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LOGOSTRON
ロゴストロン技術とは、意志を言葉にした構文を
言語タイムコードの概念を元にロゴストロン信号に変換。
特殊なゼロ磁場コイルから微弱な電磁波として発信することで、
私たちの意識に作用させることを目的とした技術です。
ここでは、ロゴストロン技術を用いた様々な信号発信装置を紹介します。



うっ滞している状態。

Nigiを握ると、特殊なロゴス
トロン回路を通って滞った
エネルギー(雑念など)が、
Nigiのゼロ磁場コイルに集
まり、ゼロ化される。

意識がクリアになり、本来の自
分の能力を発揮できる。

LOGOSTRON  Nigi®
ロゴストロン ニギ ®

情報をアースし、清明な意志を強化する。
“Nigi® ”の働きは、「情報のデトックス」です。それは、言い換える
なら「私たちの意識を速やかにアースすること」でもあります。
情報に宿る不要なエネルギーをアースすることで、私たちが得た
情報が、本来の情報として、整理・統合され、溢れる情報にも左
右されることがなくなり、意志が清明になります。また、Nigi®は美
しく彩られたチタン製のボディが魅力。
握って使用することから、「手」を通じてこれまで感じにくかった
ロゴストロン信号をダイレクトに体感できるようになりました。1秒
間に 11,200文字という驚異的な発信速度がもたらす意識の変
化。ぜひ、ご自身の手でお確かめください。

LOGOSTRON Nigi®（ver2.0）

¥192,500（税込）

ニギノテナヅチが付属します。有料オプションで厳選された
「祝詞構文」をNigi®に追加することもできます。ご購入の際
に「祝詞構文追加」を同時にお選びください。
※ロゴストロンNigiをご購入の際は、 「ロゴストロンNigi®ご
購入の際の注意事項（p7）」をご覧いただき、内容にご同意の
上ご購入ください。

Nigi

Nigi®は情報をデトックスするもの。
すなわち、意識をアースするもの。

Nigi®は握るなど、肌に直に触れるようにご使
用になることをおすすめします。握ることが難
しいシーンでは、ポケットに入れたり、身近な
場所にお持ちいただくことも可能です。

以下の項目を理解し、内容に同意していただける場合にのみ、Nigiのご購入申込みを承らせていただきます。

Nigiは、neten株式会社が開発した意志を言葉にした構文を言語タイムコードの概念を元にロゴ
ストロン信号に変換する技術をベースに「意識を強化するための装置」として開発されました。Nigi
は、人間の意志の発動を模した機器であり、ファイル化された文章の言語をロゴストロン信号として
発信いたします。そのような機器を使用することにより、使用者は意識、意志の使い方を学び、より
多くの選択肢を持ち、最大限の力を発揮することを可能にし、最適な現実を創造していきます。よっ
て、Nigiは、使用者の学びをサポートする物であり、使用者の顕在意識における願望を必ず実現さ
せることを保証するものではないことをご了承下さい。使用者のご利用方法により、Nigiの使用を
停止させていただく場合があることをご了承ください。
意識や言霊について、現代の科学の範疇において全てが解明されている訳ではございません。Nigi

は、意識や言霊の思想や理論、可能性にご共感、ご理解いただける方のみに、お使いいただくもので
あることをご了承ください。Nigiから発信されるロゴストロン信号を利用して作成したものを商品と
して第三者に販売することは厳禁とさせていただきます。 
販売されていることが確認されました際には、Nigiの使用を停止させていただく場合があることを
ご了承ください。Nigiのご購入にあたり、お申込みフォームに記載されたお客様の情報を、neten株
式会社および、販売代理店で共有させていただきます。Nigiの販売管理及び、アフターフォロー以
外の目的では一切使用いたしません。

neten株式会社　制定：平成29年2月2日 　改訂：令和元年 10月 1日

ロゴストロンNigi®ご購入の際の注意事項
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Iza-Nigi
イザニギ

魔を退ける、Iza-Nigi。
神話『古事記』の中で、イザナギの神が黄泉の国から逃げ帰って
くる場面において、木になっている桃を追手に投げつけて、これ
を撃退したという一節があります。
桃は、古くから魔を退ける力があるとされてきました。
昔話の『桃太郎』が鬼を退治するという話。ひな祭りは、別名を 

“桃の節句”といいます。中国では、桃の木に体の中の悪いもの
を取り除く力があるとされています。その考えが日本に伝わり、 
ひな祭りに桃の花が使われるようになったともいわれています。 
この lza-Nigiは、 そんな美しく色づいた桃の実を思わせるピンク
色のグラデーションを採用。通常のNigi®専用ファイルに加えて、
新たにこの “桃が魔を退けるストーリー”にちなんだ結界の構文
を追加しました。

Iza-Nigi

ニギノテナヅチが付属します。 有料オプションで厳選された「祝
詞構文」を Iza-Nigiに追加することもできます。ご購入の際に「祝
詞構文追加」を同時にお選びください。
※ lza-Nigiをご購入の際は、 「ロゴストロン Nigi®ご購入の際の注
意事項（p7）」をご覧いただき、内容にご同意の上ご購入ください。

Iza-Nigi ¥203,500（税込）

Nigi-DaMa
ニギダマ

Nigi-DaMa

ニギノテナヅチが付属します。 有料オプションで厳選された「祝
詞構文」を Nigi-DaMaに追加することもできます。ご購入の際
に「祝詞構文追加」を同時にお選びください。
※ Nigi-DaMaをご購入の際は、 「ロゴストロン Nigi®ご購入の際
の注意事項（p7）」をご覧いただき、内容にご同意の上ご購入くだ
さい。

Nigi-DaMa ¥203,500（税込）

私の鎮魂には、ぬかりがない。
Nigi-DaMaは、デジタル・メディテーション (d.M)＊のファシリ
テーターの要望から誕生したNigi。ロゴストロンNigiに収録され
た全ての構文に加え、d.Mを促進する専用構文を新たに追加し
たNigi-DaMaは、握ることで、心の中に渦巻いていた情報のさ
ざなみを凪へと変えます。通常のNigiと同様、仕事や勉強の場
面で手に持つことで、情報のうっ滞を素早くデトックスする効果
に加え、Nigi-DaMaを持ちd.Mを実践することで、鎮魂の状態
を深める作用も持ちます。同じグラデーションカラーを採用した
HAFURI-DaMaとの相性も抜群。併せてお使いいただくことに
より、内蔵する構文によって、相乗効果が発揮されるようプログラ
ムされています。
＊デジタル・メディテーション（d.M）を体験できるワークショップについてはカタログ
のp.65でご紹介しています。
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Nigi 関連商品

ニギノテナヅチ
¥6,050（税込）

ニギノテナヅチは、特殊な有機導電性繊維で作
られた首から下げてお使い頂くタイプのNigi専
用袋です。胸元の中心にある中丹田にNigiが当
たることで、Nigiのロゴストロン信号が全身へ
と広がるように作られています。

Nigi 関連商品

ニギノテナヅチ

Holo®
ホロ

天の川銀河を、その手のひらに。
手のひらに収まる、どこにでも持ち運べるサイズでありながら、
天の川銀河そのものに見立てて設計されているHolo（ホロ）は、
人と地球を守る「母衣（ほろ）」と、ギリシャ語で「すべて」を意味
するホログラムの “Holo” からその名がきています。Holoとつな
がった専用アプリから文章を入力することで、いつでもどこでも
言語情報を発信することができます。その発信速度は、ロゴスト
ロン発信機史上最速の、1秒間に12,800文字。非接触充電によ
るスマートなポータブル性を実現し、筐体のチタンリングに触れ
ることでその発信による体感が深まるよう設計されています。こ
れからのロゴストロン発信機のスタンダードであり、未来型の意
識のプログラミング技術の姿が、ここにあります。
※ 2022年夏頃販売予定

Holo

Holo®
¥385,000（税込）
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LOGOSTRON 100Ti
ロゴストロン 100ティーアイ

ロゴストロンK シリーズは、
最大で 10億文字もの発信が可能です。
ロゴストロン100Tiでは、実質的に文字数・ファイル数の
制約を無くしたともいえる大容量。 パーソナルな願望か
ら、公に向けた意志の宣言に至るまで、思う存分構文の
発信が可能です。

1年分の発信を、わずか３日で。
ロゴストロンは、言葉をロゴストロン信号に変換し、特殊なゼロ磁場コイ
ルから発信することで、意識を自在にデザインしていく画期的なツール
として開発されました。datum groupが長年培ってきたデジタル発信技
術、言語タイムコード理論に加え、 言霊学、古神道などの様々な叡智が
結集されています。
“ロゴストロンKシリーズ”では、その情報発信速度と精度をプロフェッ
ショナルユースに最適化しています。
例えば、“LOGOSTRON 100Ti”（以下、100Ti）の場合、普及品であるロ
ゴストロンLが 1年掛かって発信するデータ量をわずか3日間で発信して
しまいます。
さらに付属のゼロ磁場プレートコイルを接続することで、発信力を大幅
に強化。より広範囲に場を整え、速やかに私たちの意識へと作用します。
より精緻・自在に、自分の意識をデザインする。自分と関わる人々をロゴ
ストロンでバックアップする。あるいは、公の創造意志を構文にのせ発
信する。プロフェッショナルユースのKシリーズなら、自由自在です。

