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穴口恵子最新刊！ 正直な女が幸せになる！ （P.4）
世界的ベストセラー作家アラン・コーエン、秋に来日！ （P.8）
荒井倫太朗のイブニングイベント決定！ （P.17）
穴口恵子と行く∞古代マヤ文明わくわくメキシコツアー （P.23）
シャスタコース体験記！ 36page
レインボーエンジェルズとマジックが統合します！ （P.48）

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

51

【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【ツ】ツアー●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
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新月 満月

【イ】Dr.テリー・サイモンズ［福］【個】Dr.テリー・サイモンズ［福］
【多次元ヒプノ】［東］【個】神谷美和［大］
【個】Dr.テリー・サイモンズ［福］【PLI1】週末後半［福］
【個】金谷せいこ［東］【イ】オーラを見る教室［東］【イ】DST生練習会［大］
【イ】DSTワンコイン練習会[大]
【個】Dr.テリー・サイモンズ［福］【FSP1】週末［大］
【FSP2】週末［東］【PLI1】週末後半［福］
スピリアル・フェア［福］【FSP1】週末［大］【FSP2】週末［東］
【PLI1】週末後半［福］【個】佐久間晶子［東］
【イ】穴口スピリアルデトックスセミナー［福］
【イ】Dr.テリー・サイモンズ［東］【イ】光の瞑想会［名］
【個】Dr.テリー・サイモンズ［東］【個】穴口対面イヤーリーディング［東］
【イ】穴口スピリアルデトックスセミナー［東］
【遠伝】ホーリーマザー、ダイヤモンド
【個】Dr.テリー・サイモンズ［東］【個】穴口対面イヤーリーディング［名］
【イ】穴口スピリアルデトックスセミナー［名］【個】ハル［東］
【イ】スピリチュアル体験会★瞑想会［東］
【個】スーザン・ハート［大］【イ】マリウス・ジョージ［大］
【個】Dr.テリー・サイモンズ［東］【個】穴口対面イヤーリーディング［名］

【個】スーザン・ハート［大］【イ】マリウス・ジョージ［大］
【個】Dr.テリー・サイモンズ［東］【認コ】穴口恵子［東］
【FSP1】週末［広］【PLI2】週末［東］
【イ】スーザン・ハート［大］【イ】マリウス・ジョージ［大］
【個】Dr.テリー・サイモンズ［東］【認コ】穴口恵子［東］
【FSP1】週末［広］【PLI2】週末［東］
【イ】マリウス・ジョージ［大］
【個】スーザン・ハート［大］
【個】スーザン・ハート［東］【イ】Dr.テリー・サイモンズ［沖］
【個】Dr.テリー・サイモンズ［沖］
【個】スーザン・ハート［東］【イ】マリウス・ジョージ［東］
【個】Dr.テリー・サイモンズ［沖］【個】あさいようこ［東］
【イ】スーザン・ハート［東］【イ】マリウス・ジョージ［東］
【個】Dr.テリー・サイモンズ［沖］【グ】穴口対面グループセッション［東］
【個】スーザン・ハート［東］【イ】マリウス・ジョージ［東］
【ワ】マリウス・ジョージ［東］【個】Dr.テリー・サイモンズ［沖］
【FSP1】週末［大］【FSP2】週末［東］
【個】スーザン・ハート［東］【イ】マリウス・ジョージ［東］
【ワ】マリウス・ジョージ［東］【FSP1】週末［大］【FSP2】週末［東］
【個】スーザン・ハート［東］【イ】マリウス・ジョージ［東］【個】KIKI［大］
【グ】穴口対面グループセッション［東］【個】西村今日子［東］
【個】樋口貴子［名］【イ】オーラを見る教室［名］【遠伝】サナトクマラ
【グ】穴口対面グループセッション［東］【個】ミッシェル［福］
【イ】スピリチュアル体験会★瞑想会［福］【イ】光の瞑想会［名］
【遠伝】レインボードラゴン、アバンダンティア
【個】金谷せいこ［東］【イ】フループヒプノ［東］
【イ】荒井倫太朗ヴォイスヒーリング［東］
【ツ】穴口恵子[メキシコ]【FSP1】週末［広］【PLI2】週末［東］
【個】樋口貴子［大］【イ】オーラを見る教室［大］
【イ】スピリチュアル体験会★瞑想会［広］
【FSP1】週末［広］【PLI2】週末［東］【イ】DST生練習会［大］
【イ】DSTワンコイン練習会[大]
【遠伝】穴口特別遠隔伝授「マヤの光」【個】ハル［東］
【イ】テーマ瞑想会［東］

【遠伝】穴口特別遠隔伝授「聖地チチェン・イッツァ」
【個】Hiroshi［東］【イ】オーラを見る教室［東］
【遠伝】穴口特別遠隔伝授「神秘の密林遺跡ティカル」

【個】神谷美和［大］

【遠伝】ホーリーマザー、ダイヤモンド

11  November

12  December

【イ】オーラソーマイベント[大]
【個】KIKI［大］
【個】あさいようこ［東］【イ】スピリチュアル体験会★瞑想会［東］
【イ】フループヒプノ［東］
【イ】荒井倫太朗シャーマニックワーク［東］
【PLI1】週末後半［福］【個】佐久間晶子［東］
【PLI1】週末後半［福］【イ】DST生練習会［大］【イ】DSTワンコイン練習会[大]
【PLI1】週末後半［福］

【個】ミッシェル［福］【イ】スピリチュアル体験会★瞑想会［福］
【遠伝】サナトクマラ

【個】金谷せいこ［東］
【イ】樋口貴子　クリスタルボウルイベント[大]
【個】MIKA［東］【イ】樋口貴子　クリスタルボウルイベント[大]
【遠伝】レインボードラゴン、アバンダンティア
【イ】アラン・コーエン[広]
【イ】アラン・コーエン[広]【PLI2】週末［東］【多次元ヒプノ】［東］
【多次元ヒプノ】［東］
【イ】アラン・コーエン[沖]【個】ミッシェル［福］
【イ】スピリチュアル体験会★瞑想会［福］
【フェ】スピリアル・フェア［大］【イ】アラン・コーエン[沖]
【個】Hiroshi［東］【イ】学校説明会［東］
【イ】アラン・コーエン[沖]

【個】神谷美和［大］
【個】西村今日子［東］

【イ】オーラを見る教室［東］【イ】光の瞑想会［名］
【認コ】DASO［東］【PLI1】週末後半［福］【イ】オーラを見る教室［広］
【イ】学校説明会［広］
【認コ】DASO［東］【PLI1】週末後半［福］【個】添田さおり［大］　
【フェ】統合セレモニー

【遠伝】ホーリーマザー、ダイヤモンド
【多次元ヒプノ】［東］

【多次元ヒプノ】［東］【個】あさいようこ［東］
【個】穴口対面イヤーリーディング［大］【グ】穴口対面グループセッション［大］
【個】穴口対面イヤーリーディング［大］
【イ】穴口スピリアルデトックスセミナー［大］【PLI2】週末［東］
【PLI2】週末［東］

【イ】荒井倫太朗レイキ体験［東］【個】穴口対面イヤーリーディング［名］
【個】KIKI［大］
【イ】穴口スピリアルデトックスセミナー［沖］
【個】西村今日子［東］

【認コ】DASO［東］【FSP1】週末［大］【PLI1】週末後半［福］
【個】樋口貴子［大］【イ】スピリチュアル体験会★瞑想会［大］
スピリアル・フェア[広]【認コ】DASO［東］【FSP1】週末［大］
【PLI1】週末後半［福］【個】Hiroshi［東］【遠伝】サナトクマラ
【認コ】DASO［東］
【認コ】DASO［東］
【認コ】DASO［東］【多次元ヒプノ】［東］【個】ミッシェル［福］
【イ】スピリチュアル体験会★瞑想会［福］
【遠伝】レインボードラゴン、アバンダンティア
【認コ】DASO［東］【多次元ヒプノ】［東］
【イ】Dr.テリー・サイモンズ［大］【個】Dr.テリー・サイモンズ［大］
【個】穴口対面イヤーリーディング［東］
【個】Dr.テリー・サイモンズ［大］
【個】穴口対面イヤーリーディング[広]【個】樋口貴子［東］
【個】Dr.テリー・サイモンズ［大］
【個】Dr.テリー・サイモンズ［大］
【個】Dr.テリー・サイモンズ［大］【多次元ヒプノ】［東］
【多次元ヒプノ】［東］【イ】光のグループヒーリング［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9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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国内 Special Guest

