
 

2009 New Release （2009 年に新発売された作品です） 
 
■ メタ・ミュージック  

 

ビヨンド・ザ・ゴールデン・ライト 
（Beyond the Golden Light）黄金の光の彼方へ 
意識の外側を探検しながら、ゴールデン・ライトの庇護や慈

しみを体験してみましょう。マシュー・サイモンのやさしく流

れるような音楽とヘミシンクとのコンビネーションが、圧倒的

な美と安らぎで、あなたを包み込みます。（46 分）［瞑想、知

覚拡大、深いリラックス、ストレス］ 
商品番号：MA089CN  価格：¥2,500（税込み） 

イージプシャン・サン（Egyptian Sun）エジプトの太陽 
中東音楽から着想を得た音楽とヘミシンクのコンビネーションに

より、イマジネーションが自由にはばたいていくのを感じてみま

しょう。アクティベーション・ミュージックに天賦の才能を持つ音楽

家であるサンダー・ビートが、パワフルでメロディアスな作品を作

り上げました。あなたは、エジプトのピラミッドや寺院など、彼女

自身が探検し、神聖な儀式を執り行った場所へと運ばれます。

（49 分）［瞑想、創造性、知覚拡大、自己成長、霊的成長］ 
商品番号：MA090CN  価格：¥2,500（税込み） 

 

イタ―ナル・ナウ（Eternal Now）永遠の今 
「大いなる全て」はこの瞬間に存在し、この瞬間が「存在す

る全て」である…。ドン・ペヨーテによる崇高なアンビエント・

ミュージックとヘミシンクのコンビネーションが、あなたが今

いる場所に、しっかりと存在できるだけのスペースを作り出

します。時間の幻想から、意識を解き放ちましょう。そして、

「存在」の中へと入り込み、過去の記憶や将来への不安を

消していくのです。（55 分）［瞑想、知覚拡大、ボディーワー

ク・マッサージ、深いリラックス、霊的成長］ 
商品番号：MA091CN  価格：¥2,500（税込み） 

ゴールデン・マインド（Golden Mind） 
J.S.エパーソンの生き生きとしたハープシコード演奏によるバッ

ハのゴールドベルク変奏曲と、ヘミシンクとのコンビネーション

は、意識を集中させ、記憶力を高め、最高の力を発揮するのに

理想的です。エパーソンは、「黄金比」和音も取り入れていま

す。これは、脳の情報コーディングの原理の基礎となるもので

す。ADD/ADHD（注意欠陥障害、注意欠陥多動性障害）などの

学習障害を持った方にも、効果があるかもしれません。（46 分）

［集中、加速学習、記憶］ 
商品番号：MA092CN  価格：¥2,500（税込み） 

 

ヘ ミ シ ン ク ・ ヒ ー リ ン グ ・ サ ポ ー ト （ Hemi-Sync 
Support for Healing）癒しのためのへミシンク 
このユニークなコレクションは、音響研究者であり音楽プロ

デューサーでもあるジョシュア・リーズが制作し、高い評価を

得ている「エッセンシャル・サウンド・シリーズ」の中から、健

康の回復に効果的な音楽を集めたものです。チャイコフス

キーの弦楽四重奏曲を音響心理学に基づいてアレンジし

た、さまざまなバリエーションが収められています。（60 分）

［健康回復、アレルギー、キャンサー、ボディーワーク・マッ

サージ、妊娠・出産］ 
商品番号：MA093CN  価格：¥2,500（税込み） 

ミュージック・オブ・グレイスフル・パッセージズ 
（The Music of Graceful Passages）優雅な航海

この曲は、あなたを、あなただけの静寂と瞑想の世界へと引き

入れてくれます。この曲は、世界中のスピリチュアル・リーダー

たち、ヒューマニタリアン・リーダーたちの語った偽りのない言葉

にインスパイアされたものです。リーダーたちは皆、無条件の

愛、慈悲、「根源との一体感」から語っています。そのため、この

曲は聴く人の心を開き、今も残る一切の傷を癒してくれるので

す。（74 分）［健康、深入りサックス、ストレス、キャンサー、向こ

うへの移行時］ 
商品番号：MA094CN  価格：¥2,500（税込み） 

 

