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時のマヤ暦®では、誰もが無理なく自分らしく生きることができます。 

自然の流れにのるだけで、人生がとってもスムーズに流れます。 

さ！！時のマヤ暦®で世の中をハッピーにしていきましょう。 
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◆一般的なマヤ暦と時のマヤ暦®の違い 

『13 ヶ月の周期』 

通常のマヤ暦の暦は 13 ヶ月が主流です。 

13 ヶ月ですので、一年間を 13 で割ります。 

つまり 28 日間の周期になります。（これは月の満ち欠けや、女性の周期に合います） 

28 日間 × 13 ヶ月 ＝ 364 日になり、一日足りないようになります。 

そこで 7 月 25 日を「時を外した日」と呼び、7 月 26 日から 28 日周期が始まり、次の年

の 7 月 24 日で終わります。7 月 25 日は流れが止まる感じです。（2 月 29 日も「時を外し

た日になります） 

『260 日周期』 

これは KIN の流れで見ます。KIN1 の日～KIN260 までの周期を 5 つの城に分けます。 

KIN1～KIN52 までは、赤の城    ⇒ 起承転結の『起』 

KIN53～KIN104 までは、白の城   ⇒ 起承転結の『承』 

KIN105～KIN156 までは、青の城  ⇒ 起承転結の『転』 

KIN157～KIN208 までは、黄色の城 ⇒ 起承転結の『結』 

KIN209～KIN260 までは、緑の城  ⇒ 全体の『調整』 

13 ヶ月の周期も 260 日の周期も全ての流れはあります。 

＊時マヤでは様々な周期があるとわかりにくいので、13 日周期のみを使っています。 
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◆時のマヤ暦® 4 つの世界観 

◆自分自身が赤色の場合 

ゴール：自分が経験し、人生を楽しむ 

判断基準：やりたいか？楽しいかどうか？ 

生き方：自分の本音がある！そして自分が動く！ 

ポイント：興味（おもしろそう）・経験 

使うのは：身体 

生きている時間：今 

動き方：最速で動きたい 

OK な質問：やってみてどう？→楽しい時は聴いてほしい 

タブーな質問：やる理由は？こまかく聞く 

知識：0％（知識を入れすぎると動けなくなる） 

行動：100％（興味あることへ行動） 

能力：行動力、アレンジ力、チャレンジ力、楽しむ力、独自性、オンリーワン力、乱れ打ち 

言葉：一度きりの人生を楽しみたい 

他の人に負けないこと：やってきた経験、誰も真似できないようなクオリティー、オンリーワン 

翻弄されやすいこと：人の思考 

やらない方がいいこと：相手の本音を探ろうとすること 

大切なこと：言っていることとやっていることは一緒が当たり前→違うと信用できない 

承認：自分が行動したことを認めてもらいたい 

確信：自分が実証済のこと 

意識：行動 

傾向：とても素直な方が多く。思っていることが表情にすぐ出る方が多い。 

 

 

◆赤の人とのコミュニケーション編 

ポイント：テンション上がっているときは話を聞いてあげる 

テンションが上がっているときは話を聞く、細かいことは聴かない、本音で接する 

嘘はつかない方がいいし、もしつくのなら墓場まで持っていく覚悟が必要 

興味のないことをさせられたり、聴かされるのはイヤ、経験していないことをイメージするのは苦手 

とりかかったことや、チャレンジしたことをほめられるとうれしい 
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◆子供が赤の子育て編 

ポイント：様々な経験をさせる、やってほしいことは具体的に言う 

飽き性ではなく、経験を積んでいる 

やってないことのイメージは苦手、頭より身体を使って学ぶ 

テンション上がっているときは、話を聞いてあげる 

実例や経験したことを具体的に教える 

空気を読むより、具体的な指示の方がいい、ストレートに言ってほしい 

 

◆パートナーが赤の接し方編 

ポイント：赤ちゃんと接するにはどうする？ 

ぶつからない（向き合わないと）と解決しない 

話すより行動でしめす（赤ちゃんに話をして納得しますか？） 

旅行や体験できるプレゼントを好む方が多い（ライブ、ディスニーランド、USJ 等）イベント好き 

「誰と？」「どこにいってきたの？」と細かく聞かれると嫌な方が多い 

テンションが上がっているときには、話を聞いてあげる、察すること求めない 

何でもストレートに言ってほしい 

 

