
あなたは、何かの問題を抱えている時、  
『魔法のように一瞬でこの経験が変えられたらいいのに・・・』 

と思った時はありませんか？ 
 

あなたの抱えている問題が  
人間関係、お金、仕事、健康、生きがいなど  
あなたの人生の、どのようなテーマであっても　  

　　　 
この「チョイスポイント（CP）」のコツ＝ 

一瞬一瞬にある「選択」のパワーを知り、使うコツを掴めば、  
その想いは、可能となります。 

 
その為に、必要なものはたった２つ！  

あなたがすでに日々使っている  
「言語と感覚！」 

小学生の子供もこのコツを使って、自分の力で問題解決します！  

 

では、その魔法のようなコツを	
皆さんが実践できるようミシェル・ニューポートともに導いてくれる	

現地講師をまずは、ご紹介します。

【今井 愛】	1974年4月13日生まれ。長崎市出身。	
看護師・助産師・看護教員・子宮セラピストを経て、チョイスポイント認定　
講師へ。一女二男と、夫：今井一秀（小児科医・チョイスポイント認定講
師）の五人家族。 
　　　　　　　　　　　　　　　 

チョイスポイントのコツを16年に渡って、主に、親子関係・パートナーシッ
プ・女性の心身魂の健康・子育て・医療現場やセラピー・教育現場で　　
積極的に実践。そして、魔法に思える現実化を目の当たりにし、誰にでも
できるみんなの力になる素晴らしいこのコツを、みんながやれるように　　
出来たら最高だ！と思い、2013年3月からは、チョイスポイント講師を　　　
はじめ、近年は講師育成も行なっている。	

現地の講師　今井愛さん　は・・・こんな方です。

２週間の目標明確
化プログラム 
1日セミナー 

9０日間のCP習慣
化プログラムで 

構成されています
 

みんなにある無限
の力と可能性に
より自由に楽にア
クセスして、それ

らの力を
世界のみんなに

とって活きるように
楽しく使いこなし  
積極的に理想の
地球社会を形付

けて行く
あなたに、お届け

します。

★　どちらかではなく両方、一部ではなくすべて、
ひとりだけでなく皆が大切！という方にお薦め！
★　CPプログラムは、みんなにとって力となる理
想を一気に現実化する 
　　　魔法のような現実化のコツを実践し、あな
たの人生に楽しく習慣化するプログラム！



チョイスポイント（CP）・プログラムの流れ	
２週間の目標明確化プログラム⇒1日セミナー⇒	

9０日間のCP習慣化プログラムで構成されています

 

�
目標の明確化	
【お申込後からスタート】

CP1日セミナー
【セミナー当日】

事前に明確にした目標に

つながるCPプロセスを、

「言語」と「感覚」を使って

実践します。

90日CP習慣化
【セミナー後の90日間】

定期的にメールが届き、

CPを実践。講師も含み、

参加者同士でシェアし　

合え、質問も 自由です。

セミナー前から、ご自身で

資料を使い、あなたの人

生の目標を明確にします。

理想の人生の実現習慣を９０日間で完全にマスターする！

セミナー終了後も、オンライン上でCP-Magicシェア会という参加者対象の勉強会を開催しております。
CPセミナーで　学んだ共通の経験を持つ仲間と、CPセミナーオリジナルの魔法のテンプレートである
「CPプロセス」を行ったり、それぞれの日常実践の経験をシェアしたり、講師やスタッフにも直接、その場
で質問することができるので、ますます、あなたの生き方として自然に身につけることにつながります。 
　　　　　　　　	

CPのコツを人生の様々な場面で最高に活かすには、机の上で1人で考えるだけでは身につきません！ 
1つの課題に対して、様々な立場や実践し続けてきた経験を持つ方々とシェアし合うこと、そして、自分の
人生でも実践してみることによって、自然と身につけることができます。是非、このCP-Magicシェア会に
参加して、あなたの人生をますます理想に感じる人生経験を創る為の力となるコツを習慣にしましょう！	