17

多次元遠隔透視
荒井倫太郎

16

数秘コース&タロットコース
DASO

ⓒ武重　到

海外 Special Guest

08

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。

こんにちは。いよいよ2012年も余すところ3ヶ月となりま
した。あなたにとっての2012年の9ヶ月はどのような流れ
となっていましたか？あなたの想いが実現したことはなん
ですか？そして、実現したくてもしていないことはどんなこ
とですか？
これからの3ヶ月は特にあなたの想いが目まぐるしいほど
に叶えられていく時です。あなたの想いが結果としてすぐ
に現されます。だからこそ大切なのは、あなたが一瞬、一
瞬どんな意識でいて、何を想い、感じているかです。それ
が、目の前に結果として現れてきます。
この3ヶ月をアセンションポイントである、12月21日に向
けて、あなたができることがあります。それはどんなことで
しょうか？あなたの選択と決断が今必要な時です。あなた
の神聖さが表現されることがアセンションのプロセスにお
いて重要になっています。
ダイナビジョンでは、12月21日に、アセンションライト
ワーカーの皆様と共に、マヤの遺跡のチェチェンニッサの
天国への扉の前で地球と人類のアセンションを祈り、
2013年以降の黄金時代の神聖な計画をアカシックレ
コードからダウンロードすることにしました。
12月21日の至福への準備をしましょう。

① あなたの神聖さがいよいよ表現されます。
　 そのために、自分の心に素直に正直でいましょう。
② 驚くべき体験が待っています。
　 それは、今までのあなたの意識が具現化しています。
　 わくわくすることを選び続けましょう。
③ あなたは自由意志を尊重されています。
　 そのために、自由意志の背景にあるあなたの宿命と
　 運命について、自覚・自己責任を持って決断しましょう。

この日は地球上の私たちにとって特別な忘れがたい、至
福の体験が待っていることでしょう。この日をライブで、そ
して遠隔でもともに一つとなって過ごせることをわくわくし
ています。あなたにとってもそうなっています。新たな黄金
時代の到来を至福と歓喜と共に迎えましょう。

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

10

天使の祝福☆
スーザン・ハート

13

11次元からの愛と慈悲のメッセージ
Dr.テリー・サイモン

【表紙】正直な斧 by wook
穴口恵子の新刊本の付録『正直な斧』カード



Cosmic Vision Quest   0504   Cosmic Vision Quest

最新刊！

９月21日に全国書店にて発売開始！

「正直な女」の座談会ブログ

幸せになりたいと願うなら、まずは「正直」に生きて見ませんか？

10月20日（土） 大阪　　堺筋本町　産業創造館
10月27日（土） 東京　　渋谷　シダックスホール 
11月04日（日） 神戸　　会場未定
11月09日（金） 沖縄　　会場未定
11月17日（土） 広島　　会場未定
11月24日（土） 鹿児島　会場未定
11月25日（日） 福岡　　天神　エルガーラホール
11月30日（金） 名古屋　ウインクあいち　1203室

廣済堂出版

正直な女が幸せになる！
夢をかなえて
新しい自分に生まれ変わる　
８８のレッスン

レポート ： シークレット　正直な女のお茶会＆正直な男の飲み会を開催

正直でいること、正直さが自分を幸せにしてくれること、この本を通じてたくさんの方の正直な気持ちに
届くこと心より願っています。

今回の新刊のテーマは「正直」に生きる事。正直とは、なんでも思ったことをそのまま言うとか行
動するということではなく、自分自身が感じていること、思っていることなどを正直に受け止めるこ
と。正直に生きると損をする？？本当のことなのでしょうか？本音と建前を分けて生きる時代はもう
終わり、これからの時代は本音に正直にあることで人生
が幸せになる大前提。新刊では著者である穴口ならでは
の、実体験やこれまでに正直になって見た人達のエピソ
ードを紹介させていただきながら、８８つのレッスンとして
まとめ上げました。「正直さ」はこれからの時代に必須と
なる、あり方です。ぜひ、この本を読んで「正直さ」に磨き
をかけてくださいね。

実は、新刊を書き始める前にシークレットイベントとして、女性だけのお茶会と男性だけの飲み会を開催しました。目的はただ
ひとつ「正直」に生きることについて、男女別に意見をお聞きしたかったため。女性は自分の気持ちを話すことには慣れている
ので、お茶を飲みながら、「正直」について、語り、分かち合い、共感し、応援するというお茶会となりました。その後開催する
男性バージョンは「お茶会だと男性は話しにくいかも」というアドバイスを頂き、飲み会として開催。「正直」について、お酒を
飲みながら話をし、男女の違いや男性にとって「正直」とはどういうことか？などを熱く語っていただきました。

小林妙子さん
私は、4月にお茶会に参加させて頂いて以来、何か自分の感情の中でスッキリしないとき、「今の自分は正直だろうか」
と、以前より　問いかけるようになりました。正直でありたくて、正直でいるつもりになっていないか、時々冷静な時間を
感じるようにもなりました。先日、ある方のブログで自分の赤裸々な過去を反省も込めて綴ったものを読みました。それ
はそれは、やんちゃで酷い内容だったりするのですが、何故か嫌な感じがしないんです。とても正直で、しっかり自分に
向き合ってダメなところも含めて、今後どうしたいか自分の言葉で語られていたからです。そんな「正直」という場面に出
会うたびに、私は4月のお茶会をふと思い出し、参加者のみなさんとお時間持てたことに改めて感謝です。

出版記念イベント出版記念イベント

お申し込み▶http://www.keikoanaguchi.com/shojiki88.html

正直な女のお茶会＆正直な男の飲み会の感想をいただきましたので、ご紹介させて頂きます。

STさん
女性には、ガールズトークというぶっちゃけ会があると聞いて、なんだか羨ましいよう
な、恥ずかしいような、恐ろしいような（笑）感じがしていました。今回、男性があつ
まって正直にぶっちゃけるという会に参加して、いろんな衝撃を受けました。なるほ
ど、みんな同じ事思ってたんだ！と気づいたり、「おいおい、それはないだろう」という
同性の奇妙な価値観に触れたり貴重な体験でした。日頃から正直になれる場があ
れば、なんか人生もっと楽しくなるんじゃないの！？と思いました。今回はお招きいた
だきありがとうございました。

TSさん
ぶっちゃけトーク会に参加して、男が考えてることと、女が考えてることってやっぱりぜんぜん違うわーっていうのが正直
な感想（汗）。もう、男性から見ると女性の気持ちやサインが、「なんか面倒くさいなー」とか、「全然意味わからん」とか
ホント、そんな気持ちになるくらい違うんですよね＾ ；^。でも、違うからこそ惹かれるわけだし、その違いを面白がれた
り、お互いに正直に言い合ってああ、そうなのか～ってお互いを知っていくプロセスが実は楽しいのかも・・・なんて思って
しまいました！

ブログ情報「正直な男と女の座談会」 新刊ご購入者全員Present！

正直、このブログを立ち上げるのには勇気がいることでし
た。というのも、正直になるって聞いたら、ほとんどの人が
ちょっと躊躇してしまい、正直になったら、不都合が起こると
か、嫌われるとか、やばい！ってなんとなく思っている人が多
いからです。正直でいるってこれからの時代には、すご～く
大事だって、ホントに思ったのです。というのも、誰もが、自
分軸を持っていないと、これからの時代には、ますます混乱
していくと思うんですね。だから、一緒に実践してくれる仲
間を増やしたいと思っています。ぜひ、このブログへ遊びに
来てくださいね。

ブログはこちらからアクセスしてくださいね♪
http://ameblo.jp/keiko-honest/

未公開!正直に生きるための音声セミナー30分＆
正直度チェックリスト 締め切り：2012年12月31日
穴口恵子がこれまで公開して来なかった〝正直な女〟になるためのコ
ツやノウハウなどが満載されています。音声を聞いて、正直な高周波
の意識に繋がっていただき、わくわく感度をアップして、正直に幸せに
なることを応援しています。
※Presentは購入していただいた本の中でご案内させていただいております♪

穴口恵子無限大イベント ∞８８冊購入で穴口恵子を呼ぼう∞

ご購入されたい方は cs@dynavision.co.jp までご連絡ください。

最新刊「正直な女が幸せになる！」を８８冊ご購入いただくと２時間ご自
由に穴口恵子を活用していただけます。例えば、講演会、グループ
ワーク、コンサルティング、お食事会・・・なんでもOK

正直な女のお茶会

正直な男の飲み会

参加費 ： 1人 2,000円
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先日は、ありがとうございました。短い時間しか、滞在できませんでしたが楽しい時間を過ごさせてい
ただきました。講演に、残念ながら参加できなかったので、次回は、ぜひ参加できたらと思っています。
（匿名希望）