◆赤の人のビジネス編 

ポイント：ビジネス先行より、おもろい先行 

誰もやっていないおもしろいこと 

本当にやりたいことをビジネスにする、常識より非常識なビジネス 

経験したことを教える 

人がやらないようなことをやる、個性的な誰も真似できないようなクオリティー 

稼げる 30 万円の仕事より、楽しい 10 万円の仕事を３つやる 

 

◆赤の人のお金編 

ポイント：経験をお金に換える 

経験したことを教えることでお金を稼ぐ 

料金設定は面白い値段（5 円、3,900 円、100 万円等） 

楽しい、面白い、興味あることにお金を使う 

今の収入にフォーカス 
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◆自分自身が白色の場合 

ゴール：自分が感じて、人生を味わう 

判断基準：いい感じかどうか？むりやりではないか？ 

生き方：自分の存在がある！自分を表現する！ 

ポイント：自分の存在を認識する 

使うのは：感性 

生きている時間：今日 

動き方：最適で動きたい 

OK な質問：どんな気持ち？→気持ちをそのまま聴いてほしい 

タブーな質問：どうなりたいの？どうしたいの？ 

知識：20％（なんとなくわかったらそれでいい） 

行動：80％（流れにのって動く） 

能力：感性、自然体、リラックス、自然の流れをつかむ、表情観察力、共感力、想い力 

言葉：意図せず感じるままに動く 

他の人に負けないこと：自分の想い 

翻弄されやすいこと：自分より他人の方が正しいと思う（自分の感性を、自分が信じることが必要） 

やらない方がいいこと：相手に合わせすぎること 

大切なこと：どうしたいのかわからないけど、何が嫌かはわかる 

表現：気持ちに意識があるから動かない 

確信：自分の想いがある 

承認：自分の気持ちを認めてほしい 

意識：気持ち 

傾向：頑張らない、無理しない、我慢しない方がうまくいく人が多い。 

 

 

 

◆白の人とのコミュニケーション編 

ポイント：自分の存在をほめてほしい 

気持ちを聴いてあげるだけ、解決策は望んでいない、無理矢理させない、ほめてあげる 

悪気なく失敗してしまうことが多いので、そこを許してもらえると助かる、責任を持たされると辛い 

言っている内容ではなく、言い方や接し方・表情を見て判断している 

気持ちが自然に言えるような環境が大切、頑張らない、無理しない、急がないがポイント 
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◆子供が白の子育て編 

ポイント：優しく接してあげる、自分の気持ちより相手の表情優先になりやすい（表情に流されやすい） 

ダメ・イヤを出してはいけないと思っている（口数が減る） 

駄目だしや否定に弱い、一人の責任に背負わされるのはつらい 

何をしても許してくれる人に心がオープンになる。心がオープンな人にだけ甘える 

言葉でほめる、ほめて伸びるタイプ 

しんどくても平気な顔をしてる（自分の気持ちが言えない） 

相手の喜ぶ顔、悲しむ顔に合わせて、行動してしまう。 

気持ちや思いを聴いてあげる、気持ちや思いをはき出す場を作ってあげる 

 

◆パートナーが白の接し方編 

ポイント：子供と接するにはどうする？ 

ありがとうの手紙とか好きな方が多い。気持ちが大切。 

甘えさせてくれる異性、この人なら気持ちを聞いてくれると思うと、いつでも気持ちを伝えてくる 

表情がニコニコなら OK、無表情なら相手に合わせていることが多い、笑顔にも差がある 

結果やゴールを求められるとしんどい方が多い、無理矢理何かをすることは苦手 

気持ちがわかってくれないと、扉が閉まる 

 

◆白の人のビジネス編 

ポイント：ビジネス先行より、自分の想い先行 

意図せず流れにのってやる 

想いを伝えるビジネスをする（70 億人に伝える想い）、自分の想い入れがあるビジネス 

頑張らないビジネス、自然の流れでビジネスをやっていく 

人とちゃんと接することができるビジネス（お互いが笑顔） 

 

