History

沿革
2006

株式会社 ロスコバランス 設立

2006.10.24

MIROSOPHIA

Live Event

MIROSS ACADEMY

Products

12.04

ROSSCO SOUL LIVE! FINAL!

東京 日本橋劇場（日本橋公会堂４
F ホール）

2007

02.02

ミロソフィアパビリオン（神戸）
オープン

06.10

神戸本校

07.07

名古屋校

開校式

開校式

08.25

DNA マリッジプログラム、
Re マリッジプログラム開講

2008

09.18

WEB サイト リニューアル

06.13
1 日集中プログラム 神戸本校に

07.22
12.09
ROSSCO オープンスペシャルラ 書籍「マリッジコード・ミロス」
イブ 1.0 東京 発明会館ホール
（ミロス研究所著）発売
12.09
ROSSCO オープンスペシャルラ
イブ 2.0 東京 住友ホール

06.01

て開講

オーガニック マリッジ アセン
ション ライブ神戸 国際会議場

08.03

07.27

パーフェクトマリッジコース開
講 神戸本校にて開講（DNA マ
リッジプログラム、Re マリッジ
プログラムを統合）

オーガニック マリッジ カン
ファレンス京都 京都産業会館
シルクホール

11.03

オーガニック マリッジ カン
ファレンス東京 東京あいおい損
保新宿ホール

パーフェクトマリッジコース入
学者 100 名突破

08.30

09.20

オーガニック マリッジ コンベン
ション神戸 文化ホール大ホール

2009

04.23

TV ドラマ番組「ミラーワールド

の魔法〜人生大逆転のストー
リー」SKY PerfecTV Ch216 ベ
ターライフチャンネルにて放映
開始

05.09

ミロソフィア東京

オープン

10.30

TV ドラマ番組「ミラーワールド

の魔法〜人生大逆転のストー
リー」シーズン２ スタート

01.25

01.11

ミラーワールドの魔法 出版記念
講演会【東京】ベルサール原宿

（アートヒ
CD「Live in MIROSS」
ルズ社）発売

02.22

01.23

ミラーワールドの魔法 出版記念
講演会【名古屋】ナチュラルホテ
ルエルセラーン

03.28

ミラーワールドの魔法 出版記念
講演会【京都】京都産業会館 シ
ルクホール

04.25

ミラーワールドの魔法 出版記念
講演会【熊本】熊本市食品交流会
館 多目的ホール

05.24

ミラーワールドの魔法 出版記念
講演会【広島】広島ＪＡビル

書籍「たった 1 日で究極のパート
ナーと出会えるミラーワールド
の魔法」
（ROSSCO 著ビオ・マガ
ジン社刊）発売

MIROSOPHIA

2009

Live Event

MIROSS ACADEMY

06.27

ROSSCO オフィシャルサイト
ROSSCO.JP オープン

11.04

ミロスエクササイズコース神戸
本校にて開催

11.13〜15

リボーンプログラム 沖縄石垣
島 沖縄フサキリゾートヴィレッ
ジ

Products

07.25

男と女の CODE
（暗号）を解く
ROSSCO マリッジコードライブ code

No.001

東京 江戸東京博物館ホール

08.29

男と女の CODE（暗号）を解く
ROSSCO マリッジコードライブ code No.002
東京 白寿ホール

09.22

新しい人類のゆくえ〜意識進化
の夜明け〜 神戸文化ホール大
ホール

11.22

男と女の CODE（暗号）を解く
ROSSCO マリッジコードライブ code No.003
東京 日本青年館 中ホール

2010

04.09
TV ドラマ番組「ミラーワールド
の魔法〜人生大逆転のストー
リー」シーズン３ スタート

04.22

ミロソフィア広島

オープン

09.21

「ミラクルチャンネル」開局

10.20

大阪本町校

オープン

08.03

09.24

08.10

11.01

ミロシィング 神戸本校で開講こ
れに伴いミロスエクササイズ
コース終了

2011

2012

09.23

「ミラクルの祭典〜Live in
書籍「すべてを幸せにする鏡の奇
MIROSS 2010〜」神戸 国際会 跡 この世はミラーワールド」
議場 神戸ポートピアホールに
（ROSSCO 著ビオ・マガジン社
10.20
ミロシィング 大阪本町校、名古屋 て開催
刊）発売
校で開講

