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未来を知ることが
できるツール

この広告は3分程度で読むことができます。“未来を知る秘密”に興味がある方は先をお読みください。

My未来Note というソフトをご存知ですか？
My未来Noteとは、分析心理統計学を用いて、あなたの夢や目標を実現するためのアドバイスや、
その方法・タイミングを示してくれる、世界で唯一の自己実現支援ツールです。

My未来Noteを活用すると…
◉自分でも認識していなかった才能・能力に気づく
◉自分を取り巻く人間関係を円滑にする
◉未来の人生を描く
といった効果を得ることができます。
自分の未来を知るためには、様々な知識を収集し、組み立て、活用していかなければなりません。
そのため、My未来Noteは“ある情報”を具現化し、その情報を知識に変え未来の設計図を描いて
いけるようプログラムされています。 自分・恋人・友達・家族・子ども・上司・同僚に対し、
My未来Noteは性格や性質における特徴や隠れた才能・得意分野など、人に関するありとあらゆる
情報を具現化し知識に変えることが可能なのです。そして時期のタイミングまで知ることができます。

“自分の人生を豊かに
するための知識”

My未来Noteは一般的なノートではありません。パソコンにインストールして使用するＰＣ用ソフトです。
特殊なカレンダーと分析心理統計学による分析結果を用いて、あなたの未来の設計図を描くことができ
るので、“ノート”という表現を使用しています。

未来を知り、豊かな人生を送るための 人生設計を行う
M y 未来Noteの仕組み・利用環境については裏面に記載しております。

◆ My未来Note分析心理統計学について ◆
分析心理統計学とは、個人が生まれながらに持つ性格・性質の特性を
膨大なデータと科学的根拠に基づいて類型化した性格類型学です。
人の「性格・性質」
・
「意思決定」
・
「行動特性」
・
「対人対応」
・
「言語特性」は、3つの要素から成り立っている！

直感力

領域Ⅰ・
・
・分析心理統計学
・生まれながらに持つ特性

分析心理
統計学

+
領域Ⅱ・
・
・経験力
・経験・体験による培った能力

経験力

領域Ⅲ・
・
・直感力
・直観・感覚による行動判断力

My未来No t e 利 用 環 境

Windows（2000・XP・ビスタ・7）MAC対応 購入の場合の販売価格 105,000円 (税込）
パソコンができる環境（インターネットの接続不要）が備わっていれば、どなたでもお使いになる
ことができます。 ※インターネットへの接続で常に最新のMy未来Noteを利用できます。

登録料 ： 3,150 円 ( 税込 )

レンタル版
スタート

レンタル料 ： 3,150 円 ( 税込 )/ 月額

※レンタル版お申込み時のみ必要

※レンタル版でもフル機能がご利用可能です。

◆お客様の好きなタイミングで利用を停止できます。

※解約時の返金は御座いません。

※契約更新は自動更新となります。解約時は、解約希望 2 ヶ月前に解約書のご提出を代理店
または、弊社までお願いいたします。解約書は、ホームページからダウンロードできます。

お申込みは、別紙「My未来Noteレンタル版申込書」を提出もしくは、ホームページから登録ください。
１

ＳＴＥＰ

申込書提出

・代理店へ渡す
・弊社へ郵送かＦＡＸ
※本書が申込書になります。
記入漏れやミスがないか
確認し、STEP2(口座書類)
へお進みください。

２

ＳＴＥＰ

口座書類提出

・代理店へ渡す
・弊社へ郵送

ライセンス
キー発行

・PC/携帯のメール受信
・郵便にてキー取得

※口座書類は別紙になります。
レンタル料の引き落とし先
になります。記入時は入念
なチェックをお願いします。

ご利用の際は下記までお問い合わせください。また、My未来Note
についてのご意見も受け付けておりますので、
ご不明な点や質問等
ございます場合もお気軽にご連絡ください。