100Ti

LOGOSTRON 100Ti

¥2,200,000（税込）

（100Ti本体、専用ケース、3層ゼロ磁場コイル、
ミニ言玉手箱4点）

※ロゴストロン Kシリーズ専用のMシステムから、ファイルがダウ
ンロードし放題。オリジナル構文の発信は承認制です。

ファイルの
ダウンロード制限

オリジナルファイルの
最大文字数

最大再生ファイル数

なし

2万字／ファイル

2万字のファイルで
約5万ファイル（約 10億文字）
まで再生可能　

※ロゴストロン 100Tiをご購入の際には、事前面談が必要です。
ご自身の事業に、日々の活動に、ロゴストロン Kシリーズを活用したい、実物
を見てみたい、一度体験してみたいという方は、下記までお問い合わせください。

サポートセンター 0120-653-106 メールアドレス store@neten.jp
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“情報” を発信し、穏やかに場を整える。
“ミニロゴストロン”は、「電気」に含まれる「歪んだ情報やエネル
ギーを補正するツール」を開発する試みの中で誕生しました。ミ
ニロゴストロンで、電源コードを挟んでいただくことで、コードの
電気の流れを利用して空間にロゴストロン信号が広がることで、
穏やかに場を整えます。

ミニロゴストロン

ミニロゴストロン五行色体
（5 個セット）（白・黄・赤・青・黒・各色）

¥39,600（税込）

ミニロゴストロン ¥9,900（税込） ミニロゴストロン

MINI LOGOSTRONの使い方
ミニロゴストロンは電気コードから発生する電磁波の作用でロゴ
ストロン信号を誘発させます。本体の上部と下部を取り外し、電
化製品のケーブルを挟みセットします。パソコンやゲーム機など、
手に触れる時間の長い電化製品におすすめです。音のうるさい家
電に取り付けると静かになる、などのお声も寄せられています。

Tohra
トーラ

家中の電気に、ロゴストロン信号を。
コンセントに差すだけで、家中に流れる電気にロゴストロン信号
を乗せることができるTohra（トーラ）は、誰でも手軽に家や職場
の電気を使ってイヤシロチ化をはかることができる製品です。電
磁波や家電の最適化をはじめ、ユーザーから募ったアンケートを
もとに、健康、浄化、富、守護、家族円満、人間関係、仕事、エネ
ルギー活性化、リラックス等に関する情報を発信します。電磁波
を人体と親和性のある（共振する）周波数へと効率良く変換する
素材CMC（カーボンマイクロコイル）をTohraの内部に添加する
ことにより、24時間365日、Tohraが発信するイヤシロチと意識
進化の情報との共振共鳴同調が期待できます。

Tohra

Tohra
¥242,000（税込）
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CoiCoiCoil
コイコイコイル

ロゴストロンを、もっと身近に。
意志や実現したいことをPCやスマートフォンに自由に言葉とし
て打ち込んで手軽（Easy）に発信することができるEasyLOGOS

（イージーロゴス／datum house無料会員サイトmaforamaで
提供）の専用外付けコイルとして開発されたCoiCoiCoi l（コイ
コイコイル）は、PCやスマートフォンのイヤホンプラグ差込口と
繋ぐだけで、電源不要で手軽にゼロ磁場コイルからロゴストロン
信号を発信することを可能にします。このコイルが一つあれば、
お手持ちのPCやスマートフォンがロゴストロン発信機に早変わ
り。「ふと思うは、神心。」思い立ったとき、すぐに意志を強力に発
信したい方におすすめです。
※ 3.5mm 径の丸形のイヤホンプラグ差込口がない場合は、お使いのスマートフォン
の電源端子の形状に応じた変換アダプタをご用意ください。

CoiCoiCoil ¥15,000（税込）

CoiCoiCoil

EasyLOGOSのご利用には、datum houseの
会員サイト「maforama」へのご登録（無料）が
必要です。こちらの QRコードよりmaforama
にご登録いただけます。

EasyLOGOS

入力した言葉をデジタル（ロゴストロン）信号に変換し、
音声ファイルとして出力してPCやスマートフォンから発信
することができるEasyLOGOS（イージーロゴス）は、意
志や実現したいことを自由に言葉として打ち込んで、誰も
が手軽（Easy）にロゴストロン信号を発信することができ
るシステムとして開発されました。かつて宮中の賢所（か
しこどころ）で歴代の天皇が奏上していた、神につながる
究極の言霊「とほかみえみため」を再生する“とほかみ機
能”も実装。シャッフル再生では、この言霊の結びの力を
より強力に体感することができます。

＊EasyLOGOSのご利用には、datum houseの会員サイト
「maforama」へのご登録（無料）が必要です。こちらのQR
コードよりmaforamaにご登録いただけます。

EasyLOGOS

EasyLOGOS

LO
G

O
STR

O
N

16 17



IYASHIROCHI
近年、高まり続ける「場」への関心。
地磁気が安定し、電子が溢れる場は、イヤシロチと呼ばれ、
パワースポットのように人を癒します。
ここでは、部屋や家をイヤシロチ化するグッズと
場を変えるアートを紹介します。



言玉手箱®  龍宮
コトタマテバコ®  リュウグウ

置いた瞬間、お家がイヤシロチ。
お部屋に置くだけで、空間をイヤシロチ化するツールとして人気
の、コトタマテバコ®。かつて、井上匡弘（まさひろ）氏が開発し、
特許を取得した土壌改質体（特許番号： 2903300）とロゴスト
ロン技術の融合で生まれました。「ご神事」として炭を焼かれてい
る原伸介さんの「信濃白炭」をナノレベルの微細な粉末にし、さ
らに固めた「六角炭素」に、永久磁石とロゴストロン信号情報を
記録したマイクロSDカードを内蔵。循環する電子にのって、ロゴ
ストロン信号が空間へと広がり、うっ滞に働きかけ、場の状態を
整えます。1つから、枕元やデスクに置いていただくことができま
すが、空間を囲むように部屋の四隅などに4つ、中心に1つ設置
するのがおすすめです。詳しくは設置方法をご覧ください。

言玉手箱 ®（コトタマテバコ）
龍宮 1 個（白・黄・赤・青・黒）
¥15,400（税込）

言玉手箱 ®（コトタマテバコ）
龍宮 5個セット（白・黄・赤・青・黒・各色）
¥61,600（税込）言玉手箱 ® 龍宮 全５色

言玉手箱

言玉手箱®  乙姫
コトタマテバコ ®  オトヒメ

言玉手箱 ® 乙姫 全５色

携帯に便利なイヤシロチグッズ。
皆さまにご好評いただいている、コトタマテバコ®の特徴はその
ままに、一回り小さな可愛らしいコトタマテバコ® 乙姫が誕生しま
した。
バッグやポケットに入れて持ち歩くのにも最適なサイズ。旅行や
出張の宿泊先でも、コトタマテバコ® 乙姫をセットすれば簡易な
イヤシロチがつくれます。
可愛らしいサイズでも、ロゴストロン信号清報を記録したマイクロ
SDカードと永久磁石、そして、新たに採用された白炭の作用で、
速やかに室内に電子を巡らせ、穏やかに場を整えてくれます。

言玉手箱 ® 龍宮と乙姫の違い
龍宮は乙姫の、約4.5倍の重量・体積で、炭の量も大きくなってお
ります。「乙姫」は、カバンに携帯したい、旅先で使いたい、などの
場合にお持ちいただくための軽量版です。ご自宅のイヤシロチ化
には「龍宮」をおすすめいたします。炭素埋設が炭の量を増やすほ
ど効果があるように、コトタマテバコ® も空間に多くあるほどイヤ
シロチ化の作用が高まります。

言玉手箱 ®（コトタマテバコ）
乙姫 5個セット（白・黄・赤・青・黒・各色） ¥30,800（税込）

言玉手箱 ®（コトタマテバコ）
乙姫 1 個（白・黄・赤・青・黒） ¥7,700（税込）

※コトタマテバコ ®乙姫一個入りには、コトタマテバコ ®乙姫の
持ち運びにぴったりな印傳巾着がついております。ご購入の際は、
黒か赤をお選びください、
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迦具土
カグツチ

命を育む大地を創る。
屋外用コトタマテバコ、土地に埋めるタイプのロゴストロン・イヤ
シロチ化ツールです。カグツチの強力な永久磁石が、土地の地
磁気を安定へ導き、電子を循環させます。 さらにその電子にロゴ
ストロン信号情報がのることで、土地のもつうっ滞が祓われ、 本
来のいきいきとした状態が蘇ります。人や動物にとっても本来の
状態を維持しやすく、植物の生育も良くなります。このカグツチを
ひとつ大地に埋めることが、大地にとっての処方箋でもあるので
す。