全ての講演を聞かせていただきました。ひとつひとつが、今の私に必要だったのですね。受け取るも
の、手放すもの満載で、とっても充実した素晴らしい時間を過ごすことができ、身も心も軽くなりました
♪本当に素晴らしい体験となりました。その後、今まで滞っていたことがグーンと進む予兆があり、今
後が楽しみになってきました。あの日受け取ったことが大きな後押しとなっていることは間違いありま
せん。心から感謝申し上げます。ありがとうございました。（ひろこん様）

＜出展ジャンル＞
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の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・・・。
どれかひとつでも当てはまるのならば、お気軽にお問合せくださいませ。

今後の開催情報

大阪・福岡スピリアル・フ
ェアにて

スペシャルコラボ決定！
！

【大阪】 2012年10月20日（土）　大阪産業創造館
【広島】 2012年11月11日（日）　国際会議場
【福岡】 2012年11月25日（日）　エルガーラホール

最新情報はwebにてご確認ください▶ http://spireal-fair.com/

info@spireal-fair.com

出展者さま募集中

■ Facebookページはじめました。シェアお願いします☆

http://www.facebook.com/spirealfair

～本当の自分に気付くキッカケの提供～
2012年6月23日（土）スピリアル®フェア名古屋の様子

出展ブース数　50店舗を越えるフェアとなり、お客様も出展者さまも全国からいらして頂きました。

お客様の感想お客様の感想

穴口恵子の新刊「正直な女」
出版記念講演をスピリアル®フェアで開催！！

スピリアル®フェアでは、いっしょにフェアを盛り上げてくれる出展者さまを募集しています。

□【本当の自分に気付くキッカケ】を提供したい方
□学んだことを活かしたいけど一人では不安な方
□地域に根付いて頑張っている方
□他の出展者さんとの繋がりが欲しい方
□経験を積みたい方



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。

自宅で１日５～１０分！オンライン画面上で、毎日１ページずつの課題を読み進めるスタイルですので、忙しい方にもぴったり。一か月の開催期間
中に自分の実生活の中でさまざまな変化が起こってくることを実感できるでしょう。またイベントやセミナーで学んだ知恵を毎日こつこつと少し
ずつでも取り組むことで自分の中に落とし込み、体得していくことを目的とした学習セミナーです。そして自宅にいながらにしてアランの知恵を
学ぶことのできるこの機会をお見逃しなく！！！

お金（金銭的豊かさ）とハッピーであること（心の豊かさ）のバラン
スの取り方を学びます。真のお豊かさについて学びます。

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　※キャンセル待ち
４２,０００円　　　　　大聖院　

日時
料金 会場

１０月２０日（土）、２１日（日）
６４,０００円（当日支払68,０００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（当日支払５,０００円）　　　　広島YMCAホール日時 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！！ 今回は広島・沖縄にも☆
アラン・コーエンは世界２５カ国で著書の発売されている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（当日支払５,０００円）　　　　かんぽの宿 那覇レクセンター（変更になりました！ご注意下さい）日時 料金 会場

【料金】３９,８００円　【申込締切】１０月２５日（木）※お申込者に追ってパソコン上でご覧頂けるパスワード、ＩＤをメールにてお送りします。

■ 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

体験談体験談
■ 毎日５分ここで紹介されているエクササイズを試みただけで、何にでもすぐに飽きてしまう私の 今年の目標であった、自分の内面と向
き合う時間を習慣化する、というテーマを達成することができました。そして、自分の心底に潜む富や成功に対するネガティブな感情が日
に日に解放され、お金とスピリチュアルは表裏一体で分けて考えてはいけないということを深いレベルで気づくことができました。アラ
ンから受けとる啓発されたインスピレーションやガイダンスは、世界中の誰もが理解できるクリアーなものであり、また一生使い続けられ
る凡庸性の高いシンプルなものです。自由な時間に取り組むことができ、アランから直接学べるこのオンラインセミナーは、自分の価値
を深め、内なる無限の力を実際に使うための専門コースとして、あらゆる場面で本当に役立っています。 I.Yさん（男性）

毎年恒例！一年に一回開催☆秋冬オンラインコース

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》

人生成功の法則は神話の中にあった！
人生のヒーロー（ヒロイン）になるための法則を20人の実践者が自身の体験を踏まえて語る、人生をより良く生きるためのヒント
がいっぱいのドキュメンタリー映画です。近年のハリウッド映画に多大な影響を与えた、神話学者ジョーゼフ・キャンベル（米
1904～1987）。彼が世界中の神話を研究する中で発見した物語のパターン「英雄の旅」は「スター・ウォーズ」「マトリックス」
「ロード・オブ・ザ・リング」など数々のヒット作の脚本に応用され、今やハリウッド映画の基本法則ともいえます。映画は「英雄の旅」とは何かについて
解説される中で、ベストセラー作家をはじめ、プロアスリート、アカデミー賞脚本家や女優、神話学者、ミュージシャン、医学博士、太極拳マスターなど
総勢20人もの世界的に著名な人物が、彼らの実体験を通して人生における「英雄の旅」そして「英雄の旅」の本質、人生の意味について語ります。

～映画上映会レポート～
７月３１日には、ダイナビジョンにてアラン映像生出演のセミ
ナー付上映会を実施。号泣される方も多くいらっしゃるほど熱
く盛り上がったセミナーとなり、アランも大変喜んでいまし
た。そして監督がご挨拶で生出演！大きなサプライズに会場は
大喜び。震災のチャリティーも兼ねていましたので、現在東北
での上映会を検討中。進捗はまた追ってお知らせします。

～参加者体験談～
自分が今日まで歩んできたこの１０年の道のりがまさにヒーローズジャーニーであったこ
とが分かって（しかもかなりハードなコースを選んだ人生）、自分は自分が思っているより
もはるかに強く勇気を持った存在なのだと思えるようになったことがうれしかったです。至
福、情熱、勇気などいくつか大切なキーワードを受け取ったので、何かあって恐れが湧い
た時、進めなくなったり悩んだ時、どうすれば良いかが分かった気がして、心強いです。そ
してアランの映画のあらすじの説明がとても分かりやすくて、一気に整理できてクリアに
なり、良かったです。暖かいお人柄が伝わる話し方で、うれしかったです。（Ａ．Ｈさん）

その他の主な出演者：
ディーパック・チョプラ（世界的な統合医療の第一人者）
ロビン・シャーマ（ベストセラー作家・リーダーシップコーチ）
アキヴァ・ゴールズマン（映画「ビューティフル・マインド」のアカデミー賞脚本家）
レイアード・ハミルトン（ビッグウェーブ・サーファー）
ミック・フリート（ロックバンドミュージシャン）など

■今後の上映スケジュール：
10月２日（火）東京
10月13日（土）沖縄
10月18日（木）福岡
10月21日（日）東京
詳細は、公式ホームページから：http://www.findingjoe.jp/

10月25日（木）静岡
10月28日（日）東京
11月8日（木）東京
11月　大阪（予定）

アラン出演映画
～真の自分と出会う冒険への誘い～『Finding Joe』英雄の法則
日本にて続々上映中！！

第１回　１１月
テーマ：「Relax into Wealth」（リラックスして豊かになる）

時間の奴隷ではなく、時間を管理する方法を学びます。賢い時間
の使い方ができる人こそが真の豊かさを得られるのです。

第２回　１２月
テーマ「Time of your life」（賢い時間の使い方） 

恋愛、家族、仕事上の人間関係でうまくいくには、まず自分との関係
から始まります。人間関係の築き方についてお伝えしていきます。

第３回　２０１３年１月
「Building great relationships」（最高の人間関係を築く） 

実際に望むことが叶う、効果のある祈り方を学びます。祈りとア
ファメーション、瞑想の違いとはなどもお伝えしていきます。

第４回　２０１３年２月
「Handle with Prayer」（効果的な祈り方）
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Susan Hart
スーザン・ハート

『ツインフレームを体験する』イブニングイベント■ メニュー1

個人セッション■ メニュー2

生きた天使/女神/シャーマンのような存在

11月30日（金）、12月1日（土）、4日（火）
11：00～、12：10～、14：30～、15：40～、16：50～、18：00～（各60分）　※土日は12:10～
３８,０００円（通訳あり）／３４,０００円（通訳なし）　※録音希望者はレコーダーをご持参下さい

日時

料金

メニュー１：エンジェルリーディング　メニュー２：過去世リーディング　メニュー３：マジカルセレモニー
※メニュー３が新たに加わりました！
あなた自身の願望・夢が叶うように、五大元素の入った祭壇にキャンドルを灯し、パワフルなセレモニーを行います。夢の実現
を阻んでいるエネルギーがあればクリアリング、ヒーリングも行いながら、共に祈ることで、夢の実現を早めます。

