
7-9
2012.SUMMER

今年でラスト！ 12回目 虹と天使のお祭り
続々来日！ 新ゲスト＆新企画
DASO数秘ラストチャンス！
この夏もっとあなたらしく！ ～願望実現の流れに乗ろう～
大人気！ 講師陣の個人セッション
沖縄国際通り店OPEN ＆ シャンカリフェア2012

【 特 集 】
【 海 外 】
【 国 内 】
【穴口 恵子】
【 D S T 】
【 S H O P 】

50

【個】=個人セッション【グ】=グループセッション【イ】=2時間前後のイベント【ワ】=1日以上のワークショップ【認コ】＝認定コース・認定セミナー【DST】=ドルフィンス
ターテンプル【フェ】=フェア●以下は穴口恵子が行います。【RAT】=レインボーエンジェルセラピー【遠伝】=遠隔伝授：ホーリーマザー・ダイヤモンド・レインボードラゴ
ン・アバンダンティア・サナトクマラ・特別アクティべーション●場所：［東]=東京[名]=名古屋[大]=大阪[福]=福岡［沖］=沖縄[シャ]=シャスタ

Schedule 2012.7-9
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新月 満月

【個】ゲーリー［東］【イ】光の瞑想会［名］
【ワ】ゲーリー［東］【遠伝】レインボードラゴン、アバンダンティア
【PLI1】週末前半［福］
【ワ】ゲーリー［東］【PLI1】週末前半［福］【個】Hiroshi［東］
【個】ゲーリー［東］

【FSP2】平日夜［東］【個】ハル［東］【展示会】【個】HIRO&RIE［大］
【FSP2】平日夜［東］【イ】スピチュアル体験会★瞑想会［東］
【展示会】【個】HIRO&RIE［大］
【個】ミッシェル［福］【イ】光のグループヒーリング［東］【展示会】
【個】HIRO&RIE［大］
【PLI1】週末後半［東］【個】金谷せいこ［東］【展示会】【個】HIRO&RIE［大］
【PLI1】週末後半［東］【展示会】【個】HIRO&RIE［大］

【FSP1】平日［東］【FSP2】平日夜［東］【個】KIKI［大］
【FSP1】平日［東］【FSP2】平日夜［東］
【イ】アンジェラ［沖］【遠伝】ホーリーマザー、ダイヤモンド
【個】樋口貴子［大］【イ】オーラを見る教室［大］

【ツ】【個】アンジェラ［沖］【FSP2】週末［東］【PLI1】週末前半［福］
【ワ】アンジェラ［沖］【FSP2】週末［東］【PLI1】週末前半［福］
【個】ミッシェル［福］【イ】スピチュアル体験会★瞑想会［東］［福］
【個】あさいようこ［東］神谷美和［大］

【個】アンジェラ［東］
【個】アンジェラ［東］
虹と天使のお祭り　【FSP1】週末［東］［名］【FSP2】週末［大］
【PLI1】週末後半［東］
【個】アンジェラ［東］【遠伝】サナトクマラ【FSP1】週末［東］［名］
【FSP2】週末［大］【PLI1】週末後半［東］
【個】アンジェラ［東］【個】ハル［東］
【イ】オーラを見る教室[広]
【FSP2】平日夜［東］
【FSP2】平日夜［東］
【イ】アンジェラ［大］【イ】荒井倫太朗［東］【個】西村今日子［東］
【FSP2】週末[広]集中［沖］【PLI1】週末前半［福］【個】Hiroshi［東］
【遠伝】レインボードラゴン、アバンダンティア【FSP2】週末[広]
集中［沖］【PLI1】週末前半［福］
【FSP2】週末[広]集中［沖］

【FSP1】平日［東］【イ】光の瞑想会［名］
【FSP1】平日［東］
【個】叶充代［東］【イ】オーラを見る教室［東］
【FSP1】週末［名］【FSP2】週末［東］【個】MIKA、添田さおり[仙]
【イ】スピチュアル体験会★瞑想会[仙]
【FSP1】週末［名］【FSP2】週末［東］【個】MIKA、添田さおり[仙]

【FSP2】平日［東］【イ】スピチュアル体験会★瞑想会[仙]
【FSP2】平日［東］【個】KIKI［大］
【個】金谷せいこ［東］樋口貴子［大］
【FSP2】週末[広]集中［沖］
【FSP1】週末［東］【FSP2】週末［大］[広]集中［沖］【PLI1】週末後半［東］
【遠伝】ホーリーマザー、ダイヤモンド【FSP1】週末［東］
【FSP2】週末［大］[広]集中［沖］【PLI1】週末後半［東］

8  August

9  September

【イ】スピチュアル体験会★瞑想会［東］【イ】エンドポイントチェック［名］

【個】西村今日子［東］【個】【イ】樋口貴子［大］
【遠伝】ホーリーマザー、ダイヤモンド【個】【イ】樋口貴子［大］
【イ】スピチュアル体験会★瞑想会［東］

【遠伝】サナトクマラ【個】叶充代［福］【認コ】多次元ヒプノセラピスト[シャスタ]
【個】Hiroshi［東］添田さおり［大］

【個】あさいようこ［東］

【イ】荒井倫太朗［東］

【個】金谷せいこ、MIKA[仙]【イ】スピチュアル体験会★瞑想会[仙]
【個】金谷せいこ、MIKA[仙]
【個】神谷美和［大］

【個】ハル[広]【イ】スピチュアル体験会★瞑想会[広]
【個】ミッシェル［福］【イ】スピチュアル体験会★瞑想会［福］
【遠伝】レインボードラゴン、アバンダンティア【FSP2】集中[シャスタ]
【イ】【個】クイチー［大］
【PLI1】週末前半［福］【個】金谷せいこ［東］【ワ】クイチー［大］
【PLI1】週末前半［福］【個】樋口貴子［名］【DST】練習会［大］
【個】クイチー［大］
【個】クイチー［大］
【個】ハル［東］【イ】オーラを見る教室［東］
【個】サッカーラ[遠隔]【遠伝】特別遠隔[シャスタ]【個】KIKI［大］
【個】【イ】クイチー［東］
【個】サッカーラ[遠隔]【イ】光の瞑想会［名］【DST】学校説明会［東］
【個】クイチー［東］【イ】KIKI［大］
【認コ】サッカーラ[遠隔]【個】クイチー［東］
【個】サッカーラ[遠隔]【DST】学校説明会［東］【ワ】クイチー［東］
【個】サッカーラ[遠隔]
【個】サッカーラ[遠隔]【個】【イ】クイチー［福］
【個】サッカーラ[遠隔]【上映会】アラン［東］【個】クイチー［福］

【遠伝】ホーリーマザー、ダイヤモンド【個】叶充代［福］
【イ】スピチュアル体験会★瞑想会［福］
【イ】牧之内大史［大］
【PLI1】週末前半［福］【ワ】牧之内大史［大］
【PLI1】週末前半［福］【個】添田さおり［大］
【イ】スピチュアル体験会★瞑想会［大］

【個】ゲーリー［大］【個】あさいようこ［東］
【個】ゲーリー［大］【遠伝】サナトクマラ
【個】ゲーリー［大］【個】西村今日子［東］【イ】グループヒプノ［東］
【イ】ゲーリー［大］【イ】荒井倫太朗［東］
【ワ】ゲーリー［大］【イ】オーラを見る教室［東］［名］
【イ】スピチュアル体験会★瞑想会［東］【DST】学校説明会［名］
【ワ】ゲーリー［大］
【ワ】プロ養成講座［東］
【ワ】プロ養成講座［東］
【個】ゲーリー［東］【個】神谷美和［大］
【個】ゲーリー［東］



C O N T E N T S

【各セミナー・セッションのお申し込み・お問い合わせ】
（株）ダイナビジョン　http://www.dynavision.co.jp/
TEL.03-3791-8466（平日11：00～18：00）
e-mail　cs@dynavision.co.jp

本誌掲載の日程・内容は、すべて2012年6月15日現在の情報です。事情により
変更になる場合がありますので、ホームページやお電話でご確認ください。
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Keiko Anaguchi’s page
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穴口 恵子　ご案内
 インタビュー
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 夏の特別遠隔伝授
 遠隔グループセッション
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国内 Special Guest

20

多次元遠隔透視
荒井倫太郎

19

数秘コース&タロットコース
DASO

【表紙】宇宙にエネルギーを送るピラミッド　by wook
古代エジプトでは、ピラミッドは高次元領域からのエネルギー
を送受信するために使われていました。

ⓒ武重　到

海外 Special Guest

08

ペルーのレインボーインカシャーマン
クイチー

16

深い叡智とユーモア、
アメリカベストセラー作家
アラン・コーエン

スピリアルライフ提唱者
スピリチュアルと現実を統合したスピリアル
ライフを実践することを通し、誰もが無限の
可能性を開き、人生のバランスを取りながら
幸せで豊かに生きることを提唱する。これま
でに、人材育成コンサルタントとしてソニー、
シティバンク、本田技研、BMWをはじめとす
る数々のグローバルな上場企業等のコンサ
ルティング、研修を行う一方で、世界中に最
高のメンターを探し求め、日本でそのプロ
デュースを行うなど、世界最高レベルのもの
を人々に提供してきた。現在、日本でスピリ
チュアルスクールやショップの運営、セミ
ナー事業等を行う傍ら、聖地として名高いア
メリカのシャスタ山でもショップを運営。フラ
ンス、アメリカ、ブラジル、インドなどにも招
かれ、セミナーや個人セッションを行ってい
る。これまで15,000人以上が受講してきた
個人セッションは好評で、いつでも公開後す
ぐに予約が埋まってしまうほどである。スピリ
アルライフをサポートするセラピストの育成
に特に注力しており、オリジナルのヒーリン
グやチャネリングメソッドの認定コースを全
国で開催中。これまでに1000人以上のセラ
ピストを輩出している。さらに多くの人にスピ
リアルライフを広めるため、2013年、全国
に先駆け東京でスピリアル大学を開校予
定。世界中にスピリアルライフを広めること
で世界平和を実現することを最終目標に掲
げ、年間の3分の1を海外の聖地で過ごし、
スピリアルライフを楽しみながら、執筆活
動、セミナー活動を行っている。

2012年も半年が過ぎ去っていきました。2012年前半は
あなたの闇と光が統合するために宇宙があらゆるギフトを
地球と私たちに与え続けてくれました。あなたはどんなギ
フトを受け取りましたか？

多くの方々はこんな体験をしていたのではないでしょうか？

●体調不良→頭痛、腰痛、帯状疱疹やアレルギーなど
●感情の波→とてつもないわくわくや至福と無力感や
　　　　　　無価値観の波
●思考不可能な状態
●「もう、嫌だ、ダメだ！」という心の声

あなたにはどんなことが起きていたのでしょう？

この半年は自分に向き合わないではいられない現状が与
えられていたのです。あなたの神聖さを取り戻すために次
から次へと過去にやり残していた宿題をやり終えるという
チャンスがありました。

これからの3ヶ月は、7月25日の「時間を外した日」を機
に、あなた自身のパラレルワールド（平行現実）がさらに明
らかに示されていきます。
刻々と迫ってくるアセンションの決定的な日に備えて、あ
なた自身が今できることがあります。それは・・・

●あなたがアセンションすることを選ぶ
●アセンションに必要なクリアリングを日常的に行う
●自分が地球の現実を共同創造しているという自覚を
　持つこと
●2013年に向けのあなたの生きている世界を
　イメージし始める
●あなたや周りにもっと良いことが起きる仕掛け人になる
●あなたの気分を盛り上げることをし続ける

この3ヶ月はあなたの行動が鍵となります。
なんとなく一日を過ごすのではなく、あなたにとって周りに
とっても今日が最後の日であっても後悔のない愛と希望に
満ちた一日を送りつづけましょう。

虹の光の家族のみなさまへ

穴口恵子
Keiko Anaguchi

穴口恵子 公式HP　http://www.keikoanaguchi.com/
株式会社ダイナビジョン 公式HP　http://dynavision.co.jp/

株式会社ダイナビジョン
代表　穴口恵子

15

天使の祝福☆
スーザン・ハート

10

ハワイ在住のエンジェル・セラピスト
アンジェラ・ハートフィールド

12

ハリウッド・コーチング
ゲーリー・クイン

14

次元上昇を促す倍音ヒーラー
サッカーラ・ハートソング
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第12回 虹と天使のお祭り ファイナル
～宇宙からあなたへの大切なメッセージ～

2011年の虹と天使のお祭りにご参加いただいた方のご感想

日程 ： 2012年9月8日(土) 
 結びの日
会場 ： 時事通信ホール
 （最寄駅：東銀座）

こんなに楽しいお祭りとは思いませんでした。ビンビンきました！！
ヒーラーになる決意ができました。たくさん笑いました。楽しかったです。
ありがとうございます。

■より詳しい情報＆お申し込みはダイナビジョンホームページにてご確認ください。

ホームページへは で検索、ダイナビジョン
もしくはhttp://www.dynavision.co.jp/でアクセスしてください。

ファイナルにふさわしい特別ゲストが来場！？

歌と演奏と瞑想のコラボレーション！？

とにかく最終回ならではの大盛り上がりのイベントになります！

穴口恵子からのメッセージ

あなたの夢が叶うこと、あなたが幸せな人生を歩むこと、
そしてあなたの周りのすべての大切な人たちも、あなたと一緒に幸せになることを願っています。
このお祭りにご参加いただき、同じ想いを共有できれば幸いです。

【虹と天使のお祭り詳細】
12年間続けてきた「虹と天使のお祭り」もいよいよ今回で最終回となりました。

私のもとにレインボーエンジェルたちがやってきて、地球にとっての大切な分岐点がやってく

るときに、何よりも大切なのは、歓喜・感動・至福を味わい続けることだということを伝え続け

てくれています。

いつも手助けしてくれるレインボーエンジェルたちに感謝をし、またレインボーエンジェルた

ちからのサポートを存分に受け取ることができるようにとの想いを込めて、「虹と天使のお祭

り」を開催してきました。

この最終回は、このお祭りイベントを通して、宇宙とひとつとなっていきます。そしてあなたの

人生を幸運に導く鍵を解いていきます。笑顔と感動と愛に満ちたお祭りとなることでしょう。

ぜひあなたもご参加くださいね！

ゲストによる講演があり、ヒーラー
さんやショップによる出展ブース
があり、スピリチュアル体験を思う
存分楽しんでいただけます。癒し、
学び、体験が融合することによっ
て生み出される、感動、感心、笑
い、涙、喜び、驚きに溢れた１日を
味わってくださいね。

虹と天使のお祭りへの
出展者さまを募集しています！
あなたも一緒に虹と天使のお祭りを
盛り上げていきませんか？？
詳しくは下記ホームページよりご覧ください。

今年で３回目の参加ですが、毎回内容が充実して楽しい
です。来年のラスト祭も必ず参加します。「スピリアル」あ
ともうちょっとでできそうなのに、ためらっている自分の背
中を押してもらえることがたくさんありました。すべての
先生から気づきと良い言葉をいただきました。感謝です。

Malakaさま

匿名希望さま

こういったイベントに参加するのは初めて
でしたが、思いきって参加して本当によ
かったです。どの方にも背中を押してい
ただいて、本当に自分のやりたいことを
やってもいいのだとうれしく思いました。
皆様、本当にありがとうございました。

K.Sさま
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今年もスピリアル®フェアが始まります！！
このスピリアル®フェアは、ダイナビジョンが、ビジョンとして掲げている【スピリチュアリティ（精
神性）とリアリティ（現実）の統合】をテーマに、2008年福岡より開催・運営をさせて頂いている
ものです。

新たな次元へと向かっていける空間を、多くの方と分かち合い、そして、地域の方々とより繋
がっていきたい！！という願いで全国各地で開催してまいります。

今年のテーマを【クリアリング】とし、【本当の自分に気付くキッカケ】を提供出来るフェアを目指
しております。皆様が【受け取り】【行動する】ことをバランスよく出来たなら、より輝かしい日々
を送れるのではないでしょうか。

講演会では、スピリアルリーダーのお話はもちろん、リアリティな活動をされているリーダーの
話を聞くことができ、さらに出展ブースでは、多様なセッションを受けたり、可能性を広げる為の
グッズの購入ができるので、知識や経験を得ることと共に、同じ意識で繋がっている仲間と出会
えるきっかけの場にもなります。

このフェアをきっかけに、学んだ知識を日常のあらゆる場面に活かし、しっかりと自分軸を持って
生活していく事で、リラックスして、穏やかに、周りに振り回されることなく、愛をもって、誰もが
無限の可能性を開き、人生のバランスを取りながら、自分らしい、より豊かな人生を送っていく
ことができるようになります。

さぁ、わたしたちといっしょにスピリアルライフをはじめましょう！！

スピリアル®フェアでは、一緒にフェアを盛り上げて下さる出展者さんを大募集しております。 
出展内容としましては、スピリアルリーディング、ヒーリング、チャネリング、カードリーディング、
カラーセラピー、ボディーワーク、エネルギーワークなど個人セッ
ションのご提供や、クリスタル、ジュエリー、アート、ヒーリンググッ
ズや身体にも心にも優しいエコグッズなどの販売など・・・。様々なブ
ースを体験して頂くことで、足を運んで下さったお客様の「本当の
自分に気付くキッカケ」になることを一緒にご提供出来たら・・・と想
っております。学んだことを活かせるチャンスです！！

6/23　名古屋　ウィンクあいち
詳細はブログでお伝えします♪
http://ameblo.jp/spireal-fair/

【大阪会場】 産業創造館　　　　2012年10月20日（土）11時～18時
【広島会場】 国際会議場　　　　2012年11月11日（日）11時～18時
【福岡会場】 エルガーラホール　2012年11月25日（日）11時～18時

全会場、入場無料！ （講演は別途お申し込みが必要となります。）

■ 最新情報はwebにてご確認ください。

http://www.spireal-fair.com/
■ Facebookページはじめました。イイネ！お願いします★

http://www.facebook.com/spirealfair
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K'UICHY
クイチー

シャーマニックワークに魅かれる方にシャーマニックワークに魅かれる方に

ペルーのレインボーインカシャーマン・クイチー久々の来日☆

約１６年前に穴口恵子がまだ企業に勤めていた頃、ペルーに渡りインカシャーマンであるクイチーのセレモ
ニーを体験。そこで虹の同胞団（レインボーエンジェルズ）たちに出会い、人生が大きく変わるという体験を
しました。今でも時折ダイナビジョンのホームページを見てはその繁栄を祈り、喜んでくれているというクイ
チーが、久々の来日です！！ペルーやマチュピチュ、アンデスになぜか魅かれるという方にも。インカ直属の血
統を引くシャーマンであるクイチーのパワフルな祈りとインカならではの伝統儀式に触れるまたとない機会
です。（※６月来日予定が、７月に変更になりました。）

K'UICHY（クイチー：現地の言葉で“虹”を意味する）―インカのメディスンマンであり、大学教授であり、詩人、政治家、
歴史家である。科学の修士号を持ち、インカの観点から量子物理学を調査し、シャーマニックでホリスティックな内容の
代替医療を実践している。インカ生粋の血統を受け継ぎ、７歳のときに雷に打たれる。これはアンデスの宇宙観による
と、コミュニティをリードし癒す新しいシャーマンが選ばれた、というシグナルとされる。今までにヨーロッパ、アメリカ、ア
ジア、エジプトなど世界各地でのコンフェレンスにも出席。地球の至るところに、インカ伝来のマスターたちの知恵をも
たらし、広めることを使命とする。インカ人は何千年にもわたり、古代の智恵のレコードキーパーであり、癒しのテクニッ
クを現在に伝えており、エネルギーポプコ（オーラ）を復元し、人のライトボディを治療している。

クイチー K'UICHY

イブニングイベント■ メニュー1

７月20日（金）　１９：００～２１：００　　　　　５,０００円日時 料金

イブニングイベント■ メニュー2

7月25日（水）　１９：００～２１：００　　　　　５,０００円日時 料金

会場：レインボーエンジェルマジック＆コスミックヴィジョンスペース

個人セッション（各４５分）■ メニュー1

7月25日（水）～27日（金）
１１：００～、１１：５５～、１４：００～、１４：５５～、１５：５０～、１７：００～、１８：２５～、１９：２０～
（25日は１５：５０～まで）（各４５分）
３４,０００円（通訳あり）／３０,０００円（通訳なし）

