長谷川先生から

驚くべき

今、私は、出来るだけ多くの方に自然を活かす道（氣道）を伝えたく、
（なぜなら、私自身がこうした考えや実践で、日々時々、幸せに生かさせて戴いているからです。
そしてまた私たちの個人指導や講座をお受けになっている方々も。）
それには、このインターネットの時代、何より映像が良いと言われ、この「動画会員システム」を
作りました。
講座内容も、とっておきのものを選んでいます。
実際、
動画会員になって下さった方から嬉しい声が日々届いているのは、
私自身、
とっても嬉しいです。
今までご不便をかけていた遠方の方にとっても、
このシステムが作れてよかったな、
と思っています。
ご覧になって戴くことで、ご自身の体や心の健康度（＝幸せ度）が向上するばかりでなく、身近な
人にもご援助できる存在になることでしょう！
ぜひご活用ください。
長谷川淨潤
私も、皆様に幸せを毎月届けられたらと、続けられる限り顔晴っています！

アナログ集団「氣道協会」が
講座の動画配信に挑戦した結果

氣道協会は、
長谷川先生はもちろんスマホを持っていませんし、
持っているスタッフもわずか…。
というアナログ集団。
そんな氣道協会が動画なんて突然どうしちゃったの？！と
会員の皆様も思われたことでしょう。

動画会員のご感想

気道の学校に参加したことがあるので 動画の体の学校のエッ
センスは知ってる！と思っていたのですが、改めて観たら新た
な発見があって驚きました。動画は何度も観れるので、活用し
ていきたいです。

とにかく何回も聞く。それが何かを見つけさせてくれる。
時代の恩恵にあやかって、こうして動画を通して命を学び、それを
自分の生き方に活かせる事をとても嬉しく思っています。長谷
川先生のチャーミングな一面を毎回見れる事もとても嬉しいで
す。動画で何度再生しても笑ってしまいます。

ある日

普段の個人指導や、講座も活用させいただいていますが 動画は
何度も観れるので、とてもありがたく思っています。また、なか
なか講座にも参加できない中 月に１つの講座を配信してくだ
さっていて エッセンスとはいえ、内容は盛り沢山で とても楽
しみにしています。これからも動画配信を続けていただきたい
です。今後ともよろしくお願いいたします。

遠方の方、道場に通えない方。
そんな方にも、お一人でも多く、
ご自身を整体にする方法、幸せな身体へと
向かっていただくことをお伝えしたい。
そのためには、どうすればいいのだろう・・・。

受けてみたい講座があっても都合が合わないこともあったので、
いろんな講座を都合がいい時間に見られるようになったのが
よかったです。また、いくつも講座内容を聴くうちに、
「こうしなくちゃ」
という気持ちが強かったのが、
「大丈夫、自然に任せて大丈夫」という
感じで焦らず気負わずに過ごせるようになり、穏やかな状態になって
きました。また、瞑想が深められるようになったと思います。

整体のことだけではなく、心理療法についても学べるのがとてもよかったです。
多岐にわたるメニューが贅沢です！ そして、動画講座でそ
の場にはいないのに、瞑想を深められるようになり、
「自然に任せても大丈夫」という気持ちにまで到達できたのは、いろんな動画講座を
見ることが出来たからだと思います。個人的には、乗り物酔いをするほうなので、新月の会のときの乗り物酔い予防の話が、ものすごく
役立ちました！

動画会員 月々 3,980 円 （どなたでも初月 1980 円）( 普通会員の方 初回クーポン利用で無料 )
動画会員のお申込み方法
1 まず「まなつく 古今東西」で検索

まなつく 古今東西

クーポン利用欄にコード1YFS397GBを入力し適用ボタンを押す)
2 (会員の方は、
「購入する」ボタンをクリック。

4 必要事項 ( お名前・メールアドレス・パスワード・性別 ) をご記入
の上、
「登録する」ボタンをクリックしてください。

メール
info@manatuku.com

5 お支払い方法を記入し、「購入する」ボタンをクリック。
※お支払いはクレジットとなります。

1YFS397GB

動画会員の方限定 バックナンバーを半額で購入する方法
1 https://manatuku.com/trainers/163 にて購入されたい講座をクリック。
2