３

ＳＴＥＰ

※My未来Noteはライセンスキ
ーがなければ起動しません。
キーを入力してMy未来Note
を起動してください。

ノアジャパン

検索

ライセンスキー
の入力が終了すると
My未来Noteの利用が
可能になります。
ご不明な点などござい
ましたら下記までご
連絡ください。

http://noa-jp.com/

自立・コミュニケーション・自己実現を支援
My未来Noteを開発した目的は、現代人は豊かになるにつれ悩みが複雑化
しているという事実。そしてその悩みの大半に人が関わっているという現実
に気づいたからです。
「なんとか人の悩みを解決したい・・・」その想いを形
にしたのがMy未来Noteなのです。
スペースの都合上My未来Noteの全てを
お見せすることはできませんが、
このツールはあなたに自分の能力・他人と
の接し方・未来の歩き方を示してくれます。
このソフトが皆様の人生を豊か
にするツールであることを心より願っています。大変長く堅苦しい広告では
ございましたが、最後までお読みいただき誠にありがとうございます。
株式会社ノアジャパン代表 宮田 香司

〒910-0804 福井県福井市高木中央 2-3001-4

お問い合わせ・お申込み

0776-97-8557
info@noa-jp.com

Ｍｙ未来Noteソフト利用申込書
▼希望項目に○印を付けて下さい。

日

付

平成

年

月

日

30日体験希望・レンタル版希望・購入版希望

フリガナ

お名前
〒

ご住所

携帯番号

電話番号
生年月日

未成年者は親の同意が必要となります。

西暦・昭和・平成

PCメールアドレス

年

月

性別

男・女

My 未来 Note ライセンスキー受け取り可能なアドレスを登録下さい。

＠

携帯メールアドレス
個人情報保護方針

日

＠

当社は、個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守し、お客さまの大切な個人情報の保護に万全を尽くします。
個人情報は適切な方法で管理し、特段の事情がない限り、お客様の承諾なく第三者に開示・提供することはありません。

登録料 ： 3,150 円 ( 税込 )

レンタル料 ： 3,150 円 ( 税込 )/ 月額

※お申込み時のみのご負担になります

※お申込み翌々月の 4 日から引き落としになります

【契約料お支払いモデル及び契約内容】
円 ( 税込）

購入版希望の場合 販売価格 105,000 円を指定口座にお振り込み頂きます。
購入版は、登録料・レンタル費用は発生いたしません。

・ガクワリ
割引
プラン

円 ( 税込）

学生に限り登録料 525 円割引の 2,625 円（税込）

・ネンワリ
1 年間継続利用 月額 263 円割引の 2,887 円（税込）

※①レンタル料は毎月4日に、銀行や郵便局などご指定の金融機関から自動で引き落としされます。
4日が日･祝の場合は翌日引き落とし日となります。
※②契約の更新は自動で行われます。解約を希望される方は代理店または弊社に解約書のご提出をお願い致します。
解約書は、ホームページからもダウンロードできます。解約書のご提出後、翌々月から引き落としが停止されます。

●ご記入された申込書は代理店担当者または弊社までご提出下さい。
（申込書は、郵送、FAX 0776-97-8556も可）
口座書類は、申し込み後に代理店または本部から郵送いたします。
１

ＳＴＥＰ

申込書提出

・代理店へ渡す
・弊社へ郵送かＦＡＸ
※本書が申込書になります。
記入漏れやミスがないか
確認し、STEP2(口座書類)
へお進みください。

２

ＳＴＥＰ

口座書類提出

・代理店へ渡す
・弊社へ郵送
※口座書類は別紙になります。
レンタル料の引き落とし先
になります。記入時は入念
なチェックをお願いします。

◆[ 夢を叶える My 未来 Note ] ◆
自立・コミュニケーション・自己実現を支援！

３

ＳＴＥＰ

ライセンス
キー発行

・PC/携帯のメール受信
・郵便にてキー取得
※My未来Noteはライセンスキ
ーがなければ起動しません。
キーを入力してMy未来Note
を起動してください。

ライセンスキー
の入力が終了すると
My未来Noteの利用が
可能になります。
ご不明な点などござい
ましたら下記までご
連絡ください。

〒910-0804 福井県福井市高木中央2-3001-4
TEL0776-97-8557
FAX0776-97-8556
[MALE] info@noa-jp.com
[HP] http://noa-jp.com/