日時

料金

１日セミナー■ メニュー3

7月21日（土）　１０：３０～１７：３０　　　　　３４,０００円日時 料金

１日セミナー■ メニュー3

7月28日（土）　１０：0０～１７：0０　　　　　３４,０００円日時 料金

個人セッション（各４５分）■ メニュー2

7月20日（金）、22～23日（日・月）
１１：００～、１１：５５～、１４：００～、１４：５５～、１５：５０～、１７：００～、１８：２５～、１９：２０～
（20日は１５：５０～まで）（各４５分）
３４,０００円（通訳あり）／３０,０００円（通訳なし）

日時

料金

イブニングイベント■ メニュー2

7月30日（月）　18：45～20：45　　　　　５,０００円日時 料金

個人セッション（各４５分）■ メニュー1

7月30～31日（月・火）　11：00～、11：55～、14：00～、14：55～、15：50～、17：00～、18：25～、19：20～
（30日は15：50～まで）（各45分）
３４,０００円（通訳あり）／３０,０００円（通訳なし）

日時

料金

イブニングイベント
“インカのコスモヴィジョン（宇宙観）～全人類に向けてマチュピチュからのメッセージ”
インカの宇宙観や、伝統的なインカの教え、パワフルな祈りやセレモニーを行う特別なイブニングで
す。ペルーのシャーマンの世界を知りたいという初心者の方にも。

個人セッション
インカ式クォンタムヒーリングとインカ式神託
─リーフ・リーディング

１日セミナー
“インカ式クォンタム（量子）ヒーリング～内なるシャーマン性を目覚めさせる”
主な内容：
●インカのコスモビジョン（宇宙観）の中の時空とは
●インカ式呼吸法
●インカの動物のパラダイムトーテムの発見の仕方
●内なるシャーマン性を目覚めさせる
●七つの光線の兄弟姉妹同盟であるインカのレインボー族
●インカ式クォンタム（量子）ヒーリング
●個人の変容や“パチャママ（母なる大地）”のヒーリングのための
　古代スピリチュアルインカ式ヒーリング
●神聖な儀式、祈りとインカ式パワフルなマントラ
●インカ式アカシックレコードとレイラインについて
　儀式：インカの神聖な奉納

会場：レインボーエンジェルズ大阪【大阪】

【東京】

福岡市内：場所はお申込者にお知らせします。【福岡】

■海外ゲストの生情報や近況、メッセージなどがいち早く手に入る『海外メンターメルマガ』は、
　ダイナビジョン公式HP http://www.dynavision.co.jp の左上画面から登録可
■各海外ゲストfan pageは上記HP最下部にあり
■海外ゲスト情報のFacebookは　Dynavision Overseas-team　で検索
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大天使ミカエル、ラファエル、ガブリエル、ウリエルについて深く学ぶ２日間です。あなた自身の毎日の生活の中に、大天使
たちの癒し、知恵、安らぎ、喜び、愛をもたらす方法をお伝えします。アンジー自身の天使体験や、天使の世界とつながる方
法をお伝えします。実際に四名の大天使たちのエネルギーを体感することのできるセミナーです。アンジェラは、よくクライ
アントを大天使たちの光で満たし、その人の古いパターンを解放できるように導かれているそうです。これら大天使たちとの
つながり方を実践し、学びます。

天使ミカエル：人や場所、モノとのつながりを、真実の剣で断ち切り、あなたを守護してくれます。恐れを取り除き、保護
を作るために、大天使ミカエルと取り組みます。
大天使ラファエル：愛を与え受け取ることを通して、身体と感情面での癒しをもたらしてくれます。癒しのために、あな
た自身の内なる知恵を分かち合い、コミュニケーションを取るように促します。
大天使ガブリエル：一番暗い時期にあなたを光で包んで守るために光を照らし、導いてくれ、愛する人を安全に守り、
ガイダンスや覚醒、ヴィジョンや、あなた自身の道に従うための自制心を与えてくれます。
大天使ウリエル：炎の天使で、人生での目標や変化を叶える手助けをしながら、恐れを解放する手助けをしてくれます。

大天使認定ワークショップ■ メニュー2
それぞれの定義や役割/使命。なぜ今地球に生まれたのか。それぞれの存在を身体的/感情的/精神的にサポートするため
には、どうすれば良いか。成長や癒しのためには何を行えば良いか｡アンジェラ自身も三人のインディゴ、一人のクリスタル
チルドレンを育てた実体験を元に、お話します。

天使に導かれ、流れに身を任せることで体験できるすばらしさを、アンジェラと一緒に体験。沖縄の聖地を訪れ、あなたのコ
コロの解放へと導きます。※天候などで行き先が変更になる場合があります。予めご了承下さい。

８月３１日（金）　19:00～21:00
4,500円　　　　レインボーエンジェルズ沖縄店

『未来の子供たち～インディゴ、クリスタル、レインボーチルドレンについて』■ メニュー１

日時
料金 会場

９月１４日（金）　19:00～21:00　　　　4,500円　　　　レインボーエンジェルズ大阪店日時 料金 料金

9月15日（土）、16日（日）　11：00～18：00
49,000円（8月末まで早割）／54,000円（通常）　　　　レインボーエンジェルズ大阪店

日時

料金 会場

９月１日（土）　10：00～16：00頃
10,000円　　　　集合場所：北谷町公共駐車場

1dayエンジェリックミステリーツアー■ メニュー2

日時
料金 会場

９月１日（土）　11：00～、12：00～、1３：00～、14：00～、16：30～、17：30～、18：30～
38,000円（通訳あり）／34,000円（通訳なし）
【沖縄】レインボーエンジェルズ沖縄店

個人セッション■ メニュー1

日時
料金
会場

９月６日（木）、７日（金）、９日（日）、１０日（月）　
11：00～、12：00～、1３：00～、14：00～、16：30～、17：30～、18：30～
38,000円（通訳あり）／34,000円（通訳なし） 　　　　【東京】レインボーエンジェルマジック

日時

料金 会場

９月１２日（水）、１３日（木）
11：00～、12：00～、1３：00～、14：00～、16：30～、17：30～、18：30～
38,000円（通訳あり）／34,000円（通訳なし） 　　　　【大阪】レインボーエンジェルズ大阪店

日時

料金 会場

天使の純粋な愛や光とつながる方法をお伝えします。天使の力をもらって、過去のトラウマや恐れ、感情のブロックを解き放
つ方法や、プレッシャーある状況に癒しや答えをもらいましょう。私たちは一人ではなく、いつも愛にあふれた天使からのガイ
ダンスがあることを学びます。天使とつながるために高波動になっていくと、私たちの人生により大きな愛や光がもたらさ
れ、低波動のエネルギーや感情がデトックスされていきます。私たちが愛や平和を保てるほど、世界自体がそうなっていきま
す。あなたの守護天使について学び、なぜいるか、どうやって彼らからのガイダンスに気づけば良いかを学びます。
同時に、グラウンディング（地に足を着ける）のテクニックや、オラクルカードの引き方も学びます。

９月２日（日）　10：00～17：00
15,000円（８月１５日まで早割）／18,000円（通常）
レインボーエンジェルズ沖縄店

『天使と話してみよう！』１日ワークショップ■ メニュー3

日時
料金
会場

Angela Hartfield
アンジェラ・ハートフィールド

一年ぶりの来日！！天使好きな方にも。一年ぶりの来日！！天使好きな方にも。

天使の世界では世界的に有名な、あのドリーン・ヴァーチューの右腕☆

【沖縄】

【沖縄】【東京】【大阪】

【東京】
【大阪】

イブニングイベント

『未来の子供たち～インディゴ、クリスタル、レインボーチルドレンについて』■ メニュー１
イブニングイベント

９月８日（土）　虹と天使のお祭り出演（予定）　【会場】時事通信ホール

※内容は、沖縄参照

【主な役割】

二日目の午後は、大天使のアチューンメントを受けます。大天使のエネルギーとつながるための、美しく感動的な体験
となるでしょう。

アチューメント：

体 験 談 ２０１１年イブニングイベントより２０１１年イブニングイベントより

●アンジーのワークショップはいつも内容がしっかりしていて楽しく参加させて頂いております。（A.I.さん）
●ドリーンさんの妖精の本を読んだことはありますが、今日のレクチャーでは本に載っていない情報もうかがえて良かったです。妖精だけ
でなく、エコロジーな視点を持つ大切さが、木霊のことまでお話に出て勉強になりました。（M.Y.さん）

ハワイ在住のエンジェル・セラピスト。生まれながらに天使とコンタクトする能力を持ち、後にオラクルカードや『エンジェ
ル・メッセージ』などの著書で有名なドリーン・バーチューに学ぶ。ドリーンの右腕として、その活動をサポートしながら、自
身もアメリカやカナダでのワークショップやラジオ番組を通して、誰もがエンジェルとつながれることを伝えている。自身
のオラクルカード「エンジェル・ウィスパー・オラクルカード」の作成も手掛ける。

アンジェラ・ハートフィールド Angela Hartfield

■7月上旬に、待望の次回作オラクルカードが発売予定！！
パートナーがいる人にも、これから最高のパートナーにつながるチャンスを探している人に
も。『愛のメッセージ』を伝えるためのオラクルカードが誕生します。イギリス人画家のジョセ
フィン・ウォールの美しいイラストを使用し、アンジーが丁寧にメッセージを起こしました。レ
インボー・エンジェルズで取扱予定☆
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Gary Quinn
ゲーリー・クイン

８月に来日決定！！癒しフェアにも出演８月に来日決定！！癒しフェアにも出演

ハリウッドセレブに人気のスピリチュアルコンサルタント☆

あなたの魂の情報を読み取り、お伝えします。あなたの守護天使からのメッセージや、今後可能性のある未来についての情
報、亡くなった方とのコンタクトやペットとのコミュニケーションを取ることも可能です。

数々のハリウッド俳優・歌手・モデルを輝かせてきたゲーリーが、ダイナビジョン初開催の、プロ養成講座の特別講師に決定
しました！ハリウッド流セルフプロデュース術、自分の魅せ方・プレゼンテーション術、メイク・服装・色の効果的な使い方、第一
印象を上げる方法、マーケティングやプロモーションの仕方までを、惜しみなくお伝えします。

夏には、５００万部を越えるベストセラー作家佳川奈未さんとの共著「夢を叶えるスピリチュアル・シーク
レット」が発売＆癒しフェアでの共演も決定！！

■ メニュー2

８月１６日（木）、１７日（金）、２０日（月）　
１１：００～、１２：００～、１４：００～、１５：００～、１６：００～、１7：００～、１8：００～（各45分）
38,０００円（通訳あり）／34,０００円（通訳なし）　　　　レインボーエンジェルマジック

個人セッション

■ メニュー1 癒しフェア

アメリカ・ロサンゼルスのビバリーヒルズにオフィスを構え、ハリウッドスターなどのスピリチュアル・ライフ・コーチとして
活躍する、スピリチュアルコンサルタント。シャーリー・マクレーンのラジオ番組をきっかけに全米で有名に。イギリスやド
イツ、スイスを始めヨーロッパでも高い人気を得ている。 テレビ、VOGUEを始めとした多くの女性誌、ラジオ番組など
多数のメディアにも出演し、世界各地で講演活動を行う。映画業界を得て、1998年より現在の活動を開始する。 
2008年にはジム・キャリーやディーパック・チョプラらとInvocationという映画に出演。数々のセレブを相手に華やかな
世界でも活躍しながら、気さくな人柄で日本でも多くのファンの心を掴んでいる。

ゲーリー・クイン Gary Quinn

日時

料金 会場
※録音希望者は、各自レコーダーをご持参下さい

心身ともに健康な状態でいるための浄化のエクササイズや健康な食事、ヨガや運動など、ゲーリー自身が行っているライフ
スタイルも含めてお話します。

■ メニュー2 『ボディ・マインド・スピリットの健康について』
イブニングイベント

■ メニュー1 ダイナビジョンプロ養成　2日間集中講座　２日目特別講師に決定！
【プロ養成講座】

２０１２年１月来日のレポート２０１２年１月来日のレポート

【東京】

８月１４日（火）１０：００～１８：００　　　　コスミックビジョンスペース日時 会場【東京】

８月１８日（土）、１９日（日）　１０：００～１７：００
４９,０００円（7月末まで早割）／５４,０００円（通常）
コスミックビジョンスペース

日時

会場
料金

【東京】

８月１1日（土）、１2日（日）　１０：００～１７：００
４９,０００円（7月末まで早割）／５４,０００円（通常）
レインボーエンジェルズ大阪店

日時

会場
料金

【大阪】

８月１０日（金）　１９：００～２１：００　　　　　4,5００円　　　　レインボーエンジェルズ大阪日時 料金 会場【大阪】

『ヴィジョンボード』『ドリームシート』『アクションプラン』を作成し、サイキックパワーを使って夢を叶える方法を学びます。す
べての願望実現の方法を、体に落とし込みたい方に☆

■ メニュー2 『サイキックパワーを使って、夢を叶えよう！』
２日間セミナー

８月７日（火）～９日（木）　
１１：００～、１２：００～、１４：００～、１５：００～、１６：００～、１7：００～、１8：００～（各45分）
38,０００円（通訳あり）／34,０００円（通訳なし）　　　　レインボーエンジェルズ大阪

日時

料金 会場
※録音希望者は、各自レコーダーをご持参下さい

【大阪】

【相談できる内容例】 
●あなたの守護霊・守護天使からのメッセージ 
●今後可能性のある未来についての情報 
●仕事上の今後の方向性（転職、独立を含む） 
●亡くなった方からのメッセージ 

●ペット（亡くなったペットを含む）からのメッセージ 
●今後出会える可能性のあるパートナーについての情報 
●恋愛・パートナーシップ・結婚・離婚に関する情報 
●コーチング（あなたの中から望む答えを引き出し、自信を持って前進できるようにサポート） 

※すべて当日お話を伺いながら、オーダーメイドで進めていきます。 ※すべてのセッションは、電話対応可能です。

８月４日（土）
無料（事前登録要）／1,000円（当日）　　　　ビッグサイト　癒しフェア内講演会場

日時
料金 会場
※当日は本の販売＆サイン会も行います！

【東京】

１月にゲーリーが来日し、イブニングイベントとイヤーリーディングセッションを行いました。今回はなぜかビジネスマン
系の男性が多いのが特徴でした。イブニングイベントでは、何名かの方に手短ですがリーディングを行ったのですが、
これがけっこう当たっていると驚かれ、一瞬会場がどよめきました。また自分の夢を叶えるためのヒントをお伝えしてい
く中で自然に皆さんがポジティブになり、最後はYES, YES, YESのパワーにあふれた状態で終わったのが印象的でし
た。強引ではないのに、自然に高い波動へと導いてくれるところが、ゲーリーの才能であり魅力だと思いました。

出版を記念して、佳川奈未さんと共演決定！！
⇒セミナー詳細は、Ｐ.37から

一流のプロとして活躍するために、ロゴ、社名（サロン名）、ブランドカラー、メイク・服装・立ち振る舞いのアドバイスなどを個
人的に行います。ハリウッドでの実績を元にした具体的なアドバイス、生まれ持つサイキック能力を使った情報の両方をバラ
ンス良くお伝えします。一流になりたいあなたに☆

■ メニュー2 ６枠限定！ プライベートコンサルテーション（各６０分）

８月１５日（水）　１１：００～、１２：１０～、１４：３０～、１５：４０～、１６：５０～、１８：００～
４８,０００円（通訳あり）／４４,０００円（通訳なし）
レインボーエンジェルマジック

日時
料金
会場

【東京】

■最新情報：2012年夏に待望の新刊日本語訳本が発売予定！！

６月末「願いが叶うスピリチュアルシークレット（仮）」
佳川奈未＆ゲーリー・クイン共著 

７月末「May the angels be with you（仮）」
本国でのデビュー作、満を持して発売

※昨年東京での２日間セミナー時の様子

1
2

※アメリカでのテレビ番組出演時の様子
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Sakkara Heartsong
サッカーラ・ハートソング

古代の叡智と、多次元エネルギーの融合古代の叡智と、多次元エネルギーの融合
3次元、4次元を超えた多次元的高次元ワークや、肉体を超えたスピリチュアルボディやチャクラを活性化
させるワークなど、宇宙や意識、エネルギーレベルに働きかけていく、他には例を見ないプログラムが人気
です。従来のメニューに加え、新しく、ツイン・フレーム・ソウルメイトメニューを追加しました。

【ツイン・フレーム・ソウルメイト集中コース】

第7黄金時代 ～古代エジプト女神ハトホル・錬金術の伝承者～

■ メニュー1

2012年7月25日（水）～26日（木）、28日（土）～31日（火）
遠隔個人セッション料金：　60分　38,000円（通訳あり）／34,000円（通訳なし）

日時
料金

2012年7月27日（金）　11時～18時（途中休憩1時間）
特別グループ遠隔一日認定コース料金：　168,000円（通訳あり） ※催行人数：3名～5名限定

日時
料金

ツイン・フレームの神聖な結合には、人類と地球を、愛の扉へと先導するパワーがあります。地球におけるハートと魂の
スピリチャリティのための新たな方法を、サッカーラがお伝えします。受講後は、認定書が発行されます。 

セッション受講方法 
国際電話（通話料は各自ご負担となります）。インターネット環境が安定している方は、スカイプによるセッションが可能です。国際電話
のかけ方は、お使いの電話サービスによって異なりますので、セッション当日までに各自お調べ下さい。当日おかけいただく電話番号
は、セッション料金お支払いの確認が取れてから、ご連絡します。
※スカイプ利用ご希望の場合は、お申込時にスカイプのIDをご連絡ください。　※ビデオには対応していないため、音声によるセッショ
ンとなります。 ※録音をご希望の方は、各自レコーダーをご用意下さい。

サッカーラが全感覚を使いながら、アセンデッド・マスター、天使やキリスト意識とともに、あなただけのオーダーメイド
個人セッションを提供します。どのセッションメニューを選んでも、人生を大きく変容させることになるでしょう。
●アカシック・レコードのリーディング ●魂の使命のリーディング ●不死のライトボディのアクティベーション ●ハト
ホル・ハーモニック・アセンション ●銀河系ソーラー・ボディのアクティベーション/修復 ●魂のエッセンスの回収/修復 
●霊的感知力のアクティベーション/修復 ●透聴能力のアクティベーション/修復 ●透視能力のアクティベーション/修
復 ●魂の性質を知る ●ダウジング ●　　　ツイン・フレーム・ソウルメイトリーディング　●　　　ツイン・フレーム・
ソウルメイト・アラインメント　●　　　ツイン・フレーム・ソウルメイト・マトリックス・イニシエーション

●アセンデッド・マスター・ツイン・フレーム・ソウルメイトとの融合と、その使命を理解する ●あなた自身の魂の価値を
理解する ●理屈抜きに平和に暮らす方法 ●自分を含めたすべてに慈悲を与え、受け入れる方法 ●ハートと魂からの純
粋な高潔さを活性化する方法 ●魂の情熱の呼び覚まし魂の上昇と、魂のイニシエーションの通過経験 ●輝くライトボ
ディの地球上の統合 ●天地創造時、アルファとオメガの原始軸からのあなたの魂の意思の本質を理解する ●あなた自
身の魂、心、精神の目から見た「アイ・アム・エッセンス（私は本質である）」という位置に立つ方法

■ メニュー1

遠隔個人セッション■ メニュー1■ メニュー1

7歳の時の事故がきっかけで、超感覚、透視能力、透聴能力、及び貴重な惑星間の転生の記憶が活性化される。 彼女の
知識及び叡智は世界各地をめぐる旅や様々な聖地での生活、ドルフィンやクジラたちとのスイミングやワーク、娘アン
ジェリアの水中出産等を通して集積されたものが多く、そこからさらなる覚醒へのセルフ・マスタリーへと続く。カリフォ
ルニアのシャスタ山にあるハトホル・カウンシル13:13 ミステリー・スクールの創設者。

サッカーラ・ハートソング Sakkara Heartsong

体 験 談
サッカーラさんの遠隔セッションは不思議な感覚でした。勇気を貰えるような言葉も戴いて、もっと訊きたい事があるな～とおもい
ました。終わったあと、視界がクリアになったようなすっきりした感覚があって、サッカーラさんのすごさが分かりました。（C.K様）