◆白の人のお金編 

ポイント：見えない豊かさを感じる 

人の想いにお金を払う、お金は想いとの交換 

必要なお金はやってくる。不必要なお金を望んでいてもやってこない 

お金の貯め方は、自動引き落としが貯まる 

料金設定は、自分が安いと感じる値段設定 
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◆自分自身が青色の場合 

ゴール：自分が納得して、人生を学ぶ 

判断基準：納得しているのか？できそうかどうか？ 

生き方：自分の意思がある！自分がやる！ 

ポイント：自分の意思を貫く 

使うのは：イメージ 

生きている時間：月間 

動き方：最良で動きたい 

OK な質問：その経験から何を学んだのか？できたことは何か？ 

タブーな質問：なんでできなかったのか？なぜ失敗したのか？ 

知識：80％（納得する情報を集める） 

行動：20％（納得するために自ら動く） 

能力：分析力、修正力、言葉の選択力、流れを創る、相手の視点がよめる、研究心、質を高める 

言葉：段取り 8 割で結果が決まる。事前準備が必要 

他の人に負けないこと：自分が提供する商品の質 

翻弄されやすいこと：やるべきこと、やらないといけない思考 

やらない方がいいこと：一度に多くのことを考えること 

大切なこと：スタートラインを意識する。できたところまでを認める 

確信：他と比べてこれがいいと納得 

承認：自分の影ながらの努力を認めてほしい 

意識：質 

傾向：頭の回転が早い人が多い。それを自覚していない方も多い。休憩もとらずに頑張る人も多い。 

 

 

◆青の人とのコミュニケーション編 

ポイント：陰ながらの努力を認める、存在を認める 

本人が納得するまで時間を待つ、自分でやらないと納得できない 

急な予定変更は苦手、自分のペースでやってもらう 

極力失敗しないやり方をさせる、見えるプロセス（文章や挨拶のやりとり） 

スケジュール（特に月間）が決まっていることも大切、事前準備 

やってきたことを認めてもらう、今・ここ・自分 
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◆子供が青の子育て編 

ポイント：自分のペースでさせる、できたことを認める 

時間をかけて納得しながら進めていく、プロセスを大切にしてあげる 

できたところまでを認める。できる事からやらせて自信を持たせる 

人前での失敗を引きずる傾向があるので、極力失敗しないプランニングが必要 

影ながらの頑張っているところを認める 

本人の目標達成まで応援してあげる（大丈夫！君ならできる！） 

自由に決めてというより、ある程度の枠がある方がやりやすい 

 

◆パートナーが青の接し方編 

ポイント：学生と接する時はどうしますか？ 

本人が欲しいものを自分で選択してもらい後日プレゼントする 

予算が決めてある中で、プレゼントを選択する（子供の時のおやつ代 300 円以内とか） 

本人が納得できるまで、話を聞いてあげたり、質問したりする 

頑張っているプロセスを認めてあげる 

言葉で相手の存在を認めてあげる（あいさつ等） 

予定が決まっている方が楽（ないならないという予定） 

 

◆青の人のビジネス編 

ポイント：ビジネス先行より、自分が納得しているビジネス 

基本は自分のやり方でやりたい、自分に合ったやり方を見つける 

守破離がポイント、まずは守ることから始める 

自分にウソをつかない仕事、自分が体感して納得していること 

自分が納得できるまで変更し、変更し、最高のクオリティーを目指す 

自分が得意なこと。できることをやる 

 

◆青の人のお金の使い方編 

ポイント：習慣化 

予算が決まっていると、決めやすい 

クオリティーの高さでお金を稼ぐ 

内容の良質なものにお金を使う 
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◆自分自身が黄色の場合 

ゴール：自分が意図して、人生を豊かにする 

判断基準：得ることができるかどうか？ 

生き方（在り方とやり方）：自分の望む未来がある！自分が取りにいく！ 

ポイント：結果、メリット・デメリット、仕組み、ゴール、ターゲット 

使うのは：ツール 

生きている時間：年間 

動き方：最善で動きたい 

OK な質問：何が必要？未来への質問 

タブーな質問：目的のない質問、なんで結果でないの？形になってない？目標達成できてない！ 

知識：100％（仕組みをつくるための知識） 

行動：0％（人にその仕組みを使ってもらう） 

能力：段取り力、仕組み作り、形にする力、効率化、ツールを使いこなす、狙い撃ち 

言葉：意図してほしいものを手に入れる 

他の人に負けないこと：使える知識 

翻弄されやすいこと：未来の思考 

やらない方がいいこと：ゴールに人をからめること 

大切なこと：やり方が間違っているだけで基本は何でもできる 

確信：このやり方なら絶対にいける 

承認：結果を出した自分を認めてほしい 

意識：結果 

傾向：相手の結果を意識している人も多い。自分より相手に意識が向く方が多い。 

 

