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◆適正の魔術　　計の魔術　　計魔術　　計 150 分　　1 名 27,000 円　　※3 名様までの同時参加までの魔術　　計同時参加 OK
魔術場所－明石サロン、もしくはカフェでもサロン、もしくはカフェでももしくはカフェでもカフェでもでも OK

魔鑑－Appropriately
・　ビー玉を使った「適正実験」 玉を使った「適正実験」 を使った「適正実験」 使った「適正実験」 った「適正実験」 適正の魔術　　計実験」 」 15 分

・　Five colors を使った「適正実験」 使った「適正実験」 った「適正実験」 適正の魔術　　計実験」 」 10 分

・　バナナを使った「適正実験」 使った「適正実験」 った「適正実験」 適正の魔術　　計実験」 」　5 分

魔鑑－Idea warp

・　イデア・ワー玉を使った「適正実験」 プ（idea-warp）　の魔術　　計概念と実行　と実行　実行　120 分

◆フェでもロモン魔術　　計 90 分　　1 名 27,000 円　　同時参加はカフェでも不可。

魔術場所－ 明石サロン、もしくはカフェでもサロン

魔鑑－Pheromone
・　サー玉を使った「適正実験」 ビス解説及び同意書へのサイン　解説及び同意書へのサイン　び同意書へのサイン　同意書へのサイン　への魔術　　計サイン　20 分　

・　貴女の体、５箇所を嗅ぎます　　の魔術　　計体、もしくはカフェでも５箇所を使った「適正実験」 嗅ぎます　　ぎます　　20 分

・　魔法の樹脂作成　　　の魔術　　計樹脂作成　　　50 分

http://makan.education/2017/01/28/appropriately/
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http://makan.education/2017/01/28/post-249/
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魔術樹脂リス解説及び同意書へのサイン　ト 16 種より、貴女の体臭にふさわしいものを１つ選び出し、樹脂に魔法の香より、もしくはカフェでも貴女の体、５箇所を嗅ぎます　　の魔術　　計体臭にふさわしいものを１つ選び出し、樹脂に魔法の香にふさわしいもの魔術　　計を使った「適正実験」 １つ選び出し、樹脂に魔法の香選び出し、樹脂に魔法の香び同意書へのサイン　出し、樹脂に魔法の香し、もしくはカフェでも樹脂に魔法の樹脂作成　　　の魔術　　計香
油をを使った「適正実験」 2～3 滴染み込ませたものをお持ち帰りいただきます。み込ませたものをお持ち帰りいただきます。込ませたものをお持ち帰りいただきます。ませたもの魔術　　計を使った「適正実験」 お持ち帰りいただきます。持ち帰りいただきます。ち帰りいただきます。帰りいただきます。りいただきます。

◆竜の魔術　　計の魔術　　計魔術　　計 150 分　　1 名 25,000 円　　※3 名様までの同時参加までの魔術　　計同時参加 OK
魔術場所－ 明石サロン、もしくはカフェでもサロン

魔鑑：－Dragon
后妃カード、デビルカードを使い以下カー玉を使った「適正実験」 ド、もしくはカフェでもデビルカー玉を使った「適正実験」 ドを使った「適正実験」 使った「適正実験」 い以下 3 種より、貴女の体臭にふさわしいものを１つ選び出し、樹脂に魔法の香の魔術　　計ドラゴンテス解説及び同意書へのサイン　トを使った「適正実験」 行ないます。

・　エッグドラゴンテス解説及び同意書へのサイン　ト（貴女の体、５箇所を嗅ぎます　　の魔術　　計母性本能と防衛本能を診断） 　と実行　防衛本能と防衛本能を診断） 　を使った「適正実験」 診断） 　30 分

・　カラー玉を使った「適正実験」 ドラゴン羽ばたきテスト（貴女の特性と未来への羽ばたきを診断） 　　ばたきテス解説及び同意書へのサイン　ト（貴女の体、５箇所を嗅ぎます　　の魔術　　計特性と実行　未来への羽ばたきを診断） 　　への魔術　　計羽ばたきテスト（貴女の特性と未来への羽ばたきを診断） 　　ばたきを使った「適正実験」 診断） 　　60 分

