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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』 

 

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

【赤の特徴（赤ちゃん）】 

理想：やりたいことをやる 

ポイント：動く（今に） 

使うもの：身体 

判断基準：やりたいかどうか？楽しいかどうか？ 

テーマ：やってみないとわからない 

 

◆赤のポイント 

興味あることにはとことん追求できる 

行動力、経験力、チャレンジ力、楽しむ力がある 

イメージするのはあまり得意ではない 

誰もやってない、新しいことがやりたい 

常識より非常識で生きる方が楽しい 

とても素直な方が多い 

やりたいこともやりたくないこともやってみないとわからない 

恋愛もビジネスも乱れ打ち（失敗を恐れず、数で勝負する） 

 

◆赤の人が好きなタイプ 

テーマは『刺激』 

頭がいい人（自分が知らないことも知っている） 

自分にはないものをもっている人は尊敬できる 

天然ではなく面白い人（ネタを考えてくれる人） 

心が大きく寛容な人 

 

◆赤い人のされたら弱いポイント 

サプライズや記念日を大切にしてくれる 

いろんなところに連れていってくれる（新しい体験） 

テンションが上がっているときに、ちゃんと話を聞いてくれる 

 

 

◆赤の人が動くためのワンポイントアドバイス 

早めに様々な体験をして、自分の興味ある分野を早めに見つけること 

そして興味あることを探究する⇒興味あることに関しては続けることができる 
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【赤い人への対応策：テンションを見る】 

 

◆赤のお客様には… 

新しい体験を体感させる 

楽しいかどうか？ 

テンションが上がっている時を見逃さない 

 

 

◆赤の同僚や仲間には… 

何をやったらいいのかを明確にしてあげる 

やることは、簡単で、楽しく、新しいこと 

テンションが上がっていることを、できればさせてあげる 

やりたいことは、全てやらせてあげる 

 

 

◆赤のパートナーには… 

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） 

「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 

自分がやることをやらせてくれる異性、一緒に遊んでくれる異性が好みの方が多い 

テンションが上がっているときには、話を聞いてあげる 

 

 

◆赤の人と恋愛を続けるには… 

とにかく楽しかったらいい 

細かい確認をされるのはNG 

ネタがなくなるのもNG 

ずっとお家デートは辛い 
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【白の特徴（幼児）】 

理想：抽象的な夢 

ポイント：見えない（過去の気持ち） 

使うもの：感性 

判断基準：いい感じかどうか？タイミングかどうか？ 

テーマ：意図せず感じたままに動く 

 

◆白のポイント 

思考ではなく、感覚で物事を決める方がいい 

自分の意思ではなく、宇宙の意思で生きるといい 

必要なものはやってくるし、必要でないものはやってこない（全てはうまくいっている） 

宇宙とつながると安心できる（自分＝宇宙） 

宇宙が人生をコントロールしているから、自分で頑張る必要はない 

一緒にいるだけで、安心感を与える 

人に合わせる力、共感力、聴く力がある 

自分がないので、自分の存在を認めてくれるとうれしい（自分の存在が見えていない） 

過去からの気持ちが大事 

 

◆白の人の好きなタイプ 

テーマ『自然体』 

何をしても許してくれる人 

ニコニコしている人（笑顔） 

無理をさせない人 

自分が役に立てる相手 

 

◆白の人のされたら弱いポイント 

自分のために時間を使ってくれたこと 

手料理、ありがとうの言葉 

存在を認めてくれる（お前のおかげで、お前だけ） 

そのまんまの自分を認めてくれる 

自分が役に立てると感じる 

 

◆白の人が動くためのワンポイントアドバイス 

他人を感じるのではなく、自分を感じることを意識する。 

過去の辛かった経験を、動機に変える（過去の思いを忘れない） 
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【白い人への対応策：表情を見る】 

 

◆白のお客様には… 

無理やりの売込みはダメ、ガツガツ系の営業は苦手 

接し方が大切（ニコニコ笑顔）いい感じの方が好き 

自然体で楽な感じで接する、親しみやすい感じの格好 

 