サッカーラのテキストブック＆CD好評販売中。 http://dynavision.co.jp/sakkara_goods.html

NEW
NEW

NEW

NEW

特別グループ遠隔一日認定コース

ドリーン・バーチューのカードの絵でもおなじみのアーティスト、マリウス・ジョージと
セドナ在住のエンジェルセラピスト、スーザン・ハートが今年も揃って１２月来日決定！！

マリウス・ジョージ
大阪
【会　場】 レインボーエンジェルズ大阪店　入場無料
【展示会】 １１月３０日（金）～１２月３日（月）（４日間）１２：００～２０：００　
■ソウルポートレート ： 展示会開催中の１４：００～１８：００（予定）
■イブニングイベント ： １１月３０日（金）１９：００～２０：３０
東京
【会　場】 コスミックビジョンスペース　入場無料
【展示会】 １２月６日（木）～１２月１０日（月）（５日間） １２：００～２０：００
■ソウルポートレート ： 展示会開催中の１４：００～１８：００（予定）
■イブニングイベント ： １２月６日（木）　１９：００～２０：３０
■2日間アートセミナー ： 12月8、9（土・日）
　　　　　　　　　　　『大天使ミカエルを描く（予定）』

ソウルポートレートとは・・・
マリウスがあなたのエッセンスを感じ取り、あなたの魂の輝きを描きます！
なたの魂の輝きを天使、妖精、マスターとして描くソウルポートレート

スーザン・ハート
大阪
【会　場】 レインボーエンジェルズ大阪店
■イブニングイベント『ツインフレームを体験する（予定）』
　１２月２日（日） １９：００～２０：３０
■個人セッション
　１１月３０日（金）～12月３日（月）　１１：００～、１２：１０～、１４：３０～、１５：４０～、１６：５０～、１７：００～

■イブニングイベント『ツインフレームを体験する（予定）』※遠隔も開催予定
　１２月７日（金）　１９：００～２０：３０
■個人セッション
　１２月６日（木）～１０日（月）　１１：００～、１２：１０～、１４：３０～、１５：４０～、１６：５０～、１７：００～

東京
【会　場】 コスミックビジョンビルディング

世界のスピリチュアルリーダーを魅了するアーティストがあなただけの為に
描く、他では手に入らない、世界で１つのあなたの魂の肖像画です。 378,000円（税込）

ルーマニア・ブカレスト生まれで現在アメリカ・モンタナ州在住のヴィジョナリーアーティストでありアート・ティーチャー。ニューヨークの
『アート・スチューデンツ・リーグ』という美術学校で学び、その後独立。天使の第一人者ドリーン・ヴァーチューのオラクルカードの絵柄に多
く採用されていることでも有名。“心の目”で捉える天使や女神、アセンデッドマスターたちは、まるでそこに生き生きと存在しているかのよ
うにリアルな映像として描写され、躍動感あふれている。

マリウス・マイケル・ジョージ

アメリカ・ロサンゼルス在住のヒーラー。モデルや女優、ダンサーを経てハリウッドの映画ディレクターとして長年勤務し、数々の有名映画を
手がける。同時に１０代の頃からスピリチュアルな世界に親しみ、占星術やエネルギーワークを始めとしたスクールに通い数々の認定資格
を取得。ハリウッドでは著名な俳優たちのカウンセリングも行う。約１０年前にセドナでビジョンクエストをしている時に、稲妻に打たれて人
生が変わるという体験をし、そこからエンジェルリーディングなどの現在のワークを開始。ペルーのシャーマンやエジプトのイシス神殿、イ
ンドなどを探訪し、世界のさまざまなスピリチュアリティに触れて自身のスピリチュアリティを磨く。２００５年にはＬＡコンフィデンシャル誌
で、『GOOD MEDICINE: ロスアンジェルスのベストドクターズ』でスピリチュアルヒーラーとして掲載。

スーザン・ハート

※セッションメニュー詳細および日時詳細はホームページ参照



あなた自身の魂の声に気づく方法、自己信頼・自己愛の持ち方、人生の選択の方法などをお伝えしていきます。
宮島では、厳島神社と瀬戸内海を見下ろせる、ダライラマも来訪するという由緒正しいお寺でのセミナーを行い
ます。さまざまなワークを行いながら、実際に内容をより心や体に落とし込んでいく一日になるでしょう。

LIVE映像でのアラン半日ワークショップ付上映会
映画を見た後に、映画の中のエッセンスについて、かみくだいて
説明やワークなどを行います。

今回特別に、この映画の出演者である、アラン・コーエンにLIVE映像で参加をしてもらい、上映後にワークショップを開催
することにしました。映画に出ている本人からの学びを得られるチャンスなんて、なかなかありません。アランのファシリ
テートにより、映画の内容のエッセンスからワークを行います。単に映画を観るだけではなく、それを実際に生かしてこそ、
本当の学びとなると思いませんか。自分の人生を見つめ直し、より自分らしく生きる喜びを体感しましょう。

Alan Cohen
アラン・コーエン
魂の清涼剤☆リラックスして豊かになる成功へのコーチング

世界25ヶ国で著書発売中のベストセラー作家世界25ヶ国で著書発売中のベストセラー作家
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１０月１７日（水） 10：30～17：30
３８,０００円（9月末まで早割）／４２,０００円（通常）　※３０名限定　　　　大聖院　

日時
料金 会場

2012年７月３１日（火）　１０：００～１４：００　
上映会＋LIVE映像でのアランワークショップ付
（※電波状況によっては一部音声のみになる可能性もございます。）
会場は15時までとなっておりますので、
その後みなさまで交流して頂けます。
8,800円　人数：限定30名
コスミック･ヴィジョン･スペース

日時

料金

会場

１０月２０日（土）、２１日（日）
５６,０００円（早割９月末）／６４,０００円（それ以降）　※当日払いはプラス２,０００円　※限定25名
ファナファーニ（予定）

日時
料金
会場

１０月１６日（火） 19：00～21：00　　　　４,５００円（当日５,０００円）　　　　広島市内ホール（決定次第お知らせ）日時 料金 会場

メッセージ一例： 
「あなたの恋人になろう」「喜びが答え」
「社会が不景気だからといって、
　あなたも不景気とは限らない」

登録はアラン・コーエンジャパン公式ＨＰ
http://alancohen-japan.com
■Facebook
検索は AlanCohenJapan から

世界的ベストセラー作家、秋に来日決定！！
アラン・コーエンは世界２５カ国で著書の発売されている世界的ベストセラー作家であり、親日家としても知られ、今までに１０年
以上毎年日本を訪れ、リラックスすることや自分を大事にすることの大切さなど、特に日本人に必要なメッセージを伝えています。
今回は、オープンイベントは地方のみですので、西日本の皆さまどうぞお楽しみに。

■ メニュー1 広島イブニングイベント『魂の声に気づいたら、もう人生に迷わない』

■ メニュー2 宮島１日セミナー 「魂の声に気づいたら、もう人生に迷わない」～実践編

1０月１９日（金）　　　　４,５００円（当日５,０００円）　　　　あやかりの杜日時 料金 会場

■ メニュー2 イブニングセミナー 「人生の答えはいつもわたしの中にある」

「人生の答えがいつもあなたの中にある」ことを実感するためのイベントです。あなた自身の中に答えを
見つける方法、迷った時に教えてくれる直感とエゴの声の見分け方、他人に惑わされないようになるに
は、などをお伝えしていきます。

■ メニュー2 ２日間セミナー 「人生の答えはいつもわたしの中にある」～実践編

アメリカ生まれ。現在ハワイ在住のベストセラー作家。現在世界２５カ国で著書が発売されている。ニールドナルド・ウォ
ルシュやパッチ・アダムスらとも共演し、スピリチュアルな叡智を世界に発信し続けている。触れた人がまるでハワイの風
が吹いたようなさわやかな人柄も人気。本国アメリカでは、現在週一回ヘイハウスのラジオ番組のホストも務める。

アラン・コーエン Alan Cohen

【広島】

【沖縄】
～大聖院と宮島の様子～

２０１１年秋岡山での体験談２０１１年秋岡山での体験談
●受け取ることの苦手な自分。いろんなものにバランスが必要だということを改めて感じました。人生の前半は他人に奉仕ばかり。自
分を殺していて気がつくと自分の中に何も残っていなくボロボロの自分がいました。でもアランさんの本を読んだり他のスピリチュ
アルなセミナーを聞くうちに「自分を大切に扱う」ことを学び、そこから人生が本当に楽しく豊かなものに変わりました。まだまだたく
さんの豊かさを受け取るのにちょっぴり恐れがありますが、少しずつ自分を信頼し、自分の魂が輝く道へ進んでいきます。ありがとご
ざいました。K・Tさん
●アランの語る言葉は素晴らしかったです。が、その雰囲気やノンバーバルなメッセージが本当に豊かで温かくて癒されました。豊かさ
に対するブロックは常々悩みの種ではあったけど「信頼」というのを体で感じることができて、幸せだなーと思います。80％から1％
ずつ豊かさを受けとるプロセスを楽しんでいきます。ありがとうございました。E・Nさん
●アランの柔らかいエネルギーが会場にずーっと流れていた感覚があり心が落ち着いた。良い悪いのジャッジはしない。失敗っていう
こともないんだよというメッセージ、いつもどこかでジャッジをしている自分に気づく。たとえジャッジしてもその自分を受け入れる、
ありのままの自分で信頼すること再確認しました。ありがとうございました。S・Kさん

アランも出演する映画

～真の自分と出会う冒険への誘い～
『Finding Joe』英雄の法則

日本リリース記念☆ダイナビジョン限定

毎日一粒！魂のサプリ☆無料メルマガ
『アランのほっと一息☆３６５日』
毎朝心温まるメッセージが一言届きます

■《アラン・メルマガのご案内》

＜ワークショップ内容＞（変更になる場合があります）
●この映画を観て、何が問題解決のヒントとなったかのシェア
●自分にとっての至福が何か、本当の自分を知るためのワーク
●困難を打ち破るためのワーク　など

日本上映開始！！
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ソーヴェット・ハサン Servet Hasan
来日イベント（予定）　2012年11月
本拠地のアメリカでは、ソウル・メイトとの縁結びに強力な力を持つ、
と噂のソーヴェットが今秋、初来日します！

モデル業、ロサンゼルス・タイムズ等メジャーな雑誌のファッション記事ライター、コピーライター、セレブリティのイベント・オーガナイ
ザー等の華やかなキャリアを持ちつつも、先祖代々備わってきたサイキック能力を発揮し、チベットやインドを旅してサイババにも直
接会う機会に恵まれてきた行動派。アメリカではTV、ラジオ出演や、新聞のパートナーシップや占星術コラムの執筆をこなしつつ、
透視能力者や霊媒としてのセッションを行う。また、ロマンス、パートナーシップに関する著書は女性からの熱い支持を得ている。

ソーヴェット・ハサン　プロフィール

【東京】11月8日～11日　【大阪】11月13日～15日

Dr.テリー・サイモンズ Dr. Terrie Symons
来日イベント（予定）2012年11月～12月
来日のたびに各地で大人気のアシュタールのチャネリングイベントが
早くも決定！ 次回も大阪、福岡、東京、沖縄でのイベントを予定します。

オレゴン州生まれ。長年教育に携わりながら人間発達に関する理解を深める。家庭生活や子供の発育、対人関係や人間発達に関し
て教える資格をもったスクールカウンセラーでもある。1996年に国際形而上牧師学の任命牧師となり、セドナのメタフィジクス・ユ
ニバーシティで、真思想牧師学に特化した博士課程も取得している。小さい頃から不思議な能力を持ち、1990年にあるスピリット
がやってきて、ライトワーカーとして仕事をするように伝える。そこから「トランスチャネラー」としてアシュタールのチャネルとなり、
世界に光と愛を伝えている。

Dr.テリー・サイモンズ　プロフィール

海外ゲストComing Soon

上記日程は変更の可能性があります。詳細決定次第、HP等で告知予定です。

【大阪】11月17日～20日
【福岡】11月22日～25日、※25日：スピリアルフェア福岡出演予定
【東京】11月27日～12月2日
【沖縄】12月5日～9日

■個人セッション
■イブニングセミナー
　『Intuitive Heart of Romance（ロマンスにハートの直感を使う）』 （予定）
詳細はＨＰ等で告知予定　待望の日本語翻訳本も近日発売予定！

今からでも、まだ間に合います！
DASOから数秘の基礎と極意を
短期間で学べるラストチャンス！！
この7月から11月に開催される３つのコースで、
基礎からマスターするまでを学んでいただけます！

タロット歴は約40年、数秘ティーチャー歴は約20年のプロ中のプロ ！
出版した『100年数秘の本』で日本に数秘を広げたのがDASOです。
穴口恵子が社員の研修のために講師を依頼するほど、すぐれた能力と
ニュートラルなあり方を持ち合わせた超一流の講師です。

あなたもこの機会にDASOから数秘を学びませんか？
7月から11月までに開催される数秘コースのご案内

基本チャートを作成し、そのチャートを
読めるようになります。数字を文字とし
て記号としてとらえるのではなく、そ
の数字が持つ波動そのものの理解を
深めていきます。他では聞くことので
きない、数字の本質をお伝えします。
この２日間で数秘の基礎をしっかりと
学んでいただけます。
※どなたでもご参加いただけます。

ファウンデーションで学んだ事をプロ
の数秘リーダーとして活躍していくた
めに理解をさらに深めていきます。覚
えることで理解を深めるのではなく、
数字のエネルギーを体で感じる事を
するため、頭が「憶える」のではなく、体
で「理解」していきます。プロとして活
動していただくことができます。
※ファウンデーションコース受講者が
対象です。

数秘の全容を知り、人に教えられると
ころまで理解を深めることができま
す。コース修了後は自由にあなたのク
ラスを展開していくことができます。
さらに１年間DASOのフルサポートを
受けて、実践経験を積みながら学んで
いただくことができます。
※プロリーダー受講者が対象です。

日程：
7月7日(土)～8日(日)
会場：中目黒コスミックビジョン
　　 スペース2
金額：38,000円

日程：
8月25日(土)～26日(日)
会場：未定
東京中目黒周辺
金額：48,000円

日程：
11月10日(土)～15日(木)
会場：新潟県
ロッヂ関根
金額：280,000円

7月 July

※マステリーコースへの参加希望者はこれまでにファウンデーションコース、プロリーダーコースを
修了していることが条件ですが、これまでに数秘の経験がある方の場合は、電話インタビューによっ
て判断し、参加を許可することもあります。cs@dynavision.co.jpにメールでご連絡ください。
また数秘マステリーに参加を希望する方で、ファウンデーション、プロリーダーの日程が合わない場
合、DASO公認のティーチャーが大阪、東京で対応します。個別にご相談ください。



荒井　倫太朗
都会に住むシャーマン　マニアックな情報が新たな発見を促す

何気ない日常に知識と叡智であなたの新たな扉を開く！何気ない日常に知識と叡智であなたの新たな扉を開く！
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イブニングイベントで様々な内容をお届けするのには理由があります。
それは、様々な刺激を繰り返すことでこれまでの概念を覆し、ひとりひとりの新しい感覚や眠っていた感覚
を開き続けるための役割だからです。これからの時代もひとりで努力するのではなく、気軽に人と関わりな
がら学びを深めていくことで想像を超えた進化と変化を体験して頂ける事でしょう。

国
内
ゲ
ス
ト

全てのイベントは覚醒を促すために必要な刺激であり、
感覚を広げるためのツールである。

今年はいよいよ２０１２年。しかし、実はマヤ暦は今年終わりません。マヤ暦の長期暦が２０１２年の冬至に終わると
いうのは、マヤ族の公式見解ではなく、研究家たちの計算によるものです。マヤの暦の伝統を代々受け継ぐマヤ・キ
チェー族の長老ドン・アレハンドロ師は、確かにマヤに伝わる世界がシフトする予言を伝えていますが、それは大き
な時代の転換を表しており、いつ起こるかは分からないとしています。もちろん近い将来に起こる可能性も否定は
していませんが。さて、マヤ暦と結び付けて語られる２０１２年のアセンションについてですが、これにはとても深い
意味があります。これは人類の集合無意識にインプットされた、「成長のために設けるタイムリミット」の発現なので
す。聖書の黙示録が広まった西洋社会には、世紀をまたいで、終末思想が常に語られてきました。東洋にも、やがて
素晴らしいミロクの世が来るという信仰がありますし、太古から、似たような話は常にあったのです。私たちの魂
は、いつでも真の成長を望んでいます。その成長を成就させる期限を、仮に設定し、努力をするのです。アセンショ
ンというキーワードも、そのためのものです。このキーワードは、今スピリチュアルとリアルのバランスをとることを
私たちに促しています。目に見えない世界と現世との両方向に、私たちの魂が開かれること、それが２０１２年のア
センション成就のポイントです。
マヤ暦研究の世界では、「時間を外した日」という概念が紹介されました。これは、私たちに、新しい視点を与えて
くれました。今年は私たち自身が設けた大事なシフトの時。いつでも構いません。あなたの人生の中で、時間という
概念を忘れた時間を設けてください。そして、自分自身、そしてこの素晴らしい世界を、何の偏見も持たずに、ただ
眺め、感じて、すべてを抱きしめ、愛でてください。アセンションも時代のシフトもあなた自身の手で創造できるの
だと確信してください。今が、正にその時なのです。

荒井倫太郎

７月１２日（木）　１９：００～２０：３０
３,０００円　　　　ナビゲーター　荒井倫太郎

日時
料金

ネイティブアメリカンの伝統的な儀式をアレンジしたワークです。ハンドドラムの響きを聞きながら、精霊の棲む世界へ旅をし、
自分を守護してくれるパワーアニマルに出会います。パワーアニマルとは動物のスピリットガイド（聖霊）のことです。主に
シャーマン（インディアンのヒーラー）などがそれらに繋がり、さまざまな叡智を受けていたようですが、私たち一人ひとりにも
パワーアニマルが必要に応じてガイドとして力になってくれます。パワーアニマルはとても沢山の種類があり（人間界と同じくら
い）、それぞれの個性や能力などを持ち、私たちを導いてくれます。旅の中で出会ったパワーアニマルは、その後あなたをサ
ポートしてくれます。 一生忘れられない旅になることでしょう。一緒に、スピリットの世界へ向かってみませんか？
セージによる浄化の儀式をはじめ様々な儀式のお話もお伝えさせていたきます。

■ メニュー1 シャーマニックジャーニー ～アニマルスピリットに出逢う旅～ 初開催

９月１４日（金）　１９：００～２０：３０
３,０００円　　　　ナビゲーター　荒井倫太郎

日時
料金

現在、世界中のシャーマンやヒーラー、チャネラーたちが、プレアデス星団の人々とコンタクトをしています。なぜ？いま再び？そ
れは叡智と繋がるときがきたからです。実際、プレアデスは距離にして地球から400光年離れていますが、意識は繋がっていま
す。私たちはひとつなのです。魂に記憶されているエネルギーを、プレアデスへ繋げてみませんか？いま、ここに、プレアデスの
人々を招くのです。 私たちは、マインド、ボディ、スピリットをチューニングすることで、プレアデスの人々と触れ合うことが可能
です。彼らは、私たちの三次元の肉体を通して、叡智を伝えてくるでしょう。私たちは、今、プレアデスの同胞たちと触れ合い、
エネルギーの交換をします。それは、触覚を通したチャネリング、遥かな星からのヒーリングをもたらします。さあ、光の中でプレ
アデスの人々と、触れ合いましょう。このワークでは、マインド、ボディ、スピリットをクリアにし、プレアデスのエネルギーと共鳴
させます。それから私たちの手を通して、プレアデスの人々の叡智と癒しのエネルギーを感じ、参加者みんなでそのエネルギー
を交換していきます。

■ メニュー1 プレアディアン・タッチ ～スターピープルとの触れ合い～

８月１０日（金）　１９：００～２０：３０
３,０００円　　　　ナビゲーター　荒井倫太郎

日時
料金

声には、その人の個性、人生、考え方、感情、さまざまなものが含まれて、豊かな表現を可能にします。その幅は広く、繊細なさ
さやき声もあれば、猛々しく叫ぶことも出来ます。そしてそれは、聴くものの魂にも大きな影響を与えます。ヴォイスヒーリング
の基本は、自分で発声して、自分で聴くことです。自分の魂の状態をフィードバックして、バランスをとるのです。「わたし」とい
うものを、声を通してわたし自身が承認し、愛する、ということです。メロディはなくてもかまいません。個人の内なる欲求に正直
に歌う のです。覚えると、いつでもどこでも自分ひとりでできるため、日常生活のストレスや抑圧された感情の解放にもなり、
そのあとにすっきりとします。みんなでサークルを組んでいっしょに発声を続けていくと、美しいハーモニーが生まれ、それぞれ
が豊かな倍音を含んだ発声ができるようになります。
このワークショップでは、みなさんの声を通して、魂の変化を促していきましょう！