９０日間の後もこれまでセミナーに参加した仲間と共に
定期的にシェア会を行っています！

＜CPプログラム＞で最も大切にしている事！ 
セミナーに参加した瞬間から新たに始まる、あなたの人生の
「日々の実践」です。セミナー終了後から、セミナーで学んだ
ことを、復習しながら90日間をかけて、じっくり、しっかりと　　
あなたの人生の中で実践していきます。数回に渡って、 
講師、参加者同士のWebミーティングもあります。 
            

魔法のテンプレートを人生全てに渡る12のテーマで1つ1つ
行っていくことで、あなたの使命の実感がさらに明確に！ 
セミナーで気付いたこと、学んだこと、得られたことは、あな
たの日常に染み渡り、あなたの日々の人生経験の質がより
豊かに感じられることでしょう。	
  　1-自己イメージや存在価値の実感 
　　2-お金や時間などの物質的リソース 
　　3-芯の価値観からのコミュニケーション 
　　4-家族・親子・兄弟 
　　5-個人的なレベルでの創造的な表現 
　　6-健康状態や楽で楽しいライフスタイル 
　　7-恋愛関係やその他の枠でのパートナーシップ 
　　8-社会や世界全てへの影響力 
　　9-遊び心・楽に楽しく学べる体制 
　　10-使命を果たすキャリアや役割の表現 
　　11-人類の理想図からの生き方 
　　12-一体感に基づく調和と喜びに満ちた安定	

【人生の１２のテーマ】	

このCP-Magicシェア
会に参加して、あなた
の人生をますます理
想に感じる人生経験
を創る為の、力となる
コツを習慣にしましょ
う！セミナー参加者同
士でシェアすることで、
新たな気付きが得ら
れますし、人生におい
ての最高の仲間と感
じられる事でしょう。	
	



参加者の声

長崎県　K・N 　会社経営

どうやってできるかは分からなくても良いが、出来て　

いる実感！！そこにある実感！！・想像の感覚、　　

自分・今に100％存在する。2回目の参加でしたが、　

初参加のような感覚で新鮮だった。わからないことが

わかったり、あ〜!!という、このことか〜とわかったり、　

話がすごく自分の中に落とし込めた感じがする。　　　

人生が楽で楽しくなる。ワクワクする。

大分県　M・I 医療従事者

普段忙しく感じていた生活も忙しくしていたのは自分。　　

今を選び直せるのはいつでもできる。今に生きていないの

がよくわかりました。愛さんの例え話がすごく生活の中で　

簡単できるように感じられ、生活の中で、自分でも簡単に

活かせるような気になりました。辛く感じるのも辛く感じない

のも自分が決めていること。いつでも選び直すことが出来る。

大分県　M・W 医療従事者

オーストラリア　M・H　主婦

理想の状態を明確にして、気持ちの状態を感じる中で、
ついつい嫌な気持ちを善悪価値判断して、自分の中で　
避けようとしている部分に気づけました。全てに価値が　
あり、起きている全てに良いがあると再認識できました。
自分の可能性や関わる全ての人の可能性に気付く学び。

自分の使命や役割を知る時間。今、難しく感じている現状
があるのなら、それをどのように扱うとよいかが知れる。

全心身で感じる実感ができた。常に理想の状態を　　
感じることで現実となるしくみが理解できた。 
今に意識を向けチョイスポイントとして、何を選択する
かで人生の質があっという間に変わるシンプルだけど
深いセミナーでした。



専門トレーニングを受け、
OneLife-UHEの認定基準に合格した

認定講師によるセミナー！
 

認定講師は、１年間に渡り、専門トレーニングを受け、その後、認定　
テストをクリアーした講師です。そこでは、学ぶだけでなく、それぞれ
の人生の中で、日々実践し続けてきているからこそ、あなたが　　　
今、経験している問題に感じていることや気持ちも理解できますし、
その経験をもって、あなたが理想に感じる結果へわかりやすく導く　

ことができます。	
　　　　　　　　　　　　　　　　 

しかも、それぞれの専門も様々です。	
医師、助産師、フラワーセラピスト、会計、美・エステなどなど・・・ 
プロフィールをご覧ください。	

 	