 

◆白の同僚や仲間には… 

言葉でほめる、かまってあげる 

問題の解決策ではなく、気持ちを聞いてあげる 

絵文字付でメールを返信してあげる（自己責任から逃れたい⇒断定されたくない⇒ごまかすことも） 

 

 

◆白のパートナーには… 

ありがとうの手紙とか好きな方が多いので、プレゼントにつけると感動（手料理も好き） 

甘えさせてくれる異性、気持ちを最後まで聞いてくれる異性を好む方が多い 

自分の感情を出せないので、気持ちを聞いてあげる 

一度、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 

言葉がけや会話を大切にする 

結果やゴールを求められるとしんどい方が多い 

 

 

◆白の人と恋愛を続けるためには… 

いつも普通でいてくれる 

私の感覚ペースに合わせてくれる（自然の流れ、宇宙の流れ） 

相手が無表情だと怖い（自分の責任でと思う） 

プロポーズしないので、求めない 

しっかりとした形（結婚届等）を望んでいない 
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【青の特徴（学生）】 

理想：達成できそうな目標 

ポイント：観察（今を） 

使うもの：脳（右脳、左脳） 

判断基準：できそうかどうか？納得しているかどうか？ 

テーマ：自分の思い描く通りに生きる 

 

◆青のポイント 

納得したら行動も早いが、納得まで時間がかかる 

できないところを人前では見られたくない、人前で失敗したくない 

能力は高いが、人と比べて自信がもてない方が多い 

自分の目指すゴールに対して真面目にコツコツ頑張る 

人からどう見られるのかも重要ポイント 

目に見える変化が欲しい 

分析力、段取力、修正力、変化に気づく、流れを創ることがうまい 

納得するまであきらめない 

納得するために確認をする 

 

◆青の好きなタイプ 

テーマ『納得』 

見守ってくれる人、器の大きい人（何をしても信じてくれる人）、味方だと思える人 

自分の条件を満たしている人（例：メガネをかけてる人） 

質問したことに対しても、ちゃんと答えてくれる人 

ちゃんと対応してくれる人 

一点集中で見てくれる人 

 

◆青の人がされると弱いポイント 

自分のために何かしてくれる 

言葉より行動（態度）でサポートを示してくれる（家事を手伝う） 

自分でプレゼントを選択したい（どの商品がいいのか納得するために一緒にいる） 

本人が納得するために話を聞いてくれる 

 

◆青の人が動くためのワンポイントアドバイス 

納得が自信につながる、コーチやレシピ（やり方）が必要 

納得するまで時間をかける 
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【青い人への対応策：時間を待つ】 

 

◆青のお客様には… 

急がせないことがポイント 

本人が納得するまで時間を与える 

クオリティーや納得感が大切 

選んでいるときは、静かにしてあげる 

 

 

◆青の同僚や仲間には… 

色んなことを考える傾向があるので、一つのことに一点集中させるといい 

考えていたり、プランをねったりしているプロセスを認めてあげる（影の努力を認める） 

本人の目指すゴールまで応援してあげる 

現実の変化を伝えてあげる 

 

 

◆青のパートナーには… 

本人が欲しいものを自分で選択してもらう 

選択に迷ったときだけ、すぐにサポートする 

本人のゴールまでサポートしてくれるとうれしい、応援してくれる感じ 

頑張っているプロセスを認めてあげる 

何でできないの？ダメ出しされるとしんどい方が多い 

 

 

◆青の人と恋愛を続けるには… 

納得するまで待ってくれる 

突然のことをされる⇒NG 

適当にされる⇒NG 

基本は自分でやっていくけど、自分ができなくなった時には、すぐにそばにいてほしい 
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【黄色の特徴（大人）】 

理想：未来の予定 

ポイント：見える（未来が） 

使うもの：ツール 

判断基準：得られるかどうか？自分の目的は？ 

テーマ：未来が決まらないと始まらない 

 