「新しい男と新しい女で創る未来
文明〜Live in MIROSS 2011
〜」神戸 国際展示場 2 号館 コ
ンベンションホール

01.04

ミロソフィア神戸 移転 パーフェ
クトマリッジカフェ神戸店閉店

02.02

パーフェクトマリッジカフェ大
阪本町校 1F にオープン

07.27

大阪本町校のフロア拡大に伴い
パーフェクトマリッジカフェ閉店

08.11

ミロソフィア神戸がミロソフィ
ア本部へ名称変更

09.01

ミロソフィア長崎 オープン

2013

12.10

2014

04.04

01.04

名古屋校

移転

01.04

ミロソ

09.23

「Live in MIROSS 2012」国立京
都国際会館 メインホール

大阪本町校 フロア拡大（2F〜5F）

06.06

Life コース開講

07.27

大阪本町校 フロア拡大（1F〜5F）
パーフェクトマリッジカフェ閉
店

08.11

大阪本町校が大阪本校へ名称変
更 神戸本校が本部へ名称変更

09.23

「Live in MIROSS 2013 ~ 世界
を変えるマリッジコード ~」国立
京都国際会館 イベントホール

ミロソフィア沖縄 オープン

ミロソフィア長崎 移転
フィア福岡へ名称変更

書籍「未来文明の暗号ー男が女を
愛するときー」
（ROSSCO 著 ハ
ギジン出版刊）発売

06.15

オープンスクール全国 6 拠点同
時開催

09.23

「Live in MIROSS 2014 ~ The
Answer ~ 」国立京都国際会館
イベントホール

04.18

絵本「ママとパパをえらんできた
よ〜親と子の関係性に隠された
トリック〜」
（ROSSCO 著 三交
社）発売

09.16

書籍「THE ANSWER 〜反転のト
リックから抜け出せ〜」
（ROSSCO 著 三交社）発売

MIROSOPHIA

2014

09.16

MIROSS.jp（及び株式会社ロスコ

バランスコーポレートサイト）が
オープンこれに伴い
ROSSCO.jp 更新終了

Live Event

MIROSS ACADEMY

Products

09.25

パーフェクトマリッジコースが
ミロス ウィズダム マスターコー
スに名称変更

11.30

オープンスクール全国 6 拠点同
時開催

2015

06.07

ミロソフィア沖縄 移転

08.01

ROSSCO.jp（ロスコフィシャル

サイト）が英語版でリニューアル
オープン

2016

03.04

08.10

ミロソフィア東京がミロスアカ
デミー東京校へ名称変更

ROSSCO インド カシミールに

04.27

09.23

04.10

09.22

て講演＆名誉賞受賞

03.27

電子書籍版「THE ANSWER 〜反
転のトリックから抜け出せ〜」発
売

雑誌 CLASSY.6 月号に記事掲載 『宇宙で最もロマンチックなテク
ノロジーとの出逢い Live in
MIROSS 2015』国立京都国際会
07.15
館 大会議場
ミロスアカデミー東京校 移転

08.10

『人類が最後に手にする
東京校 フロア拡大（2〜3F）
文庫本版「THE ANSWER 〜反転
これに伴い 5 月より ミロス ウィ “愛”というテクノロジー Live in のトリックから抜け出せ〜」
ズダムマスターコース開講
MIROSS 2016』国立京都国際会 「ママとパパをえらんできたよ〜
館 大会議場
親と子の関係性に隠されたト
リック〜」2 冊同時発売
04.16
東京校でのミロス ウィズダム マ
スターコース 開講を記念し 4〜5
月の 2 か月間限定のスペシャル
イベントがスタート

11.03 / 12 / 23

大阪・名古屋・東京の 3 校でスクー
ルフェア開催