個人セッション　※内容は大阪同■ メニュー2

１２月５日（水）、６日（木）、８日（土）～１０日（月）
11：00～、12：10～、14：30～、15：40～、16：50～、18：00～（各60分）　※土日は12:10～
３８,０００円（通訳あり）／３４,０００円（通訳なし）　※メニュー3はプラス4,000円（オプション）
レインボーエンジェルマジック

日時

料金
会場

メニュー１：エンジェルリーディング　メニュー２：過去世リーディング　メニュー３：マジカルセレモニー
※メニュー３が新たに加わりました！　主な内容：
あなた自身の願望・夢が叶うように、五大元素の入った祭壇にキャンドルを灯し、パワフルなセレモニーを行います。夢の実現
を阻んでいるエネルギーがあればクリアリング、ヒーリングも行いながら、共に祈ることで、夢の実現を早めます。

12月2日（日）１９：００～２１：００　　　　　５,8００円（当日支払6,800円）日時 料金

金星から来たツインフレームであるサナトクマラとレディヴィーナスのエネルギーを体感しながら、自分自身の内なる女性性
と男性性の統合、ツインフレームを招くワーク、カルマのクリアリングを行います。過去世から持ち越してきた痛み、傷、喪失
などの古いパターンを解消し、あなた自身の中にある心の炎を大きく燃やすことで、真の愛を体感することができ、その至福
のウェーブが周りにあふれることで、あなた自身のライフタイムパートナー（生涯の相手）を引き寄せる、または現在のパート
ナーとの関係性をより深めることができます。

【大阪】会場：レインボーエンジェルズ大阪

ロサンゼルス在住の人気エンジェルセラピスト☆
スーザン・ハート　今年も来日決定！！
ロサンゼルス在住の人気エンジェルセラピスト☆
スーザン・ハート　今年も来日決定！！

『ツインフレームを体験する』イブニングイベント　※内容は大阪同■ メニュー1

12月7日（金） １9：００～21：００　　　　コスミックヴィジョンスペース　　　　
５,8００円（当日支払6,800円） ※収録音声販売も5,800円

日時 会場
料金

【東京】

アメリカ・聖地セドナ在住のエンジェルセラピスト。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
ターとしてソニーの映画制作会社に勤務し、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。今に至るま
で、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き続けている。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』に、スピリチュアルヒーラーとして掲載される。

スーザン・ハート Susan Hart

先日はスーザン・ハートの個人セッションを受けさせて頂きありがとうございました。このようなセッションは以前から興味はあったものの
なかなか一歩を踏み出せずにいたところたまたまダイナビジョンのサイトに繋がりスーザン・ハートを知りました。なぜだかその時にご縁を
感じ会いに行かなきゃと思い、一歩踏み出すことができました。こういう塲は初めてで緊張していたのですが、スーザン・ハートはとても
チャーミングで親しみやすくあたたかい方でセッション中に頂いたメッセージは今まで自分が感じていたことにとても近く、今までモヤモ
ヤしていたものが晴れたように気持ちがとても軽くなりました。生まれて初めてのセッションがスーザン・ハートで本当に良かったと感じて
います。また日本にいらした時はぜひお会いしたいです。ありがとうございました。（Minaさん）

スーザン６月来日時の様子

内宮前でクリスタルグリッドのワーク♪

『ケルティックマジック』２日間セミナーにて こんな魔法の祭壇ができました☆

当日は台風だったにも関わらず、
全員クラスには間に合い、伊勢へ
の訪問時には、アマテラス神への
祈りが通じたのか、突如太陽が顔
を出しました！！

伊勢のクラスでクリスタルグリ
ッドに火を灯すスーザン 名古屋スピリアルフェアにもスーザン登場！！

個人セッション体験談個人セッション体験談

エンジェルたちの世界に入って絵を描くと
いうマリウスが、絵を書くときに感じるこ
と、どのように天使たちとつながるかなど
をたっぷりと語るイブニングトークです。

イブニングイベント 『エンジェルワールドに入る』

■ メニュー1

■ メニュー2

マリウスのアートの中でもトップの人気を誇る大天使ミカエルを油絵スタイル
で描きます。初心者の方でもマリウスの絵の下書きの上に絵筆をのせていきま
すので、安心です。あなただけのミカエルができあがるのを、お楽しみに！！

２日間アートセミナー 『大天使ミカエルを描く』■ メニュー3

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

あのドリーン・バーチューのオラクルカードや本の表紙を多く手がける

１１月３０日（金）～１２月３日（月）（４日間）　１２：００～２０：００　入場無料日時

１１月３０日（金） １９：００～２０：３０　　　３,５００円（当日支払4,500円）日時 料金

展示会

今年も来日決定！！今年も来日決定！！

Marius George
マリウス・ジョージ

【東京】１２月8（土）、9日（日） １０：3０～１７：3０
56,０００円（早割11月15日まで）／64,０００円（通常）
コスミックビジョン

日時
料金
会場 ※画材レンタル：別途５,０００円

【大阪】会場：レインボーエンジェルズ大阪店

【大阪】会場：レインボーエンジェルズ大阪店

１２月６日（木） １９：００～２０：３０　　　　３,５００円（当日支払4,500円）日時 料金
【東京】会場：コスミックビジョン

１２月６日（木）～１２月１０日（月）（５日間）　１２：００～２０：００　入場無料日時
【東京】会場：コスミックビジョン

※前回アートセミナー時（今回は
イーゼルではなく床で描くスタイ
ルに変更予定） ※描いている最中に、

天使の上に虹が出現！

※録音希望者はレコーダーをご持参下さい
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Dr.Terrie Symons
Dr.テリー・サイモンズ

11次元からの愛と慈悲のメッセージ11次元からの愛と慈悲のメッセージ

『銀河連合の司令官』アシュタールをチャネリングする

司令官アシュタールとは
アシュタールはグレートホワイトブラザーフッドのメンバーであり、キリストや仏陀、大天使ミカ
エルなどの高次元の存在たちと一緒に宇宙に平和をもたらすために働いている存在です。巨
大な宇宙船「スター・オブ・アシュタール」の指揮官として、11次元に存在しています。彼の役割
は地球のアセンションを見守りサポートするだけでなく、この銀河、また別宇宙の管理・監督を
することで、愛と平和の光で宇宙を守ること。人類、特にライトワーカーたちをサポートするア
センデッドマスターとして私たちに愛と光のメッセージを送り続けています。

当日受付時に、参加者の皆さまからご提出いただいた質問を、時間が許す限り、テリーがチャネリングするアシュタールが答
えていきます。質問内容は宇宙やアセンションについて、また個人的な内容でもOKです。皆さまの質問や、アシュタールか
らのメッセージが、不思議と会場の皆さまが聞きたかったこととシンクロする現象が起きてくるでしょう。

■東京での特別コラボイブニング決定！！
アシュタールと穴口恵子とのコラボオープンチャネリングイベントを開催！！穴口恵子が金星のビーナスやプレアデスの大天
使ラーなど、その時期に参加者の方々と交流を望んでいる光の存在からのメッセージをお伝えし、テリーがアシュタールと、
それぞれ30～40分程度のチャネリングを行い、残りの時間は参加者の皆さまとのＱ＆Ａタイムになります。

イブニングセミナー■ メニュー1

【大阪】11月16日（金） 会場: レインボーエンジェルズ大阪店　１９：００～２０：３０
【福岡】11月22日（木） 会場: 警固神社　「東遊」　１８：３０～２０：００
【東京】11月27日（火） 会場: コスミックビジョンスペース　１９：００～２１：００
【沖縄】12月5日（水） 会場: レインボーエンジェルズ沖縄店　１９：００～２０：３０
【大阪/福岡/沖縄】　事前申込 5,000円　当日料金 6,000円
【東京】　事前申込 7,700円　当日料金 8,700円

日時

料金

テリーがチャネリングするアシュタールによるセッションです。アシュタールからあなただけへのメッセージを伝える時間と、
あなたからの質問に答える時間があります。

個人セッション■ メニュー2

【大阪】11月16日（金）～11月20日（火） 会場：レインボーエンジェルズ大阪店
【福岡】11月22日（木）～11月24日（土） 会場：福岡市内（お申込の方にお知らせします）
【東京】11月28日（水）～12月2日（日） 会場：レインボーエンジェルマジック
【沖縄】12月5日（水）～12月8日（土） 会場：レインボーエンジェルズ沖縄店
各日 11:00～、12:00～、14:30～、15:30～、16:30～、17:30～、18:30～（各５０分）
個人セッション料金：38,000円（通訳あり）／34,000円（通訳なし）
イベント時はスケジュール変更の可能性あり。詳細はHPから確認のこと