迦具土（カグツチ）
¥9,900（税込）

カグツチの設置方法 

カグツチを埋設する際は 15cmから30cm位の深さを目安に埋め
てください。また、畑等耕す必要がある場合は、さらに深めに埋設
していただいても大丈夫です。

家や土地を守り、集う人をしっかり守る。
コトタマテバコ®やカグツチを、より広い空間に対応できる形にし
た大黒柱。その名の通り、家や土地をしっかりと守り、住まう人の
頼れる存在となるように、大国主命 （おおくにぬしのみこと＝大黒
様）のお名前をいただきました。大中小の3サイズがあり、一番
小さなものでも、コトタマテバコ® 乙姫の40倍以上もの炭が使
用されています。より多くの炭素を内蔵することにより、豊富な電
子を循環させ、空間のイヤシロチ化を強力に促します。お部屋へ
の設置や、土地への埋設、どちらにもお使いいただけます。

各サイズの設置目安
大黒柱（小）  一人暮らし用、 1 LDK以内程度のお部屋や事務所に
大黒柱（中） 一人暮らし用で高層階・2LDK～4LDK程度のマン

ションやオフィスに
大黒柱（大） 2LDK～4LDKで高層階・3階建て以内の一軒家、 オ

フィスに

大黒柱
ダイコクバシラ

迦具土 大黒柱

大黒柱（小） ¥99,000（税込）
（中） ¥385,000（税込）
（大） ¥715,000（税込）
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はこび

“車内”を整える、はこび。
人や物を運ぶ働きを持つ、“車”。その車が安全に運ぶ働きを結
ぶために開発されたのが、車用カグツチ、「はこび」です。
車に乗ることでエンジンやモーター、その他付属のパーツから
発生する電磁波。そして、 狭い車内の緊張した空間で生じる、感
情・情報のうっ滞。はこびを車内に設置すること で、内部に組み
込まれたCMC（カーボンマイクロコイル）や炭素の働きにより、 
車内を電子リッチな空間に整え、空間のうっ滞した空気を清める
ことができます。また、 はこびに搭載されたゼロ磁場フィルムコ
イルからは、「自動車運転安全祈願祝詞」「祈旅程祝詞」その他専
用構文を発信。最適な車での移動を強力にサポートします。日々
安全に車を運転したい方、長距離運転をされる方、大切な家族を
車に乗せる方におすすめです。

はこび
¥30,350（税込）

はこび

OMAMORI
日本では古来より、神仏の名や経典、真言が書かれたものを
「お守り」として身に着けてきました。
持つ者を災いから守るとされる「お守り」の力の秘密こそ、
神仏の名や真言で表される言葉、
そして、言葉の奥に宿る【言霊】にあります。
言葉を特殊な信号として発信し、その奥にある言霊の発動を促す
ロゴストロンテクノロジーにより、「お守り」というものが代々担ってきた
この働きを‟デジタル化”することで誕生した、
未来型のお守りです。
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マズプラズマ
「まず、情報」という新習慣で、電磁波を味方に。
スマホやパソコン、電化製品など、普段使うものや気になるとこ
ろに貼ることで、マズプラズマを起点にロゴストロンの情報を広
げることのできる“情報伝搬（でんぱん）型”チタンプレートです。
テレビ、音響機器、炊飯器、電子レンジ、パソコン、治療器、掃除
機、エアコンなどの家電製品のほか、両面テープが付くような場
所であればどこにでも貼り付けて使えるマズプラズマには、電磁
波を最適化するCMC（カーボンマイクロコイル）を添加。「電磁
波ストレス」の緩和や、マズプラズマが伝搬する情報との効率的
な「共振共鳴」が期待できます。
財布や名刺入れに入れることで、お守りとしてもお使いいただけ
ます。「チタン＋情報」の力が、電磁波を味方にする新習慣をサ
ポートします。

とほかみマズプラズマ
あなたを守る、とほかみネットワーク。
ご先祖や神 と々のつながりを深め、このご加勢とご加護のネット
ワークによって、所有者をはじめとした全人類、地球全体を強力
にお守りする「とほかみマズプラズマ」は、一枚をお墓や神棚に
貼り、もう一枚を普段から身に着けることで、いつでもどこでもご
先祖や神々とのつながりを持ったり、ロゴストロン製品とのつな
がりを強化するほか、家の中や地域全体に「結界」を張ることが
できます。電磁波を最適化するCMC（カーボンマイクロコイル）
を添加し、防水性が増したとほかみマズプラズマは、マズプラズ
マの上位版ともいえる製品。電磁波ストレスを緩和し、とほかみ
マズプラズマが伝搬する情報との効率的な共振共鳴同調が、ご
先祖や神 と々の共振共鳴までをサポートします。

とほかみマズプラズマ

マズプラズマ

サイズ／重量：直径 38mm・厚み 3mm・重さ 4g
内部構造：マイクロ SDカード・ゼロ磁場コイル・CMC・磁性体

貼付用両面テープ付き
※同梱の貼付用両面テープは強力なものですので、剥がした際に
跡が残る可能性がございます。（繰り返し貼り付けができる製品で
はございません。一度剥がした際は、再度新しい両面テープ等を
ご用意のうえ貼り付けていただくことをおすすめいたします。）

マズプラズマ （1 枚） ¥14,400（税込）
（5枚セット） ¥57,600（税込）

サイズ／重量：直径 38mm・厚み 3mm・重さ 4g
内部構造：マイクロ SDカード・ゼロ磁場コイル・CMC・磁性体

貼付用両面テープ付き
※同梱の貼付用両面テープは強力なものですので、剥がした際に
跡が残る可能性がございます。（繰り返し貼り付けができる製品で
はございません。一度剥がした際は、再度新しい両面テープ等を
ご用意のうえ貼り付けていただくことをおすすめいたします。）

とほかみマズプラズマ （1枚） ¥19,800税込）

（2枚セット） ¥35,640（税込）
（5枚セット） ¥69,300（税込）
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和守®
和守─それは、 新次元の “電子お守り”。
和守（わもり）は、神と人が共にあった時代の言葉である上代和語
（じょうだいわご） によって、あらゆる祈願を網羅した「祝詞構文」
を1秒間に1 1 ,200文字の速度で発信する「史上最小」のロゴス
トロン発信機です。
ゼロ磁場コイルを搭載し、筐体の裏面にはNigi同様高純度のチ
タンプレートを採用。人の体と親和性のあるこのチタンによって
電気的に和守内部の情報とつながりやすく、うっ滞したエネル
ギーをアースする効果も期待できます。充電なしで約一年間発
信することを可能にするため、18分に一回自動的に発信する設計
（一日に80回発信）となっています。
常に持ち歩きできる、充電いらずの「電子お守り」というコンセプ
トから、ユーザーの日常をお守りする人気の「祝詞構文」を厳選
して収録しています。和守に付属している「印傳巾着」は、天正
十年（1582年）に創業の甲州印伝の総本家「印傳屋」の職人に
よる逸品です。

印傳巾着を赤と黒よりお選びいただけます。
和守® ¥49,800（税込）

わもり

和守

とほかみ和守

あなたを守る「とほかみえみため」。
いつ、どんなときでもご先祖とつながり、力強い守護のもと最大
限の力を発揮できるように。「和守」の〈とほかみえみため版〉で
ある「とほかみ和守」は、和守の基本要素を踏まえ公性の高い構
文を選定。さらに通常の和守には含まれていない「とほかみえみ
ため（40回）」を最先端の構文形式である「回文」で発信し、「ご
先祖からご加勢をいただきたい」「大安心の境地を生きたい」「い
つも“とほかみえみため”と共にありたい」と願うすべての人を
強力にサポートいたします。
「とほかみえみため」の叡智を広げるプレゼントにも最適なアイ
テムが「とほかみ和守」。「とほかみえみため」という言葉が持つ
いくつもの深遠な意味と力を、〈1秒間に11,200文字の発信〉〈ゼ
ロ磁場コイル〉〈高純度のチタンプレート〉を通して、理想的な形
で体感することを可能にします。

とほかみ和守

専用巾着付き
とほかみ和守 ¥29,800 （税込）

とほかみわもり

※充電なしで約一年間発信することを可能にするため、18分に
一回自動的に発信する設計（一日に 80 回発信）となっています。
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十種神寶® 結界ステッカー
とくさのかんだからけっかいステッカー

貼って使える、結界用シール。
このステッカーの図形は、古くから日本に伝わる「十種神寶（トク
サノカムダカラ）」とdatum group開発の「方位相階層」を統合
したものです。方位相階層とは、全方位、全周波数、全ての意識
階層（肉体、感情、魂、霊、神）を表わす、五階層と四階層の計九
階層からなるピラミッド図形。十種神賓との組み合わせによって
強力な結界の役目を果たします。部屋の四隅に貼って結界を張
るほか、窓や玄関の扉に貼って邪気が入るのを防ぐ、お守りとし
て財布や名刺入れに入れる、車や携帯電話やパソコンなどの電
子機器に貼る、大事な書類のファイルに貼るなど、さまざまな用
途にお使いいただけます。