◆黄色のポイント 

自分の人生のゴールを自分で決める 

未来が見えないと、動けない 

ゴールに対して、いかに効率的か、無駄なことはしない 

ツール（人）を使うことがうまい 

ビジネスも恋愛も狙い撃ち 

早く目標達成できるのであれば、自分の意見を変えてもいいし、否定されてもOK 

 

 

◆黄色の好きなタイプ 

テーマ『自分の満足感（目標達成）』 

見た目でイケメン、きれい 

上から目線ではない人 

ステータスがいる 

 

 

◆黄色がされると弱いポイント 

結果を出すための行動（手伝うにしても結果が大事） 

同じ目標だと楽 

目標に協力してくれる 

 

 

◆黄色の人が動くためのワンポイントアドバイス 

ゴールに対して、絶対にしたいのか？絶対にいけるのか？最短でいけるのか？メリットは？を明確にする 

自分の未来を決める 
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【黄色い人への対応策：ゴールを知る】 

 

◆黄色のお客様には… 

目的や結果を先に伝える 

メリットとデメリットを伝える 

早く、結果、楽になることを伝える 

間はいらない、無駄を省く 

一つのことで、一石二鳥、一石三鳥ぐらいの提案 

 

 

◆黄色の同僚や仲間には… 

本人のゴールやビジョンの明確にする 

自分の欲しい結果が得られると思うことをやらせる 

自分のペースで、全て任せられるとうれしい 

ゴールをしっかり伝える、無駄なことはさせない           

 

 

◆黄色のパートナーには… 

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） 

旅行のプランなど自分のやり方に任せてほしい 

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 

 

 

◆黄色の人と恋愛を続けるには… 

あいまいにされると嫌 

白黒ハッキリさせたい 

結果が出ない行動をされるのはNG 
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◆行動と願望の解釈の仕方 

行動…その方の「自分のやり方」 

願望…その方の「やる気スイッチ」 

 例）行動が白で、願望が青の場合は、 

青の納得したことでやる気スイッチがONになり、白の感覚で生きるとうまくいく 

 

◆紋章に合わせた4つのタイプの勝ち方 

①自分のやる気スイッチをONに 

②起承転結を自分の行動の色から始める 

赤： 行動 → 探求 → オリジナル → 形にする 

白： 探求 → オリジナル → 形にする → 行動 

青： オリジナル → 形にする → 行動 → 探求 

黄： 形にする → 行動 → 探求 → 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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◆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（同じ紋章でないとガイドできません） 

ガイド KIN には『行動のガイド KIN』と『願望のガイド KIN』があります。 

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。 

 

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。 

 

 

太陽の紋章  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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◆4年間周期の算出方法 

私の場合は1976 年の 4月 20日ですが、今年の流れを見る場合は、2014 年 4月 20日の

KINを調べます。 

2014 年 4月 20日の KIN は「172」となります。 

172の「行動の紋章」を見ます。 

行動の紋章は「黄色い人」となります。 

私の今年は黄色い人、起承転結の「結」になります。 

同様にして 4年間を調べると、赤の年、白の年、青の年、黄の年と繰り返します。 

 

◆52年間周期の算出方法 

やり方は4年間周期の算出方法と同じで、見る場所が変わります。 

例えば 2014年 4月 20日の KINは 172 でしたね。 

KIN「172」の「能力」と「願望の紋章」を見てください。 

能力は「3」です。 

つまり 13年間の中の「3」のつながる年となります。 

願望の紋章は「白い犬」となります。 

つまりこの 13年間は「白」13年間になります。 

ご自身の流れをやってみてください。理解が深まります。 
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例）時のマヤ暦セッションの流れ 

＊この流れは一つの例であり、あなたのやりたい内容で、やりたい料金でやってください 

 

◇13日の流れ 

①通常のカレンダーは不自然である⇒一日の結果を出す（不自然） 

②自然の流れは 13 日の流れ 

③1日目～13 日までの流れを伝える 

④最近の大きな出来事がいつ起きたのかを一緒に振り返る 

⑤13 日の流れを認識してもらう 

 