クーポン利用欄にコード【9IBVQX4GF】を入力し適用ボタンを押す。
割引価格が表示されましたら、購入ボタンをクリック。

まなつくサイト

ご相談・質問などお気軽にお問合せください。
氣道協会 事務局
〒231-0045 横浜市中区伊勢佐木町 5-127
Tel：045-261-3300 Fax：045-261-3304

動画で
配信して
みては？！

・・・・・・︒

お電話（平日 10 時〜18 時）
03-6913-7639

ど・・・

（オーガニックスタイル株式会社）
「まなつく
」
にて承っております 。

「まなつく」を初めて
3 ログイン画面に移動しますので、
ご利用される方は、「新規会員登録はこちら」をクリック。

【動画会員】についての、詳しい Q&A は、
こちらからもご覧いただけます。
https://npo-kido.com/video̲member̲qa.html

そんな想いでいる中、

手続き等、実際のお申込み
に関わるご質問等は

（https://manatuku.com/trainers/163/packages/442 のサイトへ。

会員の方から
動画での配信を
ご提案いただきました。

動画ーーー？！
スマホはおろかパソコン
だって持ち歩いていない
わしが・・・。
わしがーーー？！

さいー！
着いてくだ
先生ー！落ち
ませんー！
私らも持って

今後配信予定の動画講座

「まさか氣道協会が動画配信？！」我々も動画講座に踏み切る前に、様々な意見を交換し、話し合いました。
昨今、
社会や環境の変化が目まぐるしい中、
体も常に変化をしているように、
我々も変化をしていくことが
必要なのかもしれない。思い切って動画に挑戦してみることに。
2018 年 3 月から始まった動画講座。その後、多くの方にご活用いただき、大切なことはどんな手段であっ
ても伝えることができるという手応えを感じています。
改めて動画講座の魅力をお伝えさせていただきます！

動画会員をオススメする理由

「体癖講座」「妊活講座」「電磁波講座」「肌を美しくする講座」「チャクラ講座」
「アイロン療法講座」「温泉講座」「読書講座」などなど、
皆さんにお役立ちの講座を企画しています！
※講座内容は変更になることもあります。
最新情報はネットでご覧ください !

最新情報はこちらから！
https://manatuku.com/trainers/163/packages/442

ー！
どうも

1 動画でも、臨場感を持って伝えることができる

動画で長谷川先生の知識・経験が伝わるのか…。
これはとても重要なポイントでした。
しかし、実際講座にも通われている方からも「動画に通っているような臨場感で、
動画でも十分伝わってきた」と仰っていただきました！

2 深く、多様性のある講座内容
いいものは︑
いつになっても
使えるんだね︒

動画講座は毎月１日配信。
長谷川先生が習得された知識と技法を記録として残し、「100 年後も使えるように」
という想いがぎゅっと詰まった内容です。特に深い内容となっています。

これまでの動画講座は、
バックナンバーとして公開中！！
キャンセル待ちでご参加できなかった方もぜひ動画をご活用ください。

（以下は、2021 年 1 月現在のラインナップです）
●
●
●
●
●

3 いつでも、どこでも お稽古事
道場に通えない方、通勤時間・家事・ちょっとした隙間時間に、スマホ・パソコンで
ご利用いただいて、ご自身のペースで行っていただけます。
就寝前や疲れている時は、動画は見ずに音声を聞くだけでも知識が深まります。
大切なのはそれぞれに合った活用法をしていただけるということです。

4 何度でも繰り返し視聴できます

あっ
そういう
ことか！

退会するまで繰り返し視聴ができるので、復習にも使えます。実際に講座に来ていた
だいている方からも、動画会員になっていただいて「復習としても使える。見返すと
新たな発見がある」と好評いただいています！特に沢山の内容を盛り込んだ動画講座
ですので、何度もご覧いただいてご自身のものにしていただければと思います。