ストランド（Strand）撚り糸 
リラックスして、音の撚り糸に耳をすませ、美しいタペストリ

ーが織り上がるのをお聞き下さい。Zero Ohms（リチャード・

ロバーツ）と thunderjack（トレイシー・チャップル）が協力し、

アンビエントで内省的なメロディーで、魔法のような作品を

作り上げました。ヘミシンクは、あなたを深いリラクゼーショ

ンへと導き、パワフルなメディテーションを体験させてくれま

す。（56 分）［知覚拡大、瞑想］ 
商品番号：MA095CN  価格：¥2,500（税込み） 

タイムレス（Timeless） 
パブロ・ペレズによる、この絶妙なピアノ・ソロには、時間を超え

た厳粛さと美しさがあります。穏やかで、うっとりするような調べ

に身を任せて、心の安らぎを取り戻しましょう。ヘミシンクのもた

らす深いリラクゼーションは、あなたが自分の心の中を見つめ、

深い理解と洞察を得るのを手助けします。（63 分）［知覚拡大、

フラストレーション、ボディーワーク・マッサージ、瞑想、深いリラ

ックス］ 
商品番号：MA096CN  価格：¥2,500（税込み） 

 

ウェイブス・オブ・ラブ（Waves of Love） 
打ち寄せる愛の波 

イルカたちから着想を得て、この、優しく、それでいて心を打

つ激しさも持ったメロディーは、心を込めて作曲されました。

ヘミシンクとのコンビネーションにより、心の静寂と瞑想のた

めのスペースが生まれます。キーボード、イルカの声、海の

音が調和して、あなたが心を開き、本当の自分を取り戻す

のを手助けします。あなたの本質が「愛」であることを思い

出させてくれるのです。（最初に発表された時のタイトルは、

「イルカたち 愛のメッセージ」でした）（65 分）［知覚拡大、瞑

想、深いリラックス、ストレス］ 
商品番号：MA097CN  価格：¥2,500（税込み） 

ウィズダム・オブ・ザ・ハート（Wisdom of the Heart） 
ハートからの知恵 

これらの作品は、ハートとマインドを一つにするのに何よりも効

果的です。これらの曲は全て、リラックスした時の心臓の鼓動

と、同じテンポで作曲されています。リスナーは、無理なく自然

に、深いリラクゼーションへと導かれます。アンビエントな音質と

心地良いメロディーは、ヘミシンクと見事にマッチし、心のバラン

スを保ち、身体や心、魂を養い、生命の素晴らしさを思い出すた

めの穏やかな環境を作り出します。（59 分）［知覚拡大、ボディ

ーワーク・マッサージ、瞑想、深いリラックス］ 
商品番号：MA098CN  価格：¥2,500（税込み） 

 
■ アルバム・シリーズ  

 

Hemi-Sync®による創造性開発 
（クリエイティヴ・ウェイ）

創造的精神を働かせると、私たちには普段以上の力と知恵

がみなぎり、それにより人生と世界は、気品と深みのある、

豊かで楽しみに満ちたものになります。自らの創造性を探

求し表現することは、自己認識を高め、心と精神と肉体の

発展を促す最も有効なプロセスのひとつです。このシリーズ

のエクササイズにより、あなたは新たな可能性やアイデア

に対してオープンになり、内なる創造主（インナー・クリエイ

ター）をはじめとしたインスピレーションの源とのつながりを

得ていきます。（日本語版、CD 4 枚） 
商品番号：CW001CJ  価格：¥8,000（税込み） 

シャーマンズ･ハート･プログラム 
（真の力、目的、存在への道） 

このプログラムは、本物の自己啓発に真剣に興味を寄せる人々

や、シャーマン的、トランスパーソナル的な観点から、ハート（心

臓・心）のもつ可能性を探り発展させていきたいという人々のた

めのものです。プログラムの目標は、あなたの真の力と、目的、

存在の発展を支えることです。そして、魂にもとづき、ハートを中

心として生きる能力の発展を支え、ひいては人類全体の癒しと

成熟に貢献することを目指しています。（日本語版、CD 4 枚） 
商品番号：SH001CJ  価格：¥8,000（税込み） 

 

購入方法 

1. アクアヴィジョン･アカデミー・ショップのホームペ

ージからご注文いただけます。 
（クレジットカード、代金引換も使えます） 

2. 別紙「注文書」にご記入のうえ、アクアヴィジョン･

アカデミーまでファックス、もしくは郵便でお送りく

ださい。料金を銀行もしくは郵便局からお支払い

ください。 

 
モンロー研究所 公式認定レジデンシャル･ファシリテーター 

株式会社アクアヴィジョン･アカデミー 
 

TEL：0476-73-4114 FAX：0476-73-4173 
URL：（PC 用）http://www.aqu-aca-shop.com/

（携帯用）http://www.aqu-aca-shop.com/m/ 
Email：reg@aqu-aca.com 

 



 

● 新着作品：メタ・ミュージック （新作ではありませんが、新たに取り扱いを始めました）  

 