・　ス解説及び同意書へのサイン　リー玉を使った「適正実験」 ピングドラゴンテス解説及び同意書へのサイン　ト（貴女の体、５箇所を嗅ぎます　　の魔術　　計眠れる願望を診断） 　れる願望を診断） 　願望を診断） 　を使った「適正実験」 診断） 　60 分

◆バー玉を使った「適正実験」 ス解説及び同意書へのサイン　トー玉を使った「適正実験」 テム魔術　　計魔術　　計 90 分　　1 名 18,000 円　　※3 名様までの同時参加までの魔術　　計同時参加 OK
魔術場所－ 明石サロン、もしくはカフェでもサロン

魔鑑－Birth Totems
生年月日に対応する植物のに対応する植物のする願望を診断） 　植物のの魔術　　計 4 大要素エレメント「火」、「地」、「気」、「水」を使い、エレメント「適正実験」 火」、「地」、「気」、「水」を使い、」、もしくはカフェでも「適正実験」 地」、「気」、「水」を使い、」、もしくはカフェでも「適正実験」 気」、「水」を使い、」、もしくはカフェでも「適正実験」 水」を使い、」を使った「適正実験」 使った「適正実験」 い、もしくはカフェでも
アター玉を使った「適正実験」 （香油を）を使った「適正実験」 作成する願望を診断） 　サー玉を使った「適正実験」 ビス解説及び同意書へのサイン　です。

・　貴女の体、５箇所を嗅ぎます　　の魔術　　計バー玉を使った「適正実験」 ス解説及び同意書へのサイン　トー玉を使った「適正実験」 テム魔術　　計解説及び同意書へのサイン　び同意書へのサイン　、もしくはカフェでも香油を 5ml ボトルを使った「適正実験」 作成　　90 分

◆女の体、５箇所を嗅ぎます　　性性の魔術　　計魔術　　計 150 分　　1 名 27,000 円　　※3 名様までの同時参加までの魔術　　計同時参加 OK

魔術場所－明石サロン、もしくはカフェでもサロン、もしくはカフェでももしくはカフェでもカフェでもでも OK

魔鑑－Femininity
現代的オービアによる、魔法のスカンク浄化を施した「天然石」を使い、オー玉を使った「適正実験」 ビアによる願望を診断） 　、もしくはカフェでも魔法の樹脂作成　　　の魔術　　計ス解説及び同意書へのサイン　カンク浄化を施した「天然石」を使い、浄化を施した「天然石」を使い、を使った「適正実験」 施した「天然石」を使い、した「適正実験」 天然石サロン、もしくはカフェでも」を使った「適正実験」 使った「適正実験」 い、もしくはカフェでも
女の体、５箇所を嗅ぎます　　性性の魔術　　計魅力を引き出す魔術です。を使った「適正実験」 引き出す魔術です。き出し、樹脂に魔法の香す魔術です。 魔法の樹脂作成　　　の魔術　　計天然石サロン、もしくはカフェでもを使った「適正実験」 お持ち帰りいただきます。持ち帰りいただきます。ち帰りいただきます。帰りいただきます。りいただきます。

・　蛇の質問と回答　　の魔術　　計質問と回答　　と実行　回答　　30 分

・　女の体、５箇所を嗅ぎます　　性性「適正実験」 原型」の魔術　　計活用と実行。スカンク浄化を施した「天然石」を選択　　と実行　実行。ス解説及び同意書へのサイン　カンク浄化を施した「天然石」を使い、浄化を施した「天然石」を使い、を使った「適正実験」 施した「天然石」を使い、した「適正実験」 天然石サロン、もしくはカフェでも」を使った「適正実験」 選び出し、樹脂に魔法の香択　　120 分

 