※画像は十種神寶結界ステッカー白です。

ステッカー

とほかみ方位結界ステッカー
とほかみほういけっかいステッカー

いつも、神につながる言霊とともに。
かつて宮中の賢所（かしこどころ）で歴代の天皇が奏上してい
た、神につながる究極の言霊「とほかみえみため」。白川伯王家
に代々伝わる上級者向けの神拝作法と結界の叡智に則ってこの
一文字ずつを配置することで、「とほかみえみため」という言霊が
強力な結界として作用するよう開発された、方位結界ステッカー
です。貼ったところにいつでも「とほかみえみため」を唱えている
のと同様の効果を生み出してくれるこのステッカーは、玄関や窓
といった邪気の入りやすい場所をはじめ、部屋の四隅や水回り、
電化製品など、気になるところに貼るだけで、周りからの悪い影
響を防ぐはたらきがあります。「とほかみえみため」を意味する神
代の文字である「アヒル草文字」をあしらった、視覚的にも太古
の情報を受け取ることができる逸品です。肌身離さず持ち歩くこ
とで、お守りとしてもご使用いただけます。
※「とほかみえみため」については、『とほかみえみため～神につながる究極の言霊～』
（大野靖志著）にて詳しく解説されています。

十種神寶® 結界ステッカー （黒 1 枚） ¥520（税込）
¥520（税込） （白 1 枚）

¥2,080（税込） （黒 5枚セット）
¥2,080（税込） （白 5枚セット）

とほかみ方位結界ステッカー （1 枚） ¥980（税込）
¥3,920（税込） （5 枚セット）
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布留部  結界神符「ゆら」
ふるべ けっかいしんぷ 「ゆら」 ACCESSORY

「ロゴストロンを肌身離さず」というコンセプトで開発された、
ロゴストロンアクセサリー。
小さいながらも、ロゴストロン信号に載せた情報をしっかりと発信。
あなたの意識を整えます。

布留部  結界神符「ゆら」
¥5,000（税込）

布留部  結界神符「ゆら」

布斗麻邇（ふとまに）からの根源的な創造を。
布留部（ふるべ）結界神符「ゆら」は、「ひふみよいむなやこと」
の神代文字（じんだいもじ）10文字を円周上に12回展開したも
のを内側に10層配置することで「ひふみよいむなやこと」を120

回畳み込んだ、大変神聖な結界神符です。中央には、同じく神代
文字で「ふるべゆらゆらふるべゆら」という言葉を配置し、その
中心部には、天之御中主神（あめのみなかぬしのかみ）を象徴す
る黒丸が配置されることで、結界の意味に加え、布斗麻邇（ふと
まに）から布留部（ふるべ）、鎮霊、鎮魂へと至る一連の創造を促
す意味までが込められています。ステッカーとしてもお使いいた
だけますので、身の回りのものに貼ったり、お守りとして持ち歩く
などしてご活用ください。
※画像は、神聖な神符のため紙袋に収めた形での掲載となっております。ご利用の
際は紙袋から取り出してご使用ください。

32



天乃雫®
アメノシズク®

胸元に煌めく一滴の雫で、私は整う。
“アメノシズク®” は、datum groupの開発した「言語タイムコード理論」を
ベースに、ロゴストロン信号情報を記録したマイクロSDカードを内蔵したロ
ゴストロンペンダントです。体内の、微弱な生体電流を通じて、チップに記録
された情報が信号として発信され、あなたの意識に緩やかに働きかけます。

表面には五十神マークをデザイン。また
裏面には、12種類の誕生石に加え、キュー
ビックジルコニア、水晶を加えた14種類の
パワーストーンをご用意しました。お好きな
ものをお選びいただけます。本体は、シル
バー（925）、ゴールド（K18）の二種類。首ひ
もは、シルバーモデルのみシルバーチェー
ンか、革紐からお選びいただけます。

※ゴールドモデルは、ゴールドチェーンのみの組み
合わせとなります。革紐をご希望の場合はお問い
合わせください。

アメノシズク

アメノシズク®  ゴールド アメノシズク®  シルバー
（チェーンタイプ）

アメノシズク®  シルバー
（革ひもタイプ）

キュービックジルコニア 時価
水晶
ガーネット
アメジスト
アクアマリン
ダイヤモンド
エメラルド
ブルームーンストーン
ルビー
ペリドット
サファイア
ピンクトルマリン
ブルートパーズ
タンザナイト

キュービックジルコニア ¥27,500（税込）

水晶 ¥28,600（税込）

ガーネット ¥28,600（税込）

アメジスト ¥28,600（税込）

アクアマリン ¥28,600（税込）

ダイヤモンド ¥33,550（税込）

エメラルド ¥31,900（税込）

ブルームーンストーン ¥28,600（税込）

ルビー ¥31,900（税込）

ペリドット ¥28,600（税込）

サファイア ¥31,900（税込）

ピンクトルマリン ¥28,600（税込）

ブルートパーズ ¥28,600（税込）

タンザナイト ¥28,600（税込）

キュービックジルコニア ¥24,200（税込）

水晶 ¥25,300（税込）

ガーネット ¥25,300（税込）

アメジスト ¥25,300（税込）

アクアマリン ¥25,300（税込）

ダイヤモンド ¥30,800（税込）

エメラルド ¥28,600（税込）

ブルームーンストーン ¥25,300（税込）

ルビー ¥28,600（税込）

ペリドット ¥25,300（税込）

サファイア ¥28,600（税込）

ピンクトルマリン ¥25,300（税込）

ブルートパーズ ¥25,300（税込）

タンザナイト ¥25,300（税込）

こちらは受注生産のため
発送に10日前後お時間いただきます。

●トップ素材：ゴール
ド K18  
サイズ：縦2.7cm×横
1.8cm×厚さ0.9cm  
重さ11g　
●ネックレス部分：
ゴールドチェーン：
K18／60cm／約4g

●トップ素材：シル
バー925  
サイズ：縦約2.7cm×
横約 1 .8cm×厚さ約
0.9cm  
重さ約8.5g　
●ネックレス部分：シ
ルバー  
チェーン：シルバー
925／60cm／約3g

●トップ素材：シル
バー925  
サイズ：縦約 2.7cm
×横約 1 .8cm×厚さ
約0.9cm  
重さ約8.5g　
●ネックレス部分：
牛  革紐（色：ダーク
ブラウン）：1mm×約
80cm

時価
時価
時価
時価
時価
時価
時価
時価
時価
時価
時価
時価
時価
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羽振璃 Ⅱ
ハフリ Ⅱ

もう一つのロゴストロンペンダント。
2012年8月1 1日、白川学館・祝殿が完成。
その建立に貢献してくださった、白川の門人の方に向けて、記念
品として配られた特別なペンダントが、初代の “ハフリ™（羽振
璃）” です。ロゴストロンチップを内蔵したチタン製のハフリは、
着け心地も軽く、肌身離さず着けている方が多いことがわかりま
した。これを一般の方にもお使いいただけるよう、ロゴストロン
チップの内容を改良、新たなロゴストロンペンダントとして誕生
したのが “ハフリⅡ”です。ハフリⅡは、深い青緑色が特徴の「翡
翠（ヒスイ）」と、華やかな桃園の花の色をイメージした「桃花（ト
ウカ）」の二色をご用意しています。Nigi®と一緒に使用すること
で、相乗効果を実感いただくための構文もチップに内蔵していま
す。ハフリⅡとNigi®、ぜひ組み合わせてお使いください。

※チェーンのサイズを男性用、女性用からお選びください。

羽振璃（ハフリ）Ⅱ　翡翠（ヒスイ） ¥90,440（税込）
桃花（トウカ） ¥90,440（税込）

ハフリⅡ

HAFURI-DaMa
ハフリダマ

私は極める。私を極める。
HAFURI-DaMaは、「その道を極めるための情報」を余すこと
なく収録したペンダント。HAFURI-DaMaの “DaMa” とは「だま
＝魂」のことであり、五魂の統合を意味し、とりわけ、デジタル・
メディテーション（d.M）に取り組んでいる方には最適な効果を
発揮します。カラーは、淡い古代紫（こだいむらさき）から、桔梗
色（ききょういろ）そして、深みのある深縹（こきはなだ）へと変化
する美しいグラデーションを採用。これは、第三の目、第六チャク
ラに共鳴する色であり、身につける、あるいは眺めることで、この
チャクラの活性化を促します。さらに、これまでのハフリIIに収録
されていたすべての構文に加え、祓い・鎮魂・言霊、白川神道の
神事に関する構文など、新たに多数の構文の発信が可能になり
ました。祓い・鎮魂・言霊を極めたい方、d.Mに取り組んでいる
方には最適なペンダントです。

※チェーンのサイズを男性用、女性用からお選びください。

HAFURI-DaMa
¥90,440（税込）

HAFURI-DaMa
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手名椎
てなづち

命を発動するブレスレット、手名椎。
手名椎（てなづち）は、日本神話のヤマタノオロチ退治の説話に
登場する夫婦の神の名を冠したブレスレットです。
世界最高水準の、99.999999999%、1 1 N（e leven-n ine）
の特殊なシリコンと石材の匠が厳選した、発信の働きを持つ「右
巻きの水晶」。
これらの2つの素材の出会いから生まれた手名椎は、身につける
ことで意志の発信を強化してくれます。
ロゴストロン信号発信機、Nigiなどのロゴストロン製品の上に置
くことで、ロゴストロン製品の発信をサポートするという使い方も
可能です。