日時

料金

手に入れられるのは日本でここだけ！
本当の自分自身を生きる喜びを感じてください！
穴口恵子やドリーン・バーチューなど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
一つのあなたの魂の肖像画を描きます。
あなたの為だけに描かれる、喜びあふれる、魂のエッセンスのアート、どんな時も光を放ち、あ
なたが神聖な存在なのだと言うことを思い出させてくれる世界で一つのアート
みるだけで、心が光で満たされて、自分の中心が踊っているように感じるでしょう。
マリウスが描く『ソウルポートレート』と『パーソナルマンダラアート』は、そのアートをみることに
より、あなた本来の魂の目的を思い出すことができます。魂のレベルに深い癒しとその人のパ
ターンが塗り替えられるのを感じるでしょう。

□ 世界に一つ自分だけのアートがほしい
□ 本当の自分が誰かを思い出したい
□ 本来の自分の姿を知りたい
□ 魂を輝かせたい

この機会にぜひあなたの魂の輝きに気づいてくださいね！

☆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！あなたの魂の輝きを天使、妖
精、マスターとして描く世界に一つだけのソウルポー
トレート

マリウスジョージのソウルポートレート、ありがとうございます。本当に素晴らしい作品で、
常に光を放って私を勇気付けてくれています。（M.Oさま）

ソウルポートレートの感想ソウルポートレートの感想

☆パーソナルマンダラアートとは・・・
聖幾何学というシンボルと言語を通して、その人の魂のユニークな本質を表したもので
す。このアートを通して、自分の神聖な本質につながることを助け、このアートが、その人
の世界の聖なる秩序、及び魂の完全性を確立するためのヒーリングツールとなります。ス
ピリチュアルな実践を行い、このマンダラを瞑想やヒーリングワークの中で活用すること
で、より効果が高められます。

※注：事前お申込みされても、当日会場でお支払いの場合は当日料金となります。
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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ックス・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
思議な能力を持つ彼女のところに、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。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 Dr.Terrie Symons

私の愛する子どもたちよ

平安、愛そして喜びのメッセージと共に私はあなたを訪れる。世界には、光と愛と幸せを求める多くの者たち
がいることを知っている。そしてこの素晴らしい国（日本）には私のスターシードたちがたくさんおり、目覚める
準備がすでにできていて、この宇宙とそして人々、スピリットたちに仕えるために今まさに目覚めようとしている
ことを知っている。一人ひとりが、この地球で自分の行く道に沿って歩きながら、魂の成長のための智恵を求め
ていることも知っている。いま地球はより良いものへと向かって大きく変化を遂げている。私はあなたをサポート
するためにここにいる。私のもとにやってくるならば、あなたにとってそしてあなたの最愛の人たちにとっての最
善の道を伝えよう。私のもとに来れば、日々 あなたの夢を完全に満たして生きるその方法を伝えよう。

私の愛するいとおしき者よ、祝福と共にあれ。そして全ての愛はあなたのものである。
アンダンテ
私はアシュタール

テリーは自動書記を通してアシュタールからメッセージを受け取って以来、アシュタールと共に地球に愛と光を
広めることを役割として活動しています。

「スターシード」という言葉は、世界に何人もいるアシュタールをチャネリングする人たちから広まったものです。アシュタール
はスターシードのキーパー（守り手という意味）であり、スターシードはアシュタールの管轄下にあり、世界中に約100万人ほ
ど存在しています。セッションなどでアシュタールが「スターシードの種」に点火すると、そこから物事が大きく変わり始める人
が多いそうです。自分の人生が少しずつ軽くすっきりとしてきていろんなことが明確になってくるのです。自分がスターシード
かも？と思う人も、ぜひ直接テリーのセッションを受けてみてはいかがでしょうか？

『スターシード』とは？！

「アシュタールから、日本に向けてのメッセージ」

■11月25日（日）福岡にて「スピリアルフェア福岡」に参加決定！！
詳細は、スピリアルフェアのページ（P.6-7）を参照

■１２月9日（日）沖縄「アシュタールと行くネイチャーグループセッションツアー」を企画中！！
詳細はレインボーエンジェルズ沖縄店まで問い合わせ
レインボーエンジェルズ沖縄店　
Tel: 098-988-3963 / e-mail: raokinawa@dynavision.co.jp
参加費：10,000円　（車参加の場合：7,000円）

沖縄聖地訪問時に天橋立訪問時に

今年の海外ゲストによるイベント写真レポート☆今年の海外ゲストによるイベント写真レポート☆
■３月 アサラ・ラブジョイ
ベストセラー作家佳川奈未さんとのCDも制作！
『願いが叶う☆コマンドの魔法』５,０００円　
購入はアマゾンなどから

■４月 アラン
てんつくマンさんとダウンロード音声制作　２,５００円
購入はこちらから
http://www.alancohen-japan.com/
Audiomaterials_03.html

■５月 ソニア・ショケット

■７月 アランハワイリトリート

■７月ペルーのシャーマンクイチー

■８月ゲーリー

新刊二冊が発売に☆

スタジオにて

４月東京講演会時　こ
の後「外の光より内側の
光が大切なんですよ」と
話している時に外側の
光が消える（停電）とい
うハプニングが☆

近くの神社にも
参拝☆
日本がとても気
に入った様子

ソニアのクラスはかなり実践型。夢実現のヒントを得られたでしょうか

ハワイの風を感じながら 癒しフェア＠ビッグサイトにて佳
川奈未さんと

佳川奈未さんとの共著
☆『願いが叶うスピリ
チュアルシークレット』
発売１０日で重版に！！

娘さんと大好きな日本食を食べながら、
にっこり＾＾）

クラスにもシャーマンの
いでたちと羽を持って アメリカでのデ

ビュー作が満を持
して発売に☆

初企画☆プロ養成講座では、ハ
リウッド仕込みのトレーニングを

メイク講座も行われました

アロハ～

プールも貸切 アラン＠瞑想中

Cosmic Vision Quest   15
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あなたがすでに数秘の基礎を学ばれているのなら、
この２つのコースは絶対に見逃さないでください！

DASOから数秘の極意を学べる
2012年のラストチャンス！！

2012年内に開催される数秘コースのご案内

プロの数秘リーダーとして活躍していくために、ファウンデーションで学んだことへの理解をさら
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ていた
だくため、頭が「憶える」のではなく、体で「理解」していきます。修了後は認定証を発行しますの
で、DASOが認めたプロとして活動していただくことができます。

日程：10月27日(土)～28日(日)
会場：未定（東京中目黒周辺）
金額：48,000円

数秘プロリーダーコース ※ファウンデーションコース受講者が対象です。

今年開催されるタロットコースのご案内

この優れたタロットをより多くの人々と分かち合っていくための講師養成講座です。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。１年間のフルサポートを受けて実践経験を積んでいけます。

マステリーコース

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。プロリーダーでやったことを深め、強め
るためのコースです。数秘が好きで、これからも自分や他人のためにずっと使っていきたいと思っている方を勇気づ
けるためのコースでもあります。コース修了後は自由にあなたが講師としてコースを開催していくことができます。
また、来年以降に開催されるコースにアシスタントとして参加できるうえ、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。しかも、１度ご参加いただければ次回以降のマステリー
コースに何度でも無料でご参加いただくことができます。

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

数秘マステリーコース ※プロリーダーコース受講者が対象です。

※プロリーダーコースへのご参加はファウンデーションコースを修了していること、マステリーコー
スへのご参加はこれまでに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、参加を許可することもあります。どちらで何を学ばれたかを記載し
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コースに参加を希望する方で、プロリーダーコース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。

この度、講師DASOのプライベートな予定がキャンセル
になったため、最後のチャンスが生まれました！
「数秘を深めていきたい」と思われているのなら、絶対に
このチャンスをつかんでくださいね。

ぜひこの機会にDASOから、さらに深めた数秘の極意を学んでくださいね！

各コースの詳細＆お申し込みはインターネットで　　　　　　　　　　　と検索し、
ダイナビジョンのホームページよりご希望のコースをご覧ください。
お電話でのご質問やお申し込みも承っております ⇒ 03-3791-8466

ダイナビジョン

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！

全て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。

10月5日（金）　19：００～20：3０　　　　3,０００円　　　　コスミックビジョンスペース２日時 料金

お客様の声から生まれた待望のイベントです。シャーマンとは、「知る者」という意味です。その知ることの第一歩は、自分を知
ること。世界の一部である自分を知ることから、世界を知る知恵の鍵を得るのです。このワークでは、ブラインドウォーク、丸太
のワークといった、心と体を使ったいくつかのワークを通じて、五感を研ぎ澄まして行きます。他者への信頼感、世界への安心
感を取り戻すことが出来ます。仕上げには、ネイティブアメリカンドラムの音にあわせて、「ふくろうの儀式」を行います。瞑想状
態でふくろうのスピリットを呼び、コミュニケーションをとります。知恵の象徴として知られているふくろうは、暗闇から光明へ魂
を導く役割をします。マインド・ボディ・スピリットのどのレベルでも、わたしたちが望む次のステージへ連れて行ってくれます。少
し日常から離れた世界に身をおき、シャーマニックなワークでリフレッシュしてみませんか。