 

◆黄色の人とのコミュニケーション編 

ポイント：本人の結果に対してすごいと言う 

ゴール設定を明確にする、得られるものを明確にする、目的を明確にする 

ゴールはあくまで目印ぐらい、自分一人のゴール 

メリット、デメリットを明確にする、どうしたいのかを伝える 

対象を人にするのは NG（人はコントロールできない） 

プロセスを認めるより、結果を認める、自分が出した結果を認めてもらうとうれしい 

さしすせそ（さすが！知らなかった！すごい！尊敬する！そーなんだ） 
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◆子供が黄色の子育て編 

ポイント：本人の得たいことを明確にする、メリットを設ける 

失敗はスルーして未来の話をする 

メリットがないとやらない 

結果を出した自分自身をほめてほしい 

未来にワクワクするような予定を立てる 

何が得たいのかを明確にする 

 

◆パートナーが黄色の接し方編 

ポイント：大人と接するにはどうする？ 

結婚がゴールなら、結婚する気がある人とだけ付き合う 

相手が欲しいものをプレゼントする 

未来を一緒に決めていく（人生設計） 

なんとなく、適当でいいんじゃないと言われるとどうしたらいいかわからない 

パートナー（対象）がどうしたいのかを知りたい、相手の喜んでいる姿を見たい 

大人の責任・社会的な責任 

 

◆黄色の人のビジネス編 

ポイント：仕組みをつくるビジネス 

オリジナルより、あるものをよりよくする 

見せ方がうまいので、見せるビジネス 

仕組みをつくるビジネス 

意図して未来からの逆残思考 

メリット、デメリットを明確にする 

将来性のあるビジネスをやる 

 

◆黄色の人のお金の使い方編 

ポイント：いかに効率よく稼ぐか 

欲しいものの金額を明確にする 

ビジネスの仕組みを作って稼ぐ 

内容ができているものを使って稼ぐ 
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◆行動と願望の解釈の仕方 

行動…「日常生活の動き方」「自分のやり方」「継続的な動き」 

願望…「キッカケ」「やる気スイッチ」「瞬間的なモチベーション」 

 例）行動が白で、願望が青の場合は、 

青の納得することが「キッカケ」になり白の感覚で「日常生活」を生きるとうまくいく 

 

◆行動に合わせた 4 つのタイプの勝ち方 

起承転結を自分の行動の色から始める  

赤（起）： 行動 → 探求 → 変化（オリジナル） → 形にする 

白（承）： 探求 → 変化（オリジナル） → 形にする → 行動 

青（転）： 変化（オリジナル） → 形にする → 行動 → 探求 

黄（結）： 形にする → 行動 → 探求 → 変化（オリジナル） 

＊多くの方は、自分の行動の色の前の色が気になって行動できません。 

行動が赤の方は、形にしなければ動けない…と感じ 

行動が白の方は、早く赤のように行動しなければ…と感じ 

行動が青の方は、深めてからオリジナルでないとダメだ…と感じ 

行動が黄色の方は、オリジナルのある形を…と感じやすいです。 
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◆4 つの関係性（ガイド・成長・友達・学び） 

◆ガイド KIN 

あなたをいつの間にか引っ張ってくれている存在（師匠）赤は赤をガイドし、白は白をガイドします。 

行動のガイド KIN…自分の『能力』と『行動の紋章』から見つけます。 

願望のガイド KIN…自分の『能力のカギ』と『願望の紋章』から見つけます。 

＊相手の行動または願望にあなたの『ガイド KIN（行動・願望）』があるのであればガイドの関係です。 

 

