　４】　パソコン内で無音リピート（３０分以内）し、その変化を記入してください。

観察回数

50.0%

割合

37.5%

12.5%

我が家は音源がPCでエルマクリーンをつけているが、音がクリーンになった気が
する。

目の疲労感が減り、画面を直視しやすい。
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継続使用

継続使用

継続使用
（トラック４のみ）

「愉氣ＣＤ　整地（整体）＆新生 （全トラック）」モニターアンケート　集計結果(５)

平成２４年６月

ほぼ毎日、多くの時間、再生機を身につけて過ごし、眠るときもリピートしてそばに置い
ていた。、あまり意識的な効果は感じなかったが、ようやくCDの氣が本当に自分になじ
んできたなと思った頃から、掃除をするのが苦でなくなり、昔からあった荷物を片付け
始め、様々なクリーニングが進めやすくなったと思う。

　【観　　察　５】　好転反応があった場合、その状況を記入してください。

・必ず掃除をしたくなる。子供が熱心に拭き掃除をしていた。
・夫が、朝は絶好調だったのに、夕方、風邪をひきぐったして帰ってきて、数日後に完治。それまでは心
理面であまりにも好調で、体をことを忘れていたように見えたので、CDの好転反応だと思った。

　【観　　察　６】　上記観察以外を試みた場合には、その使用方法と観察結果を記入してください。

寝室で夜かけ流しにしたところ、子供たちの眠りが深くなり、夜に目を覚ます時間が
減った。寝室が特別な空間になった。

今回は特になかった。以前、最終トラックのみでモニタを行ったときや被災地訪問用に初めて全トラック
をいただいたときは、かなりの反応だったが、次第になじみ、同時に意識的な効果は感じなくなっていっ
た。なので、今回のもにたーでは特に効果を感じないかと思っていたが、意に反して明確だった。この
CDに意識を向けるかどうかで、かなり意識的な変化が違うように思う。このCDは、ある面からすると聞い
ている人の意識の方向性をサポートするような部分もあるのかもしれないなと思う。これをもっていると愉
氣しやすかったり、例えば被災地で、「この河の領域に」等と意識を設定するとそのエリアに働きかけてく
れるような感覚があった。（そして、特に意識していないときには、意識されない部分に働きかけているの
かもしれない。）

気持ちの落ち込みが続いている。

家族が寝静まった夜に試みようとしてCDを手にした途端に睡魔におそわれ、アンケートどころではない
夜が二晩続いた。（好転反応と言えるかどうか・・・）

寝ても寝ても眠い。排尿の回数が増す。首、肩の張り、違和の状態が続く。

クリーニングすべきたくさんの思いが浮上してきてつらくなった。

有音での再生中、からだの関節が痛み、吐き気が強く出た。気持ちが悪く、途中で止めたい気分だっ
た。

好転反応というほどではないが、気になるところが痛み出したりはした。

急に腹痛が出てきたり、鼻水が出て、鼻詰まりがする。

音声ありの再生は少し胸が苦しい感じがした。
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長時間使用

長時間使用

長時間使用

以上

くしゃみ、鼻水がとてもよく出て、内臓が動き、首の自動運動が出てきた。
内臓が活性化されたせいか、肌が白くなった。

場の感じがかなり変わった。

・１日消音でかけていたら、夫、子供が早くにぱっと目覚めていた。
・換気をしたり、日の光を家に入れたくなる。全体の気が変わる。
・かけている時間が長いと、家中に染み渡る気がする。
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■価値について ■購入希望価格について ■販売価格について

値段（円） 値段（円） 値段（円）

3000円以内 3000円以内 3000円以内

5000円以内 5000円以内 5000円以内

1万円以内 1万円以内 1万円以内

3万円以内 3万円以内 3万円以内

5万円以内 それ以上 それ以上

それ以上

priceless

■その他

11.1%

22.2%

22.2%

割合

0.0%

0.0%

0.0%

22.2%

33.3%

生きもの（動物や植物）が実際にどのように変化した
か。

割合

平成２４年６月

心の学校で行ったワーク「目で見る愉気」を受けたとき感
じたものの、何倍もの強力さを感じた。

質　　問 回　　答

　【質　　問　１】
　他にどんな質問があったらいいと思うか。その質問に自身が答えたものがあったら、それも記入してく
ださい。

「愉氣ＣＤ　整地（整体）＆新生 （全トラック）」モニターアンケート　集計結果(６)

今後どのようなときに聴きたいですか。活用したいで
すか。

CDを聞いている間、どのようなことが起こったか？

どのような目的でこのCDを聞こうと思いましたか
（その目的は達成できたと思いますか）

割合

0.0%

0.0%

28.6%

　【質　　問　２】　このＣＤ（全トラック）の希望販売値段についていくつか教えてください。

氣道の学校卒業生または好転反応ことや依存的な使用の仕方はしないように等、十分にご理解していただいた
方に。

28.6%

42.9%

33.3%

11.1%

33.3%

11.1%

聞き方の注意点（内観的に聞くこと、好転反応のこと等）、お薦めの聞き方などの説明書が添付されるとよい。

 

 
1万円以

内 

3万円以

内 

5万円以

内 

それ以

上 

priceles

s 

1万円以

内 

5000円以

内 

 

 

3万円以

内 

それ以上 1万円以

内 

3万円以

内 

それ以上 
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・継続して個人指導や講座に来ている人は特に良さが分かると思う。個人指導時に別途料金をもらい、その人
に合った愉氣をしてもらえたらうれしい。
・無料頒布はもったいないし、価値を下げるのでやめてほしい。（被災地等へは別）

効果の高さに、時に依存的に使用してしまうことを心配した。例えば、氣道の学校卒業生のみを対象にする等、
理解のある方に限定する必要はあるように思う。

・一般向けには５万円。心身が育める方には１－２万円の販売はどうか。
・好転反応の可能性、聞き方、扱い方を明記した方が良い。
・一般の方の誤解を招かないよう（受け入れられやすいよう）、愉気CDについての解説などがあるとよい。
・誤解を招かないよう、限定した販売の方がよいと思う。

定期的に個人指導を受けている方か、心の学校卒業生の限定にしたい。（初めの頃の反応のことはともかくとし
ても、その方が、このCDが生きるような気がするため。但し、先生のご判断による例外はあってよいと思います）

氣道の学校卒業生または好転反応ことや依存的な使用の仕方はしないように等、十分にご理解していただいた
方に。

以上

有音再生の際、体に響き、とてもつらい印象だった。販売するときは、基本無音で、体に反応があってもよいと思
う人だけ有音でという注意を促す文章があったほうがよいと思う。

影響が大きい分、配布するには、それなりの敷居があったほうが良いのではないかと思います。CDとしては、一
般向けのマイルドなもの、コア向けのディープなものとトラックを分けて２種類のCDを販売するにも良いのではと
思う。（無音で再生するだけですぐに変化を感じることができるくらい強力ですごいCDだと実感できた。そのた
め。好転反応などの変化も大きく出てしまう気がする。）

好転反応が出るかもしれないこと、他の方へ貸し出したりしないことについては、書いたほうがよい。

★結果、「愉氣ＣＤ　整地（整体）＆新生 （全トラック）」の販売価格は、
　　５０００円となりました。
　　　（会員、未会員を問わず、「愉氣CD Jr.」を一定期間お使いになった上で、
　　　　　ご自身の責任としてお申し込みいただく形になります）

好転反応が出るかもしれないこと、他の方へ貸し出したりしないことについては、書いたほうがよい。

氣道の学校（中等）卒業生に向けて。
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