■ メニュー1 「シャーマニックワーク」

11月6日（火）　19：００～20：3０　　　　3,０００円　　　　コスミックビジョンスペース２日時 料金

会場

会場

ハンドヒーリングのスタンダードであるレイキを、みんなで体験しようというワークです。基本的には、手のひらを使って、「手当
て」「手かざし」により、ヒーリングを行うスタイルで、これは洋の東西を問わず、古代から行われてきた手法です。このワークで
は、レイキサークル、レイキマラソンといった、レイキの体験会では定番となったワークをみんなで行います。レイキサークルで
は、みんなで輪になって、レイキのエネルギーを回し、手のひらの感度を高めて行きます。レイキは、体だけを癒すものではな
く、心の問題や、霊的側面もサポートします。ストレスや疲れを解消したい人に、オススメです。みんなでひとつになって、心地よ
い癒しのリラクゼーションを堪能しましょう。

■ メニュー2 「レイキ体験会」

12月14日（金）　19：００～20：3０　　　　3,０００円　　　　コスミックビジョンスペース２日時 料金 会場

声には、その人の個性、人生、考え方、感情、様々なものが含まれており、豊かな表現を可能にします。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、バランスを取るのです。「わたし」というも
のを、声を通してわたし地震が承認し、愛する、ということです。メロディはなくても構いません。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出来るため、日常生活のストレスや抑圧された感情の開放にもなり、スッキ
リとした自分に出逢えることでしょう。

■ メニュー3 「ヴォイスヒーリング」

Arai Rintarou

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

イブニングイベント



今年の収穫はありましたか？

今年の収穫はありましたか？（2009/10/15）♪夢が驚くほど叶う魔法

秋もどんどんと深まっていく中、
私の頭の中にはこの時期に訪れる言葉があります。

それは、｢今年の収穫はありましたか？｣という言葉です。

この言葉を聞くと私の心の中で、自動的にこの一年間を振り返り始めます。
あなたは収穫という言葉を聞くと、どんなイメージが浮かびますか？

□今年、得たものは何か？
□今年、達成したものは何か？
□今年、訪れた場所はどこか？
□今年、初めて体験したことは何か？
□今年、開いた私の才能は何か？

など、
次から次に質問が頭の中に浮かんでは、私の心に聞いています。
秋だから収穫という言葉がぴったりくるのかもしれませんね。

そして、
最終的にいつも心の中で響くことは、感謝です。
あなたがこの時期に感謝できることはありますか？

□私が今、ここにいることへの感謝
□私の健康に感謝
□私のパートナーへの感謝
□私の家族への感謝
□私の周りへの感謝
□私の仕事への感謝など。

どんどんと、感謝できることを心に思えば、この秋の収穫が
どんなに恵まれたことであるかと感じます。

感謝が収穫そのものであるのですね。
みなさんも、感謝という収穫を心に浮かべてみませんか？

きっと、心が温まって、広がっていく体験となるでしょう。
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スピリアルライフ提唱者スピリアルライフ提唱者

穴口恵子穴口恵子
Keiko Anaguchi

いよいよ迎える新時代！今こそ、
どんな時でもワクワク波動で生きよう！

2012シャスタ アイルランド＆イギリス レポート

P20-21

穴口恵子スペシャルインタビュー 

年末超スペシャルツアー開催決定！！

いよいよ迎える新時代！今こそ、
どんな時でもワクワク波動で生きよう！

P20-21

穴口恵子スペシャルインタビュー 

年末超スペシャルツアー開催決定！！

2012年から始まる新しい黄金時代を、ワクワクに満ちた世界へあなたが導く！ ・・・・・・・・ P22
　穴口恵子∞アセンション・ライトワーカー認定コース
2012年12月21日を世界遺産チチェンイッツァで！天と地を繋ぐ聖地を巡る旅・・・・・・・・ P23
　穴口恵子と行く∞古代マヤ文明わくわくメキシコツアー
2012年 年末スペシャルイベント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P24
　2013年イヤーリーディング
　2013年という新時代―光の道しるべとなる高次からのメッセージをお届けします！
　少人数 対面グループセッション

2012年の総決算♪・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P25
　Coming Soon!! 
　今年最後の遠隔はマヤのあの聖地からお届けします！
　年末の特別遠隔伝授 開催情報
新メニュー大好評☆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P26
　定期遠隔情報

①アイルランド魔女の丘でパワーを受け取
る　②美しい庭園に囲まれた泉チャリスの
井戸で祈りをささげる　③ハートレイクへ
続く山のふもとにあるキャッスルレイク　
④シャスタおすすめスポット 恵子（勝手
に）命名 マジカルヒーリングウォーター　
⑤シャスタ山のふもとをみんなで歩く

●①

●④

●② ●③

●⑤



20   Cosmic Vision Quest Cosmic Vision Quest   21

K
e
ik
o
 A
n
a
g
u
c
h
i

K
e
ik
o
 A
n
a
g
u
c
h
i

いよいよ迎える新時代！
今こそ、どんな時でも
ワクワク波動で生きよう！
さおり（以下S）：恵子さん、今回も10月～12月の流れやキーポイントなどについて教えてくだい！
恵子（以下K）：はい！この10月～12月はいよいよ！いよいよ！2012年のアセンションの時期と言われています
ね。アセンションの日はアセンションポイントなのです。そのポイントに向けて、私たちが「自分の真実として実
践してきたことが形になっていきやすい」そういう時期なのですね。だからこそ秋分の日というのものを機に、
おそらくこのニュースレター（小冊子）がみなさんの元に届くときには、何か自分が軸をもって取り組んできた
ものが、あきらかな形で結果として現れてくるような、そういう状況になっているかと思います。もしそういうも
のが現れていないとしたら、今の自分自身を振り返っていただいて、実際に何を変えていけばよいのかという
ことを考えてみたり、自分自身の本質的なものを明らかにしたりして、もう一度それを軸にすることをおすすめ
します。「自分の思い通りに人生が進んでいない」とか「自分自身が望んでいることが形となっていない」という
人は自分の真実を掘り起こすという作業が必要になってきます。自分の真実を掘り起こすためには、自分のブ
ロックになっているものを見ていくことが大切です。ブロックになっているものを深く掘り下げていくことは、
それを手放せるというチャンスなの。そのチャンスがやってきているということ、それも収穫のひとつなのよ。
S:なるほど。それではこの時期にブロックと思うようなネガティブな現実に直面した時には、どうしていったら良
いのでしょうか？
K：今、目の前に、そしてこの時期にネガティブな現実だと自分が感じるものがあったならば、そのネガティブな
現実を作る原因となったものを癒していくことの大切さを教えてくれているの。そのことを手放す、それもま
たチャンスなのだという視点を持ってほしいですね。そう見ることで、結果的には自分自身の周波数が、自分の
本来の周波数に戻って上がっていく。だから、さらに深い気づきを求められている時期なのよ。目覚めるために
深い気づきをどんどんと呼び覚ましていく。そういう時期になっているのだよね。そして、特によく見ていった
ほうが良い時期というのが「121212（2012年12月12日）」。というのも数字がゾロ目になっているでしょ。
「2012年12月12日」、「121212」というものは、もっと自分自身のJOY（喜び）とか、子供のように素直な好奇
心とか、ピュアな状態に戻ったときのエネルギーを持つの。その周波数が実際にアセンションに必要な周波数
になるから、その時期はすごく純粋な童心に返って、自分の奥深いところにある穢れのない自分というところに
一旦戻されていくような時期になります。それに準じていると、自然と楽しいことをもっともっとしたくなるの
ね。ほら、子供って楽しいことを自動的に選択しているじゃない？だから本当に2012年の冬至に向けては、深
刻には絶対になってはいけないの。「あー私まだクリアになっていない」とか思うような、そういうレベルでなく
て、そういうものがあったとしても「イエーイ」って、子供のように無邪気にそのことを楽しんでしまうような軽
さが大事。12月12日はもうアセンションポイントの10日前よね。10日前というのはシフトが起こりやすい時な
ので、一番いいのは純粋に楽しむということを加速させること。好奇心を持ってね。
S:つまりこの時期にネガティブなことが起こってきた場合にも、そのことにフォーカスしないということですか？
K：そう、そこに「またやっちゃった私。。。」という感じで、ネガティブなスパイラル、波動を保つ中に陥るのではなく
て、「あっ！そんなこともあったけ～」みたいな感じで（笑）わりと即座に自分自身をシフトしていくことが大切なの。
2012年の冬至に向けての日、アセンションは一日で起こるのではなくて、そこからの現実をつくるのがさらに
加速されていくから、ネガティブなところに意識がいっていたらネガティブな平行現実を創造し続けていくこと
になってしまうのよね。
S:加速がキーワードなのですね。