■ メニュー2 ヴォイスヒーリング

東京在住。幼少より神秘的なものに惹かれ、道教や気功の研究をしていた父の影響もあり、早くからヒーリング
の世界に興味を持つ。2000年に、ヴォイスヒーリングを習い、CD録音やヒーリングコンサートに参加。2003
年にはネイティブアメリカンのシャーマンから、ドラムヒーリング、メディスンホイール、涙をぬぐう儀式を学ぶ。 
ペルー、アマゾンでのシャーマンのもとで、神秘的なアヤワスカ体験、アメリカでは伝統的なスエットロッジを
体験、日本各地で、神道系、密教系の滝修行を行う。2003年以降、ヒプノセラピーやレイキ、リモートビューイ
ングなど様々なスピリチュアルセミナーやワークショップに参加。IHF国際催眠協会認定ヒプノセラピスト、現
代霊気ヒーリング協会認定師範。神社本庁にて神職資格試験・権正階合格。世界各地のシャーマニズムの源流
を求め、研究、実践に取り組んでいる。

荒井倫太朗 Rintarou Arai

Arai Rintarou

あらりんコラムあらりんコラム

～２０１２年マヤ暦時間を外した日の過ごし方！～
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この夏もっとあなたらしく！
～願望実現の流れに乗ろう～

さおり（以下S）：恵子さん、今回も7～9月の流れやテーマについて教えて下さい！
恵子（以下K）：いいよ～喜んで！いよいよ2012年の後半戦になるわけだけど、その前にひとまず、6月6日のヴィーナス
トランジット（※1）にチューニングしてみましょう。この日は自分の内側の神聖な部分にスポットライトが当たる日。例え
ば愛、調和、平和、純粋さとかね。誰もが必ず持って生まれてた神聖なテーマを明確にできるタイミングです。そこから
夏至（6月21日）がやってきて、その内なる神聖さをパッカーンと開き、その人の人生において、本当に望むテーマを引
き寄せていく段階になります。
そしていよいよ7月、それを実現させるチャンスが訪れるわけです。だから皆さんには、本当に自分自身の感覚、感性を
開いた状態で日常を送って欲しい。何か特別なことよりも、日常の中で、あなたのスピリ
チュアリティ（精神性）がいかに反映されているか、その事にもっともっと目を向ける段階
がやってきます。その兆しを見るようにしていたら、「あ～、これが私の神聖さを形にしたも
のだ」という事を目にすることができるのです。
そして、これは外せない！という日が7月25日のマヤ暦の「時間を外した日（※2）。この「時
間を外した日」というのは、要は時空間を超えて、多次元レベルの自分に自由にアクセスで
きる日なのです。自分がこの地上で引き寄せたいものを具現化するために必要な暗号、エ
ネルギーにアクセスしやすくなります。だから自分が本当に望むことに良くフォーカスして
おくと、それを現実レベルに降ろしやすくなるのです。
S:つまり7月25日までに自分の本当に望むことを明確にしておくといい、ということですか？
K：そう、そうしておくとなお良い。というのは多次元レベルでサポートしているものがリコネクト（再結合）されてくるか
ら。違う次元において、自分が持っている智恵とか才能が再結合されてくるわけ。こうカチッカチって。そうなると地球上
で今自分がやろうとしていることに、もっと応援が！人間的な応援だけではなくて、高次元の応援も受け取りやすくなる
んです。
S:なるほど、7月は特に自分の望みや気持ちを見つめるようにしたいですね。
K:そこからまた新しい始まりが起こっていくの。だから8月は、日々行動を起こすことが大事。答えが明確になってより
自分自身がパワフルになれるから、今まで以上に自分が本当に望む人生を手にするために、日々行動を起こし続けてい
くことです。次から次へとアクションを起こし続ける。継続は力なり。8月はそういう時期です。
S：7月に望みを明確にする事が、8月のスムーズな行動へ繋がるわけですね。
K：そして9月にそれらが一旦完結するの。ちょうど9月には「虹と天使のお祭り（※3）があるけれど、その次の日の9月9
日が「くくる日」なのね。だからそこは1つのものが完結していく日で、望みが叶って次の段階へ行くという意味もある
し、何かやり通してきたことが一旦完結するという意味もあります。そしていよいよ秋分の日（9月22日）を迎えるわけ
です。宇宙のゲート、多次元のゲートが開かれていく時ですね。すべてのものを収穫するゲートが開かれるから、この
2012年で自分が宇宙に放っていた、あるいは行動してきたけれども、まだ実現されていないということを収穫出来る
時。豊かなエネルギーを受け取れて、現実を変えていく力がもらえる時期です。2012年の終盤、10～12月に向けて、
自分がこの1年のうちに望んでいたことの結果が、ちゃんと目に見えくる。そういう流れにありますね。
ターニングポイントが満載の7～9月は、どうやら2012年の終盤に向けてとても大切な時期となるようです。そんなこの
時期に開催される様々なスペシャルイベントは次のページから！

穴口恵子スペシャルインタビュー☆

※1　2012年6月6日に起こった金星の日面通過。非常にまれなことであり、次回は105年後と予測されている。
※2　マヤ文明の暦（28日×13ヶ月+1日＝365日）の+1日にあたる日。どの年にも属さない「時間から解放された日」と呼ばれ、
　　  この日はシャスタ山から特別遠隔伝授を開催予定。詳細はP.24へ。
※3　穴口恵子がレインボーエンジェルと2001年から毎年開催しているエンジェルセレモニー。12回目の今回はいよいよ最後の開催となる。
　　  詳細はP.4-5へ。

この夏もっとあなたらしく！
～願望実現の流れに乗ろう～
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シャスタ山があなたを待っている！ インカ シャーマニック・ピルグリム
穴口恵子2012年夏シャスタリトリート
『水と戯れる~解放・浄化~』
~アセンションの神殿で、人生に決断を下す！~
お申込期限迫る！

ミネラルウォーター『クリスタルガイザー』の水源地であり、世界７大聖山のシャスタ山。
自分自身の準備が整った人だけが呼ばれ、大きな変容をもたらしてくれるといわれている場所。自分の想
像をも越えた変容がシャスタでの体験を通して訪れます。夏の期間だからこそ、清らかな水と戯れ、カラダ
を清め、ココロを緩めてリフレッシュし、大きな呼吸と共に、新しいエネルギーをこのイベント中にチャージ
してみてください。そのために、穴口恵子があなたの夏の休暇で自然な状態へとナビゲートしていきま
す。イベント中は参加者同士でのコミュニケーションからのギフトも楽しみのひとつです。
ぜひ、この夏はシャスタ山で過ごす事を自分自身にプレゼントしてみてください。

【日程】
２０１２年７月２８日（土）～８月５日（日）
(日本時間) 7泊9日

【参加費】
198,000円（一人部屋希望の方は：+21,000円）

■参加費に含まれるもの
宿泊費（２～３人1部屋になります。）、レディング空港からの送迎、現地
交通費、パワースポットでのワーク代、バシャールグループセッション
代、アモラ・クアンインのワーク代、現地での通訳代
■参加費に含まれないもの
日本～サンフランシスコ経由レディング空港間の交通費(便のご予約
は各自の手配となります)。
集合・解散時間に合わせてご予約いただきますようお願いします。

お申込締切が迫っております！
お早めにお問い合わせの上お申し込みくださいね。
［お問い合わせ］ 電話 ０３-３７９１-８４６６

アモラ・クアンイン　グループセッション

あるがままの自分に出会うために、
夏の休暇をシャスタ山で過ごしてみませんか？

穴口恵子2012年夏シャスタリトリート
『水と戯れる~解放・浄化~』
~アセンションの神殿で、人生に決断を下す！~

聖なるガイド、クイチーによる
魂を癒すペルーリトリート
聖なるガイド、クイチーによる
魂を癒すペルーリトリート

特別イベント1
7月30日（現地時間）2時間

ダリル・アンカ　
バシャールグループセッション in シャスタ

特別イベント2
8月3日（現地時間）2時間

アメリカで最も高度な文明の発祥の地であり、冒険を求める者、古代の叡智のキーパーによる永遠の教え
を通した文化交流や変容を求める者、自然界の癒しのパワーを求める者にとって鍵となる、聖なるインカ
を訪ねませんか。インカの長老、ヒーラー、ガイドであるクイチーや穴口恵子のパワーを感じながら、気の
合う仲間と共にする旅は、古代インカの首都であった聖なるクスコや、様々な土地への訪問は、あなたの
滋養となり、生涯の想い出に残ることでしょう。

素晴らしい景色のクスコをはじめ、インカの神殿、
緑豊かな聖なる谷、謎めいた土地マチュピチュ、ア
ンデスの至宝、アマゾンの密林、自然のヒーリング
センター、チチカカ、ウロス島、アラム･ムル次元間
のポータル、リマ等…。ペルーがあなたの感性を刺
激して揺り動かし、魂を再生して滋養を与え、奇跡
と魔法の感覚を取り戻させてくれることでしょう。

五つ星ホテルでの宿泊となります。（ホテルの別クラスへの変更は承っており
ません。）また上記料金には日本から現地までの航空券代金は含まれておりませんのでご了承ください。お申込者の方に
は推奨飛行機便をお知らせします。国際航空券は、各自で手配下さい。

＜主な訪問地＞（変更になる場合があります）

聖なるガイド、クイチーによる
魂を癒すペルーリトリート
2012年9月21日（金）～10月5日（金）　予定
【料金】 ￥888,000

穴口恵子と行く！

K'UICHY（クイチー：現地の言葉で“虹”を意味する）―インカのメディスンマンであり、大学教授であり、詩人、政治家、
歴史家である。科学の修士号を持ち、インカの観点から量子物理学を調査し、シャーマニックでホリスティックな内容の
代替医療を実践している。インカ生粋の血統を受け継ぎ、７歳のときに雷に打たれる。これはアンデスの宇宙観による
と、コミュニティをリードし癒す新しいシャーマンが選ばれた、というシグナルとされる。今までにヨーロッパ、アメリカ、ア
ジア、エジプトなど世界各地でのコンフェレンスにも出席。地球の至るところに、インカ伝来のマスターたちの知恵をも
たらし、広めることを使命とする。インカ人は何千年にもわたり、古代の智恵のレコードキーパーであり、癒しのテクニッ
クを現在に伝えており、エネルギーポプコ（オーラ）を復元し、人のライトボディを治療している。

クイチー K'UICHY

スピリチュアルと現実を統合したスピリアルライフを実践することを通し、誰もが無限の可能性を開き、人生のバランスを取りながら幸せで豊かに生
きることを提唱する。これまでに、人材育成コンサルタントとしてソニー、シティバンク、本田技研、BMWをはじめとする数々のグローバルな上場企業
等のコンサルティング、研修を行う一方で、世界中に最高のメンターを探し求め、日本でそのプロデュースを行うなど、世界最高レベルのものを人々に
提供してきた。現在、日本でスピリチュアルスクールやショップの運営、セミナー事業等を行う傍ら、聖地として名高いアメリカのシャスタ山でもショッ
プを運営。フランス、アメリカ、ブラジル、インドなどにも招かれ、セミナーや個人セッションを行っている。これまで15,000人以上が受講してきた個人
セッションは好評で、いつでも公開後すぐに予約が埋まってしまうほどである。スピリアルライフをサポートするセラピストの育成に特に注力しており、
オリジナルのヒーリングやチャネリングメソッドの認定コースを全国で開催中。これまでに1000人以上のセラピストを輩出している。さらに多くの人に
スピリアルライフを広めるため、2013年、全国に先駆け東京でスピリアル大学を開校予定。世界中にスピリアルライフを広めることで世界平和を実
現することを最終目標に掲げ、年間の3分の1を海外の聖地で過ごし、スピリアルライフを楽しみながら、執筆活動、セミナー活動を行っている。

穴口恵子 Keiko Anaguchi

ダリルアンカがシャスタ山へやって
くる！

バシャールグループセッションinシャ
スタ山
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マヤ暦 時間を外した日に贈る、大聖山シャスタからの遠隔伝授
7月25日

マヤの暦の上で「時間から解放された日」、「銀河の自由の日」と呼ば
れ、時空間を超えたレベルで自分の神聖さと繋がることができる日であ
る7月25日。レムリアの地下都市があり、たくさんのアセンテッド・マス
ターや精霊が集うアメリカの聖地シャスタ。クリスタルガイザーの源泉と
しても有名なこの地から、大自然の清らかな恵みと宇宙と無限の叡智に
つながる遠隔伝授を開催します！

妖精の国イギリス＆アイルランド ケルト伝説の聖地から贈る遠隔伝授
8月中旬

8月下旬

世界で最も有名な先史時代の遺跡、世界遺
産ストーンヘンジ。ケルトの様々な伝説で語
り継がれ、旧聖ミカエル教会がある聖地グ
ラストンベリー。ケルト神話のダーナ神族が
建造したとされる謎多き聖地ニューグレン
ジ。「レイライン」（古代遺跡が同一直線上
にあること）で結ばれるイギリス&アイルラ
ンドの3つの神秘的な聖地から開催します！

エーゲ海に浮かぶ宝石・美しい島々から贈る遠隔伝授
水の都ヴェニスのような美しい街並み
が広がり、島全体が世界遺産に指定さ
れるマルタ共和国。白と青のコントラス
トが美しく、アトランティスの叡智が封印
された聖地サントリーニ島。ヨーロッパ
最古といわれるミノア文明の王宮「ク
ノッソス神殿」がある聖地クレタ島。この
夏最後の遠隔は、エーゲ海の至極の
島々からお届けします！

アセンション・アルケミー ～古代の秘儀の復活～
特別遠隔グループセッション in エジプト

どうしても受けたいという気持ちが炸裂して遠隔を受けました。ずっと受け継がれている叡智を
自分の内側で取り戻し、スフィンクスの中で、約束の場所へ行く。たまたまドルフィンスターテン
プルのコースで過去世を見れるようになったばかりでエジプトでの過去世っていったいどんなの
なのだろう？と思っていたけど不思議なことに、遠隔を受けている時なぜかわからないけど“知っ
ている”という感覚が蘇り今までのエジプト関連のワークのことが連なり、ほんとに復活なんだ
と、内側からほとばしる感覚を感じ至福の涙が出ました。また遠隔の音声を聞き、日がたつにつれ
てずっと転生を繰り返しながら生きていた、その叡智やパワー、神聖さを思い出すことができる
パワフルな伝授アクティベーションをいただいたような感じがしました。そして、遠隔以来、スピ
リチュアルなものにアクセスすることがスムーズになりました。ふかーーい自己受容、許しの気持
ちや、内側からの解放から、至福の涙がそれからもずっと起こり続けています。過去世、ヒーリン
グ、クリスタルなどの活かし方のコツが見えてきました。イニシャルM・Kさま

無料遠隔の時、私は何も感じなかったのですが、エジプトの特別遠隔に参加してみると、不思議
なことが起こりました。部屋のドアも窓も閉めていたのに、始めのうちはどこからともなく風が吹
いきて、私の顔を優しく撫でていました。そのうち胃から腹部にかけてが温かくなり、空腹時のよ
うな感覚になり、お腹がキュルキュルと鳴り始めました。そしてその温かさを遠隔中ずっと感じて
いました。それから手が熱くなって痺れ出し、足のつま先まで熱くなり、しびれるようなビリビリ感
がしばらく続きました。全身が何だかとても嬉しい、幸福感に包まれていきました。そのままゆっ
たりと眠りにつき、気づいたら朝でした。イニシャルＦさま

ハトホル神殿の遠離伝授を受けました。すごかったです。大体の遠離伝授とで私は頭の上から何
かが少しずつ入って来て、動き、そして、体の方へと広がって行き、体内の悪い箇所や霊的な悪
い部分を直接マッサージされて取り除くという感覚を感じますが、今回は更に、何かがブァーッと
背中に降りてきて、横たわっていたベッドのマットレスが波打つように動いているようでした。最
後には、私の最も肉体で最も気になっている箇所にエネルギーが集中して、パッと消え、それか
ら、徐々に体からエネルギーが引いてゆく感じがしました。その後興奮状態だったのか、深夜にも
かかわらず目が覚めてしまいなかなか眠りにつけなくなり、目覚めは大分重苦しい感じでした。し
かし次の日の帰宅後、少し横になった瞬間久しぶりに信じられない位、熟睡してしまいました。デ
トックスというのかわかりませんが、本当にこれで体調が良くなり、私生活でも幸福になれたら良
いなと思います。また機会がありましたら、どうか宜しくお願いします。匿名希望さま
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大、大、大好評の特別遠隔伝授セッション。この夏は、アメリカ、イギリス、エーゲ海の島々と
いった世界中のスペシャルスポットからお届けする予定です。
今回先取り情報としてその開催地をご紹介♪どうぞお楽しみに！

夏の特別遠隔伝授 開催情報
アセンションイヤーのこの夏、あの聖地からお届けします！

Coming Soon!!

※開催時期、開催場所は変更となる可能性がございます。詳細は受付開始時に、HP・メルマガ等でお知らせします。

2012年4~5月開催

参加者の声
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感動の声、続々と！ 定期&特別遠隔セッション参加者5000名突破記念イベント

2012/4/15開催★無料遠隔セッション　参加者の声
◆遠隔セッションありがとうございました。申し込んでからセッションの日までに段々とどこかがスッキリしてきた感じがあり、もうエネ
ルギーが届いてるのではと思ってしまいました。こちらのセッションを受けることになっている為なのか自己ヒーリングをしていても
とてもスムーズにヒーリングが出来ているなと本当に凄くうれしく感じました。遠隔セッション中は気持ちが良くていつの間にか眠っ
てしまっていました。CDも使い瞑想したく思います。
◆セッション中に両手の手のひらを天に向けていたのですが、左手のほうににずっしりと何か乗っかってくる感じがしました。決してい
やな感じのものではなく、今はそれが何か分からないのですがきっと後で解るような気がします。この度は、ありがとうございました。
◆横になってリラックスしていたら、何か大いなるものに繋がった感じがあり、時計をみたら５分前でした。それから、時間になったと同時に手
足がピリピリしてきました。それからは、何か綿のようなフワッとした所に横たわっている感じがして、とても心地良くなり、意識はあるので
すが、無いような感じでカラダの感覚が無いくらい心地良かったです。ハッと我に戻ったら終了の時刻でした。不思議な気持ちで、昨夜は
すごく良く眠れました☆とても優しい柔らかいエネルギーに包まれた感じがありました。この度は貴重な体験をありがとうございました。
◆遠隔セッション本当にありがとうございました。私が小さい頃からいちばん愛している広大な全てはひとつの宇宙意識にあたたかく
何の不安もなく繋がらせて頂けました。愛と感謝と喜びでいっぱいです。あたたかい平安をありがとうございます。これからもたくさ
んの愛するみなさんとこの美しい愛を分かち合っていきます。
◆昨晩の遠隔セッション、すっかり忘れていたのですが、不思議と新しい気分になっていたのです!!今朝になって「そういえばセッショ
ンを受けたのだった」という感じで思い出したのですが確実に受け取ったようです。ありがとうございました。
◆昨日は、ありがとうございました。とっても心地よい時間を過ごすことができました。まず、ハートがあたたかくなり、次に第３チャクラ
あたりの胃もほんわかしてきて・・・そのうち、たくさんの動物たちが見えたのですが、みんな次々と現れ消えていきました。みんな私の
こと見てるよ！って感じ・・・応援してくれてるってことかな～と思ってま(*^_^*)たくさんの愛をありがとうございました。
◆昨日ヒーリング受け取らせて頂きました。手が結構ビリビリきました。そして青い光が入ってきていました。受けながら眠ってしまいま
した。いつもほとんど分からないんですが、昨日の手のビリビリは分かりやすかったように思いました。ありがとうございました(*^^*)
◆私はちょうど移動時間にあたってしまい、ゆっくりと静かにして遠隔を受けることはできませんでしたが身体に電気が流れたように ピ
リピリピリピリと感じていました。その後はとっても眠くなり倒れるように寝てしまいました。朝はとってもすっきりと目覚めました☆あ
りがとうございました♪ 
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日常生活に取り入れやすい、スピリチュアルワークとしてお勧めなのがこの遠隔グループセッ
ションです。6年間で延べ人数4751人が体験し、想像を超えた感想を数多く頂き、満足してい
ただいています。この4月から新たに新しいメニューが3つ登場し、新しい時代にフィットした内
容をお届けいたします。これからの時代は「自分自身を見つめる」「人の力を借り
る」「状況を受け入れ尊重する」この3つのポイントを決して忘れることなく、過ごして
行く必要があります。そんな中で出会う、自分自身の未解決の問題や課題、感情や思いの癖な
どを日々クリアにし続けて行くことが最重要課題になってきます。もう本当に隠す事も、逃げる事
もできない時代に突入しているのです。
自分が変わる、自分を変える。相手を変えようとしても無駄な事です。ま
ずは自分から！
気がついた問題や感情のクリアリングにこの遠隔グループセッションを気軽に取り入れてみてく
ださい。自宅や好きな場所で受け取れるこの遠隔グループセッションはおすすめです。