◇個人の能力と能力のカギ（自分が乗っている車） 

⑥自分の能力を伝える 

⑦１～４の自分の視点、５～８の自分と人の視点、９～１２の自分と社会の視点、１３の次世代の視点 

⑧上記３つの視点での良さを伝える（原石⇒人とシェア⇒磨く⇒次のステージ） 

⑨相手の能力を伝える 

⑩能力を使うためのカギを伝える 

⑪具体的にどのように使ったらいいのか伝える 

 

◇個人の願望と行動（車に乗っている運転手） 

⑫４つの色の特徴を大まかに伝える 

⑬相手の行動（自分のやり方）と願望（やる気スイッチ）を教える 

⑭自分の使い方を教える 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セッションで一番大事なこと 

① 最初に相手のニーズ（目的）を聴くこと 

② 自分の体感を伝えること 

③ 相手を決めつけないこと 

④ 相手から教えてもらう姿勢でやること 
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◆時のマヤ暦ブラッシュアップ講座 

自分のレベルをアップさせるブラッシュアップ講座にはいくつかの種類があります。 

 

① 時マヤ ブラッシュアップ講座【時マヤマスター限定】 

講師：中島佑樹 

内容：変更改良点や、新しく深められたコンテンツなど、時マヤに関する知識や体験などを皆でシェアし

ます。Q＆Aコーナーもあり。マスターであればどなたでも楽しめる 1時間半です。 

1.5H / ￥3,000- 不定期で開催 事前振込（中島口座は、最後のページ参照） 

＊スカイプは毎回 2名まで OKです（SkypeID：yuukiplus） 

 

② 収入を上げる ビジネスブラッシュアップ講座【公開講座】 

講師：北村壮一郎 

内容：セッション初心者で、いまさらこんなこと人に聞けない、という初歩的な内容から、 商材良し、サ

ービス良し、でも売上が上がらず困っているかたが、高単価商材を販売する方法まで、ビジネスの ABCを

お伝えします。実践に活かしていけることだけを、マネジメント暦 16年の北村が、女性の目線と考え方に

沿った表現で楽しく学べます。 

1.5H / ￥3,000-（一般は ￥5,000） 原則 1ヶ月に一度開催、全 3部構成 

事前振込（北村口座は、最後のページ参照） 

 

③ 個別ブラッシュアップ講座【時マヤマスター限定】 

講師：中島佑樹 

内容：上記ブラッシュアップ講座日程に合わない場合や、個別にて色々知りたい方のために、統括講師に

よるマンツーマンの講座になります。どんな質問にもこたえますよ。 

1.5H / ￥5,000- あなたに合わせて開催  

＊スカイプでも対応いたします（SkypeID：yuukiplus） 

 

④ 各マスター認定講師によるブラッシュアップ講座 

講師：マスター認定講師 

内容：マスター認定講師がやりたいテーマで行います。 

＊各マスター認定講師にご確認願います。 

 

◆ブラッシュアップ講座の日程等は facebookのグループまたはメーリングリストにてお送りします。 

Facebookグループ：https://www.facebook.com/groups/591721817585256/ 

メーリングリスト：tokimaya@ml.forcewin.info 

＊メーリングに登録希望の方は、統括講師の中島までメール送ってください（最後のページ参照） 

https://www.facebook.com/groups/591721817585256/
mailto:tokimaya@ml.forcewin.info
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◆時のマヤ暦®商品の依頼 

時のマヤ暦の商品については阪本直子さんに手作りで作ってもらっています。 

商品が必要な場合は、直接とやり取りをしてください（連絡先は最後のページにあります） 

 

◆時のマヤ暦手帳（ロット：1冊～） 

マスター価格：2000円   一般価格：2500円 

 

◆時のマヤ暦鑑定帳（ロット：5部セット） 

マスター価格：1500円  一般価格：2500円 

 