K：加速されていくから、ネガティブの中にいたら、そこのスパイラルから抜けにくくなってしまうの。だから逆に
言うと、笑ってはらう。日々生活をしていれば、嫌なことが起きることもあるかもしれないよね。でもそれは笑っ
てシフトする。笑いではらうのが一番いいのよ！
S:加速されるからネガティブから笑いへシフトできるのも早くなるということですね。そのコツが解れば！
K：そういうことです！そうしておけば未来は本当に明るいですよね。というのは喜びとか楽しい平行現実をどんど
んどんどんと築いていくサイクルに入っちゃうから。だから嫌なことはだんだん気にならなくなる。最近あったこ
となのだけど、バシャールのチャネリングで有名なダリル・アンカが、この前のシャスタリトリートに来たのね。
バシャールセッションが終わって、帰る飛行機を私たちが手配していたのだけど、シャスタに来る前からフライ
トが無くなることになってしまったの。だからもう1泊せざるえない状態になっていたのだけど、そんな状態で
も喜んでいて、シャスタ山に来たのがはじめてだったから、シャスタの有名どころのパワースポットに行くよう
な話をしていてね。そうして1泊して帰ろうとレディング空港に行ったら、なんと次に乗るはずだった飛行機も
キャンセルになってしまったの。飛行機が飛ばないから帰れなくって。でも彼はそこでネガティブになっていな
かったのよね。その後、シャスタではなくレッドウッドシティーというすごい綺麗な自然の中に2日間いることに
なって、結局トータル4日間ロスから離れていなくてはいけなかったのだけど、全然怒っていなくて。わくわくす
ることを選んでいたのよ。「なんとか帰らなきゃいけないのだよ！」とキリキリするのではなくて、「なんだ、そう
ならここで楽しいことをすれば良いと思ってレッドウッドシティーに行ってきたんだ～」と話をしていて、そうい
う状況でもわくわくを選択していたの。そして「結果的には僕にとって最高のバケーションになったよ」と言って
いてどんな時もわくわくを選択して、そして実践している姿を身を持って見せてくれたのね。バシャールって、
ずっとがわくわくをしていることの大切さを言っているでしょう？あれは本当の意味でのカウントダウンに向け
て、飛躍するために言ってくれているんだよね。
S:へ～。そうやって実践している人に逢う機会を増やすというのも、この時期良いのでしょうか？
K：そうそう！機会を増やすことで、自分をシフトするサポートになるの。
だからもう一回言うけど、この時期は絶対にシリアスにならない！深刻にならない！その時期は何が起こっても！
S:ふむふむ。そして2012年12月21日がやっぱり一番のメイン変換期なのですか？
K：うん、本当はもうすでに自分はボタンに手をかけてきたのだけど、そのボタンをプッと押す、その後押しをされ
るのが冬至だと思ったらいいですね。あなたはどのボタンを押すのですか？どのボタンを選択するのですか？とい
うことなの。ボタンに手をかけて、まだどのボタンを押すかを考え中の人もビーッって後押しされるのよ。
S:なるほど、12月21日はそのボタンを押す後押しだったり、もう一押しがくる日ということですね！
K：そうそう！一押しがくる！そしてわくわくのボタンを押して、楽しい状態にいたならば、自分が楽しいから周り
も楽しいという状態に巻き込みたくなってきて、その楽しいことを本当に一緒にできる人たちが結束していく
のよ。それがワンネスのひとつの原動力になっていくのよね。
S:じゃあやってみたいけど迷っていてやらなかったという人は、この時期にどんどんやってみるということがい
いのですかね？
K：そうそう！どんどんやっちゃって～！
S：なんだかアセンションの時と言われる今年の年末は、とてもワクワクとしたものになりそうですね！恵子さん、
ありがとうございました！

穴口恵子スペシャルインタビュー

さぁ、あなたのワクワクボタンを押す日まで、いよいよあと３ヶ月―
この年末には、アセンションの光に満ちた新時代を生きるあなたに贈る、
スペシャルイベントを多数開催予定です。詳細は次のページから！
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2012年から始まる新しい黄金時代を、
ワクワクに満ちた世界へあなたが導く！ 2012年12月21日を世界遺産チチェンイッツァで！

天と地を繋ぐ聖地を巡る旅
穴口恵子∞アセンション・ライトワーカー

認定コース

2012年12月21日はアセンション文明である新しい黄金時代が始まるターニングポイントとなりま
す。そんな中で、2012年から11年間は、アセンション・ライトワーカ－が活躍する時代です。地球に
は、あらゆるパラレルワールドを生きる人々が同時に存在します。そこにはワンネスの意識に目覚め
てワクワクと生きる人々と、カオス（混沌）や分離を生きる人々がいて、同じ空間を共有しているので
す。他人や起きてしまった現実、過去は直接的には変えられないものですが、私たちは自分を変える
ことができ、そして未来を変えることが出来きます。そうしてあなたが創造する未来をとおして、周り
の人にもポジティブな影響が与えられるのです。一瞬一瞬、どんな出来事が目の前に起きていても、
100％タイムリーに目覚めていることができ、愛と調和と希望に満ちた未来を選び続けて、意識をシ
フトし続ける多次元に繋がっている人のことをアセンションライトワーカーと言います。

新しい地球で開かれる文明の新黄金時代には、100％目覚めている状態を生きるアセンションライトワーカーが必要とさ
れています。あなたはその一人かも知れません。あなたが目覚めた状態で天命を生き、すべてとひとつである輝かしい未
来をイメージできるようになったなら、あなたはアセンション・ライトワーカーなのです。この認定コースでは、あなたがア
センション・ライトワーカーとして100％目覚めた状態でワクワクと生きるために必要なノウハウが伝授されます。

2012年12月21日を目前に、2013年への準備を行い、
アセンション・ライトワーカーが活動する時が来ました―。

穴口恵子∞アセンション・ライトワーカー
認定コース

穴口恵子∞アセンション・ライトワーカー
認定コース 穴口恵子とメキシコへ！

古代マヤ文明わくわくアセンションツアー
穴口恵子とメキシコへ！

古代マヤ文明わくわくアセンションツアー
マヤ文明の聖地が、アセンションのエネルギーに満ちる時－
地球のあらゆる場所、あらゆるレベルと繋がりを持ち、同時に宇宙とも深く繋がりを持つといわれるマヤ
文明の聖地。その遺跡は、古代マヤ独特の高度な建築技術や天文学、摩訶不思議な叡智に溢れ、訪れた人
を驚きとワクワクの波動へと導きます。聖地では遺跡のガイドと共に、穴口恵子によるマヤの光の存在達
からのメッセージ、叡智を受け取るセレモニーが行われます。マヤの聖地が、天と地と、あなた自身を深く
繋げることとなるでしょう。アセンションの波動が満ちるこの時期に、光の存在達と祝福のセレモニーをあ
げる旅に出かけましょう！

●カレンダーピラミッドとしてマヤ遺跡の中でも特に有名で、パワー溢
れる聖地チチェンイッツァを12月21日に訪問！遺跡にてアセンション
の日の祝福のセレモニーを行います。

●グアダルーペの教会にて奇跡のマリア様を見学
●マヤ文明の光のマスター・パカル王の墳墓があり、美しい建造物が残
る古代都市・パレンケ遺跡観光。パカル王からのチャネリングメッ
セージを受け取るセミナー開催。
●世界遺産ウシュマル遺跡、エズナー遺跡観光。
●カリブ海沿岸の美しい景色が広がるトゥルム遺跡観光。
●近年手つかずの大ピラミッドが発見されたコパ遺跡観光。
●ビジャエルモサで浄化のセレモニー。
●マヤ末裔の家に訪問。
●碧く輝くカリブ海のリゾート、カンクンとコスメル島にてお買い物散策♪
●オプションツアーにて密林の中の神秘の遺跡・グアテマラの世界遺
産ティカル観光。

●旅行代金に含まれるもの：成田-メキシコ間の往復航空券代、宿泊費、食費、観光費（遺跡入場料、各遺跡での日本語
ガイド等）、交通費（空港送迎、現地での移動代）、穴口恵子による遺跡でのセレモニー・セミナー参加費　
※地方空港から出発の方、海外在住で参加を希望される方は、下記のお申し込み先（H.I.S）へお問い合わせください。
●旅行代金に含まれないもの：空港使用料、現地空港税、旅客保安サービス料、燃油サーチャージ、お土産代、個人的な
飲食代、通信費、オプションツアー代金（ティカル遺跡観光）、一人部屋希望の際の追加料金