夏の新月満月ぞろ目の日に送る
遠隔グループセッション開催情報

穴口恵子が贈る大人気　エネルギーワーク　新メニュー誕生
述べ 4751人

満月満月 ホーリーマザーとホーリーファザー 
～グレートセントラルサンとひとつになる～New！

満月満月 ダイアモンドライトボディの活性化
～カー経路の周波数を上げる～New！

レインボードラゴン
～純粋な意識を楽しむ～

アバンダンティアアバンダンスレイ遠隔伝授　

サナトクマラ遠隔伝授

New！

大人気！ 遠隔伝授グループセッション
グループセッションは受講後、他者に伝授することが出来るようになります。

新月新月

新月新月

ぞろ目ぞろ目

●お申し込みした時から、遠隔グループセッションのプロセスもスタート、起こる出来ごとに注目しておきましょう。
●遠隔グループセッション中は横にならずに椅子などにかけてリラックスした状態で過ごす。
●遠隔グループセッション中に否定的な感情などが湧いてきたら、その感情をしっかり感じてみましょう。
●遠隔で行われていても受け取れる事を信頼してみましょう。
●お申し込みをしてから、音声を受け取り実際に聞くまで、流れに身を任せてみましょう。

遠隔グループセッションをしっかり受け取るための5つコツ

2012年７月～9月の開催日程

満月満月

ぞろ目ぞろ目

新月新月

2012年7月4日（水）、8月2日（木）、8月31日（金）、9月30日（日）

2012年7月19日（木）、8月18日（土）、9月16日（日）

2012年7月7日（土）、8月8日（水）、9月9日（日）

【参加費】 15,000円　オプションCD付き1,500円
遠隔にて行うセッションですので、国内外どこでも受け取っていただけます。

①選ぶ
お好きな遠隔伝授を
お選びください。

②お申込 ③事前メール ④実施日 ⑤音声配信

ＣＤをご注文されていたる方には2週間以内にお届けいたします。ＣＤをご注文されていたる方には2週間以内にお届けいたします。遠隔伝授セッションの流れ遠隔伝授セッションの流れ

HＰ、お電話にてお申込
下さい。お申込み締め
切りは実施日より5営
業日前となります。

事前にテキスト送付が必
要な遠隔伝授の場合、3
営業日前までに送付い
たします。

当日は指定の時間にな
るべくリラックスして受
け取っていただけるよう
にお勧めしています。

実施日より7営業日
以内にメールにて
音声ファイルをお
届けいたします。

※海外からの開催につき、通常の開催時間と異なる可能性がございます。
　詳細は決定次第HPにてお知らせします。ご確認よろしくお願いします！



Dolphin Star Temple
Mystery School Japan
Dolphin Star Temple
Mystery School Japan

アメリカの聖地シャスタ山にある「ドルフィンスターテンプル・ミステリースクール」は、一人一人がマスターとして生きてゆ
くことをサポートする人生の学校です。その教えを日本に伝えるために設立されたのが「ドルフィンスターテンプル・ミステ
リースクール ジャパン」です。透視・直感・透聴などの超感覚を使ってヒーリングとリーディングを実践したいと思っている
方、自己への深いヒーリングと浄化を促し、より最善最高の人生を送りたいと思っている方など、どなたでもご参加頂けま
す。最高の自己実現をしていく人（＝マスター）として生きるチャンスは誰にでもあります。全脳や超能力（透視・透聴など全
感覚が開かれた状態）を使って、人生の苦しみや恐れとなる根源からの原因を解放し、あなたの最高の人生を現実化する
ことができるようになります。

ドルフィンスターテンプル・ミステリースクール ジャパン

http://www.dstjapan.com/

豊かな人生を実現させるスピリチュアル学校

アセンション・ライトワーカーのみなさまへ

校長・穴口恵子

ドルフィンスターテンプル・ミステリースクール・ジャパン（DSTJ）のページにようこそ！
このページを目にした人は、アセンション・ライトワーカーである証拠です。あなたに
とっての2012年の大切なアセンションタイムが、光陰矢の如く過ぎ去ろうとしています。

何よりもこれからの3ヶ月は、あなたらしく人生を設計しなおすチャンスでもあるのです。
あなたは、神聖な自分をこの世界で体験することを選んでいることに気づいていますか？
そのためにDSTJでは、タイムリーにあなたがクリアーになって、アセンションのプロ
セスを加速するためのプログラムを提供しています。

アセンションのプロセスを加速する意味はあるか？あなたが自分の人生をリードし、
時代の流れの先端にいることで周りをサポートできるのです。
そのために必要なことは、すべての時空次元を超えて存在しているハイアーセルフと融合した状態で日 を々おく
ることです。あらゆる手法の中で、人生に直結してあなたとハイアーセルフがひとつとなって、あなたの天命に
目覚めて生きることを応援しています。あなたの天命が今開かれますように、心からサポートをして、あなたとの
出逢いを楽しみにしています。

ドルフィンスターテンプルミステリースクールジャパン　校長　穴口恵子

○ 自分の存在の意味を知りたい方
○ 五感以上の感覚を広げていきたい方
○ カルマ・トラウマを解放したい方
○ ハイヤーセルフと繋がりたい方
○ 自分が持つ無限の可能性を実感したい方
○ 宇宙のエネルギーと共にある人生を持ちたい方
○ 人のエネルギーを受けやすく、それを克服したい方　など

コース修了後、ご自身の変化への驚きや喜びをぜひご体験ください！

ドルフィンスターテンプルは、こんな方にオススメです

初めての方、気軽に
スピリチュアルを
体験したい方は　

初めての方、気軽に
スピリチュアルを
体験したい方は　

▶P.36へ

○ 繰り返すパターンを手放したい方
○ ヒーラーになりたい方
○ 自分をもっと愛したい方

ドルフィンスターテンプルミステリースクールでは、個人の自由意思と魂の成長を何よりも尊重しています。
支えあい励ましあう仲間・講師は、コース中における成長のプロセスでの何よりの気づき・ギフトとなるでしょう。
カリキュラムは、『透視コース（Full Sensory Perception）』1～3、そして上級の『マスタリーコース（Pleadian 
Lightwork Intensives）』へと進むことができ、あなたの最高・最善の人生を現実化していきます。

コースについて

★コースカリキュラム★

透視コース（FullSensoryPerception）

FSP3 FSP4

インナーチャイルドセラピスト養成コース

多次元ヒプノセラピスト養成コース

アシスタント
ティーチャーコース

PLI
前半後半 PLI2 PLI3

ティーチャー
コース

マスタリーコース（PleadianLightworkIntensives）

FSP2FSP1
※要PLI1

http://www.dstjapan.com/
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ドルフィンテンプル・ミステリースクール関連商品のご案内 ※ご自身で変容を遂げ、成長していくことをサポートいたします。

■ 既刊本
ドルフィンの教科書！

アモラ・クァン・イ
ンの代表作。カル
マの残留物やエネ
ルギーのブロック
を一掃し、光の体
とつながる「カー
経路」を開くなど、
プレアデスの光の
使者から直接あな

たへ送られる、「癒し」と「覚醒」の
ワークブックの決定版。
『プレアデス　覚醒への道』
2,940円（内税）/著者：アモラ・クァン・イン
鈴木純子訳/太陽出版刊　

一冊まるごと
チャネリングメッセージ＆ワーク！

アモラ・クァン・インの
最新日本語訳。アモラ
によってチャネリング
された情報や、ワーク
の内容が満載！スピリ
チュアルな目覚め、気
付きをうながしワンネ
スの流れへと導かれ
るでしょう。

『プレアデス～神聖な流れに還る～』
3,014円（内税）/著者：アモラ・クァン・イン/
訳：別府はるみ/監修：穴口恵子/
ナチュラルスピリット刊

魂が地球へたどり着くまでの行程を
分かりやすくまとめてます。

創始者アモラ・クァ
ン・インがチャネリン
グにより綴った、宇宙
と人間の魂（スピリッ
ト）の関わりを紐解い
た一冊。チャネリング
されたプレアデスの
光の大天使”ラー”が
語る、金星、火星、マ

ルデック、地球の進化の物語です。
『プレアデス　人類と惑星の物語』
2,730円(内税)/著者：アモラ・クァン・イン
訳：鈴木純子/太陽出版刊

②「ドルフィンスターテンプル・ミステリースクールの教え」
2,940円（内税）/ファシリテーター穴口恵子
③「ハイヤーセルフと繋がる誘導瞑想」
2,940円（内税）/ファシリテーター穴口恵子

ご購入は、ショップ「レインボーエンジェルズ」http://www.rainbowangels.jp/　まで

①「ワンネス・メディテーション」
2,940円（内税）/ファシリテーター穴口恵子

④「MANIFESTATION」マニフェステーション「現実化」のための誘導瞑想
2,940円（内税）/ファシリテーター穴口恵子
⑤「ダイヤモンド・ライトボディの活性化」
2,940円（内税）/ファシリテーター穴口恵子
⑥「両親との関係をクリアし、スピリットの母や父との結びつくための瞑想」
2,940円（内税）/ファシリテーター金谷せいこ
⑦「虹色の炎の瞑想」
2,940円（内税）/ファシリテーターＭＩＫＡ
⑧「十三チャクラの瞑想」
3,990円（内税）/ファシリテーターハル

■ 手法を用いた瞑想CD（日本語版）

セルフスタディ・アイテム

『プレアデス タントラ・ワークブック
　─性エネルギーを通して魂に目覚める─』
3,014円（内税）／著者：アモラ・クァン・イン
訳：別府はるみ／監修：穴口恵子
ナチュラルスピリット刊

たくさんの知識や
ワーク内容の伝授。

タントラとは、人々のＤ
ＮＡに埋め込まれた、生
存と創造における「性エ
ネルギー」を通して魂を
目覚めさせ、覚醒を促し
ていく、最強のツールと
なります。アモラ・クァン・
インが提唱する覚醒の
ためのタントラワーク

は、精神と肉体の両方からアプローチ。

●① ●② ●④

●⑤

●③

（c）Chizuru Kishi

●⑥ ●⑦ ●⑧
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※認定コースFSP4までを終了された方々は、アメリカのカリフォルニア州の本校から認定ヒーラーそしてミニスター（神官）の資格が授
与され、日本国内のみならず、海外での活躍の扉が開かれます。

このプログラムは、ワンネスへの帰還を目的とし、スピリチュアルな成長を加速させることを目指します。
そのため、透視（＝感覚を超えて知ること）を行えるようすべての感覚機能を開き、ガイダンスをハイアー
セルフから受け取りながら、マスターとしての自己の本質を人生と現実社会で実現化させていきます。

FSP1

■ 透視コース　Full Sensory Perception（FSP）

全10日間
● 全感覚機能に繋がり、穏やかな変性意識状態での透視方法
● グラウンディングの方法
● オーラの浄化とオーラの境界線を築く方法
● ハイアー・セルフと繋がりメッセージを受け取る方法
● ハイアー・セルフと肉体を融合する方法
● 顕在意識レベルで行う7つのチャクラへの透視方法
● チャクラの浄化とヒーリングの方法
● 異質なエネルギーや寄生体を浄化する方法
● 不必要な契約、信念体系や価値観を解放する方法
● カルマを作らずに論理的に透視やヒーリングを行う方法
● 魂のクリアリング＆ブラックホールのヒーリング
● 様々なチェンバー（空間）を活用して、浄化、ヒーリング、スピリチュアルな覚醒を行う方法　　ほか

日時

料金

会場

【東京週末コース】

コースのご案内

光の空間の設定やグラウンディングの方法、オーラの見方やチャクラ浄化など、スピリチュアルスキルの
基礎を学びます。顕在意識レベルのリーディングやヒーリングを通して、顕在意識で認識している自分の
パターンを解放し、ハイアー・セルフとのつながりを体感します。

遺伝的なレベルや過去世レベルのトラウマをはじめ、最終的に根深く残っている問題の原因にリーディング
とヒーリングを行います。魂からの全感覚機能の解放を学び、その結果、あなた自身が神意識に目覚めた存
在、マスターとして最高最善の人生を現実化できるようになります。

FSP3

全8日間

●性格のリーディング・ヒーリング 
●黒魔術のクリアリング 
●過去世のリーディング・ヒーリング方法
●遺伝子のクリアリング

●ブループリント（青写真）のリーディング方法
●ソウル・リカブレーション（再活性化）
●現実化のための7チャクラ
●テレパシック・超聴覚のチャネル

潜在意識からの解放・浄化を促し、顕在意識と繋がる部分から無意識層まで強力にクリアリング。潜在意識、
アストラルや多次元レベルでのリーディングとヒーリングを行い、自分でも気づいていなかったパターンや
信念などを明らかにして癒し、深いレベルでの肉体とハイアー・セルフの融合を可能にします。

FSP2

日時

料金
講師
会場

随時受付 【対象】FSP、PLI受講生・卒業生
東京・大阪・九州 他（お問い合わせ下さい）
金谷せいこ、MIKA、叶充代、ハル、添田さおり、樋口貴子
16,800円（60～90分）／21,000円（120～180分）

フォローアップリーディング
FSP1～PLI2の内容を、講師がマンツーマンでサポートするシステムです。コース中や修
了後、理解を強めたい部分に焦点をあて、講師が生徒のハイアーセルフとつながりリー
ディング、そのガイダンスに従い伝授していきます。卒業生・受講生はどなたでも受講可能。

9月8日（土）、9日（日）、29日（土）、30日（日）、
10月13日（土）、14日（日）、27日（土）、28日（日）、
11月10日（土）、11日（日）
10:00～18:00　※全10日間
180,000円（税込）（8月7日までのお申込） 
190,000円（税込）（8月8日以降のお申込） 
※再受講 95,000円（税込）
コスミック･ビジョン･スペース2（中目黒）他  

日時

料金

会場

【大阪週末コース】
11月10日（土）、11日（日）、24日（土）、25日（日）、
12月8日（土）、9日（日）、
2013年1月5日（土）、6日（日）、19日（土）、20日（日）
10:00～18:00　※全10日間
200,000円（税込）（10月9日までのお申込）
210,000円（税込）（10月10日以降のお申込）
※再受講 105,000円（税込）
レインボーエンジェルズ大阪店　他

日時

会場

料金

【広島週末コース】
12月1日（土）、2日（日）、15日（土）、16日（日）、
2013年1月12日（土）、13日（日）、26日（土）、27日（日）、
2月2日（土）、3日（日）
10:00～18:00　※全10日間
210,000円（税込）（10月31日までのお申込）
220,000円（税込）（11月1日以降のお申込）
※再受講 110,000円（税込）
広島オフィスセンター予定

●潜在意識レベルで行う、7つのチャクラのリーディングとヒーリング方法
●無意識レベルでのリーディングとヒーリング方法
●顕在意識と潜在意識を繋ぐブリッジのリーディングとヒーリング方法
●アストラル体のリーディングとヒーリング方法
●アセンションビーム（光線）のヒーリング方法
●内なる女性性・男性性のリーディングとヒーリング方法
●インナーチャイルドのヒーリング方法

日時

料金

会場

【東京平日コース】
8月29日（水）、30日（木）、9月19日（水）、20日（木）、
10月10日（水）、11日（木）、24日（水）、25日（木）、
11月7日（水）、8日（木）
10:00～18:00　※全10日間
180,000円（税込）（7月30日までのお申込）
190,000円（税込）（7月31日以降のお申込）
※再受講 95,000円（税込）
コスミック･ビジョン･スペース2（中目黒）他  

日時

料金

会場

【名古屋週末コース】
9月8日（土）、9日（日）、22日（土）、23日（日）、
10月6日（土）、7日（日）、20日（土）、21日（日）、
11月3日（土）、4日（日）
10:00～18:00　※全10日間
190,000円（税込）（8月7日までのお申込）
200,000円（税込）（8月8日以降のお申込）
※再受講 100,000円（税込）
名古屋市内予定 ※確定し次第、参加者へご連絡いたします

日時

8月22日（水）、23日（木）、29日（水）、30日（木）、
9月12日（水）、13日（木）、10月3日（水）、4日（木）、
10月24日（水）、25日（木）、11月7日（水）、8日（木）、
11月21日（水）、22日（木）、12月5日（水）、6日（木）、
12月19日（水）、20日（木）、2013年1月9日（水）、10日（木）
19：00～22：00 ※全20日間
190,000円（税込） （7月17日までのお申込）
200,000円（税込） （7月18日以降のお申込）
コスミック・ビジョン・スペース２（中目黒）他 

【東京平日夜コース】

9月15日（土）、16日（日）、17日（月・祝）、
10月6日（土）、7日（日）、8日（月・祝）、
10月13日（土）、14日（日）、27日（土）、28日（日）
10：00～18：00　※全10日間
220,000円（税込）（8月14日までのお申込）
230,000円（税込）（8月15日以降のお申込）
※再受講 115,000円（税込）
広島市内予定 ※確定し次第、参加者へご連絡いたします

【広島週末コース】
日時

料金

会場

9月25日（火）、26日（水）、
10月16日（火）、17日（水）、30日（火）、31日（水）
11月13日（火）、14日（水）、27日（火）、28日（水）
10：00～18：00　※全10日間
190,000円（税込） （8月26日までのお申込み）
200,000円（税込） （8月27日以降のお申込み）
※再受講 100,000円（税込）
コスミック・ビジョン・スペース2　その他の会場予定

【東京平日コース】
日時

料金

会場

9月8日（土）、9日（日）、29日（土）、30日（日）、
10月20日（土）、21日（日）、
11月3日（土）、4日（日）、17日（土）、18日（日）
10：00～18：00　※全10日間
210,000円（税込） （8月7日までのお申込み）
220,000円（税込） （8月8日以降のお申込み）
※再受講 105,000円（税込）
レインボーエンジェルズ　大阪店　他

【大阪週末コース】
日時

料金

会場

日時

料金

会場

9月15日（土）、16日（日）、17日（月・祝）、
9月28日（金）、29日（土）、30日（日）、
10月6日（土）、7日（日）、8日（月・祝）
10：00～18：00　※全9日間
210,000円（税込）
宜野湾市内予定 ※確定し次第、参加者へご連絡いたします

【沖縄集中コース】
日時

料金
会場

日時

料金

会場

 9月1日（土）、2日（日）、22日（土）、23日（日）、
10月13日（土）、14日（日）、27日（土）、28日（日）、
11月10日（土）、11日（日）
10：00～18：00　※全10日間
190,000円（税込） （7月31日までのお申込み）
200,000円（税込） （8月1日以降のお申込み）
※再受講 100,000円（税込）
コスミック・ビジョン・スペース２（中目黒）他 

【東京週末コース】

11月24日（土）、25日（日）、
12月8日（土）、9日（日）、
2013年1月5日（土）、6日（日）、19日（土）、20日（日）
10：00～18：00　※全8日間
180,000円（税込）（7月31日までのお申込）
190,000円（税込）（8月1日以降のお申込）
コスミック・ビジョン・スペース２（中目黒）他

【東京週末コース】
日時

料金

会場



34    Cosmic Vision Quest

ド
ル
フ
ィ
ン
ス
タ
ー
テ
ン
プ
ル
・
ミ
ス
テ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
 ジ
ャ
パ
ン