紋章/能力  1、6、11 2、7、12 3、8、13 4、9 5、10 

赤い竜  赤い竜 赤い空歩く人 赤い蛇 赤い地球 赤い月 

赤い蛇  赤い蛇 赤い地球 赤い月 赤い竜 赤い空歩く人 

赤い月  赤い月 赤い竜 赤い空歩く人 赤い蛇 赤い地球 

赤い空歩く人  赤い空歩く人 赤い蛇 赤い地球 赤い月 赤い竜 

赤い地球  赤い地球 赤い月 赤い竜 赤い空歩く人 赤い蛇 

 

紋章/能力  1、6、11 2、7、12 3、8、13 4、9 5、10 

白い風  白い風 白い魔法使い 白い世界の橋渡し 白い鏡 白い犬 

白い世界の橋渡し  白い世界の橋渡し 白い鏡 白い犬 白い風 白い魔法使い 

白い犬  白い犬 白い風 白い魔法使い 白い世界の橋渡し 白い鏡 

白い魔法使い  白い魔法使い 白い世界の橋渡し 白い鏡 白い犬 白い風 

白い鏡  白い鏡 白い犬 白い風 白い魔法使い 白い世界の橋渡し 

 

紋章/能力  1、6、11 2、7、12 3、8、13 4、9 5、10 

青い夜  青い夜 青い鷲 青い手 青い嵐 青い猿 

青い手  青い手 青い嵐 青い猿 青い夜 青い鷲 

青い猿  青い猿 青い夜 青い鷲 青い手 青い嵐 

青い鷲  青い鷲 青い手 青い嵐 青い猿 青い夜 

青い嵐  青い嵐 青い猿 青い夜 青い鷲 青い手 

 

紋章/能力  1、6、11 2、7、12 3、8、13 4、9 5、10 

黄色い種  黄色い種 黄色い戦士 黄色い星 黄色い太陽 黄色い人 

黄色い星  黄色い星 黄色い太陽 黄色い人 黄色い種 黄色い戦士 

黄色い人  黄色い人 黄色い種 黄色い戦士 黄色い星 黄色い太陽 

黄色い戦士  黄色い戦士 黄色い星 黄色い太陽 黄色い人 黄色い種 

黄色い太陽  黄色い太陽 黄色い人 黄色い種 黄色い戦士 黄色い星 
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◆成長 KIN 

お互いが向かい合っている状態で、一緒にいることで成長できます。 

向き合っているので、お互いの良いところも悪いところもわかります。 

 

◆友達 KIN 

 お互いが同じ方向性を見ている状態で、一緒に楽しめます。 

 友達の距離感が心地よい感じです。 

 

◆学び KIN 

 お互いが反対方向を見ている状態 

 全く反対の KIN ですので、とても学び合える関係です。 

 

＊相手の行動または願望にあなたの『成長・友達・学び）KIN があるのであれば関係性があります。 

 

行動または願望の紋章  成長 KIN 友達 KIN 学び KIN 

赤い竜  黄色い太陽 白い鏡 青い猿 

赤い蛇  黄色い戦士 白い魔法使い 青い鷲 

赤い月  黄色い人 白い犬 青い嵐 

赤い空歩く人  黄色い星 白い世界の橋渡し 青い夜 

赤い地球  黄色い種 白い風 青い手 

白い風  青い嵐 赤い地球 黄色い人 

白い世界の橋渡し  青い鷲 赤い空歩く人 黄色い戦士 

白い犬  青い猿 赤い月 黄色い太陽 

白い魔法使い  青い手 赤い蛇 黄色い種 

白い鏡  青い夜 赤い竜 黄色い星 

青い夜  白い鏡 黄色い戦士 赤い空歩く人 

青い手  白い魔法使い 黄色い人 赤い地球 

青い猿  白い犬 黄色い星 赤い竜 

青い鷲  白い世界の橋渡し 黄色い種 赤い蛇 

青い嵐  白い風 黄色い太陽 赤い月 

黄色い種  赤い地球 青い鷲 白い魔法使い 

黄色い星  赤い空歩く人 青い猿 白い鏡 

黄色い人  赤い月 青い手 白い風 

黄色い戦士  赤い蛇 青い夜 白い世界の橋渡し 

黄色い太陽  赤い竜 青い嵐 白い犬 
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◆52 年周期と 4 年周期について 

時マヤでは赤の 13 年間、白の 13 年間、青の 13 年間、黄色の 13 年間の 52 年間の人生の流れを見ること

ができます。13 年間の内容は 13 日の自然の流れの意味合いと同じです。 

また 4 年周期（起承転結）での赤の年、白の年、青の年、黄色の年も見ることができます。 

 