手名椎

手名椎（てなづち）　CZ 男性用 ¥50,920（税込）
CZ 女性用 ¥38,700（税込）

SKIN CARE
命の源と人の健康を見つめ、
これらを根本から支える素材を研究してきたdatum groupから、
美と健康をはじめ、人のもつ能力の限界を
突破して生きたいと願うすべての人へ。
厳選された素材とロゴストロンテクノロジーによる、
新時代のスキンケアをお試しください。
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水玉石鹸 みそそぎ®
みたませっけん  みそそぎ

水玉石鹸 みそそぎ®
¥1,760（税込）

水玉石鹸 みそそぎ

その日の穢
け が

れは、その日に禊
み そ

ぐ。
大地から生まれたばかりの水には本来、心身を清める「楔（みそ
ぎ）」の力があります。しかし私たちの使う水道水は、大地から離
れて時間が経過し、塩素の添加などでその力を失っています。そ
れを補い、お風呂で体を洗うことで「楔」をした状態へと近づけ
るべく誕生したのが「水玉石鹸みそそぎ」。高純度の無添加石
鹸素地に「大地の力」を補う「日瑠売石（ひるめいし）」や「ゼ
オライト」「フルボ酸」を配合、ロゴストロン大型機「CFB35KHZ-

AMPIRE75000」で信号を照射しました。ロゴストロン信号をもっ
た弾力のある豊かな泡が、汚れや穢れを優しく落とし、うっ滞を取
り除きます。毎日のバスタイムで、一日の穢れをスッキリ洗い流し
ましょう。

【内容量】80g　【商品サイズ （幅×奥行×高さ）】66＊32＊90（mm）
【成分表示】石ケン素地、岩石抽出物、フムスエキス、ゼオライト
※香無香料、無着色、無鉱物油、パラベンフリー、合成界面活性剤不使用、ラウレス硫酸ナトリ
ウム不使用の無添加石鹸です。

ガンマグラビトン®

ガンマグラビトン

美と健康の限界を、このオイルが解き放つ。
美容と健康に役立つ成分として今注目されている「ガンマリノレ
ン酸」を贅沢に配合し、重力に抗して常に緊張している抗重力筋
に塗ることでこの筋肉がゆるむ体感から「グラビトン（＝重力子）」
の名を冠するガンマグラビトンは、トレーニング時のストレッチオ
イルや、お風呂上がりの化粧水の代わりに、またはお化粧前の
ブースターオイルなど、無限大ともいえる用途にご利用いただけ
ます。自然界に存在する複数の脂肪酸を掛け合わせ、脂肪酸や
酵素のバランスを調整することで、肌へのなじみ感、吸収力、作
用のみを追求した特許製法に加え、その作用が最大限に発揮さ
れるよう、美容と健康、意識進化を促す情報をふんだんに照射。
美と健康のためのデザインされたオイルが、年齢に負けない習慣
づくりを強力にサポートいたします。オイルとは思えないサラサ
ラ感は、高純度ならでは。吸収型オイルのため、すっと肌に馴染
み、基本的に拭き取りは不要です。

ガンマグラビトン® （30ml）

¥5,980（税込）

¥16,980（税込）
ガンマグラビトン® 3本セット（30ml×3 本）
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HEALTH CARE
「健康学は環境学」
私たちは、人の健康と自然環境の関係について、
長年にわたって研究をしてきました。
環境と人を見つめ続けてきた長年の研究成果の結実と、
「健康学は環境学」であることの体験が、ここにあります。



ORMUS®

ORMUS

心と快適な空間は、創ることができる。
国産の天然由来の成分だけで作られた、安心で快適な空間づく
りに貢献する酵素溶液スプレーORMUS（オルムス）は、甲府の
祝殿の地下から湧き出る天然水を原料にした「別天水」に、「ゼ
オライト」「フルボ酸」「酵素」といった‟お清め成分”に加え、ナノ
加工された「もみ殻炭素」と炭素に並ぶ 14族の「有機ゲルマニ
ウム」という選りすぐりの成分を絶妙なバランスで配合。不要な
物質を吸着し排出する機能に優れているため、空間の浄化のほ
か、土壌改良、水質改善をはじめとした環境改善に広くお使いい
ただけます。環境と人を見つめ続けてきた長年の研究成果の結
実、ORMUS。どうぞ、安心と共にある日々の生活にお役立てくだ
さい。

オルムス
Ti貼 22
チハリ22

Ti貼 22
¥3,050（税込）

Ti 貼 22

驚きのパワーを秘めた、貼るロゴストロン。
私たちの生命活動を支える、ごく微弱な電気の流れ。食の乱れ、
運動不足、人工電磁波の影響など、私たち現代人の生活は、この
「微弱な電流を乱す原因」に溢れています。40歳を超えると、
それはさらに停滞するように。体に不調が表れている際は、この
「電流の乱れ」も原因として疑うことが必要です。Ti貼22は、貼
るロゴストロン。肌に優しい綿布に加波したロゴストロン信号を、
素材のチタンが発する電子とともに体内へ届けます。「シールに、
こんなパワーがあるなんて！」と驚きの声の届くチタンシール。い
ざという時のために、ぜひ常備を。
【サイズ】本品サイズ・直径22mm（円形）10枚×3シート入り　
【素材】綿布・チタンカーボナイトライド・粘着剤
【ご使用上の注意】
湿疹、かぶれ、傷口には使用しないでください。お風呂上がりなど乾いたお肌にご使用くださ
い。敏感肌の方やかぶれやすい方はあらかじめパッチテストを行うことをお勧めします。ご使用
中、湿疹、発赤、かゆみなどの症状が現れた場合は直ちにご使用を中止し、医師などにご相談
ください。スポーツ時や発汗などではがれやすくなる場合があります。ご使用中、テープの周り
が黒くなる場合がありますが、石けんベビーオイル等で優しく洗い落としてください。長時間使
用すると衣類等が黒くなる恐れがありますので、毎日貼り替えることをお勧めします。乳幼児の
手の届かないところに保管してください。

ORMUS® （150mlスプレー） ¥1,980（税込）
¥1,980（税込） （詰め替え用 200ml）

¥5,940（税込） （詰め替え用 1000ml）

¥3,500（税込）
ORMUS®スターターパック

 （150mlスプレー＋詰め替え用 200ml）

ORMUS® 詰め替え用 （200ml×3パック）¥5,300（税込）
 （1000ml×3パック）¥15,900（税込）
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ONKYO BED
はじめに “響き” ありき。
太古の昔、まだ陸を知らなかったころ、
生物は深い海底からの “響き” を通して
コミュニケーションし、生きる力にみなぎっていました。
ロゴストロンテクノロジーの粋を極めた太古からの響きが、
あなたの体を内側から解き放ち、
その体験は「ゾーン」へと導きます。



まるで、ロゴストロンステーション。

なみのりふねの内部構造
大口径スピーカーユニット×４

ゼロ磁場コイル×４

小口径
スピーカーユニット×４

カグツチ（3段重ね）
×４

Nigi

ロゴストロン発信機
（ロゴストロン L、
大型機など）

ロゴストロンL、
ロゴストロン100LOGOSOUND MIXアンプ

ハイレゾプレーヤー、
またはスマートフォン
などの音楽再生機

なみのりふね

プラグイン
アース

あらゆるロゴストロン技術が結集された「なみのりふね」は、まるで、巨大なロゴストロンステーショ

ン。ロゴストロンテクノロジーが集結する「なみのりふね」、日々のセルフメンテナンスにご活用くだ

さい。

内蔵ゼロ磁場プレートコイルから発信

ベッドに内蔵された４基のゼロ磁場
プレートコイルからロゴストロン信
号が発信される

1
Nigiを握ることで、各階
層のうっ滞がNigiとプラ
グインアースの作用に
よってアーシングされる

アーシング２

ロゴストロン信号を音楽にMIX

ロゴストロン信号が1/500でミッ
クスされた音がベッドのスピー
カーから鳴る

３ Hi
Res

なみのりふね
その心地、まるで無重力。
なみのりふねは、大型スピーカーを内蔵し、ロゴストロン
信号を体感できる音響ベッドです。ロボット工学の権威で
ある、糸川英夫博士が提唱したボーンコンダクション理論
と正六角形のハニカム（蜂の巣）構造を採用したシリコン
マットにより、まるで無重力のような音響振動を実現。加
えてロゴストロン信号を幾重にも重ねたLOGOSOUND

により、聴覚で味わう意識進化を体験できます。様々な治
療院でも採用されているなみのりふねは、あらゆるうっ滞
を解除し、心身の癒しをもたらします。

まるで、
ロゴストロンステーション。

あらゆるロゴストロン技術が結集された「なみのりふね」は、まるで、巨大なロゴス
トロンステーション。ロゴストロンテクノロジーが集結する「なみのりふね」、日々
のセルフメンテナンスにご活用ください。