ブレス・オブ・クリエーション 
（Breath of Creation）創造の息吹

リラクゼーション。現代の「ワカ（Huaca）」が奏でる古代の音

色とヘミシンクで、時代を超えた感覚と感情を呼び覚ましま

しょう。（62 分） 
商品番号：MA065CN  価格：¥2,500（税込み） 

ドリーミング・ゲート（The Dreaming Gate）夢の扉 
睡眠用。インラケチの魅惑的なディジュリドゥ（アボリジニの楽

器）とヘミシンクで、シャーマニックな「夢の時間」に入っていきり

ましょう。日常から一歩外へ、神秘の世界へ。ようこそ夢の世界

へ。（59 分） 
商品番号：MA067CN  価格：¥2,500（税込み） 

 

ドリームシード（Dreamseed）夢の種 
ヒーリング、セラピー用。ディジェリドゥ（アボリジニの楽器）

の低い振動音が、体と心とスピリットのすべてのレベルを共

鳴させ、ドリームシードは聴く人をパワフルで神秘的な状態

へと導きます。そして、あなたのサトル（微細）エネルギー・

システムにバランスをもたらします。（53 分） 
商品番号：MA048CN  価格：¥2,500（税込み） 

ヘミシンク・イン・モーション（Hemi-Sync In Motion） 
ダンス、トレーニング用。アップビートな電子音楽とヘミシンクの

最先端の楽曲を、ダンス、ジョギング、日々のトレーニングなど

に活用してください。家の掃除をするときのBGMとしてかけてお

くのもいいでしょう。ウォームアップとクールダウンのための短い

曲も収録しています。（34 分） 
商品番号：MA057  価格：¥2,500（税込み） 

 

ヒマラヤン・ソウル（Himalayan Soul） 
深いリラクゼーションと癒し。アイロナ・セルケの奏でる魅惑

的なフルートの調べとヘミシンクで、内面の静穏で優雅な状

態に心を浸しましょう。ヒマラヤン・ソウルの神秘的で心に残

る音楽は、あわただしい日常生活から私たちを避難させてく

れます。（43 分） 
商品番号：MA043CN  価格：¥2,500（税込み） 

ホロムーヴメント（Holomovement） 
黙想、瞑想用。スティーヴ・マクリーンによる寛ぎのニューエイジ

音楽で、想像力と創造性を刺激しましょう。ギター、ディジェリドゥ

（アボリジニの楽器）、弦楽器、シンセサイザーが、空間移動の

感覚を呼び覚まします。黙想と瞑想にうってつけです。（31 分） 
商品番号：MA035C  価格：¥2,500（税込み） 

 

イルミネーション（Illumination） 
～最高のパフォーマンスのために～ 

学習、集中、創造。J. S. エッパーソン（音のデザイナー）の

電子音楽とヘミシンクで、高度に集中した全脳状態を開発

し、それを高めていきましょう。ADD や ADHD、失読症など

の学習障害にも役立つことでしょう。（51 分） 
商品番号：MA049CN  価格：¥2,500（税込み） 

ライトフォール（Lightfall）光の滝 ～集中力のために～
集中学習、学習障害。バッハの「G 線上のアリア」や「前奏曲ハ

長調」のブレンドされた古典的名作の現代的作品です。集中力

を高めるためのヘミシンクの周波数が、最高のパフォーマンスを

発揮できるように精神状態をサポートします。ADD や ADHD、

失読症などの学習障害にも効果があるでしょう。（44 分） 
商品番号：MA058  価格：¥2,500（税込み） 

 

マスターワークス（Masterworks）名作 
瞑想用。心の平安とこの上ないリラクゼーションをお楽しみ

ください。アルカンジェロス室内アンサンブルが、時代を越

えたバロックの名作を奏でます。マスターワークスで、音楽

性溢れるイメージと自己探求を通して、より深く、さらに深遠

な瞑想状態を目指しましょう。（45 分） 
商品番号：MA032C  価格：¥2,500（税込み） 

ザ・メイズ（The Maze）迷宮 
想像力、創造性。ボブ・ヴォルクマンの魅惑的な音楽とヘミシン

クで、想像力を刺激し、創造性を高めましょう。ヴォルクマンの

魅力的で表現豊かな旋律は、曲がりくねった「迷宮」を進むあな

たを虜にします。（38 分） 
商品番号：MA044CN  価格：¥2,500（税込み） 

 

ミッドサマー・ナイト（Midsummer Night）真夏の夜
超越的な自然のサウンドと、深いリラクゼーションと創造性

向上のためにデザインされたヘミシンクを聴きながら、森の

夢の中へと彷徨っていきましょう。雨の音とコオロギの声

が、キーボード、弦楽器、クラシックギターと調和し、霊性を

呼び起こす瞑想体験をもたらします。（28 分） 
商品番号：MM013C  価格：¥2,500（税込み） 

ミスティック・レルムス（Mystic Realms）神秘の王国 
リラックス、瞑想。ヘミシンクとブラッド・アレンの魅惑的な環境音

楽が、あなたを超絶的な静寂の中に誘います。ミスティック・レ

ルムの微細で霊妙なサウンドは、あなたに内なる導きと高次か

らの視点をもたらします。（43 分） 
商品番号：MA045CN  価格：¥2,500（税込み） 

 