今井　愛　プロフィール 

今井　一秀　プロフィール

松井　道子　プロフィール　

★特典3：14ページに渡る
資料より人生の目標設定
のやり方がわかる！

 

 

★特典1：「チョイスポイント」
セミナーを開発したミシェル・
ニューポートの講義が聴ける！

セミナー当日は、OneLife-UHE認定   
講師による講義だけでなく、このセミ
ナーを開発したミシェル・ニューポート
も各セッションごとに計5回、時間にし
て２時間に渡ってビデオにて講師を務
めます。 
 

ですから、あなたは「チョイスポイント」
の原理を開発者のミシェルより直接、
聴くことができ、最後には、ミシェルによ
るその日１日、あなたが経験した事を
統合し、セミナー終了後からあなたの
人生に最高に活かせるための瞑想も
経験できますので、このセミナーの　　
本質をしっかりと身体で体感することが
できます。	

 	
★特典2：22ページに渡る
「チョイスポイント」の
 テキストがもらえる！

さらなるサポート特典！

セミナー当日には、テキストをお渡しし
ます。行うプロセスなどのセミナー内容
が書かれていますので、帰宅後、復習
や日々の実践にご活用下さい。	

「無限の力や 
  可能性から生きる秘訣」 
ミシェル・ニューポート著 
無料e-Bookの一部より 
抜粋し、セミナー参加に
あたって、あなたの人生
にどのように活かすのか
目標設定のやり方が分か
り、行うことで、セミナーを
最 大 限 に 活 か す 事 が　　
できます。	

http://www.harmonyplanet.org/aiprofile.pdf
http://www.harmonyplanet.org/kazprofile.pdf
http://www.harmonyplanet.org/michikoprofile.pdf


 私は、今までの十数年間に渡り、すべての人は、無限
の力と可能性を持っていると本当に深く実感するよう
になりました。 
 
もしかしたら、無限の力と可能性というのは大きく感じ
られる言葉かもしれませんが、みなさんは、元から
持っている力なのだということが、今は、私の確固たる
真実なのです。 
 
でも、普段の生活の中で、常に無限の存在、無限の
力に溢れきっている感覚で、日常生活を送れて　　　
いないとしたら、それには、理由があるのです。 
 
【素晴らしい経験だった重病】私が、重病を経験した
当時、自分のことを「無力」に感じたことは、私の「無限
さ」を知る(実感する)ために、とても大切な経験でした。
私の使命にとって、今ではなくてはならない経験だっ
たと思います。 
 
もし、もう一度人生をやりなおせたとしたら、私は、同じ
重病を起こしてもいいと言い切るぐらいに本当に素晴
らしい価値ある経験でした。 
 
この経験があったからこそ、私の使命が何であるかを
明確にできたし、今、こうやって皆さんにセミナーなど
を通して、お伝えできているわけですから、本当に　
心から感謝です。 
 
【調和に溢れた地球ビジョン】私が1996年に見た
「ハーモニープラネット」の地球ビジョンは、この地球
に存在する全てが調和にあふれていました。その　　
世界は、一人ひとりの調和がなければ実現しません。 
 
【日本の役割】日本においては、東日本大震災という
大きな出来事を経験しました。その時に世界にみせた
日本人の姿は、世界中に大きく影響を与えました。 
 
奪い合うのでなく、分けあい、助けあう精神が自然に
土台にある国だと思います。だからこそ、私は、この　
原理を日本の｢和の国｣の波動経由で見出しました。
本当に感謝しております。 
 
【あなた人生の今】そして、私のこれまでの経験から　
すると、私が人に出会う時と言うのは、その人が使命
をより意識的に生きる時期が来ている時です。 
 
もし今、この瞬間にこのご案内を読まれたあなたが、
無限レンズの宇宙法則で可能に出来る世界を創るこ
とに惹かれているようでしたら、あなたの使命に意識
的に生きる準備ができているということです。 
 
	

少なくとも、今言えることは、この案内を読まれているので　
あれば、あなたの中に眠る無限の力や可能性を引き出し、
周りの人や地球全体の力になる形で、あなたが望んだ人生
を手に入れる準備が整っています。 
 
