
おすすめ本リスト

個人開業講座（心体編）　付録
　　　  

 

個人開業講座  1



はじめに

このレポートの利用に際しては、以下の条件を遵守してください。

このレポートに含まれる一切の内容に関する著作権は、レポート作成者に帰
属し、日本の著作権法や国際条約などで保護されています。

著作権法上、認められた場合を除き、著作権者の許可なく、このレポートの
全部又は一部を、複製、転載、販売、その他の二次利用行為を行うことを禁
じます。

これに違反する行為を行った場合には、関係法令に基づき、民事、刑事を問
わず法的責任を負うことがあります。

レポート作成者は、このレポートの内容の正確性、安全性、有用性、効果効
能等について、一切の保証を与えるものではありません。

また、このレポートに含まれる情報及び内容の利用によって、直接・間接的
に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

このレポートの使用に当たっては、以上にご同意頂いた上、ご自身の責任の
もとご活用頂きますようお願いいたします。
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レポートの活用のしかた

このレポートは、おすすめの本、漫画、絵本、DVDなどを掲載しています。
タイトルをクリックすると、詳細ページが開きます。

掲載している本は、関連する本（改訂版、新装版、CD付き版など）もあり
ます。画像に関しては、帯やデザインが違う場合がありますので、正確な情
報は、詳細ページよりご確認をお願いします。

現在、中古しかない本もあります。ページのリンク切れや売り切れになる場
合があります。このレポートは、おすすめの本をご紹介しているだけですの
で、本の内容や在庫の情報などに関しては、販売会社へお問い合わせくださ
い。

下記の順番で掲載しています。
※ 掲載している順番は、おすすめする順番ではありません。

・食に関する本
・衣、住に関する本
・環境、社会に関する本
・心、スピリチュアルに関する本

個人開業講座  3



------------------------------------  食に関する本  ------------------------------------

　食品の裏側
　～ みんな大好きな食品添加物 ～
　安部 司（著）

　奇跡の食品
　ジーン カーパー（著）

　奇跡のリンゴ
　石川 拓治（著）

　百姓が地球を救う
　木村 秋則（著）

　💡 他の著書もおすすめ！
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https://www.amazon.co.jp/gp/product/4492222669/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4492222669&linkCode=as2&tag=kep888-22
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4894568578/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4894568578&linkCode=as2&tag=kep888-22
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4344416457/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4344416457&linkCode=as2&tag=kep888-22
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4809410129/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4809410129&linkCode=as2&tag=kep888-22


　すべては宇宙の采配 
　木村 秋則（著）

　💡 他の著書もおすすめ！

　発酵道
　～ 酒蔵の微生物が教えてくれた人間の生き方 ～
　寺田 啓佐（著）

　💡 他の著書もおすすめ！

　フィット・フォー・ライフ
　～ 健康長寿には「不滅の原則」があった！ ～
　ハーヴィー・ダイアモンド（著）

　カン・ジン・カナメの健康教室 基本編 ５冊セット
　平山郁（著）　真弓定夫（編集）

　💡 他のシリーズもおすすめ！
　　 → 美健ガイド社サイト
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https://www.amazon.co.jp/gp/product/4809408043/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4809408043&linkCode=as2&tag=kep888-22
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4309907458/ref=as_li_qf_sp_asin_il?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4309907458&linkCode=as2&tag=kep888-22
https://www.amazon.co.jp/gp/product/490142310X/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=490142310X&linkCode=as2&tag=kep888-22
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4894720787/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4894720787&linkCode=as2&tag=kep888-22
http://biken-guide.co.jp/doc/hanbai.php


　美味しんぼ 1～最新巻
　雁屋 晢（著）

　💡 全巻おすすめ！

　日本では絶対に報道されない　モンサントの嘘
　～ 遺伝子組み換えテクノロジー企業の悪事 ～
　ブレット・ウィルコックス（著）
　船瀬 俊介 （監修）

　モンサントの不自然な食べもの [DVD] 
　ドキュメンタリー映画

---------------------------------  衣、住に関する本  ---------------------------------

　人生がときめく片づけの魔法
　近藤麻理恵（著）

　💡 他の著書もおすすめ！
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https://www.amazon.co.jp/gp/product/B002DE6ZIM/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=B002DE6ZIM&linkCode=as2&tag=kep888-22
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4880863262/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4880863262&linkCode=as2&tag=kep888-22
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00FS1PHEK/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=B00FS1PHEK&linkCode=as2&tag=kep888-22
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4763131206/ref=as_li_qf_sp_asin_il?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4763131206&linkCode=as2&tag=kep888-22


　人生がときめく片づけの魔法２
　近藤麻理恵（著）

　💡 他の著書もおすすめ！

-----------------------------  環境、社会に関する本  -----------------------------

　沈黙の春
　レイチェル カーソン（著）

　見てわかる！図解 経皮毒
　山下 玲夜（著）　竹内 久米司（著）
　稲津 教久（著）

　自然療法医学士門馬先生の知って得するこぼれ話
　～ パンチャカルマ解毒があなたを救う ～ 
　長野久馬（著）

個人開業講座  7

https://www.amazon.co.jp/gp/product/4763132415/ref=as_li_qf_sp_asin_il?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4763132415&linkCode=as2&tag=kep888-22
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4102074015/ref=as_li_qf_sp_asin_il?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4102074015&linkCode=as2&tag=kep888-22
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4528014041/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4528014041&linkCode=as2&tag=kep888-22
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4902166046/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4902166046&linkCode=as2&tag=kep888-22