まるで、ロゴストロンステーション。

なみのりふねの内部構造
大口径スピーカーユニット×４

ゼロ磁場コイル×４

小口径
スピーカーユニット×４

カグツチ（3段重ね）
×４

Nigi

ロゴストロン発信機
（ロゴストロン L、
大型機など）

ロゴストロンL、
ロゴストロン100LOGOSOUND MIXアンプ

ハイレゾプレーヤー、
またはスマートフォン
などの音楽再生機

なみのりふね

プラグイン
アース

あらゆるロゴストロン技術が結集された「なみのりふね」は、まるで、巨大なロゴストロンステーショ

ン。ロゴストロンテクノロジーが集結する「なみのりふね」、日々のセルフメンテナンスにご活用くだ

さい。

内蔵ゼロ磁場プレートコイルから発信

ベッドに内蔵された４基のゼロ磁場
プレートコイルからロゴストロン信
号が発信される

1
Nigiを握ることで、各階
層のうっ滞がNigiとプラ
グインアースの作用に
よってアーシングされる

アーシング２

ロゴストロン信号を音楽にMIX

ロゴストロン信号が1/500でミッ
クスされた音がベッドのスピー
カーから鳴る

３ Hi
Res

なみのりふねの内部構造

※なみのりふねの導入をお考えの方はお問合せください。

サポートセンター
お問合せフォーム

0120-653-106  
h�ps://s.neten.jp/naminorifune

なみのりふね

なみのりふね

〈なみのりふね一式〉
内訳 ・なみのりふね本体（2箱、ハニカムマット含む）

・LOGOSOUND MIX アンプ（接続・動作テスト済）
・ハイレゾ対応プレーヤー（接続・動作テスト済、SIZIMA）
・プラグインアース
・充電用アースケーブル
・なみのりふね用LOGOSTRON.AC（200w）
・反作用の音
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HEALTHY FOOD
体の中をスッキリ “お清め”する、
厳選された素材とロゴストロンテクノロジーとのコラボレーション。
「健康」という真の豊かさは、体の中の “キレイ”から始まります。
ご自身だけでなく、大切なご家族や、仲間のために。



オルムスウッキン

オルムスウッキン

そのコラボレーション、「金」の価値。 

西表島の天然のイヤシロチによって無農薬・無化学肥料で作ら
れた春ウコンを手軽にとることのできるロングセラーの「うきうき
ウッキン」（現在終売）と、選りすぐりのお清め成分を絶妙なバラン
スを配合した酵素溶液ORMUS（オルムス）とのコラボレーション
によって誕生したオルムスウッキンは、人の健康にバランスよい
力を発揮する植物として世界各国の研究機関が注目する春ウコ
ンの豊富なミネラルと精油成分、そしてオルムスに配合される焼
成牡蠣殻（ゼオライト）、フルボ酸、有機ゲルマニウム、籾殻炭素
をギュッと一錠に凝縮。ウコンの苦味が苦手な方にも毎日続けて
いただきやすい錠剤タイプです。かつて琉球王朝において砂金
と交換されていたと伝わるほどの価値をもつ春ウコンと、人の健
康についての長年の研究成果の結実であるオルムスとのコラボ
レーションを、ぜひご体感ください。

ゼトックス®
体の中の不要な物質に、アプローチ！
私たちに豊かさをもたらしてくれる科学の進歩は、排出されにく
い物質が体内に入るという問題も生みました。それらが健康や美
容を脅かす原因となることも。科学の恩恵を受ける私たちに、そ
れらを避けるのは難しいですが、アプローチの方法は知っておき
たいものです。「ゼトックス」は、特に高品質とされる立体的な網
目構造を有した多孔体「天然ゼオライト」をナノサイズにしたも
のと、物質同士を分離させ、抽出する力をもった、世界でも限られ
た場所でしか見つからない「フルボ酸」をコラボレーションさせ
ることで生まれた、現代人の必需品。「キレイな体づくり」を応援
します。

ゼトックス®
¥3,900（税込）

ゼトックス

【原材料】天然水、フルボ酸、海洋深層水 ゼオライト
【内容量】50ml（容器に備え付けのスプレーを用いて約250スプレー分）

オルムスウッキン ¥11,880（税込）通常価格
¥11,000（税込）定期購入

 ※送料無料

¥9,500（税込）定期購入（3ヶ月継続）
 ※送料無料

¥1,000（税込）サンプル5日分 
※送料無料 / お一人様 1 回限り
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ミネラルさん®

ミネラルさん®
¥3,500（税込）

ミネラルさん

大切な体に、必須微量元素を！
当社独自の開発により、クエン酸とフルボ酸の組み合わせによっ
て、エネルギー鉱石「日瑠売石（ひるめいし）」から50種類以上
もの微量元素を抽出した「ミネラルさん」。多種類の必須微量元
素を、自然のバランスで取り入れることのできるミネラル溶液で
す。必要なミネラルを、これ一本で幅広く補うことができます。土
地の劣化により、もはや作物だけで栄養を賄うことが難しくなっ
た現代、栄養不足は問題となっています。加熱にも耐える「ミネ
ラルさん」は、調理時に手軽に栄養をプラスできるので、ご家族
の健康管理や、外食時にも役立ちます。人の体にとって重要なミ
ネラルを補うことを、ぜひ毎日の習慣に。

【原材料】水、クエン酸、フルボ酸、牡蠣殻焼成カルシウム、酸化マグネシウム、ゼオライト
【内容量】100ml

ORMUS Alta®

「健康の最小単位」を飲む、新習慣。
酵素溶液スプレーORMUS（オルムス）の成分はそのままに、酵
素のグレードをバージョンアップさせた “飲むORMUS”ともいえ
るORMUS Alta（オルムスオルタ）は、世界の研究者の注目を集
める二大お掃除物質「ゼオライト」と「フルボ酸」に加え、環境汚
染を劇的に改善する「酵素」のはたらき、さらには最高の健康法
を長年研究するなかで注目してきた黒焼きの「籾殻の炭」をナノ
レベルに粉砕し、炭素と同じ14族の元素である「有機ゲルマニウ
ム」を配合。毎日手軽にお飲みいただける30mlサイズにボトリ
ングしました。「健康」という真の豊かさをもたらすORMUS Alta

を飲むことは、「金の最小単位」を意味する“ORMUS”の真価を
享受すること。ご自身だけでなく、大切なご家族や、仲間のため
に。いつでもどこでも、ご活用ください。

オルムスオルタ

ORMUS Alta
＊毎日続けていただくための、お得なまとめ買いセットのご用意もございます。
ORMUS Alta 2箱セットなら、800円お得。さらに送料も無料となります。

ORMUS Alta®
¥12,800（税込）1箱（30ml×30パック）
¥24,800（税込）2箱セット（30ml×30パック入り×2箱）
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FOOD&DRINKS
脳はそのほとんどが水であり、身体もその大半が水であることから、
どんな水を飲むかは、私たちの健康や記憶、意識に大きく影響します。
datum groupにおける、水の開発。
それは、白川伯王家が水の祭祀を通じて、
宮中にお水を献上していた歴史に始まります。
理想的な水を長年研究してたどり着いたものは、
白川神道の祭祀を行う祝殿（はふりでん）の地下にある水と、
ロゴストロンテクノロジーとの融合によるものでした。



別天水®
べってんすい

別天水

健康と意識進化のために飲む、情報水。
長年、水の研究を続けてきたdatum groupがひとつの完成形と
して生み出したのが「別天水」です。原水「白川祝水」に、地球
の共振振動数である7.8Hzのシューマン波を加えて、水分子の
結合角を108°へと変化させ、ロゴストロン大型機「CFB35KHZ-

AMPIRE75000」を2台使ってロゴストロン信号を与える。この製
造方法が、情報を保持した状態での長期間保存を可能にしまし
た。毎日わずか20cc程度の別天水をミネラルウォーター等に混
ぜてお飲みいただくことで、別天水に付加された情報が、身体や
意識と呼応します。健康と意識進化にお役立てください。

【原材料名】水（鉱水）
※別天水を複数お求めの場合のみ同梱可能。（他商品との同梱不可）

白川祝水
しらかわはふりみず

祝殿の地下から汲み出される、天然飲用水。
かつて、水の祭祀を通じて宮中に「お水」を献上していた白川伯
王家。datum groupでも20年以上に渡り、日本の各地で良質な
水を探し続けてきましたが、理想とする水は、なんと白川神道の
祭祀を行う「祝殿（はふりでん）」の地下から見つかりました。祝
殿は、ユーラシア、北アメリカ、フィリピン海の3つの岩盤プレー
トが交差する真上、その昔、湖だった場所に位置します。地下水
には、その時代から蓄積されているフルボ酸（良質な有機炭素）
が豊富に含まれているのです。私たちの健康をサポートしてくれる
「別天水」の原水、その名も「白川祝水」。日々の飲用水におす
すめです。

白川祝水
¥250（税込）

白川祝水

別天水® ¥2,400（税込）200ml

¥10,800（税込）200ml×5本
¥10,000（税込）定期購入

 ※送料無料

¥9,000（税込）定期購入（12ヶ月継続）
 ※送料無料
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LIQUOR
ワインの原料となるぶどうを育てている「ふとまにの里」では、
大黒柱等のイヤシロチ化技術のほか、ゼオライトやフルボ酸、
加えて近年では、農作物の出来具合を向上させる
籾殻炭素を土壌に混ぜるなど、質の良い土壌づくりを何よりも大切にしています。
この豊かな土壌と、醸造会社さんの努力、ぶどうを育てるスタッフの想い、
そして言霊のテクノロジーが合わさることで出来上がったワインは、
世界でここだけにしかない、風味豊かな極上の味わいです。