◆時のマヤ暦シール（ロット：5部セット） 

マスター価格：1500円  一般価格：2000円 

 

◆時のマヤ暦しおり（ロット：20枚セット） 

マスター価格：1000円  一般価格：2000円 

 

個別で必要な場合は、中島佑樹に言ってください。ブラッシュアップ講座で個別購入できます。 

 

以上の内容に送料がかかります（＾◇＾） 

＊送料はご注文内容量により変わります。 

・定形郵便(82円～) 

・スマートメール(180円) 

・レターパックライト(360円) 

・宅急便コンパクト(660円～)など。 

 

＊定形郵便・スマートメール・レターパックライトでの送付はポスト投函です。 

直接受け取りを希望の方は宅急便コンパクトで送付いたします。 

 

また名刺作製も可能です。 

は最初に作るデザイン料が４０００円で、あとは枚数ごとの印刷料金です。 

（100枚で 2500円／200枚で 3000円／300枚で 4000円／400枚・500枚で 5000円です。） 
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◆時のマヤ暦の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時のマヤ暦統括講師 

（創始者：中島佑樹） 

「時のマヤ暦初級コース」を受講する 

「時マヤ暦マスター」になる 

ある条件を超えると「時のマヤ暦認定講師」へ 

「時のマヤ暦セッション」を受講する 

「時のマヤ暦マスターコース」を受講する 

ある条件を超えると「時のマヤ暦マスター認定講師」へ 
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◆今後の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初級コースの人数が 10名以上になったら 

統括講師に「マスターコース」を実践する 

セッションで売上が 3万円以上になったら 

マスター認定講師に「初級コース」を実践する 

時のマヤ暦®マスター認定講師になり、「マスターコース」を開催できる 

時のマヤ暦®認定講師になり、「初級コース」を開催できる 

「時のマヤ暦マスターコース」を受講し、 

マスター認定講師に「時のマヤ暦セッション」を実践する 

時のマヤ暦®マスターになり、セッションを行うことができる 
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◆時のマヤ暦®認定講師について 

時のマヤ暦セッションにて売上を 3万円以上立てた方は、マスター認定講師にご連絡ください 

その後に、時のマヤ暦マスター認定講師へ「時のマヤ暦初級コース」をやってもらいます。 

マスター認定講師からOKが出ると「時のマヤ暦®認定講師」になります。 

＊時のマヤ暦初級コースの再受講は 3,000 円で受講可能です。 

 

時のマヤ暦®認定講師になりますと「 時のマヤ暦初級コース】15,000 円のセッション、またはセミナー開

催が可能になります。初級コースの値段には、時マヤ手帳（2500 円）＋時マヤシール（400 円）＋鑑定

帳（500 円）の３つセットが含まれております。仕入れ価格は時マヤ（2000 円）＋時マヤシール（300

円）＋鑑定帳（300 円）の合計 2600 円になります。 

 

15,000 円の内訳は、セッション代「（10,400 円）＋時マヤグッズ代「（2,600 円）＋時マヤ協会「（2,000 円）

になります。時マヤ協会への 2000 円振り込み先は、北村壮一郎の口座まで（最後のページ参照） 

 

◇初級コース開催時の注意点 

① 初級講座は、自分自身や周囲の人に趣味の範囲内でするための講座です。 

② 有料での鑑定、また時のマヤ暦®の名前をあげての集客などはしないようにお願いします。 

③ お仕事を希望するかたは、無料・有料に関わらずマスターコースをご受講ください。 

④ 時のマヤ暦は商標登録です。無断での画像の使用や、セッション及び講座の内容を他者に開示するこ

とはご遠慮ください。 

⑤ ご自身で楽しんだり、知り合いとのコミュニケーションの一環としてご活用ください。 

 

◇認定講師の資格維持について 

時マヤブラッシュアップまたはビジネスブラッシュアップ・個別ブラッシュアップに 3ヶ月に 1度参加し

てくれたら資格継続 OK にします。資格維持してない場合でも、時マヤブラッシュアップ講座または個別

ブラッシュアップ講座を受けることによって、再活動できるようになります。 

 