ですから、あなたが本当にやりたければ、ぜひ、今、選んで
ください。みんなの力になる生き方を。	
	
そして、誰もが理想に感じる世界を創造できる無限の力を 
そのように活かすことを。 
 
【今、この瞬間】どの瞬間にでも、あなたが何よりも大切に感じ
る、本当にやりたいことに気づく機会が、今ここにあります。 
 
 
　  もし、今この瞬間に、あなたが最も情熱に感じることを 
　　 思い出せるとしたら、何が思い浮かんできますか？ 
 
このセミナーに参加されるあなたの直感を深く信じて、まず
この1日を思い切って試してみてください。 
私自身、重病を癒して以来、「人生はすべては実験だ」と　
思うようになったお陰で、今の最高の人生経験が実現出来
ています。 
 
【最後に】同じように、私の経験や研究を活かして、自分達
の使命を明確にし、最高に楽しく生きる人生を見事に実現
できている方が大勢います。 
	
その中の一人でもある、OneLife-UHEの講師のひとりとして、
今回は、今井愛さんが皆さんの参加目標を達成する為に、
CP一日セミナー当日の講師を務めます。 
そして、私自身は、ビデオ映像で何度か登場します。 
 
これまでも、今井愛さんが講師を務め、行ったセミナーで、
この形であっても不思議と私自身との深い繋がりも実感で
きただけでなく、これらの原理を既に日常生活を通して　　
見事に活かしきっている「日本人である愛さん」にも出会え
たことが何とも言えない力になったとのお声を頂きました。 
 
「ミシェルだからできる」というような、無意識にありがちな　
思い込みがなくなると同時に、愛さんのこれまでの人生の
中から、ひとりの女性として、講師として、セラピストとして、 
恋愛、結婚・・・様々な経験からも、この原理を学ぶことがで
きます。 
 
このような形で、今度のCPセミナーで、皆さんとのこの共有
する時間を最大限に活かすようにしていきますので、 
皆さんのご参加を心より、お待ちしています。 
	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミシェル・ニューポートより	

ミシェルから皆さんへ



チョイスポイント（CP）セミナーご案内への 
お越しいただき、ありがとうございます。 

　　　　　　　　　	

そして、	

　　おめでとうございます！！	
 

	
皆さん、こんにちは、ムゲンライフ代表の川島みゆきと申します。 
	

私がなぜ、このようにお伝えしたくなるかと言いますと、このCPセミナーを通して、あなたが本当にやりたい
事をイキイキと楽しくやれるエネルギーを自分に取り戻し、それが、永遠と溢れ続けるコツも身に付けられ
るようにできるからです！	
 
そして、ミシェルも皆さんへのメッセージの中で言っていましたように、このCPセミナーを引き寄せる方は、
ご自身の使命を益々意識的に、本格的に生きる時期が来ていると言えますし、この一日で、あなたが　　

自分の中からその使命を見つけられる力を意識的に使えるようにすることによって、あなたが本当に理想
に感じる人生経験を、周りの皆の力となる形で実現できる道が開かれてくるからです！	
 
私は、現在、本当に心からイキイキと情熱に溢れる毎日を送り、 
「みんなが使命からイキイキと、自分らしく感じる最高の人生を生きる地球社会を実現する道」を、多くの方

に楽しく活かしていただけるため「ハーモニープラネット」プロジェクト（HPP）の基で、今井愛さん、一秀　　
さんご夫妻が代表を務める、OneLife-UHEという画期的な教育機関を設立しています。その機関から、　
宗教や国境を超え、本当に優れた人間関係と健康に溢れた人生の質を実現できる、最先端の科学や　
古代からの知恵を簡単に使える様々なライフマスタリープログラムや情報を提供し、日本から発信して　　

います。	
 
そして、私がこのような人生を送る最も大きなきっかけとなったのが、このCPセミナーの基盤となる「無限　
レンズ」という創造の原理を自らの経験や研究によって明確にしてきた女性、ミシェル・ニューポートとの　　
出逢いでした。そして、そこからの実践を通して、本当に最高に満足する毎日を送れるようにもなったし、