Cosmic Vision Quest   35

お
問
い
合
わ
せ・お

申
し
込
み（
H
P
か
ら
も
申
込
可
能
）http://w

w
w
.dstjapan.com

/　
T
E
L:0
3
-3
7
9
1
-8
4
6
6（
平
日
1
1
:0
0～
1
8
:0
0
） e-m

ail:dstj@
dstjapan.com

 ▶
▶

● カー経路の活性化
　 （16の経路を開き、ハイアーセルフのエネルギーと繋がる）
● 聖なる流れのマトリックス
● ハイアーセルフ、宇宙・地球のクンダリーニの活性化
● ドルフィンムーブ
● 神経系のヒーリング
● 骨髄液のトリートメント
● デ・パターニングとリ・パターニング
　 （自分の固執したパターンを解放する）
● DNAのクリアリングと脳骨髄液の活性化
● ドルフィンスターリンキング
　　エネルギーボディーの青写真を再構築し、惑星レベルの繋がりを
　　構築することにより、惑星間のコミュニケーションをとる
● アセンブリッジ・ポイント（個の進化を司るエネルギーのポイント）
　 のシフト
● 全脳の活性化　　他

PLI 1：『カー・アクティベーション』

（ （
（

地球と共に覚醒していく方法をマスターし、カー経路の活性化を行う方法を学びます。カー経路を活性化
させる大いなるイニシエーションにより、ライトボディーを覚醒させます。

古代レムリア、アトランティス、エジプトの神殿において伝授されていた古代の叡智を、現代社会にマッ
チしたヒーリング手法で学びます。キリスト（神）意識と肉体を統合し、地球とともに覚醒して生きる方法
をマスターします。

■ マスタリーコース　Pleadian Lightwork Intensives（PLI）

【対象：FSP2、PLI1の各コース修了者】

● 細胞のリコネクションヒーリング
● 魂のマトリックスの再構築
● 魂のマトリックスとエネルギーボディとのつながりを構築する
● カーのポイントと経絡のポイントをつなぐ
● ドルフィンムーブ

● 目の神経のトリートメント
● 体と神経の活性化（ハンズオンヒーリング）
● ドルフィンスターリンキング（ハンズオンテクニック）
● 多次元的ホログラフィックヒーリング　他

PLI 2：『カー・アクティベーション』
6次元のチャクラシンボル、9次元の光の柱、13の地球のチャクラと繋がり、6次元と9次元のハイアー
セルフのエネルギーの活性化する他、魂のヒーリングにより、魂と肉体のつながりを強化していきます。

透視を通してクライアントを的確に誘導し、魂からの真の癒し
を行う多次元ヒプノセラピー。この手法を行う多次元ヒプノ・セ
ラピストを育成する養成コースです。シャスタの偉大なるヒー
ラー、アモラ・クァン・インが直接伝授するこのコースでは、参
加者がまず潜在意識の開放を行い自らの深い癒しを体現して
いきます。光の空間を作り、高次の存在とつながりながら退行
していくこの方法は、普通のヒプノ技術と大きく違い、プロのヒ
プノセラピストの方々へもお勧めです。
FSP1を受講された方ならどなたでも受講できます。

11月3日（土）、4日（日）、12月1日（土）、2日（日）、12月15日（土）、16日（日）、
2013年1月26日（土）、27日（日）、2月16日（土）、17日（日）　
※全10日間　10：00～18：00　※授業の状況により延長になる場合がございます。

日時 料金
会場 講師

8月25日（土）、26日（日）
9月8日（土）、9日（日）、29日（土）、30日（日）、
10月20日（土）、21日（日）、
11月17日（土）、18日（日） 
10：00～18：00　※全10日間
200,000円（税込）
コスミック・ビジョン・スペース2（予定）
MIKA

日時

料金
会場
講師

【東京週末コース】後半

【東京週末コース】

7月21日（土）、22日（日）、8月4日（土）、5日（日）、
8月18日（土）、19日（日）、9月1日（土）、2日（日）、
9月15日（土）、16日（日） 
10：00～18：00　※全10日間
230,000円（税込）
警固神社　他（予定）　　　　MIKA

日時

料金
会場 講師

【福岡週末コース】前半

10月6日（土）、7日（日）、8日（月・祝）、
10月27日（日）、28日（土）、11月10日（日）、11日（土）、
11月23日（金・祝）、24日（土）、25日（日）　
10：00～18：00 ※全10日間
230,000円（税込）
警固神社　他（予定）　　　　MIKA

日時

料金
会場 講師

【福岡週末コース】後半

※福岡会場もありますので、ご連絡ください。 ※福岡会場もありますので、ご連絡ください。

ドルフィンスターテンプルの講師陣によるスピリチュアル個人セッションです。ドルフィンスターテンプル
の光りの真髄、奥義が、大いなる光の力と共に直接心の内側へ働きかけ、問題解決や状況の変容を促し
ていきます。身体・精神・エネルギーともにバランスを取り、魂の成長のお手伝いをさせて頂きます。

Private Session個人セッションのご案内

なぜ？　どうして？　と誰もが感じ思い悩む状況や問題に、守護霊、守護天使、守護神、ハイヤーセルフからの温かな導きのメッ
セージをお伝えします。普段、コースで手法を伝授している講師がしっかりと個別対応。リーディングのほか、カルマの解除や各
チャクラへの光のエネルギー充電など、心身ともにリフレッシュしましょう！　※遠方の方は電話でのセッション受講が可能です。

ドルフィンスターテンプルの講師陣ヒーラーによる個人セッションです！

【電話セッション用の番号：03-6413-8581（東京）、06-6170-3208（大阪）、092-400-6126（福岡）、096-276-2026（熊本）】 
※遠隔予約時以外は通じません。
【東京】
日時

料金
会場

7月3日（火） 西村今日子＊
7月8日（日） Hiroshi
7月10日（火） あさいようこ
7月21日（土） 金谷せいこ
7月24日（火） ハル
8月7日（火） あさいようこ
8月9日（木） 西村今日子＊
8月19日（日） Hiroshi
8月22日（水） ハル
8月25日（土） 金谷せいこ
9月4日（火） あさいようこ
9月10日（月） ハル
9月14日（金） 西村今日子＊
9月15日（土） Hiroshi
9月21日（金） 叶充代
9月27日（木） 金谷せいこ
12：00～18：00 ＊13：00～18：00
16,800円（60分）
「レインボーエンジェルマジック」
セッションルーム（中目黒）他

7月8日（日） 添田さおり 12：00～17：00　
7月16日（月・祝） 神谷美和 12：00～18：00
7月25日（水） KIKI 12：00～17：00　
8月5日（日） 添田さおり 12：00～17：00
8月15日（水） 神谷美和 12：00～18：00
8月29日（水） KIKI 12：00～17：00　
8月31日（金） 樋口貴子 12：00～17：00　
9月4日（火） 神谷美和 12：00～18：00
9月26日（水） KIKI 12：00～17：00
9月28日（金） 樋口貴子 12：00～17：00
16,800円（60分）
レインボーエンジェルズ大阪店 他

【大阪】
日時

料金
会場

7月7日（土） 叶充代 12：00～18：00
7月18日（水） ミッシェル 13：30～17：30
8月2日（木） 叶充代 12：00～18：00
8月24日（金） ミッシェル 13：30～17：30
9月3日（月） ミッシェル 13：30～17：30
16,800円（60分）　　　福岡市内　予定

【広島】
日時

料金
会場

7月18日（水）　12：00～17：30　ハル
9月11日（火）　12：00～17：30　ハル
16,800円（60分）
広島オフィスセンター　予定

【名古屋】
日時
料金
会場

7月22日　樋口貴子 11：00～17：45
16,800円（60分）
SOHOプラザ名古屋

【福岡】
日時

料金 会場

7月14日（土） 金谷せいこ、MIKA 13：00～17：30
7月15日（日） 金谷せいこ、MIKA 13：00～17：00
9月22日（土） MIKA、添田さおり 13：00～17：30
9月23日（日） MIKA、添田さおり 9：30～11：40
8,400円（60分）　東北応援価格
仙台市内　予定

【仙台】
日時

料金
会場

エネルギーの滞りを起こさせているインナーチャイルドは何かをリー
ディング。そこから紐解かれていく、今生の体験を元に、時間軸を超
え傷を癒し、統合へと導きます。必要によっては過去生も一緒にリー
ディングし、最終的な統合を目指します。

【遠隔セッション用の電話番号：03-6413-8581（東京）】
※遠隔予約時以外は通じません。
【東京】
日時
料金
会場

12：00～18：00
16,800円（60分）
「レインボーエンジェルマジック」セッションルーム（中目黒）他

■ メニュー１

■ メニュー2

スピリチュアル個人リーディング＆ヒーリングセッション

インナーチャイルドへの
リーディング・ヒーリング

ヒーラーと共に大いなる自己（ハイアーセルフ）を感じ、そのガイダン
スに従い自らの導きによって進む光の透視ヒプノセラピーです。過去
世、出産時など、魂の源の必要な時期に回帰し、インナーチャイルド、
ガイドやハイヤーセルフから必要な情報をもらい癒していきます。自
分自身の魂の内側から受け取るパワフルなメッセージは、あなたを大
きな変化へと力強く促してくれるでしょう。

■ メニュー3
高次の存在と共に行う
「多次元ヒプノセラピー」

【東京】
日時
料金
会場

HP、お電話（03-3791-8466）にてご連絡下さい
25,000円（90分～120分）
コスミック･ビジョン･スペース2（中目黒）他

穴口恵子推奨！

心のメンテナンス！ エネルギーバランスを取る！ 魂まで癒されるスピリチュアル個人セッション

私たちの頭頂にあるカー・テンプレートには、あなたの人生の目的や使命などの情報が
たくさん書き込まれています。そのカー・テンプレートをリーディングし、あなたの使命に
沿った人生の歩みをサポートします。リーディングの後、ドルフィンスターテンプルにつ
いて、また、あなたの肉体にあるカー経路の活性化について、あなたにお勧めのセッ
ションやコースを経験豊富な講師がコンサルティングを行うお得なメニューです。

■ メニュー4 カー経路コンサルテーションリーディング・セッション

日時
料金
会場
ヒーラー

7月21日（土）、8月25日（土）、9月27日（木）　12：00～18：00　
16,800円（カーテンプレート・リーディング60分+コンサルティング30分） 
「レインボーエンジェルマジック」セッションルーム（中目黒）他
金谷せいこ

カー・アクティベーション
～カー経路の活性化の個人セッション～
セット価格

対　象

90分のセッションを5回
（ヒーラー2名）　25万円

ご希望の方は、まず、お申込の前に、カー経路
コンサルテーションリーディング・セッションを
お受け下さい。

☆MIKAにつきましては、日程調整の上、平日19
時以降からのセッションを受付させて頂きます。

多次元ヒプノセラピスト養成コース

240,000円（税込）　　　　
コスミック・ビジョン・スペース2（予定）　　　　ＭＩＫＡ

10月17日（水）、18日（木）、31日（水）、
11月1日（木）、14日（水）、15日（木）
11月20日（火）、21日（水）、22日（木）
※全9日間
180,000円（税込）
コスミック・ビジョン・スペース2（予定）
穴口恵子

日時

料金
会場
講師

【対象：FSP1以上の修了者】 ※推奨：FSP2以上の修了者

※このPLI1は、アメリカ本校で1～3のレベル設定をしているコース
です。日本では、1～3全レベルが前半と後半での受講となっており、
同年に前半・後半を合わせてご受講いただきます。

【対象：FSP1以上】



7月1日（日） 19：00～ MIKA
7月5日（木） 19：00～ 金谷せいこ
8月11日（土） 19：00～ 金谷せいこ
8月23日（木） 15：00～ ハル
9月3日（月） 14：00～ 金谷せいこ
9月25日（火） 19：00～ ハル
ラブオファー（あなたが受け取ったと感じた金額で）
コスミック・ビジョン・スペース2（中目黒）

コースやセッションなど、スクールメニューについてご紹介していきます。ドルフィンスターテンプルのパワフルな誘導瞑想
なども体験できます！ 学校説明会修了後、「ミニリーディングセッション（2,000円/10分）」の開催を予定しておりますの
で、ご希望の方はご参加下さい。

学校説明会（無料）

7月24日（火）19：00～　　　　ハル
8月11日（土）14：00～　　　　金谷せいこ
9月21日（金）19：00～　　　　叶充代
3,000円（税込）　　　　コスミック・ビジョン・スペース2（中目黒）
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ドルフィンスターテンプルの手法を活かした、ワークショップ。一回のワークで自己と深くつながることができ、
これまで感じられなかった感覚を体験できる根強い人気のメニューです。どなたでも楽しく参加できます！

Workshop Information

日時 講師

会場料金

【東京】

8月31日（金）18：00～　　　　樋口貴子
3,500円（税込）　　　  レインボーエンジェルズ大阪店

日時 講師

会場料金

【大阪】

8月11日（土）18：00～　　　　樋口貴子
3,500円（税込）　　　  
ウインク愛知（愛知県産業労働センター ）1205号室

日時 講師

会場
料金

【名古屋】

9月11日（火）19：00～　　　　　ハル
3,500円（税込）　　　  
広島オフィスセンター　予定

日時 講師

会場
料金

【広島】

ワークショップ情報
初めての方も安心してスピリチュアルを体験！　ご自身に起こるさまざまな感覚をお楽しみください！

誰にでもオーラが見られるようになる可能性は秘められています。まずはオーラを感じてみましょう。講師がファシリテートする瞑
想の後、オーラを感じるワークを行います。ピリピリしたり、ほんわかしたり、人によって感じるかもしれません。自分のオーラはどの
くらいの大きさなのかを体験し、丁度よい大きさにオーラを調整しながら、楽しくオーラにふれられる一回で完結するワークです。

オーラを見る教室■ メニュー1

日時 講師

会場
料金

【東京】

ドルフィンスターテンプルの講師が降ろした「安全に保たれた光の空間」の中、自分自身を深く感じ繋がる瞑想をサポート
します。講師による穏やかな誘導のもと、ご自身の光とエネルギーを体感してみませんか。

スピリチュアル体験★瞑想会■ メニュー2

8月9日（木）　19：00～　金谷せいこ
3,000円（税込）
コスミック・ビジョン・スペース2（予定）

日時

会場
料金

【東京】ドルフィンスターテンプルの光でシールドされた空間で行うグルー
プヒプノです。安心感を伴う深いリラクゼーションの中、あなたの魂
の内側へと誘っていきます。あなたの大いなる自己（ハイヤーセル
フ）やガイド達に会い、必要なメッセージを受け取りましょう！

グループヒプノ■ メニュー4

■ メニュー5

カー経路のエンドポイントのチェックのワークを行います。カー経路
とは、肉体の聖なる複写体であり、光と生命エネルギーの高い波動
を肉体に取り込む働きを持ちます。それが、完全に機能するとき、本
人のマスター存在が肉体に深く根を下ろします。私たちが人間として
肉体を持ちながら、完全にキリストを体現し、私たちの進化と波動の
上昇にともなって、三次元から四次元、更に高次元へとシフトするこ
とを可能にしてくれます。

エンドポイントのチェック■ メニュー6

どなたでもご参加できます

【東京】
7月26日（木）19：00～　　　　　金谷せいこ
7月28日（土）18：00～　　　　　ハル
無料　　　　コスミック・ビジョン・スペース２（中目黒）他

日時 講師

会場料金

【名古屋】
8月11日（土） 14：00～　　　　　樋口貴子
無料　　　　ウインク愛知（愛知県産業労働センター）1205号室

日時 講師

会場料金

【東京】
7月1日（日）14：00～16：00 　　　　ＭＩＫＡ

1,500円（税込）

対象 PLI1前半・後半を修了された方
コスミック・ビジョン・スペース２（中目黒）

日時 講師

会場

料金

8月13日（月）、14日（火）　10：00～18：00
56,000円（税込）（7月12日までのお申込）／64,000円（税込）（7月13日以降のお申込）
プライベートコンサルテーション込みのお徳パック　98,000円（税込）（7月12日までのお申込）／106,000円（税込）（7月13日以降のお申込）
コスミック・ビジョン・スペース２（中目黒）

日時

会場

料金

7月19日（木）19：00～　　　　　 ミッシェル
8月2日（木）19：00～　　　　　　叶充代
9月3日（月）19：00～　　　　　　ミッシェル
ラブオファー（あなたが受け取ったと感じた金額で）
福岡市内予定

日時 講師

会場

料金

【福岡】

7月14日（土）19：00～　　　　　金谷せいこ
9月22日（土）19：00～　　　　　MIKA
ラブオファー（あなたが受け取ったと感じた金額で）
仙台市内予定

日時 講師

会場

料金

【仙台】

8月5日（日）18：00～　　　　　　　添田さおり
ラブオファー（あなたが受け取ったと感じた金額で）
レインボーエンジェルズ大阪店

日時 講師

会場
料金

【大阪】

7月18日（水）19：00～　　　　　　ハル
ラブオファー（あなたが受け取ったと感じた金額で）
広島オフィスセンター予定

日時 講師

会場
料金

【広島】

名古屋
光の瞑想会

７月２６日（木）、８月１７日（金）、９月１９日（水） １９：００～２０：４５
ウインク愛知（愛知県産業労働センター）905号室
ラブオファー（あなたが与えたい愛の会費）
事前に右記へお申し込み頂けるとありがたいです。takako11@softbank.ne.jpまで（樋口貴子）

会場
料金
申込

日時

ボウル状に作られたのクリスタルをファシリテーターがスティックを使って奏でることで、その倍音の波動
を浴び、ストレスが緩和されていく瞑想会です。アルケミークリスタルボウルを４個（マザープラチナ、エ
ジプシャンブルー、オーシャンインジューム、アメジスト）、又はアルケミープラクティショナーボウルを用
いながら誘導していき、音の高周波により、パワーアップした空間となります。瞑想が苦手な方もで脳波
がα派となり、心身が緩みやすく、深い意識へとつながりやすい環境を作り出します。グループヒーリング
では、気づかずに他者や自分自身の間に制限などを生み出した「契約」の解除などもしていき、最後に全
体への高次の存在からの祝福メッセージをそのまま伝えます。盛り沢山の瞑想会です！皆さまのお越しを
お待ちしております。

当日ご参加大歓迎です！
大 阪
大阪店にて開催！
ドルフィン生練習会情報

7月22日（日） 13：00～17：00
５００円　予約不要
レインボーエンジェルズ大阪店会場

料金
日時

光のグループヒーリング■ メニュー3

プレアデス、シリウスの光の使者をはじめ、アセンションをとげたキリストの光の同朋団、銀河系と銀河系間の光の同盟によって
伝えられた、古代レムリア、アトランティス、エジプト等の古代にも用いられていたヒーリングです。エネルギーラインに（多次元
レベルに存在する）光を流すことによって、自分以外の異質なエネルギーからクリアーになると共に、可能性を限定している信
念や価値観を開放してゆき、あなたの本質となって日常をおくられるようサポートするヒーリングです。人によっては、エネル
ギーが流れていくことによって、温かく感じたり、スカッと感じたりするかもしれません。椅子に座って、講師の誘導のもと、ただ
エネルギーを受け取って下さい。 

【東京】
8月24日（金） 19：00～　　　　　1,000円　　　　金谷せいこ
コスミック・ビジョン・スペース２（中目黒）他
【今回流すエネルギー】シルバー：水銀のような濃厚なエネルギーです。痛みやブロックを流し去り和らげます

日時

会場

料金 講師

ドルフィン生同士でお気軽に練習が
出来る場を設けさせて頂きました。

ダイナビジョンでは、認定コースを修了された方々と共に、「スピリチュアリティとリアリティの統合」を目指し、そのスピリットを、社会
に浸透させていくフィールドを提供するべく、「プロ養成　2日間集中講座」を開催することとなりました。一人の個として自立し、天才
性を自由に発揮できるバランスのとれた心と体と精神を持った豊かな起業家として、クオリティを向上し、プロフェッショナルに活動す
る為の講座です。ダイナビジョンでのコースを修了された方以外も、これから開業を考えている方や、事業を活性化してゆきたい方に
オススメの講座です！大きく3つのプログラムで展開します。

※当日１３時までにレインボーエンジェルズ
大阪店へお越しください。

【1日目】
クライアントさんと接するマナーを習得し、内面と外面、両面を磨くことで、
本当の魅力や表情を引き出します。
☆メイク講座　
国民的アイドルをはじめとした有名芸能人をクライアントに持つプロメイ
クアップアーティストＭＹＳＡさんが、皆さんの魅力を引き出します。
☆ビジネスベーシックの講座
一流ブランドをクライアントに持つ福島見容さんを講師に迎え、ビジネス
を展開するにあたり、必要なビジネスベーシックを習得していきます。