◇初級コースを受けて頂いた方が、マスターコースを受ける場合 

時のマヤ暦®初級コースを受けた方が、マスターコースを受ける場合には必ずあなたから初級コースを受

講したことを伝えるようにしてください。初級コースをやって頂いた公認講師の方にマスターコース代金

から 2割お渡しします。 
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◆時のマヤ暦®マスター認定講師後について 

時のマヤ暦®認定講師になって、初級コースを 10 名以上された方は（自己申告制） 

その後に、時のマヤ暦®統括講師へ「時のマヤ暦マスターコース」をして頂きます。 

統括講師よりOKが出ると「時のマヤ暦®マスター認定講師」になります。 

＊時のマヤ暦マスターコースの再受講は 5,000 円で受講可能です。 

 

時のマヤ暦®マスター認定講師になりますと 時のマヤ暦マスターコース】のセッション 

またはセミナー開催が可能になります。 

 

マスターコース 5万円の内訳は、マスターに 3万円、初級コースをやってもらった方に 1万円「（マスター

からお渡ししてください。本人が初級をやった場合は 4万円です）、時マヤ協会に 1万円になります。 

＊全体的な内容については、今後も変更はありますのでご了承くださいませ。 

 

2016 年 1 月 4日 

時のマヤ暦®代表 北村壮一郎 

時のマヤ暦®統括講師 中島佑樹 

◆時マヤ協会グループの代表連絡先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文章担当：花田春菜「  

メールアドレス：syaoron1981@gmail.com「  

ブログ：http://ameblo.jp/syaoron/「  

フェイスブック：https://m.facebook.com/haruna.hanada?ref=bookmarks 

グッズ製作担当：阪本直子「  

メール：hapiiro@gmail.com「  

フェイスブック：https://www.facebook.com/naoko.sakamoto.6889「  

ブログ：http://ameblo.jp/chelc-happy/ 

広報部長（時マヤラジオ）：森善子「  

メール：info@wishstar.red「  

フェイスブック：http://facebook.com/zencomori 

ブログ：http://ameblo.jp/snowwoods/ 

mailto:syaoron1981@gmail.com
http://ameblo.jp/syaoron/
https://m.facebook.com/haruna.hanada?ref=bookmarks&__mref=message
mailto:hapiiro@gmail.com
https://www.facebook.com/naoko.sakamoto.6889?__mref=message
http://ameblo.jp/chelc-happy/
mailto:info@wishstar.red
http://facebook.com/zencomori?__mref=message
http://ameblo.jp/snowwoods/
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◆時マヤ協会の代表と統括講師の連絡先・振込先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

統括講師：中島佑樹 

TEL：070-5438-3714 

メールアドレス：nakashima@forcewin.info 

フェイスブック：https://www.facebook.com/yuuki.nakashima.52 

オンリーワンギフト＆時のマヤ暦無料体験HP: http://forcewin.biz/ 

お振込み先：ゆうちょ銀行 

記号：１４０１０ 番号：４９１９６６２１ 口座名：ナカシマ ユウキ 

他の銀行からの場合（店番:408 普通預金 口座番号:4919662） 

代表：北村壮一郎 

TEL：070-1275-5427「  

メールアドレス：tokinomayareki@yahoo.co.jp「  

フェイスブック：https://www.facebook.com/soichiro.kitamura.73 

時のマヤ暦ホームページ：http://tokimaya.com/ 

お振込み先：ゆうちょ銀行 

記号:１４１００「番号:３１０４２１２１ 「口座名:キタムラ ソウイチロウ 

mailto:nakashima@forcewin.info
https://www.facebook.com/yuuki.nakashima.52
http://forcewin.biz/
mailto:tokinomayareki@yahoo.co.jp
https://www.facebook.com/soichiro.kitamura.73?__mref=message
http://tokimaya.com/