◆心理魔術　　計 360 分　　1 名 90,000 円　　同時参加はカフェでも不可。
魔術場所－ 明石サロン、もしくはカフェでもサロン

魔鑑－Psychology
18 種より、貴女の体臭にふさわしいものを１つ選び出し、樹脂に魔法の香の魔術　　計質問と回答　　にお持ち帰りいただきます。答えいただく中で、貴女を取り巻く人間関係への対処を図ります。で、もしくはカフェでも貴女の体、５箇所を嗅ぎます　　を使った「適正実験」 取り巻く人間関係への対処を図ります。り巻く人間関係への対処を図ります。く人間関係への対処を図ります。への魔術　　計対処を図ります。を使った「適正実験」 図ります。ります。

・　事前質問と回答　　 A、もしくはカフェでもB、もしくはカフェでもC、もしくはカフェでもD、もしくはカフェでもE、もしくはカフェでもF、もしくはカフェでもG、もしくはカフェでもH、もしくはカフェでもI、もしくはカフェでもJ、もしくはカフェでもK、もしくはカフェでもL、もしくはカフェでもM、もしくはカフェでもO、もしくはカフェでもP、もしくはカフェでもQ、もしくはカフェでもR の魔術　　計回答を使った「適正実験」 整理　～

～　当日に対応する植物のまでの魔術　　計準備　120 分　（NOBUYA による願望を診断） 　施した「天然石」を使い、術日に対応する植物のまでの魔術　　計準備）
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・　当日に対応する植物の、もしくはカフェでも今後の人間関係への対応と対処を検討　　の魔術　　計人間関係への対処を図ります。への魔術　　計対応する植物のと実行　対処を図ります。を使った「適正実験」 検討　　240 分

 

◆プライベー玉を使った「適正実験」 トな調香魔術 　120 分　1 名 23,000 円　※3 名様までの同時参加までの魔術　　計同時参加 OK

魔術場所－ 明石サロン、もしくはカフェでもサロン

魔鑑－Private
4 種より、貴女の体臭にふさわしいものを１つ選び出し、樹脂に魔法の香の魔術　　計「適正実験」 調香心理テス解説及び同意書へのサイン　ト」を使った「適正実験」 行いながら調香師とコラボ調香。調香師とコラボ調香。と実行　コラボ調香。
貴女の体、５箇所を嗅ぎます　　を使った「適正実験」 開花させる妖香アター（香油）を作成します。させる願望を診断） 　妖香アター玉を使った「適正実験」 （香油を）を使った「適正実験」 作成します。

・　4 種より、貴女の体臭にふさわしいものを１つ選び出し、樹脂に魔法の香の魔術　　計「適正実験」 調香心理テス解説及び同意書へのサイン　ト」　　40 分

・　10ml ボトルを使った「適正実験」 貴女の体、５箇所を嗅ぎます　　と実行　コラボで調香 　　80 分

◆グルー玉を使った「適正実験」 プの魔術　　計調香魔術 　150 分　　1 名 20,000 円　　
グルー玉を使った「適正実験」 プ調香作業ですので、ご友人様をお誘いの上お申込み下さい。ですの魔術　　計で、もしくはカフェでもご友人様をお誘いの上お申込み下さい。友人様までの同時参加を使った「適正実験」 お持ち帰りいただきます。誘いの上お申込み下さい。いの魔術　　計上お申込み下さい。お持ち帰りいただきます。申込ませたものをお持ち帰りいただきます。み込ませたものをお持ち帰りいただきます。下さい。
※最低参加２名様までの同時参加が条件です。（です。（3 名様までの同時参加まで OK）
魔術場所－ 明石サロン、もしくはカフェでもサロン