【2日目】
☆プロとして輝く為のレッスン
数々のハリウッドセレブを輝かせてきたゲーリー・クイン
が、ハリウッド流セルフプロデュース術、プレゼンテーショ
ン術等、マーケティングやプロモーションの仕方までを惜
しみなくお伝えします。
※「プロ養成　2日間集中講座」をご受講された方向けのゲーリー・
クイン６枠限定のプライベートコンサルテーションを設けました。
詳細は13ページをご覧下さい。

◆ミニリーディングをご希望の方は１８：３０にお越しください。
別途 ￥1,000/10分です。事前にお申し込みください。

プロ養成　2日間集中講座

ドルフィン生限定

※希望者の方は、その後、16時から、引き続き、ドルフィンスター
リンキングのワークもあわせてお申込ください。

※続けてドルフィンスターリンキングを受ける方はプラス2,000円

～関西練習会情報～

各地情報 ※こちらのイベントのお問合・お申込は、各連絡先へ直接お問合せ下さい。
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海外シャスタコース海外シャスタコース

ドルフィンスターテンプルの神殿が完全に確立されたシャスタ山で、ドルフィンの教えである『自らが神意識に目覚める
ワーク』を行います。神聖なるパワースポットを訪れ、最高のエネルギー領域内で光の叡智の伝授を受け取ってください。
真実の自分に目覚めるこの聖地シャスタでの数日は、あなた自身への最高のギフトになるでしょう。

FSP2シャスタ山集中コース　【10泊12日】
穴口恵子がシャスタ山で贈る、奇跡のスピリチュアルワーク

【料金に含まれるもの】
授業料･教材費・宿泊費・現地レディング空港までの送迎代
【料金に含まれないもの】
●現地までの航空運賃（格安チケット購入で約15万円～23万円程度）
●食費約200ドル ●お小遣い

料金

日時 2012年7月19日（木）～7月27（金） 10：00～18：00
【日本発 7月18日（水）、日本着 7月29日（日）】
 ※数日に一度は聖地での休日となります。
250,000円
アメリカ・カリフォルニア州シャスタ山　　　　聖地シャスタ・シティ内を予定
穴口恵子

透視を通してクライアントを的確に誘導し、魂からの真の癒しを行う多次元ヒプノセラピー。この手法を行う多次元ヒプ
ノセラピストを育成する養成コースです。シャスタの偉大なるヒーラー、アモラ・クァン・インが直接伝授するコースでは、
参加者がまず潜在意識の開放を行い自らの深い癒しを体現していきます。光の空間を作り、高次の存在とつながりなが
ら退行していくこの方法は、通常のヒプノ技術と大きく違い、プロのヒプノセラピストの方々へもお勧めです。FSP1を受
講された方ならどなたでも受講できます。
※認定書を発行します

多次元ヒプノセラピスト認定コース　【11泊13日】
創始者アモラ・クァン・イン直伝！　コース中、あなたの魂を導いていきます。創始者アモラ・クァン・イン直伝！　コース中、あなたの魂を導いていきます。

【料金に含まれるもの】
授業料･教材費・宿泊費・通訳料・現地レディング空港までの送迎代
【料金に含まれないもの】
●現地までの航空運賃（格安チケット購入で約15万円程度） ●食費約200ドル ●お小遣い

2012年7月7日（土）～7月16日（月・祝） 10：00～18：00
【日本発 7月6日（金）、日本着 7月18日（水）】
※数日に一度は聖地での休日となります
280,000円
アメリカ・カリフォルニア州シャスタ山　　　　聖地シャスタ・シティ内を予定
アモラ・クァン・イン ［通訳］穴口 恵子　　　　20名

日時

場所 宿泊
料金

講師

場所
講師

定員

定員

【シャスタコースの航空券の手配について】
航空券のご手配は、各自でお願いしております。ご手配の際には、別途ホームページのモデル便
を参照の上、最寄りの旅行会社もしくは、ホームページでご紹介しております旅行会社へお問い
合わせください。集合時間は、コース開始前日に、シャスタの最寄り空港であるレディング空港の
外ゲートに14時15分頃を予定しております。レディング空港から、弊社手配のシャスタ宿泊先ま
では、送迎を用意いたします。

地球で最初に高次のエネルギーが降ろされる地で、アモラ・クァン・インと穴口恵子から直接
学べる認定コース。アセンションイヤーの今夏、シャスタは、アセンションエネルギー、女神
エネルギーを始めとする特別なエネルギーで満ち溢れ、あなたを待っています！　波に乗って、
真から望む人生を創造するチャンスをつかみませんか。

透視を通してクライアントを的確に誘導し、魂からの真の癒しを行う多次元ヒプノセラピー。この手法を行う多次元ヒプ
ノセラピストを育成する養成コースです。シャスタの偉大なるヒーラー、アモラ・クァン・インが直接伝授するコースでは、
参加者がまず潜在意識の開放を行い自らの深い癒しを体現していきます。光の空間を作り、高次の存在とつながりなが
ら退行していくこの方法は、通常のヒプノ技術と大きく違い、プロのヒプノセラピストの方々へもお勧めです。FSP1を受
講された方ならどなたでも受講できます。
※認定書を発行します

※宿泊費、現地レディング空港
と宿泊先間の送迎代金につきま
しては、現地で代理にてお支払
いをさせて頂く分を事前にお預
かりしております。

※宿泊費、現地レディン
グ空港と宿泊先間の送
迎代金につきましては、
現地で代理にてお支払
いをさせて頂く分を事前
にお預かりしております。
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New age goods & Healing shop
http://www.rainbowangels.jp/　
TEL.03-3791-8465（12：00～20：00 定休日/第3火曜日）（東急東横線・日比谷線 中目黒駅 徒歩８分）
〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-25-10

レインボー
エンジェルズ
レインボー
エンジェルズ

素晴らしい自分を表現するためのサポート商品

エネルギークレンジングの色々な方法

◆新商品入荷しました◆

フラワーエッセンス【ルビー】 ¥3,450 クリスタル【サンストーン】 ¥4,725 チャクラアート【第二チャクラ】 ¥525

美しいエネルギーを取り入れるためのおすすめ商品

第2チャクラ＆ハートを強力に活性化する
エッセンス
生まれながらの神聖さを表現し、女性、男性
としてのあらゆる魅力を出すサポートをして
くれます。あるがままの自分を愛し、誇れる
ように、そして創造性、自分だけの個性を発
揮して生きるために。また、不安や心配を克
服し、情熱、行動力、遂行力を出せるように
サポートします。

太陽のようなエネルギーを全チャクラに呼
び込むクリスタルです。落ち込みや、気鬱を
解消し、明るい方向へ向かうのをサポートし
ます。コンプレックスや自己卑下をなくし、自
尊心と自信を回復、楽観的で喜びに満ちた
感覚を取り戻します。そして本当の自分が
楽しく輝けるようにします。・実行力がほしい
人、独立したい人、自分と他の人の境界線
をはっきりさせたい人にもお勧めです。

ダイナビジョンオリジナルチャクラアートの
第二チャクラです。チャクラからあふれ出る
エネルギーが繊細に表現されよりリアルに
チャクラを感じたり、カラーをイメージする
ことができ、チャクラを活性化します。お部
屋に飾ったり瞑想時にも。小さいサイズは、
手帳に挟んで持ち歩き、必要時応じて見た
り、横になってチャクラに乗せても使えま
す。

【チャリスウェルエッセンス】
各 3,150円

【レインボードラゴン】
1,260円

【ココペリマンダラ】
1,260円

強力なヒーリングエネルギーをもっていると
いわれるイギリスのグラストンベリーにある
聖なる井戸チャリスウェルの聖なる水で作
られたフラワーエッセンスです。これは、エ
ンジェル界、エレメンタル界、植物界、鉱物
界の各界から、この地球上に肉体を持って
生まれてくる者に対するサポートのエッセン
スです。私たちのスピリチュアルな存在が、
肉体を持ち物質界に根をおろすのを助けて
くれます。また、私たちのエネルギーフィー
ルド（オーラ）を浄化し、地球のエネルギー
と宇宙エネルギーが、私たちの体でバラン
スをとって流れやすくなる手助けをしてくれ
ます。　　

7つのドラゴンを統合したもっともパワフル
で聖なるドラゴンです。魂の導き手であった
り、進む道の守り手として、地球に生きるす
べてのものを守護してくれています。私たち
皆が愛と慈しみに沿って生き、波動を上げ
ていくこと、光へ向かうサポートをしてくれ
る存在です。非常に高次の存在で、見つめ
る、飾ったり、持ち歩くだけで、強い浄化保
護作用を持ちます。

豊穣と繁栄をもたらすといわれている聖地
セドナに伝わる精霊ココぺリのアート。一説
では宇宙からやってきたとも言われていま
す。私たちは、皆繋がっており、自分の幸せ
も、他人の幸せも限定したものではなく、本
当は全てが重なり合っており、他のすべて
の生物や、地球や宇宙までもすべてがつな
がっていることを感じ取れるようにしてくれ
ます。私たちひとりひとりが本来の流れに
戻れば、全ての出来事が豊かさが豊かさを
呼び込むというものだと思い出させてくれ
るアートで、繋がりと、豊かさを思い出すこ
とで、自然に喜びの中で生きることが出来
るでしょう。

【CD】天使と繋がって音楽を作曲する
エンジェリックミュージシャン：フレデリックデラリュー　　　
～Soaring with the Angel～　2,940円

【アート】マリウスマイケルジョージ作
マリウスは、直接天使やマスターたちに会って様
子を模写しているそうです。実際に目に見える存
在やシャンバラの様子を詳細に伝えてくれる貴重
なアーティストです。

～エロヒムとビクトリア～ 1、890円～（21.5×28.0㎝）
これからの水瓶座の時代、癒し、奉仕の紫色の光
線を担当するヘブライ語で「神」を意味するエロヒ
ムとヴィクトリア、アセンデッドマスターセント・
ジャーメイン、レディポルシャ、大天使ザドキエルと
パートナーのレディアメジストが 地球のまわりに集
まり愛を送りサポートしてくれています。

エネルギークレンジング（浄化）の方法には、たくさんの方法があります。
ツールを使う方法としてセージ、お香をたく・浄化スプレー、エッセンスを使う・クリスタルを置く・お塩・音（音叉、ティン
シャ）など、そして天使やアセンデッドマスターに助けを求める、スピリチュアルなセッションを受ける方法もあります。
その中で今回お勧めするのは、高波動のエネルギーのCDを流す、本を読む、絵を見る方法です。
これらは、天使やアセンデッドマスターにお願いする方法と同じで、直接高エネルギー存在とつながるパワフルな方法
です。CDを聞いたり、本を読むことで、メッセージをもたらしている存在のエネルギーを私たちは受け取ります。絵を見
ることで高次元のヴィジョンをイメージすることになりますが、このイメージすることは私たちが実際にその世界と繋が
ることを助けています。疲れたり、すっきりしたい時、直感を活性化したり、自分のお部屋を守ってもらうなど、その時の
希望に応じて、高波動エネルギーを持つツールからエネルギーをもらって助けてもらいましょう。ポイントは、自分が見た
り、聞いたりして本当に気持ちがいい、惹かれる美しいエネルギーのもの、ピンと来たものを選ぶことだそうです。こちら
は美しい旋律が癒しのエネルギーに満ちたBGMとして人気のCD、そしておなじみマリウスアートプリントの中でもパワ
フルなアートのご紹介です！自分らしさ、自信、表現は第２チャクラのつかさどる場所でもあります。自分らしさを表現し、自信やエネルギーに溢れて

生き生きと輝いているととても魅力的です。自分のハートの神聖な喜びを、第二チャクラを活性化させて、ますます輝き
を増して周囲に放射していきましょう。

～宇宙、愛のエネルギーを取り入れる～
瞑想ＣＤ【ワンネスメディテーション】
56分25秒　2940円

～きれいなお水で身体を満たす～
波動水【エンジェルウォーター】
1.5リットル630円

～地球のエネルギーを取り入れる～
クリスタル【シバリンガム】
ペンダント、原石　各2100円

人類と地球そして宇宙との波動調整を行う
ＣＤで、すべての源、宇宙、愛とつながり本
来受け取るべきエネルギーですべてのエネ
ルギー体を満たします。今まさにこれから始
まるワンネスの時代、ワンネスとしての在り
方をエネルギーレベルで感じ、変容を受け
入れていくためにおすすめします。

健康を正常化するのに役立つと言われてい
る特殊な山の湧水を、ナノテクノロジーの特
許技術で再現した、非常に高エネルギー活
性化のヒーリングウォーターです。活性化、
デトックスをはじめ色々な体験談が報告さ
れ、世界中の注目を集め、著名な大学の研
究室、病院、科学雑誌などで取り上げられ
ているお水です。（お水の基準に厳しいタイ
で製造されています）◆売上の一部は東日
本大震災の被災地へ寄付されています。

シバリンガムは非常に神聖な天然石でもあ
ることで有名です、自然のエレメント（特性）
をすべて持っているパワフルなクリスタル
です。地球のエネルギーと同調し、自分の身
体にパワーを取りこみ満たします。また全
チャクラに対応しエネルギーを活性化しま
す。地球と同調し、グラウンディングや、セン
タリングを助け、本来私たちが持つ肉体、エ
ネルギー体の機能を正常化し取り戻す助け
をしてくれます。

周囲のものは自分のエネルギーで想像されるため、美しいエネルギーで自己を満たすと色々な変化が起きます。
不要なエネルギーは流し、宇宙や、地球のエネルギーを取り入れるための素晴らしいアイテムをご紹介します。
いつもきれいで素晴らしいエネルギーを満たすことで、楽しい日々を創造していきましょう。
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大阪店・おすすめイベント

個人セッションや６名様ほどの瞑想会などには個室ルームを１０名様以上の
セミナーやワークショップには大部屋をご利用いただけます。

見学の際にはお電話または下記のメールアドレスにてお問い合わせください。
salon@dynavision.co.jp 担当者まで

【料金】
個　室：１時間1,500円／１日（12:00～20:00）10,000円
大部屋：１時間5,000円／１日（12:00～20:00）35,000円

New age goods & Healing shop

レインボー
エンジェルズ
レインボー
エンジェルズ

ヒーリングショップ ＆ ヒーリングサロン ＆ レンタルサロン

大阪店

http://www.rainbowangels.jp/　
TEL.06-6943-8458（12：00～20：00 定休日/第3火曜日）　happy@rainbowangels-osaka.com
大阪府大阪市中央区大手前1-4-2　都住創大手前103

レンタルサロン、セミナールームのご案内

♦７月３、４日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 樋口貴子のクリスタルボウルイベント・個人セッション・瞑想会
♦７月１９～２２日・・・・・・・・・・・・・・ ＫUICHY／個人セッション・イブニングイベント・１ＤＡＹセミナー
♦７月26日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｋｉｋｉの魂が震えるスピリチュアルメイクLIVE～あなたという女神の再誕生～
♦８月３、４日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 牧野内大史／イメージの法則ライブ＆ミニワーク・１DAYワークショップ
♦８月８～１２日・・・・・・・・・・・・・・・・ ゲーリー・クイン／個人セッション・イブニングイベント・２ＤＡＹセミナー
♦８月２２～２６日・・・・・・・・・・・・・ HIRO&RIE／セイクリッド・アロマカード展示会・個人セッション
♦９月８日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ドルフィンスターテンプルミステリースクール／ＦＳＰ２開催
♦９月１２～１６日・・・・・・・・・・・・・ アンジェラ・ハートフィールド／個人セッション・イブニングイベント・２ＤＡＹＳ認定セミナー
♦シャンカリ・フェア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7月20日（金）～23（月）
♦コスミック・ビジョン・マップ・・・・・・・ 毎月の新月の日開催
♦ストレッチＹＯＧＡ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第２・４火曜日開催

その他 イベントチェックはこちら▶ http://ameblo.jp/rainbowangels-osaka/

セイクリッド・アロマカード
アロマテラピーの植物と自然界のスピリット
が描かれた美しい33枚のカード＆ブックで
す。１枚のカードから、今のあなたにとって最
適な精油が示され、スピリチュアルなメッ
セージが届けられます。毎日の生活の中でア
ロマの香りをさらに取り入れ楽しみたい方
は、本に紹介されている様々な実用方法から
生まれる効果をぜひ実感してください♪

いつも、ありがとうございます！
レインボーエンジェルズ大阪店は、おかげさまで６月１９日でオープン２周年を迎えました。大
天使ミカエルをはじめ、たくさんの虹の光の天使たちに守られ、みなさまに支えられ、たくさん
のお客様と出逢うことができましたこと、心より感謝いたします。3年目となる今年の大阪店
は、行くと癒され元気になる、居るだけで心が澄んで軽くなる、と感じていただける愛と喜び
に満ち溢れた空間作りを目指していきますので、お近くにお越しの際には、ぜひお立ち寄りく
ださいませ。虹の光の柱がアンカリングされた聖なる空間にて、みなさまのお越しを心よりお
待ちしております。

大阪店・おすすめ商品
ロマンスエンジェルカード
HP・ブログに掲載してから問い合わせを
たくさん頂き、あっという間に品切れに
なってしまった人気商品です。実際に手に
取って見ていただければ、その波動の高
さに驚かれると思います。再入荷しました
ので、ソウルメイトと引き寄せたい、パート
ナーとの絆を深めたい方は、美しいロマン
ティックなカードで、愛と幸せのメッセージ
をぜひ受け取ってください♪

新規会員登録で500ポイントをプレゼントしております。 
お買い物の際に１ポイント１円としてお使いいただくことができます。

50点以上お買い上げの場合、スピリチュアルポータルサイト『すぴのわ』の、 
トップページ(１週間で約10000ページビュー)に、貴方様のサロンやショップ、イベント等の、 
バナー広告を１週間無料で掲載させていただきます。 ※掲載の期間は指定できません。

さらに、10,000円以上のお買い上げで送料無料。 
購入金額の１％をポイントとして還元いたしますので、次回のお買いものの際にお使いいただけます。

現在、日本国内ではレインボーエンジェルズの各店舗でしか販売されていない、マリウス・マイケル・ジョージをはじめとす
るスピリチュアル・アート作品ですが、この度、サロン様やショップ様向けにも卸販売ができるようになりました。こちらは
サロン様やショップ様等、事業者様限定の卸売となっております。 個人の方へは原則として販売しておりません。20名も
のアーティストによる大天使、アセンデッドマスター、ヒンドゥー、仏教の他、多数のアートがあり、200種類以上のカード、
ポスターを取り揃えております。お好きなアートを貴方様のサロンやショップでも販売しませんか？

★現在２つの特典をご用意しております★

1

2

商品価格等の詳細は、会員ページにてお知らせしております。会員登録後のログインページにてご覧くださいませ。

まずは　http://ami-japan.com/　にアクセスの上、会員登録をお願いいたします。
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New age goods & Healing shop

レインボー
エンジェルズ
レインボー
エンジェルズ

「自分らしく」スピリアルヒーリングサロン

国際通り店

http://www.rainbowangels.jp/　
TEL.080-3996-8557
☆年中無休☆13時～21時頃（変動ありますので、お電話にてお問い合わせください）
〒900-0013　那覇市牧志3-12-8 フィットビル１階

☆国際通り店　オリジナル＆人気グッズ☆

☆レインボーエンジェルズに新しい姉妹店がOPENしました☆
東京・大阪・沖縄と続き2012年、新店舗として沖縄国際通りの
中心、牧志にレインボーエンジェルズを全国・世界中の人たち
に知ってもらうためのアンテナショップとして、レインボーエン
ジェルズ国際通り店が、5月1日（火）にOPENしました♪
入口から店内を見ると・・・
店内一面に施した、色鮮やか
なスカイブルーで、にぎやかな
国際通りでもひときわ目を引く
お店に仕上がっています＾＾

店舗準備中にもたくさんの方に
「かわいい～～」と声をかけてい
ただき小さな店舗ながら、エン
ジェル・ストラップやエンジェル・
ブレスなどエンジェルグッズを

中心に国際通り店オリジナル商品などもありの充実ラインナップです♪

New age goods & Healing shop

レインボー
エンジェルズ
レインボー
エンジェルズ

「自分らしく」スピリアルヒーリングサロン

沖縄店

http://www.rainbowangels.jp/
AmebaBLOG：http://ameblo.jp/rainbowangels-okinawa/　
TEL.098-988-3963　raokinawa@dynavision.co.jp
沖縄県宜野湾市大山2-12-14