◆52 年周期と 4 年周期の算出方法 

①自分の生年月日を出します（1976 年 4 月 20 日） 

②何年でもいいので 4 年間の流れを決めます（2013 年、2014 年、2015 年、2016 年） 

③その年に自分の月日を入れ、それぞれを鑑定します（2013 年 4 月 20 日→KIN67） 

④KIN67：行動の紋章（青い手）→ 4 年周期の色（青の行動） 

⑤KIN67：能力（2）→ 52 年間周期の内容（白の 2 年目） 

⑥KIN67：願望の紋章（白い世界の橋渡し）→ 52 年間周期の色（白の 13 年間にいます） 

⑦KIN67：カギ（4）→ ポイント 

⑧52 年間周期の内容は必ず順番になるので前後がわかります（2013：2、2014：3、2015：4…） 

⑨52 年間の内容がわかれば、その 13 年間は同じ色の 13 年間になり、その前後の色もわかります。 

⑩4 年間の周期に関しては必ずその 4 年間の赤・白・青・黄色の紋章を繰り返します。 

 

◆52 年間周期のポイント 

カギの数字を意識して年間を通すと、全体が良くなります。 

カギが「1」の年‥今年は、自分がどう生きるのか決めることがポイントです。 

カギが「2」の年‥今年は、自分が新しいチャレンジをすることがポイントです。 

カギが「3」の年‥今年は、別々のものをつなげてアイデアを出すことがポイントです。 

カギが「4」の年‥今年は、自分のやることを一つ一つまとめていくことがポイントです。 

カギが「5」の年‥今年は、自分の人生の中心に気付くことがポイントです。 

カギが「6」の年‥今年は、自分の人生の全体を見つめることがポイントです。 

カギが「7」の年‥今年は、自分の人生のバランスを調整することがポイントです。 

カギが「8」の年‥今年は、自分の人生を再確認していくことがポイントです。 

カギが「9」の年‥今年は、気持ちが上がることをやることがポイントです。 

カギが「10」の年‥今年は、思考を形にすることがポイントです。 

カギが「11」の年‥今年は、本音で動いてみることがポイントです。 

カギが「12」の年‥今年は、物事をシンプル（断捨離）していくことがポイントです。 

カギが「13」の年‥今年は、自己成長し次のステージへ進むことがポイントです。 
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◆セッション受講者・マスター・認定講師の呼び方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【時のマヤ暦®認定講師】：認定講師の条件をクリアされた方です。 

「時のマヤ暦®初級コース」を開催できる方です。 

【時のマヤ暦®マスター認定講師】：マスター認定講師の条件をクリアされた方 

「時のマヤ暦®初級コース」「時のマヤ暦®マスターコース」を開催できる方です。 

【時のマヤ暦®初級コース受講者】：初級コースを受けられた方です。 

「時のマヤ暦®初級コース」を受講する 

【時のマヤ暦®セッション受講者】：時マヤのセッションを受けた方です。 

【時のマヤ暦®代表・統括講師】：中島佑樹 

「時のマヤ暦®初級コース」「時のマヤ暦®マスターコース」 

「認定講師コース」ができます。 

【時のマヤ暦®マスター】：マスターコースを受けられた方です。 

「時のマヤ暦®セッション」をビジネスで使える方です。 
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時のマヤ暦®セッションについて 

時マヤセッションは占いではなく、セッションになります。 

占いとは相手を断定する言い方で伝え、 

セッションとはコミュニケーションの中で相手が自分を理解することです。 

セッションの内容および料金については自由ですので、ご自身のやりたい内容で行ってください。 

注意点としては、絶対に相手を決めつけないでください。 

あくまで 260 種類の分別ですので、コミュニケーションを取りながらセッションを行ってください。 

*セッション（コミュニケーション）レベルを上げたい方は、認定講師コースをおすすめします。 

 