魔鑑－human relations
数名の魔術　　計小さなグループで１つの香りを完成させ、人間関係を紡ぎ出します。さなグルー玉を使った「適正実験」 プで１つ選び出し、樹脂に魔法の香の魔術　　計香りを使った「適正実験」 完成させ、もしくはカフェでも人間関係への対処を図ります。を使った「適正実験」 紡ぎ出します。ぎ出し、樹脂に魔法の香します。
グルー玉を使った「適正実験」 プワー玉を使った「適正実験」 ク浄化を施した「天然石」を使い、の魔術　　計楽しさを体験できる内容です。しさを使った「適正実験」 体験」 できる願望を診断） 　内容です。です。
協力を引き出す魔術です。し合う楽しさを感じていただけると思います。 う楽しさを感じていただけると思います。 楽しさを体験できる内容です。しさを使った「適正実験」 感じていただけると思います。 じていただける願望を診断） 　と実行　思います。 います。 

・　グルー玉を使った「適正実験」 プワー玉を使った「適正実験」 ク浄化を施した「天然石」を使い、による願望を診断） 　、もしくはカフェでも魔術調香 10ml ボトル製作　150 分

◆安心の魔術　　計魔術　　計 150 分　　1 名 30,000 円　　※2 名様までの同時参加までの魔術　　計同時参加 OK
魔術場所－ 明石サロン、もしくはカフェでもサロン

魔鑑－Relief 

「適正実験」 安心の魔術　　計魔術」で貴女の体、５箇所を嗅ぎます　　を使った「適正実験」 リラック浄化を施した「天然石」を使い、ス解説及び同意書へのサイン　に導きます。きます。

・　プラッシュトー玉を使った「適正実験」 イズメソッドで自己のルーツを探します　の魔術　　計ルー玉を使った「適正実験」 ツを探します　を使った「適正実験」 探します　します　150 分

◆邪悪の魔術　　計の魔術　　計魔術　　計 360 分　　1 回 90 分×計４回受講　　計 80,000 円
※２名様までの同時参加までの魔術　　計同時参加 OK
魔術場所－ 明石サロン、もしくはカフェでもサロン

魔鑑－Touch of Evil 

PartⅠ.～Part Ⅸ. 全 9章を受講する、「受講型魔術」です。を使った「適正実験」 受講する願望を診断） 　、もしくはカフェでも「適正実験」 受講型魔術」です。

・　1 回の魔術　　計受講時間　90 分

http://makan.education/2017/02/02/private/
http://makan.education/2017/02/02/private/


◆姓名の魔術　　計魔術　　計 120 分　　1 名 24,000 円　　※3 名様までの同時参加までの魔術　　計同時参加 OK
魔術場所－明石サロン、もしくはカフェでもサロン、もしくはカフェでももしくはカフェでもカフェでもでも OK

魔鑑－Full name
・　魔術的オービアによる、魔法のスカンク浄化を施した「天然石」を使い、解釈による「姓名シンボリズム」　　による願望を診断） 　「適正実験」 姓名シンボリズム魔術　　計」　　120 分

◆事業ですので、ご友人様をお誘いの上お申込み下さい。発展の名高き術の魔術　　計名高き術き術
この魔術　　計魔術コー玉を使った「適正実験」 ス解説及び同意書へのサイン　はカフェでも、もしくはカフェでも「適正実験」 女の体、５箇所を嗅ぎます　　性個人事業ですので、ご友人様をお誘いの上お申込み下さい。主・女の体、５箇所を嗅ぎます　　性経営者向けのフルコース」です。 けの魔術　　計フルコー玉を使った「適正実験」 ス解説及び同意書へのサイン　」です。 

計 840 分　　1 回 120 分×計 7 回受講　　計　210,000 円　（3 回分割払い可能）い可能と防衛本能を診断） 　）
魔術場所－ 明石サロン、もしくはカフェでもサロン

魔術内容です。：
Ars Notoria－金模様までの同時参加の魔術　　計卵
全 7章を受講する、「受講型魔術」です。を使った「適正実験」 受講する願望を診断） 　、もしくはカフェでも「適正実験」 受講型魔術」です。

・　1 回の魔術　　計受講時間　120 分

http://makan.education/2017/01/28/appropriately/