Tari Taruワイン（赤・白）

Tari Taruワイン

たりたるワイン 心が満ちる、意識進化の味わい。
山梨県甲府市の弊社敷地「ふとまにの里」では、豊かな土壌とぶ
どう作りに適した気候を生かして、白ワインの原料となる甲州ブド
ウと赤ワインの原料となるベリーエーを栽培しています。「そこに
居るだけで満たされる」という、イヤシロチ化されたふとまにの里
で育ったみずみずしく甘みの強いブドウを原料として醸造された
Tari Taruワインには、多くの人が “足りたる（満足した）” 状態に気
づいていただけるようにとの願いが込められています。Decanter 

World Wine Awards 2020（デキャンタ ワールド ワイン アワード）
にて見事受賞ワインに輝くなど、ワイナリーがひしめき合う山梨県
でも長い歴史を持つ醸造会社さんに醸造を依頼。ワインを召し上
がる方のご健勝とご多幸、ならびに平安清明と意識進化の情報を照
射した、ここでしか味わえないワインをどうぞご堪能ください。
※20歳未満の方はご購入いただけません。

SHINGU
神祇文化の学びは、これに必要な神具をそろえ、
自らの「器」を整えることにはじまります。
平安の世から800年にわたって宮中祭祀を司ってきた
白川学館特製の神具の一つひとつが、今を生きる私たちに教えるもの。
それは、神と向き合うときの “静寂な心”です。

Tari Taruワイン 白 ¥3,500（税込）（2019年度版）
¥3,500（税込）（2019年度版）赤
¥4,950（税込）（2020年度版）白

赤 ¥4,950（税込）（2020年度版）

赤 ¥3,800（税込）（2021年度版）
白 ¥3,800（税込）（2021年度版）
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鎮魂セット
ちんこんセット

魂を鎮める、黒曜石の一点。
「自修鎮魂」で、意識を戻していくゼロの一点を象徴する、鎮魂
石。これを左右の目で見て立体的にとらえることで、右脳と左脳
が共振し、魂が鎮まるのが、鎮魂の物理的メカニズムです。原石
は、旧約聖書において、ノアの方舟が漂着した場所として有名な
アララト山、その麓にあるアルメニア共和国から取り寄せ、これ
を山梨の伝統工芸士が、一つ一つ丁寧に研磨しました。鎮魂台
には、木目の美しさとすぐれた耐久性を持つ吉野檜（ヒノキ）を
使用しております。鎮魂台の高さで（大）（小）の2種類をご用意。
お座りになった姿勢で、ちょうど目の高さより少し下にくる位置に
なるよう、お選びください。

鎮魂セット

Android iphone

鎮魂セット 小 ¥55,000（税込）（高さ：59.6cm）

¥55,000（税込）（高さ：69.6cm）大

Digital Meditation（d.M）ワークショップ 

古神道の行法として口伝で受け継がれてきた、日本古来の瞑想法
「鎮魂」。この由緒正しい鎮魂法を広く一般の方々に体験いただ
ける場として、瞑想を阻害するあらゆる要因をneten独自のデジ
タルテクノロジーによって取り除きながら、誰でも鎮魂を効果的
におこないそれによる恩恵を最大限に受け取っていただけるよう
デザインされた「デジタル・メディテーション（d.M）ワークショッ
プ」を全国各地で展開しています。鎮魂に入りやすい状態に体
と心を整える「プレメディテーション」「グランドメディテーション」
を含めた、一連のエクササイズまでを体験いただくことができま
す。ワークショップの詳細やご予約は、下部のQRコードから。

＊ワークショップの内容や構成は、各ファシリテーターにより異なります。
（オンラインでの開催もございます。）

d.Mワークショップ

日々の鎮魂には、「デジタル・メディテーション
（d.M）」専用アプリ（無料）が便利です。意識を
鎮め、瞑想状態に入りやすくなる特殊な音源を聴き
ながらおこないます。（上位版は有料となります。）
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黒光

黒光
¥93,500（税込）

黒光

こっこう 身に着ける神器、誕生。
白川学館の自修鎮魂で使用している、世界で最も良質なアルメ
ニア産の黒曜石から誕生した黒曜石リング「黒光（こっこう）」は、
日本に唯一残された技を継承する稀代の伝統工芸士によって一
つひとつ手作りで製作された、日々の鎮魂を強力にサポートする
鎮魂のためのアクセサリーです。ペンダントにしたり指にはめる
などして、鎮魂のときや日常など幅広くお使いいただけます。時
空を超え、宇宙の森羅万象を中今に結び、身に着ける者の力を
真に発動させる力を持ちうる最高峰の技術と美を湛えた神器こそ
が、鎮魂のすべてを決める──。歴代の天皇家に一子相伝で伝
承されてきた “器の教え”に基づく概念と鎮魂の極意が詰まった
逸品で、「神器を身に着ける」という新しい体験が今、始まります。

S、M、L、LLの4つのサイズよりお選びいただけます。サイズごとに一つ
ひとつ手作りで製作しておりますので、在庫の状況によっては、ご注文か
らお届けまで約 1ヶ月ほどいただいております。サイズが合わない場合の
交換等はできかねます。予めご了承いただきますようお願いいたします。
＊黒光をご注文いただいたすべての方に、鎮魂が初めての方でもご利用
いただける「鎮魂動画」をプレゼント中。詳しくは、黒光の詳細ページ、ま
たはご入金確認後に配信されるメールをご確認ください。

白川学館オリジナル火打石（十種神寶刻印）
しらかわがっかん  オリジナルひうちいし（とくさのかんだからこくいん）

火の力が、邪気を祓う。
白川学館の祓い作法でも使われている、メノウと、火打ち鎌の
セットです。火打ち鎌は、四百年の歴史をもち、かつては水戸の
黄門光圀公が特にその優れた品質を賞され、愛用されたという
𠮷井本家作。古来、邪気払いに使用されてきたメノウには、十種
神寶（ニギハヤヒノミコトが伝えたとされる10種の神宝で、2種
の鏡、1種の剣、4種の玉、3種の比礼から成る）が刻印されてい
ます。「日本書紀」には、ヤマトタケルノミコトが火打石によって
野に炎を放って敵を攪乱し、難を逃れた等の神話が残っており、
古来、火には呪術的な浄化の力があると信じられていました。ご
自身や他者・物・場の清めにご使用ください。

白川学館オリジナル火打石
¥22,000（税込）

火打石
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BOOKS
古神道、言霊学に代表される「和の叡智」をはじめ、
命とは、神とは、人とは、言葉とは、
宇宙とは何かといった根源的な領域から、
身体、健康、快適な空間づくりのヒントといった
身近な生活に役立つ実用分野に至るまで
来るべき日本の「公の学び」が、ここにあります。
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書籍

七澤賢治講話選集 言霊
¥6,050（税込）

ある日、国会図書館で出会った一
冊の本『言霊百神』。受けた衝撃を
そのまま携え、その日のうちに著者
の御宅を訪ねた逸話が、言霊学の
師小笠原孝次氏との出会い縁起と
して伝えられている。その衝撃は言
霊を言語周波数として捉え発展させ
た七澤言霊学として結実。言霊学の
入門にも好適な講話選集完結編！ 

七澤賢治講話選集 鎮魂
¥6,050（税込）

「鎮魂」は七澤賢治氏が尊崇した奈
良毅氏から受け継ぎ発展的に深め
た思索の一つ。氏は「鎮魂は本来、
死者の魂だけではなく、今を生きる
人の魂にも力を与えてくれるもの」
と語り、陰を陽に転換させる一種の
装置として鎮魂を捉え直した。古代
の叡智に現代の魂を吹き込みたい
と願った氏の面目躍如を伝える。 

七澤賢治講話選集 祓い
¥6,050（税込）

諸学問の統合とその活用を目指し、
刮目すべき多彩な活動を繰り広げた
在野の研究者、七澤賢治氏は、白川
伯家神道の正当な継承者としても知
られる。本書は氏が残した厖大な講
演、講話録から「祓い」をテーマに新
たに編まれた。柔らかな語り口に氏
の温かな人柄と深い思索が溶け込ん
で引き込まれる珠玉の講話集。 

とほかみえみため
～神につながる究極のことだま～

¥1,320（税込）

祓詞として古くから唱えられてきた
「とほかみえみため」。著者は「小学
生でも覚えられるたった八文字」の
この祓詞がなぜ絶大な効果を持つ
のか？と私たちに問いかけます。そ
の秘密はどこに？ 言葉の力とは何な
のか？ 「あなたの人生が変わる」一
冊がここに。ベストセラー驀進中。 