～自らの輝きに気付き、自然と調和しながら才能を開く～

◆6～9月・10月イベント
FSP1 ： 6/29～7/1、7/14～7/16、7/27～7/29
FSP2 ： 9/15～17、9/28～30、10/6～8
☆アンジェラ・ハートフィールド　8/31～9/4（予定）
☆アラン・コーエン　来沖予定（10月）

ここは色が溢れ、飛び交う蝶の綾羽が太陽の光と風を受けて舞う島。蝶は変容を遂げたあなた
自身のスピリット。沖縄店では自然の光をキーワードに、自由に自分自身を表現していけるよう
に、様々なアイテムをご紹介致します。

いよいよスタート！ドルフィンスターテンプルFSP1＆
2開講！ガジュマルの深い緑、鳥のさえずりが心地良い
沖縄ならではの受講は、自然界のスピリットのサポー
トのもと、またとない恵まれたコースとなるでしょう。

※その他のイベントはコチラ ⇒ http://ameblo.jp/rainbowangels-okinawa/

ヒマラヤ・ゴールド・アゼツライト
ヒマラヤ山脈付近で近年発見された貴重なクリスタル。自分の意志と創造力を自覚して意識
的に創造活動を促していくでしょう。このクリスタルに完全に同調すると、黄金の光の降下が
訪れ、その人の存在自体が純粋なゴールドの光で満たされると言われています。

フローラコロナ（￥3,450～￥3,650）
昨年初登場後も、引き続き愛用者続出中。ハワイで生まれた本品は美しい写真がエ
ネルギーを保持するので、エッセンスとしては珍しい透明なボトル入り。明るい陽光
でボトルも輝きます。沢山の種類の中から直感で選んだボトルの色やエネルギー
が、不思議と今の自分に必要なエネルギーと光なのです。感情や肉体を浄化＆癒
し、オーラを強め、セラピストの方も自分自身のケアに御用達。自然界からの素敵な
贈り物です。

ハート型ペンダントヘッド ￥4,900
ハート型（幅6センチ） ￥30,450

クリスタル・ドルフィン
「海」といえばイルカ。常に喜びと
自由で癒す存在。プレアデス星系
のスピリットを携えてこの星にやっ
てきました。クリスタルパワーと共
に、あなたを喜びのバイブレーショ
ンの中へ導きます。

クリスタルのエネルギーと
音によるヒーリングや浄化
をすることができます。

ローズクォーツ・ドルフィン
（約12センチ 高さ6センチ） ￥20,060
フローライト・ドルフィン
（約7.5センチ 高さ3センチ） ￥5,040
フローライト・ドルフィン
（約5.5センチ 高さ1.8センチ） ￥3,150

クリスタルチューナー
￥5,250　

ローズクォーツを使用した
恋愛運アップのオリジナル
ストラップ♪
wakuwakuエンジェル
ストラップ　￥１,２６０ STONE DE SHIAWASE 

￥440

レインボーエンジェルズ国際通り店では、このようにお手頃なエンジェルグッズ達が他にもキラキラし
ております。沖縄在住の方はもちろん、この夏沖縄へ観光へ行かれる方はぜひぜひ、お立ち寄りくださ
いませ～♪

おみくじ感覚で選べる
オリジナルストーン
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［ s h o p ］http://www.rainbowangelmagic.com/　
TEL.03-3713-0322（12：00～20：00 定休日/第3火曜日） 〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-15-6川鍋ビル３階

RainbowAngelMagic

ここでご紹介しましたヒーラーさん達は他に
もオリジナルのセッションを毎日、日替わりで
行っています。このページでは紹介しきれな
かった、具体的なセッションの内容・スケ
ジュールについては
  レインボーエンジェルマジック　で検索
もしくは、03-3713-0322　
にお電話くださいね。
スピリアルコンシェルジュがご説明をさせていただ
きます。

変化の年、2012年の前半が終了しました。
この6ヶ月を振り返ってみて、あなた自身の変化はいかがでしたか？
「もっと、自分を表現したい」「もっと、この世界で自由になりたい」
レインボーエンジェルマジックではそんなあなたの変化のきっかけを
個性豊かなヒーラーさん達が、毎日セッションを通じて提供しています。
これからの夏を迎え、サンサンと輝く太陽の光のようにあなた自身の
人生をこのレインボーエンジェルマジックで輝かせてみませんか？　

あなたの質問に対して、大天使・アセンデッドマス
ター・神・女神からのチャネリングメッセージをお伝
えします。さらに質問を繰り返すことで、あなたを
真実の道へ、あなたが望む道へと導きます。あなた
に質問がない場合でも、それら高次の存在からの
メッセージをお伝えすることができます。

〈マスターチャネリング〉

「夢と現実をつなぐ」スピリアルヒーリングサロン

レインボーエンジェルマジック ２０１２
～本来のあなた自身を自由に表現する～

♪レインボーエンジェルマジック　セッションのご紹介♪

穴口恵子マスターチャネリング認定コース卒業

饗庭ゆきこ とも 理愛

ドルフィンスターテンプルの手法で、リーディングやヒーリングを行っていきます。手放す準備のできた過去の価値観
や考え方を解放し、より自然な形で物事をとらえられるようにサポートしていきます。
●ハイヤーセルフや高次元の存在からあなたへのメッセージ
●カルマ、コード、チャクラ、ネガティブなエネルギーのクリアリング・ヒーリング
●インナーチャイルドのヒーリング

〈ドルフィンスターテンプルリーディング＆ヒーリング〉

ドルフィンスターテンプルミステリースクール卒業

えみ Hiroshi マリア めぐみ 理愛 ひろこ

誰にでも生まれてから亡くなるまで、最低2人以上のエンジェ
ルが守護をしています。あなたの守護天使と繋がり、愛と光に
溢れたメッセージをお伝えします。愛と光に溢れたエンジェル
のメッセージをお伝えし、自分らしい人生を歩んで行けるよう
に皆さんの背中をそっと押して差し上げるお手伝いをします。

〈エンジェルリーディング〉 エンジェリックチャネル認定コース卒業

愛子 -Chikako- えみ

虹の光の翼を持つ天使レインボーエンジェルのエネル
ギーによるヒーリングです。
虹の光の柱のヒーリング・クリスタルを使ったヒーリン
グ・レインボーエンジェルカードリーディング・肉体の
ヒーリング・感情のヒーリングアカシックレコードリー
ディング・アセンションチャクラでは個性豊かな8人の
マスターたちから、あなたに必要なヒーリングとメッ
セージをお伝えします。

〈レインボーエンジェルセラピー・アセンションチャクラ〉

穴口恵子レインボーエンジェルセラピー・
アセンションチャクラ認定コース

饗庭ゆきこ さおり ホーリー祐子

リコネクティブ周波数という全く新しい周波数帯を通し
て、私たちが本来持っている豊かさや、宇宙の豊かさと
再結合させてくれます。リコネクティブ周波数の帯域幅
（周波数の範囲）は非常に大きく、ヒーリング中に今ま
でに体験したことがないような膨大な量の情報と光、
エネルギーを受け取る事ができます。このセッションで
は、あなたにとって最も必要なヒーリング作用が起き、
心身のバランスをとり戻します。

〈リコネクティブヒーリング〉

古代ハワイアンが医療として行っていた癒しの方法を
使用し、自然界に宿るエネルギー“マナ”をセラピストの
手を通して、クライアントの心と身体につたえていく
セッションです。

〈ロミロミマッサージセッション〉

あなたのために選んだフラワーエッセンスが実際どんな
働きをするのか感じていただきながら、同時にあなたが
無意識のうちにとらわれていた思考パターンやメンタル
ブロックの存在に気づき手放すのをサポートします。

〈フラワーエッセンスセッション〉

とも

下釜かずよ

穴田さゆり

ホーリー祐子 めぐみ

ミニリーディング：10分2,000円～　
個室セッション：30分7,500円～
※各ヒーラーによって詳細は異なります。
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あなたを願望実現へと導く魔法のジュエリーを手に　夢や願いを叶えていきましょう！

「願いを叶える魔法のシャンカリジュエリー」
あなたが叶えたい最高の夢や願いを手にしていきませんか？

『シャンカリジュエリーが導く幸せが循環していく』
─穴口恵子オススメの効果的な使い方─

シャンカリジュエリーは、実際に購入してからというもの、仕事が決まった、臨時収入が入ってきた、パートナーができ
た、結婚することになったなど、信じられないようなストーリーをいくつも持つジュエリーです。シャンカリジュエリーの
購入を決めた瞬間から、あなたのストーリーが始まります。今回はシャンカリジュエリーを持っているスピリアルコン
シェルジュ（ダイナビジョンで働くスタッフ）とお客様のシャンカリ体験談！ シャンカリジュエリーがダイナビジョンへの
入社のきっかけになったり、結婚のきっかけになったり、臨時収入が入ってきたりと、それぞれが体験した、信じられな
いような真実が盛りだくさんです。そんな中、みんなが口をそろえてこう言います。
　　　　　　「シャンカリジュエリーには不思議な力が宿っている」
みんなの体験談は読み物としてもかなり面白いですし、また、もし同じようなお悩みを抱えているようでしたら、解決の
役に立つようなお話もるのではないかと思います。

シャンカリジュエリーをつけると早い人で３ヶ月ぐらい、遅くても１年ぐらいで、今、潜在的に
抱えている願望を達成して、次のステージへ行くことが多いようです。 そういう場合は新しい
シャンカリジュエリーを購入しますね。ただし、そういう場合でも、その時の自分のエネルギー
や目的にあわせて以前のものを身につけたりと、使い分けることもできますし、オススメの使
い方です。一方で「本当に役目を終えたな」と思ったジュエリーは、以前の自分と同じような願
望を持っている人に譲るということもできます。そうすることで、どんどんとシャンカリジュエ
リーが導く幸せが循環していくわけです。

スピリアルコンシェルジュ　あき　
シャンカリを購入している周りの人たちの変容
を目の当たりにして、自分自身も変わりたいと
思い、購入を決めました。シャンカリを愛書に購入したときは、
自分自身の変化を感じられずにいました。でも、あとで振り返る
と、人間関係がよくなっていて、仕事に対するやりがいや情熱が
わいてきたことに気づきました。2個目のシャンカリを購入した
時は、アルバイトから契約社員に。3個目を購入したときは、契
約社員から正社員に。4個目のときは、店長になりました。今、と
ても仕事が楽しく、人間関係にも恵まれていて幸せです。

シャンカリジュエリーが数多くの海外セレブに長く愛
されているのも、これらの魔法的なエネルギーにひ
かれるのかもしれません。シャンカリジュエリーは、
持つ人が自分の可能性に目覚め、本当の輝きとパ
ワーを取り戻し、愛や喜び、達成したことを、この地

上で具現化していくための魔法の道具です。あなたが叶えたい願いは何ですか？シャンカリジュエ
リーが強力な磁石となり、あなたに愛と豊かさが引き寄せられるでしょう！今回は、7月下旬から、３
つの会場にて開催します！順番は下記のとおりです。

スピリアルコンシェルジュ　恵
その頃の私は、すべてに悩み、ここではないど
こかを探していました。何か一つの効能という
よりも、何か変わりたい！というのが購入した一番の目的でした。
シャンカリにはとてもとても過酷な状況を支えてもらったと思い
ます。もしあのときシャンカリを買っていなかったら、私はずっと
同じ状況に耐えていたのだと思います。シャンカリは次のステッ
プへ行く道を開いてくれました！シフトアップしたあなたを生きた
いのなら、ぜひシャンカリジュエリーを持っていただきたいです。

スピリアルコンシェルジュ　ゆうこ
八方ふさがりになっていて、人生に絶望を抱えて
いるあなた。そんなことは絶対にないですよ。あな
たが望めばその通りの人生がやってきます。私は
シャンカリを買ってその3ヶ月後にはレインボーエンジェルマジック
の店長に。自分にとってステップアップのチャンスを頂きました。店
長業務を経てからは、本当にやりたかったことが私の中から湧き出
て、今まで封印していた〝創る″という行為が具体的にビジョンとな
り、なかなか一歩踏み出せなかった道へ進むことができました。

M.Oさん（女性）の体験談
初めてのシャンカリジュエリーは、ネックレスでした。小さくてかわいらしいブ
ルートパーズのペンダントトップです。数ヶ月経って、大きなペンダントトップ
が欲しくなり、ご褒美として買いました。さらに５月には、母へ、７月には父
へ、8月に妹にも誕生日プレゼントとして、大きなペンダントトップをあげまし
た。当時気づきませんでしたが、今思うとそれだけ、収入が多くなっていたの
です。（これ以上のプレゼントはないと思って現金でぱぱぱ～と買っていまし
た）またボーナスも通常ありえないほどの査定で高評価をもらい続けまし
た。役職もつき、職場でどんどん重要なポジションになっていきました。過去
の自分の感情や、運気など、細かく考えなくても、実際に仕事、豊かさの面で
はっきり結果として出ていて、サポートされていたことがわかったのです。

詳しくは、　　　　　　　　　　　で検索し、レインボーエンジェルズホームページにある、
シャンカリフェアのバナーをクリックしてくだい。スピリアルコンシェルジュの体験談もご覧いただけます。

お問い合わせはレインボーエンジェルマジックまで▶Mail : info@rainbowangelmgic.com
「シャンカリフェアについて」とご連絡ください。Tel：03-3713-0322

魅力アップおすすめ商品
忙しい毎日の中で、人の欠点が目についてしまう…周りの人に嫉妬の感情がでてきてしまう…など
日々の生活の中で自分に愛と滋養を与えていきましょう。

愛され体質になる ～第4チャクラティー～
〈第4チャクラが活性化する、本来のエネルギーに戻っている状態〉
□ありのままの自分を愛せる　□人との間で信頼関係を築くことができる　
□安心感のなか毎日を過ごせるようになる　
□人からの愛をうけとることができるなど・・・

「仕事がステップアップした！」 「過酷な状況を支えてもらった！」

「八方ふさがりの人へ」
仕事、豊かさの面ではっきり結果が！

レインボーエンジェルズ大阪

7月20日（金）~23日（月）
4日間

レインボーエンジェルマジック

7月27日（金）~31日（火）
5日間

オンラインショップ

8月17日（金）~26日（日）

【対応色】 緑色・ピンク　　
【対応アロマ】 ゼラニウムなど　
【クリスタル】 ローズクォーツなど

レインボーエンジェルズ
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Information インフォメーション

【セミナー・セッションの申し込み・お問い合わせ】
株式会社ダイナビジョン　
http://www.dynavision.co.jp/ 
E-mail：cs@dynavision.co.jp
TEL:03-3791-8466（平日11:00～18:00）／FAX:03-3791-8486

セッション・ワークショップのお申し込み、お振込み
【お申し込み】弊社ホームページ、またはお電話にてお申し込みください。
　　　　　　（お電話でお申込みの場合、お支払方法は銀行振込のみとなります）
【お振込み】お申込をいただいてから、一週間以内に全額をお振込下さい。
※ただし、開催日が迫っているお申し込みに関しては、入金確認処理のため開催3営業日前までにお振込み下さい。
※開催直前のお申込の場合はお振込みの上、振込控え等、証明になるものを当日受付にてご提示下さい。
※お振込の際には　注文完了時にお手元に届く『注文番号』を振込名義の後ろにお書き添え下さい。
　　　　　　　　　　例)　メグロハナコ　2012040101234
【お振込先】［銀行］ジャパンネット銀行　本店営業部　普通　2369817　カ)ダイナビジョン
※全てのワークショップ・セミナーについてチケットはございません。当日、受付でお名前を伺います。
［クレジットカード決済］JCB・VISA・MASTER・アメリカンエクスプレス・UC・クレディセゾン・イオンクレジット・DC・UFJ・NICOS 
　※入金確認につきましては、特にご連絡をいたしておりません。

【キャンセル規定】http://dynavision.co.jp/cancel/
　全てのワークショップ・個人セッションにおきまして、弊社の都合で開催中止になった場合を除き、開始後の返金は一切
　いたしておりませんのでご了承ください。（ご返金時の振込手数料はお客様負担となります）
■個人セッション、10万円未満のイベント・ワークショップ/キャンセル理由の如何に関わらず、4営業日前よりキャンセ
ル料が発生いたします。4営業日前：20％/3営業日～前日：50％/当日キャンセル：100％
■10万円以上のワークショップ等/キャンセル理由の如何に関わらず、21営業日前よりキャンセル料が発生いたします。
　21営業日～6営業日前：20%/5営業日～前日：50%/当日キャンセル100%
　※ゲストとの契約等理由により、特別なイベントは上記以外の場合がございます。
■領収書について 銀行振り込みの場合、原則としてダイナビジョンより領収書の発行はいたしません。
　銀行の「振込み控え」が正式な領収書となりますので大切に保管してください。

お申し込み・ご入金・キャンセル規定につきまして

※コスミック・ビジョン・スペース2（ワークショップ会場）は4Fになります。

グローバルスピリチュアルオーガナイゼーション
あなたの無限の可能性の扉を開く

株式会社ダイナビジョン
ワークショップ・個人セッション
TEL.03-3791-8466
FAX.03-3791-8486
受付/11:00～18:00（月～金）
E-mail : cs@dynavision.co.jp

【オフィス】
〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-15-6 川鍋ビル5F

【Rainbow Angels】〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-25-10　TEL：03-3791-8465
【Rainbow Angel Magic】〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-15-6 川鍋ビル3F　TEL：03-3713-0322
【Rainbow Angels 大阪店】〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前1-4-2 都住創大手前103　TEL：06-6943-8458
【Rainbow Angels 沖縄店】〒901-2223 沖縄県宜野湾市大山2-12-14　TEL:098-988-3963
【Rainbow Angels 沖縄国際通り店】〒900-0013 沖縄県那覇市牧志3-12-8 フィットビル１階　TEL:080-3996-8557

中目黒アトラスタワー
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CJOの部屋CJOの部屋
初めてのお休みの日に一緒に出張をしていた、トイプードルのミカ
エルとマナと一緒にフラッとドライブへ。到着した先は万座毛。
せっかくだから記念撮影をと思ったのですが…ひとりで2匹の記念
撮影は難しかったです。いい写真になったかな？

沖縄店は外人住宅を店舗にしていま
す。セミナールームと個人セッションの
お部屋、店舗部分。外に出るとお花が
たくさん咲いているお庭があります。
夕暮れ時ふと外を見ると、真っ赤に染
まった夕日に出会う得るときがありま
す。その時にはみんなで一瞬外にで
て、深呼吸～ふー。気持ちいいです♪

ある日のお昼休みが遅くなり夕方に。海辺の公園で過ごしていたら、素敵な
夕日に出会えました。ちょっと移動しただけでもココロが動く風景に出会え
る事はとても豊かな事ですね。

出張中にアシュタールをチャネリングするテリーサイモンズさんが沖縄で
イベントを開催。最後のイベントは自然を満喫するネイチャーツアー。まず
は滝へ！この写真の中にテリーさんが写っています。テリーさんはとても楽
しそうで、滝つぼで泳いでリラックスされていました。

滝のあとは古宇利島へ移動して、ビー
チでグループセッション。波の音や鳥
の声を聞き、風に吹かれ砂と戯れなが
らのグループセッションは宇宙と地球
と人とのコラボレーション。セッション
終了後には海へ飛び込んで大浄化！こ
れにて終了！と移動し始めたら、その後
は大雨。一日を通して滝の水、海の
水、雨の水に癒された一日でした。

テリーさんのグループセッションを
行ったビーチにはハートロックという
岩があります。雨が降り始めて撮影し
たので、空が曇っていますが、ハート
型の岩に出会えてハッピーでした。

私たちチームダイナビジョンでは一人一人がスピリアルコンシェルジュとして、関わる全ての人に
HAPPYでJOYでLOVEなバイブレーションがお届けできるように意識して日々の業務に携わっ
ています。笑いの絶えないダイナビジョンバイブレーションをぜひ受け取っていただけたらと願っ
ています。

ダイナビジョン　チーフジョイオフィサー（CJO） 松川ひとみ

5月1日にオープンしたレインボーエンジェルズ国際通り店の立ち
上げのために、4月中旬から沖縄へ出張しておりました。出張前
はダウンコートを着ていたのに、移動後はサンダルにノースリーブ
でOK！ 一気に冬から夏へ。今回のCJOの部屋は沖縄バージョン
でおとどけします。