◆時のマヤ暦®認定講師になるための条件 

①認定講師コースの受講（次ページ詳細あり） 

→ ②と③の条件をクリアしていなくても、マスターであればいつでも受講可能です。 

→ ②をクリアするためにも「認定講師コース」を事前に受講されることをおすすめします。 

②セッションで 3 万円の売上を達成する（自己申告） 

③マスター認定講師に、初級コースを見てもらい OK をもらう（初級コースの再受講は 3,000 円です） 

時のマヤ暦®認定講師になると【時のマヤ暦®初級コース】を 15,000 円で開催することが可能になりま

す。ただし初級コース代金の 15,000 円から 2,000 円を協会に振込む必要があります。 

 

◆時のマヤ暦®マスター認定講師になるための条件 

①初級コースを 10 名以上やる 

②初級コースを受けられた 10 名のリストを統括講師（中島）へ提出する 

③統括講師に、マスターコースを見てもらい OK をもらう（マスターコースの再受講は 5,000 円です） 

時のマヤ暦®マスター認定講師になると【時のマヤ暦®マスターコース】を 50,000 円で開催することが

可能になります。ただしマスターコース代金の 50,000 円から 10,000 円を協会に振込む必要があります。 

 

◆時のマヤ暦®認定講師を目指す方へ 

認定講師になるための勉強として 2017 年度版の音声 CD があります。 

マスターコースの一部は変更しておりますが、全体的な内容は同じです。 

時のマヤ暦®初級コース音声 CD（約 1 時間）、マスターコース音声 CD（約 1 時間） 

初級コースまたはマスターコース：各 3,000 円  初級+マスターセット：5,000 円 

音声 CD が必要な方は中島までご連絡くださいませ（送料無料です） 
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◆時のマヤ暦®認定講師コースについて 

時のマヤ暦®認定講師を目指す方には必須コースになります。マスター受講後ならいつでも受講可能です。 

Ⅰ:能力とカギのそれぞれの言い方リスト 

 

Ⅱ：4 色の言い方リスト 

4 色のそれぞれの行動･願望･注意点がわかります。 

 

Ⅲ：20 の紋章の言い方リスト 

 

 

Ⅳ：セッションとはコミュニケーション 

「伝える」と「引き出す」 セッションの目的とは？ 気付きを引き出す問いかけ 

感動の方程式  

 

Ⅴ：相手を喜ばす最高のコミュニケーション 

メラビアンの法則 聴く リアクション 承認 男性が喜ぶ聴き方と女性が喜ぶ聴き方 

  

Ⅵ：集客の方法 

集客は手段 ビジネスと恋愛は同じ？ 集客に能力は関係なし どんぐりの法則 ポイントは「会う」 

集客がうまくいかなときの対応の仕方 

 

＊参加費：15,000 円／2 時間（認定講師コースのご予約は中島まで連絡ください）  
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◆時のマヤ暦®ホームページについて 

◇時のマヤ暦Ⓡホームページアドレス 

http://tokimaya.com/ 

 

ホームページの右側にある「マスター専用コミュニティー」より各種ファイルや画像のダウンロードや 

ブラッシュアップ講座の日程を確認することができます。 

 

◆マスター専用コミュニティーのユーザ名：tokimayauser 

◆pass :tokimayahp 

 

◆時のマヤ暦®ホームページのマスター専用コミュニティーについて 

①時のマヤ暦®イベント＆語る会の日程 

時マヤを語る会【担当：中島佑樹】テーマを決めて、みんなで語り合います。 

時間：90 分間  参加費：無料  場所：大阪（梅田）or ZOOM 参加 OK 

 

②各種最新書類のダウンロード 

 最新のマスターコース資料等 

 

③時マヤくん（エクセル鑑定データ）のダウンロード（購入者のみパスワードをお伝えします） 

＊時マヤくんとは～エクセルにて生年月日をいれると鑑定ができるファイルになります。 

 ＊時マヤくんは 3,000 円で購入可能です（HP 掲載の方には無料プレゼント） 

 

④提携オフィスの会議室空き状況確認ページ（HP 掲載の方のみ使用できます） 

 ＊会議室利用の場合は、空き状況を確認後、協会までご連絡ください（info@tokimaya.com） 

＊提携オフィス：ワンストップビジネスセンター（東京・横浜・札幌・名古屋・大阪・福岡） 

 ＊平日 9 時 30 分～18 時：1,000 円/１時間 

 ＊平日 18 時～22 時、土日祝 9 時 30 分～22 時：1,500 円/１時間 

 