プリズムス（Prisms） 
リラックス、創造。新鮮な視点や創造的洞察力を、この快適

なニューエイジ音楽で伸ばしましょう。ヘミシンクのサウンド

パターンが、ギター、フルート、キーボードと調和し、魅惑的

で深いリラックスを与える音楽となり、過剰な精神活動を落

ち着かせ、全脳の創造的プロセスを活性化します。（28 分）

商品番号：MA018C  価格：¥2,500（税込み） 

レベレーションズ（Revelations）啓示 
創造性。情熱的な音楽とヘミシンクで、創造性を高めるための

チャネルを開放しましょう。レバレーションズ（啓示）は、深いリラ

クゼーションとインスピレーション、創造的洞察をもたらすそよ風

のような電子音楽です。（62 分） 
商品番号：MA061CN  価格：¥2,500（税込み） 

 

ロマンティック・ワンダー（Romantic Wonder） 
リラクゼーション。ドン・パリスとアイロナ・セルケのロマンテ

ィックな音楽とヘミシンクで、とっておきの時間に夢のような

ムードを創ります。情熱的で情緒的な、魅力のある音楽が、

あなたの魂に語りかけてくるでしょう。（50 分） 
商品番号：MA051CN  価格：¥2,500（税込み） 

シーズンズ・アット・ロバーツ・マウンテン 
（Seasons at Roberts Mountain）

加速学習、創造性。ヴィバルディの「四季」の現代版は、加速学

習や創造性の向上に役立ちます。また、ADD や ADHD、失読

症などの学習障害にも効果があるかもしれません。（67 分） 
商品番号：MA041CN  価格：¥2,500（税込み） 

 

スピリット・ギャザリング 
（Spirit Gathering）スピリットの集い

瞑想、睡眠。バイロン・メトカーフの古代のシャーマン的なパ

ーカッションとヘミシンクで、時空を越えていきましょう。あな

たは現実世界の境界へと誘われ、あらゆる神秘主義の源

である根源的なパワーの中心に導かれるでしょう。（73 分）

商品番号：MA070CN  価格：¥2,500（税込み） 

ヴォエッジ・トゥ・ジ・アザー・サイド 
（Voyage To The Other Side）別世界への旅

リラックス、瞑想。時空を超えてた精妙なる世界に移行しつつ、

深くリラックスした瞑想状態を楽しみましょう。フランク・ダナの情

緒的で魅力的な天空の音楽とヘミシンクを聴きながら、日々の

悩みを解放しましょう。（43 分） 
商品番号：MA046CN  価格：¥2,500（税込み） 

 
● 新着作品：シングル・タイトル （新作ではありませんが、新たに取り扱いを始めました）  

 

ケーブル・カー・ライド（Cable Car Ride） 
爽快な目覚め。愉快でウキウキするリズムとヘミシンク音で

目を覚まし、注ぎ込まれる朗らかなエネルギーを楽しみまし

ょう。ケーブル・カー・ライドの快適な体験とともに、一日をポ

ジティブな気持ちでスタートさせ、どんな時でも気持ちを盛り

上げていきましょう。（音声ガイダンスなし、16 分） 
商品番号：MF003CN  価格：¥2,500（税込み） 

ソフト・アンド・スティル（Soft and Still）穏やかに、静かに 
リラクゼーション。打ち寄せる波の音と繊細な調べ、そしてヘミシ

ンクで、海のパワーと静寂さを堪能しましょう。穏やかで自然の

ままの潮のエネルギーが、心と体を穏やかにリラックスさせてい

きます。緊張を緩め、内なる創造の世界へと解放していきましょ

う。（音声ガイダンスなし、30 分） 
商品番号：MF017CN  価格：¥2,500（税込み） 

 

サーフ（Surf）波のしぶき 
リラクゼーション。心和らぐ海の波音とヘミシングで、緊張を

緩めてリラックスしましょう。サーフは、穏やかな自然のリズ

ムで、徐々に深いリラクゼーションの状態へと誘い、あなた

は心の平安と幸福感に包まれていきます。（音声ガイダンス

なし、45 分） 
商品番号：MF021C  価格：¥2,500（税込み） 

SO コード（The SO Chord） 
究極の瞑想ツール。SO コードとは、「空（くう）＝Void」より生じる

天地創造の創り出す、数限りない和音の中の一つです。SO コ

ードのパワフルなバイブレーションに耳を澄ますと、さまざまな

音が聞こえてくるかもしれません（録音されていない音楽が聞こ

えることもよくあります）。（音声ガイダンスなし、45 分） 
商品番号：MF052CN  価格：¥2,500（税込み） 

 