　99%の人が知らないこの世界の秘密
 　～ ＜彼ら＞にだまされるな！ ～
　内海聡（著）

　💡 他の著書もおすすめ！

　99％の人に伝えたいこの世界を変える方法
　～ ＜彼ら＞を打倒せよ！ ～ 
　内海聡（著）

　💡 他の著書もおすすめ！

　地球少女アルジュナ Director's Edition DVD-BOX 
　東山麻美

　
　スライヴ THRIVE 【日本公式盤】 [DVD] 
　フォスター・ギャンブル
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https://www.amazon.co.jp/gp/product/4781611206/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4781611206&linkCode=as2&tag=kep888-22
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4781613276/ref=as_li_qf_sp_asin_il?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4781613276&linkCode=as2&tag=kep888-22
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0035VPU0G/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=B0035VPU0G&linkCode=as2&tag=kep888-22
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B007R16EVY/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=B007R16EVY&linkCode=as2&tag=kep888-22


-----------------------  心、スピリチュアルに関する本  -----------------------

　斉藤一人の絶対成功する千回の法則
　斎藤 一人（著）

　💡 他の著書もおすすめ！

　斎藤一人 奇跡を呼び起こす「魅力」の成功法則
　柴村 恵美子（著）

　💡 他の著書もおすすめ！

　斎藤一人絵本集 1 
　～ こうていペンギンはなぜ生きのこったのか ～
　斎藤 一人（著）

　💡 他の著書もおすすめ！

　幸も不幸もないんですよ 
　小林正観（著）

　💡 他の著書もおすすめ！
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https://www.amazon.co.jp/gp/product/4062118815/ref=as_li_qf_sp_asin_il?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4062118815&linkCode=as2&tag=kep888-22
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4872578953/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4872578953&linkCode=as2&tag=kep888-22
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4845421488/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4845421488&linkCode=as2&tag=kep888-22
https://www.amazon.co.jp/gp/product/483767125X/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=483767125X&linkCode=as2&tag=kep888-22


　お金と仕事の宇宙構造 
　小林正観（著）

　💡 他の著書もおすすめ！

　言葉のパワー 
　イヴォンヌ・オズワルド（著）

　エンジェル・ヒーリング
　～ いつでもあなたは天使に守られている ～
　ドリーン・バーチュー（著）

　💡 他の著書もおすすめ！

　やさしすぎる君へ
　てんつく（著）

　💡 他の著書もおすすめ！
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https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00HMUZ31C/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=B00HMUZ31C&linkCode=as2&tag=kep888-22
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4478005842/ref=as_li_qf_sp_asin_il?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4478005842&linkCode=as2&tag=kep888-22
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4478910200/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4478910200&linkCode=as2&tag=kep888-22
https://www.amazon.co.jp/gp/product/486113935X/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=486113935X&linkCode=as2&tag=kep888-22


　「好きなこと」だけして生きていく。
　心屋 仁之助（著）

　💡 他の著書もおすすめ！

　一生お金に困らない生き方
　心屋 仁之助（著）

　💡 他の著書もおすすめ！

　さとりの授業
　～ アセンション時代を生きるために知っておきたい
　大切なこと ～
　阿部 敏郎（著）
　
　💡 他の著書もおすすめ！

　水は答えを知っている
　～ その結晶にこめられたメッセージ ～
　江本 勝（著）

　💡 他の著書もおすすめ！
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https://www.amazon.co.jp/gp/product/4569821251/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4569821251&linkCode=as2&tag=kep888-22
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4569822614/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4569822614&linkCode=as2&tag=kep888-22
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4797362197/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4797362197&linkCode=as2&tag=kep888-22
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4763193961/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4763193961&linkCode=as2&tag=kep888-22


　
　しばわんこの和のこころ 
　川浦 良枝（著）

　💡 同シリーズもおすすめ！

　
　ミルトンズ・シークレット
　～ 幸せになる世界一シンプルな方法 ～
　エックハルト・トール（著）

　聖なる予言
　ジェームズ レッドフィールド（著）

　💡 同シリーズもおすすめ！

　神さまとのおしゃべり
　～ あなたの常識は、誰かの非常識 ～
　さとう みつろう（著）

　💡 他の著書もおすすめ！
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https://www.amazon.co.jp/gp/product/4592760964/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4592760964&linkCode=as2&tag=kep888-22
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4837671489/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4837671489&linkCode=as2&tag=kep888-22
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4042693016/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4042693016&linkCode=as2&tag=kep888-22
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4847092724/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4847092724&linkCode=as2&tag=kep888-22


　苦しみはナチュラルじゃない
　大和田 菜穂（著）

　💡 他の著書もおすすめ

発行者情報

　
⭐ 発行者
　『虹色の声』代表　 一吉（かずき）

⭐ 虹色の声ホームページ
　 https://nijiironokoe.com
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https://www.amazon.co.jp/gp/product/4837672361/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4837672361&linkCode=as2&tag=kep888-22
https://nijiironokoe.com