⑤時のマヤ暦グッズ紹介サイト 

時マヤのグッズにどんなものがあるのかを確認できます。 

またイラストや画像のダウンロードもできます。 

 

 

http://tokimaya.com/
mailto:info@tokimaya.com
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◆時のマヤ暦®ホームページ掲載について 

掲載は必須ではありませんが、ＨＰ掲載申込くださったマスターさんには下記特典があります。 

・ＨＰからの予約を承れる 

・時マヤくん（鑑定エクセルデータ）を無料でお渡しします。 

・@tokimaya.com のオリジナルアドレスが使えます（希望者のみ。@より前は自由に設定できます） 

・初級/マスターコース開催の告知をできる（認定講師以上） 

・時マヤの提携オフィスが有料でレンタルできる 

 

◆ホームページ掲載の費用は 

 初年度（掲載から 1 年間）5,000 円。 次年度以降 1 年ごとに 3,000 円 です。 

＊時のマヤ暦Ⓡ協会の口座までお振り込みください。 

 

◆ホームページの次年度の更新月について（3,000 円） 

2017 年 7 月～12 月にホームページ掲載のお申込みをした場合の更新月は 2019 年 1 月になります。

2018 年 1 月～6 月にホームページ掲載のお申込みをした場合の更新月は 2019 年 7 月になります。 

＊更新月には協会からご連絡させていただきます。 

 

ホームページの掲載または時マヤくん（エクセル鑑定データ）を希望の方は協会までご連絡ください。 

協会アドレス宛：info@tokimaya.com 

 

 

◆時のマヤ暦®協会の口座について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お振込み先：ゆうちょ銀行 

記号:１４０１０ 番号:４３２６８０９１  口座名:トキノマヤレキ 

他の銀行からの場合（店番:４０８ 普通預金 口座番号: ４３２６８０９） 

 

mailto:info@tokimaya.com
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◆時のマヤ暦®商品の依頼 

□時のマヤ暦®手帳：1 月と 7 月始まりの年に 2 回の改訂を行います。 

マスター価格：2000 円   一般価格：2500 円 

 

 

□時のマヤ暦®鑑定帳 

マスター価格：300 円  一般価格：500 円 
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□時のマヤ暦®シール                   □時のマヤ暦Ⓡ４色カード 

マスター価格：300 円（20 の紋章×8 枚）          マスター価格：120 円 

一般価格：400 円                     一般価格：150 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□時のマヤ暦® 

イベントスターターキット 

 マスター価格：3,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他のグッズについては「グッズ紹介サイト」からご覧くださいませ（名刺他） 

https://tokimaya.wixsite.com/mysite 

パスワードは「tokimayarasisa」 

 

グッズ等の購入に関しては、製作者の阪本直子さんへ直接ご連絡してくださいませ。 

 

 

 

 

時のマヤ暦Ⓡ手帳やシール等を製作：阪本直子  

メールアドレス：naoko@tokimaya.com 

ブログ：http://ameblo.jp/chelc-happy/ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftokimaya.wixsite.com%2Fmysite&h=ATNVH5Vwiguy5krKczj5rW5NVKhSoDs187ZUVOn8r9IGE-GvbLMthrUHPHIBhcYXN8opqKP9vPLxXMm-06K6NZWae3Pdt7l94l-pTcefikc3Vt3k3sGmEWrmfGbV0eO3GdMOKjnz4OEoBQ
mailto:naoko@tokimaya.com
http://ameblo.jp/chelc-happy/
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◆時のマヤ暦®マスターコースのテキストについて 

＊基本的には半年に 1 度の見直しをして改訂していくつもりです。 

＊早急に変更が必要な場合には、すぐに対応します。 

＊内容的には日々進化していきますので、変更することがありますので予めご了承ください。 

 

 

◆時のマヤ暦Ⓡ協会への代表連絡先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 年 9 月 20 日 

時のマヤ暦®代表 中島 佑樹 

時のマヤ暦Ⓡ統括講師：中島佑樹 TEL：070-5438-3714 

メールアドレス：yuukin@tokimaya.com 

ブログ：http://ameblo.jp/forcewin 

 

 

◆総合問合せ窓口 

 電話：070-5438-3714 

協会メールアドレス：info@tokimaya.com  

 

 

mailto:yuukin@tokimaya.com
http://ameblo.jp/forcewin