自分が実現していくと決めているたくさんの目標も一つずつ、実現し続けていく過程を楽しんでいる毎日
です。	
	
ですから、本当に心から喜んで、今日、このCPセミナーのプログラムのご案内をお送りいたします。 
今は、オンライン教育システムを作成している最中ですので、今回は、このPDFという形で簡単にまとめた

ものになりますが、何かご質問がありましたら、お気軽にご連絡ください。 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MugenLife 代表　川島みゆき	

Mugen Life 株式会社　代表 
川島みゆき



チョイスポイント・プログラムの流れ	

【ステップ１〜お申込〜】 

〈参加費〉 

初参加　54,000円 

VBWS同時申し込み特典　16200円 

CPコーチングプログラム同時申し込み特

典：？？？？？ 

お申込：http://harmonyplanet.org/cp/register

 

【ステップ３ 〜セミナー当日〜】 
・日時：1月１9日（日） 9:00〜19:30 
・講師：今井　愛 
・場所：福岡市内（お申込後、ご案内します）	

【ステップ２ 〜お申込後、目標設定〜】 
・あなたが参加するに辺り、その選択が最大限に活かせる為に届いた 
  ミシェルからの音声メッセージを聴く 
・人生の１２の枠を用いて、今、あなたが人生の中で制限に感じていることをリストアップ 
・ミシェルのeBookより抜粋した、CP用e-Bookを読み、目標を設定する	

【ステップ４ 〜90日間サポート〜】 
・セミナーの復習・プロセスなどあなたの日常生活のサポートとなる 
 メールが定期的に届く	
・講師を交えたWeb Meetingを数回開催 
・月に一度オンラインで行われているCP-Magicシェア会（CP勉強会）に参加 
	

【ステップ５ 〜90日間サポート後の特典〜】 
・月に一度行われるCP-Magicシェア会に1000円で参加できる（後日、ビデオ視聴での参加も可能） 

・CPコーチングプログラムを特別価格でご提供（詳細はお問い合わせ下さい） 

・個人セッションは、CPプログラム特別価格でのご提供（詳細はお問い合わせ下さい）	

【セミナーに関するお問い合わせ先】 
OneLife-UHE		

Mugen	Life株式会社　田中明子 

E-mail	:	onelife-uhe@harmonyplanet.org		
Softbank：090-3327-8482

【今回の参加費について】 
まず、これまで、約３年間に渡り行ってきたCPプログラムは、CP１日セミナーを中心に、セミナー後の１ヶ月の間に１〜２回の個人　　　
サポートを行ってまいりました。それにより、見事に人生の中で活かしきっている方々もたくさんいらっしゃいますが、人生の中のあらゆ
る問題の大きさに関係なく、どのような事情であってもそれを自分だけでなく、皆の力に変えることができるには、更に頻繁に、細かく、
質濃く行うこと、そして、何より、参加する皆さんが人生に活かしきる選択と決心と行動により、理想に感じる結果がもたらせるということ
がハッキリしてきました。ですので、今後は、その意図から、参加費をこれまでの３万円（税別）から５万円（税別）にしたいと思います。 
　　　　　　　　　　　 

ただ、今回は、セミナー前後の期間も含めて３ヶ月半に渡って行うこのプログラムに深い決心から参加して下さる方で、セミナー後、　
９０日間のサポート終了後にそれらの経験からのフィードバック（こちらがご用意するアンケートにお答え頂きます）をいただくお約束　
であれば、参加費を今までの参加費同様３万円で参加していただきたいと思っています。　　　　　　　　　　 
これまでは、１日セミナーの参加費が３万円だったわけなので、これだけのサポートも含めてのプログラムは、お得でしかないと思い　
ます。ぜひ、この機会を最高に活かして頂ければ、嬉しく思います。	

【ステップ１ 〜お申込〜】	
・参加費（税込）：初参加 55,000円 / BS参加者特別価格 51,700円　 

　　　　　　　　　　 再参加 33,000円 /  
・お申込：http://harmonyplanet.org/cp/register 
　	

http://harmonyplanet.org/cp/register
mailto:onelife-uhe@harmonyplanet.org