書籍

「とほかみえみため」は
なぜ奇跡を起こすのか？
¥1,320（税込）

累計5万部に迫る大反響となった前
作に続く「とほかみえみため」テーマ
の大反響第二弾。「祓いことば」の
「祓い」とは？ 物事が実現する仕組
みとは？ なぜ言霊は現実創造につ
ながるのか？——など、前作の読者
なら誰もが知りたい疑問に著者が
丹念にこたえます。

言霊百神
¥2,420（税込）

七澤賢治氏の言霊学の師でもある
碩学・小笠原孝次氏の代表作。言霊
学や古代の日本語論に興味のある
方にはおすすめしたい一冊。古事記
に登場する神々の名と日本語五十音
の関係を言霊学の観点から縦横に
読み解いていく、重厚でスリリングな
語り口は名著の名にふさわしい。

言霊精義
¥2,420（税込）

『言霊百神』の8年後に刊行された
同書の続編。「精義」の名の通り、本
書ではさらに深みを加えた著者の
思索が堪能できる。言霊学の理論
的骨格である八父韻と子音の関係の
読み解きに始まり、「シャマニズムと言
霊」「近代文明と言霊」「生命宇宙、
ピラミッドと言霊」といった文明論、
宇宙論までテーマは多岐にわたる。 

言霊開眼
¥2,420（税込）

言霊三部作の最終作。初版は1980
年刊行。著者の集大成ともいえる論
考のほか、氏の素顔を素描する七
澤賢治氏の回想や大野靖志氏の寄
稿、新装版ならではの貴重な資料が
収められている。「人類は、こうして
宇宙の創造主となる」とは本書の帯
に収められた一文。著者のこの確信
を皆さんならどう読みますか？ 
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言霊学事始
¥4,180（税込）

さて「コトバ」というものは「言霊」と
いうことをよく認識しませんとわか
りません——と始まる本書は、明治
天皇ともに言霊学を研究した山腰
弘道氏を岳父に持つ山腰明將氏の
名講演録（昭和 15年）。日本語を形
作る音を手掛かりに「コトバを生み出
す源とは？」「宇宙創造の原理とは？」
という壮大な疑問に迫ります！ 

ウォーターデザイン
¥2,530（税込）

地球から生命まで、「世界のすべて」
をデザインしてきたのは「水」なの
かもしれない…！地球はなぜ水の
惑星と呼ばれるのか？古来、世界中
で探求が続けられてきた 「水」の研
究がいま環境と生命の関係を問う
視点から、新たな発展段階を迎えて
います。

筆跡の科学
「書は人なり」という真理
¥2,750（税込）

日本初の筆跡診断土であり筆跡学
の パイオニア、森岡恒舟氏。 「筆跡
学は、心理学であり行動学であり、あ
なたの人生を豊かにする人生学なの
です」 人の書き癖には深層心理があ
らわれる。 「書は人なり」を独自に編
み出した筆跡の型と性格や行動傾向
との関係を分析する新たな心理学。

いのちの仕組み
¥1,650（税込）

天才鍼灸師にしていのちの治療家・
石原克己先生の著書です。 「私たち
のいのちというのは、生まれてきた
瞬間に肉体に宿ったわけではあり
ません。そのずっと以前、宇宙の始
まりまでのつながりの中で育まれ受
け渡されてきたものです。」この一
冊であなたの健康観、医療観が変
わります！

身体は「わたし」を映す
間鏡である
¥1,870（税込）

若き身体技法研究者「甲野陽紀」の
“ワザ”の根本にある視点、エッセン
スを著者自身がはじめて詳細にひ
もといた、まったく新しい「カラダの
見方」のエッセイ集。「氏は身体技
法を言葉のシステムとして構築した
現代でも稀な人物ではないだろう
か」の五つ星賛辞が帯に。

光と風のクリエ
¥2,860（税込）

もし、アートが商業ではなく、「私た
ちが生きていくうえで必要不可欠な
表現活動」であり、表現が消費文化
のためのものではなく、「自然の流
れの中における自己調和のプロセ
ス」であるとするなら、この問いは一
層深い意味へつながっていきます。

聖書は我にかく語りき
¥1,650（税込）

キリスト教系の高校に通っていた
頃、聖書に出会って魅了されて数十
年。教会に属することもなく、悩ん
だ時、迷った時には必ず聖書を読み
人生の指針を得てきたという著者
が本書の中でいきいきと語る聖書
の力。「この本を読んで初めて聖書
が身近に感じられた」――本書の制
作を担当した編集者の言葉です。 

アルメニアを巡る25の物語
¥1,650（税込）

ノアの方舟が漂着した聖書の逸話が
残る世界初のキリスト教国、アルメニ
ア。日本で長く同国の大使を務めた
著者が語る6000年の歴史と文化の
エッセンスを25の物語に。「日本と
アルメニアは直線距離で7755kmの
遠い国だけれど歴史や文化はなぜ
か似ている近い国なんです」（著者）。
読むほどに行ってみたくなる好著。 
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龍宮の乙姫と浦島太郎
¥2,970（税込）

「もうひとつの浦島伝説」がまるで
絵画の下絵のように浮き彫りになっ
てきます。まるで名探偵による“暗
号”の読み解きを見るような、ひと
つの語に幾層もの意味を重ねられ
る日本語の奥深さなどもあわせて
楽しんでいただけたらと思います。

甲斐犬の神髄、ここにあり。
¥1,650（税込）

凛として勇猛果敢、一生ー主の頑固
一徹…縄文の里、甲斐の国が育ん
だ古風一筋の日本犬「甲斐犬」。本
書は、甲斐犬の生き字引と呼ばれた
祖父の厳しい指導と薫陶を受けな
がら、「理想の甲斐犬の姿と形」を
追い求めてきた著者の七十余年に
及ぶ記録である。

なぜ母親は、子どもにとって
最高の治療家になれるのか？
¥1,540（税込）

2 0年間で 2 5万人の身体の不調
（ぎっくり腰からアトピーまで！）を引
き受け、1000人を超えるプロの治
療家を育ててきた「治療家のための
治療家」が “母力”から学んだ結論。
最高の健康法とは、「治すこと」では
なく「治る身体！」を作ることだった。

神道から観た
ヘブライ研究三部書
¥4,400（税込）

本書には、人類が意識の奥で永らく
渇仰していたその答えが惜しげもな
く公開されている。矛盾論を超え、
一神教の歴史観を多神教に通貫さ
せる方法である。言霊学を学べば、
実際にそれが天津太祝詞音図に表
現されていることを自明の理として
知ることになる。（本書まえがきより）

神道から観た仏教三部書
¥3,850（税込）

「さて、この言葉の奥の〈コトタマ〉と
いう事柄が世界万教の起源でありま
す」（『言霊学事始』）であるなら、神
道という場所から仏教はどう意味づ
けられるのか？ 釈迦が得た魂の開
悟とは何だったのか？——思索の革
命児、小笠原孝次氏が、宗教の境目
を飛び越え、神道と仏教の接点に切
り込んだ快作、三作を収載。 

【英語版】いのちの仕組み
~The Mechanism of Life~ 

¥2,970（税込）

2020年。 世界は今、たった一つの
目に見えない小さな敵に恐怖を抱
き、その目に見えない敵との戦いに
直面しています。どうしたらその“敵”
との戦いに勝てるのか？ 世界の人々
の不安を払拭する一助となりますよ
うにと願って、皆様へお届けします。

反作用の音
¥1,100（税込）

七沢賢治とnetenlnc.R&D Center
の長年の研究で解き明かされた、
「音」を使った最新の意識進化法と
は？「音」による癒しや能力開発、
意識進化について知りたい方、
「LOGOSOUND SYSTEM.」導入に
興味をお持ちの方におすすめの一
冊です。 

イヤシロチ化 ガイドブック
¥1,100（税込）

現代の日本の土地は、生きとし生け
るものすべてが、いきいきと若々し
く、本来の姿で存在できる「イヤシ
ロチ」が失われつつあります。本書
は、正常な心身を保ち、幸せに生き
るための「場」をどのようにすれば作
れるのかのガイドブックです。 
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Nigi 真話
¥1,320（税込）

いま、人類が新たな文明のステージ
に立つとき。10年、いや5年先すら
見通せない、この情報化社会。一
体、何が真実なのか。それはどこに
あるのか。この『Nigi真話』には、
その答えをつかむためのツールであ
る、Nigiと、その開発から完成に至
るまでの様々なストーリーが綴られ
ています。 
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ご注文方法

当カタログに掲載された全ての商品は、専用のwebサイト「neten store」からご注文いただけます。
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編集：neten株式会社　発行者：neten株式会社　〒400-0822 山梨県甲府市里吉4丁目6番5号　Tel：0120-653-106

neten store catalog  2022   202205号

※すべてのコンテンツをご覧いただくには、無料会員登録が必要です。
※neten store以外の販売店でのご購入の際は、会員登録時にご希望の販売店様をお選びください。

neten store

h�ps://store.neten.jp/

お問い合わせ先 neten株式会社 お客様サポートセンター　
〒400-0822 山梨県甲府市里吉4丁目6番5号
Tel：0120-653-106
Mail：store@neten.jp
営業時間：平日 10:00-12:00、13:00-18:00 （土日祝日を除く）