ここポイントです！

●
●

・年会費 5,000 円が無料に
・講座の参加費が割安に

動画会員は実際の講座にご参加される場合、1.000 円〜半額 割引されることがあります。
（動画講座以外の講座でも、動画会員割引がある講座もあります！）

・バックナンバーが半額に

動画のバックナンバーを購入する際に、動画会員はクーポン利用で定価の半額でバックナンバーが購入できて
しまいます。
例えば、人気の動画講座「一生に一度で OK ！ 世界で、もっとも楽な「速読法」」
は単独で購入すれば 12,000 円
なのですが、動画会員は半額で購入することができます。
逆に、動画会員になっていただけると 8,000 円〜１万以上の講座内容が月々の 3,980 円で閲覧できてしまう
ということです。長谷川先生…本当にいいんですか…と思いますが、長谷川先生も多くの方に伝えていきたい。
残していきたいと思われている所以です。
※バックナンバーは動画会員を退会された場合でも（まなつくを退会されない限りは）ずっとご覧頂けます。

・DVD 購入時も割引に

閲覧いただいて気に入った動画を DVD として購入されたい時も、割引が適用されます。
どなたかに DVD をプレゼントされたい時にも動画会員の特典をご活用ください。

人気講座

骨盤が変わると人生が変わる！
春の季節。
これだけ行えば最高の一年が過ごせます。
体を通して “心が晴れる” 講座

いくらウィルスが蔓延したとしても、それに『罹れる体』
と『罹れない体』があります。
この動画では、新型コロナウィルス性肺炎に罹らなくて
済む体づくりのポイント、インフルエンザや風邪、咳に対
してのアプローチを、どなたにでもわかりやすく説明し
ています。

たった 2 時間で、
明日からの人生が輝いてしまう講座 人気講座
まったく努力なしに食欲が減らせられる講座 〜食欲講座〜 人気講座

放射能＆電磁波講座
毎月の生理だけで、
健康に＆美しくなれる講座
● 更年期よ、
さようなら！ −更年期講座−
● 潜在意識との対話法
●「穴追い」
講座
●「冷え」
講座ーー万病の原因は冷えである
●
●

●
●
●
●
●
●
●

5 動画会員の特典が多数

催眠入門〜吉本武史先生の現代催眠を学ぶ〜 人気講座
インフルエンザ対策はこれで万全！（＆肺炎 ( 新型コロナウィルス性含む )）

“心理療法界の巨匠”吉本武史先生に
学んだ長谷川先生が、出会いから、その後の
研鑽期間のエピソードも多く交えながら、
催眠についてお話しします。
（長谷川先生の『催眠誘導』のデモも生収録！）

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

一年を創る新春生ライヴ自動運動会

一生に一度で OK ！この動画を観るだけで、普段通り
に読んでも「読書スピード」が平均 2.7 倍に！
この速読法は、実は最高の“視力回復法”でもあります。
目の疲れに悩む方も必見。

人気講座

花粉症講座

世界で、もっとも楽な「速読法」
！ 〜視力を改善させたい方は必見！！〜
はじめての氣道――新月瞑想会 & 自動運動会――
七夕会（永久保存版）
夢を叶える体づくり――「体の学校」エッセンス（永久保存版）
夢を叶える心づくり――「夢の学校」エッセンス（永久保存版）
歯のギモン、
全て解消！
夢を叶える手当て法！―「整体の学校」エッセンス―
〜声が変わると人生が変わる！①〜 The マントラ

人気講座

全ラインナップは
こちらから

過去の動画は
動画会員で
あれば半額で
購入できます

般若心経講座〜声が変わると人生が変わる！②〜
神道と氣道
神様とつながって日常生活に活かそう！講座
奇跡の眼鏡！講座
天真と天心

遠隔整体講座

The マコモ講座＆とっておきサロン！
即興演奏ライヴin ドルフィー
音〜音楽〜即興演奏講座

https://manatuku.com/trainers/163/
packages?ﬁlter=recent

普通会員の皆様へ

普通会員の方は、
クーポン利用で初回動画が無料になりますので、
ぜひこの機会に動画をご覧ください。
動画はちょっと…と敬遠されていた方も、この機会に動画に挑戦していただければと思います。
合わないと思われればいつでも好きな時に止めていただくことができますので、ご安心ください！
私たちはこれからも試行錯誤をしながらも、皆さまのお声を反映しながら
お役立ちの講座をお届けしてまいります！