■こだわりのツアーポイント

■ツアー日程　2012年12月15 日（土）～26 日（水）
■最少催行人数　11名
■旅行代金等詳細は下記の問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

年末超スペシャルツアー開催決定！！

Keiko's message ～アセンション・ライトワーカーとは？～

【アセンション・ライトワーカー認定コースで受け取れること】
☆ 多次元ヒーリング：根源にあるトラウマや制限を開放するセルフヒーリング
☆ 多次元のハイアーセルフとタイムリーに一つとなる方法
☆ 常にあなた本来の高次元のバイブレーションでいる方法
☆ 地球のアセンションのバイブレーションと合わせる方法
☆ パラレルワールドに気づき、最幸・最善の現実へと統合する方法
☆ 愛と調和と喜びの未来を創造するアセンション・アルケミー（錬金術）をマスターする

【こんな方にオススメです】
☆ 自分も周りも新黄金時代を共にワクワクと過ごせるようになりたい。
☆ 自分自身の根源にある分離を統合したい。
☆ 常に自分の人生をアップグレードして、より理想の生活を送りたい。
☆ 自分の本質と繋がりたい。
☆ 自分に可能な最高の人生を選択できるようになりたい。
☆ 自己不信を自己信頼に変えたい。
☆ 愛と調和と喜びを体験し続けたい。
☆ ワクワクとした世界に満ちるアセンションのプロセスを導きたい

■日程　[東京] 12月1日、2日(土・日)
■開催時間　10:00～17:00　※開催場所・その他詳細はHPにてお知らせします。
■参加費　早割77,000円（11月5日まで）／通常88,000円

企画・実施：株式会社エイチ・アイ・エス　セミナー企画：（株）ダイナビジョン
◆お問い合わせ先　株式会社エイチ・アイ・エス 視察旅行セクション　
TEL：03-5908-3225　FAX：03-5908-3028　E-mail ： tb-tv@his-world.com
◆セミナー内容に関するお問い合わせはこちら
（株）ダイナビジョン　TEL：03-3791-8466　FAX：03-3791-8486　mail ： cs@dynavision.co.jp

※全ての行程に穴口恵子が同行します。（オプションツアー含む）
　各遺跡では日本語の現地ガイドが付きます。
※ツアーポイントは一部変更となる可能性がございます。
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2013年イヤーリーディング
2013年という新時代―光の道しるべとなる高次からのメッセージをお届けします！

毎年キャンセル待ち続出！待望の個人セッション

あなたのハイアーセルフと繋がって、2013年のあなたの最高・最善の光の道を教えてもらいます。そのメッセージ
は、あなたの人生の全て（仕事、お金、恋愛、人間関係、健康等）が豊かになることをサポート。最後にはあなたを祝
福している女神から、豊かさと祝福を永遠に受け取る光線を伝授します！

スピリアルデトックスセミナー
あなた自身のエネルギーを一気にデトックスして、新しい年を迎え入れましょう！

すっきりとした状態で2013年へ！

【ワーク内容】 2012年に受け取った祝福に感謝する／自らの潜在意識に存在している制限を外す／2012年あな
たのエネルギーボディーのヒーリング／2013年の光の道へのチャネリング／2013年のハイアーセルフと出逢う
／2013年のビジョンメイキング
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あらゆる光と闇が統合されてきた2012年。
年末に向けて、恒例のスペシャルイベント、そして初の少人数セッションを開催します。

自分自身の1年間を統合し、新たな年をベストな状態で迎えましょう！

【期　間】 2012年11月1日~2013年2月28日の間
※後日に音声を収録したCDをお届けします。 ※10月中旬お申込み受付開始予定！ 詳細は決まり次第 HP等でお知らせします。
【料　金】 36,000円（50分）

【福岡】11月26日（月） 【東京】11月28日（水） 【名古屋】11月29日（木） 【大阪】11月2日（金）
【沖縄】11月7日（水）　19：00～21：30 ※会場等の詳細はHPにてお知らせします。 【料金】8,000円

※会場・時間等の詳細はホームページをご覧ください。 ※録音希望の方はレコーダーをご持参ください。 
☆仙台・札幌でも開催予定！

【東　京】 11月16日（金）、28日（水）
【名古屋】 11月6日（火）、29日（木）、30日（金）
【大　阪】 11月2日（金）、3日（土）

【広　島】 11月17日（土）
【福　岡】 11月26日（月）
【沖　縄】 11月7日（水）、8日（木）

対 面

遠 隔

日 程

少人数　対面グループセッション
初開催！年末特別イベントをまとめてたっぷり受け取れる

１グループ限定8名までという超少人数のグループに対し、イヤーリーディング、デトックスセミナー、そしてQ&A
セッションを行います。縁のある8名がパッチリと集められて行われるイヤーリーディングとデトックスセミナーに
は、非常にダイナミックな癒しと変容の効果が。またQ&Aセッションでは、縁のあるグループならではの共通のテー
マが明らかとなることでしょう。周りの人の質問の答えが、自分にも当てはまり、１人では気づけなかった内容に気づ
ける効果もあります。グループだからこそもたらされるダイナミックな効果と、少人数ならではの１人1人に深く
フォーカスされるQ&Aセッションをどうぞお楽しみに！

【大阪】11月2日（金）【東京】12月7日（金）、11日（火）、13日（木） 1セッション限定8名　90分
【料金】　22,000円　※開催時間・会場等の詳細はHPにてお知らせします。

日 程

マヤの光のマスター・パカル王と贈るパレンケ遺跡からの遠隔伝授
12月17日

数あるマヤ遺跡の中でも特に美しい建造物を誇る世界遺産
パレンケ遺跡。パカル王の墳墓が発見されたこの地から、21
日を目前にますますアセンションの波動を高めるための光の
エネルギーと、パカル王からのメッセージをお届けします！

カレンダーピラミッドの聖地チチェン・イッツァから贈る遠隔伝授
12月21日

12月23日

マヤ文明最大の神秘とされる、
「古代都市チチェン・イッツァ」。
そこにはマヤの暦を表し、1年に
2度、羽を持つ蛇の神が舞い降
りる神聖なピラミッドがありま
す。マヤの長期暦が終わりを迎
えるこの時期に、2013年に向
けて必要なアクティベーション
を行う遠隔伝授を開催します！

グアテマラ　神秘の密林遺跡・ティカルから贈る遠隔伝授
数多いマヤ遺跡の中でも最大の規模を
誇る世界遺産ティカル。そこには5つも
の巨大ピラミッドがそびえ、密林に溶け
むような神秘的で壮観な景色が広がり
ます。たくさんの鳥や野生動物も集う、
地球の生命エネルギーに満ちるこの聖
地で、2013年へ向けて、ワクワクとし
た新時代の光を受け取る遠隔伝授を開
催します！

いよいよ2012 年もあと3ヶ月！
2013年という新しい時代の幕開けに向けてカウントダウンが始まる中、このアセンションイヤーと
される2012年の総決算として、年末にスペシャルな遠隔伝授を開催します♪どうぞお楽しみに！

年末の特別遠隔伝授 開催情報
今年最後の遠隔はマヤの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。
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定期遠隔セッション 参加者さまのご感想
★【新月 アバンダンティアアバンダンスレイ遠隔伝授を受けられた、ハウク夕子さま】
アバンダンティアのエネルギーを昨晩感じました。暖かい柔らかな感じで、祈りを唱えたあと眠りました。目が結構さえていて眠りが少な
かったですが、翌日あまりえらくありませんでした。少しずつ仕事ばの人間の様子が違ったように思えてきました。ありがとうございます。
★【満月 ダイアモンドライトボディの活性化を受けられた、小路いづみさま】
開始の時間になって今まで向き合えなかった怒りと向き合うことができ、ちょうどセッションの終わりの時間ぐらいまで一人で大泣きして
いました。インナーチャイルドが癒されました。ダイアモンドの光もまばゆいほど感じられました。ありがとうございました。
★【サナトクマラ遠隔伝授を受けられた、小池ゆかりさま】
穴口さんの遠隔セッションは大好きで、色々なセッションを受けさせて頂いているのですが、「サナトクマラ」の遠隔セッションを受けて
から２年経ち、ふと振り返ったところ「恐れや不安などのネガティブな感情」を手放すことが出来るようになっていた自分に気付きまし
た。本当に大きな変化です。サイトに記載されている「何も起きていないのに不安や恐怖を感じている」、「今の世の中や自分の人生に
危機感を感じている」などのことが、クリアになりました。「なりました」というより、気づいたらクリアに「なっていた」という表現があって
いるかと思います。今では「自分らしく生きる」ということが自然と当たり前のようになっていますし、「生きるって楽しいんだ。楽しんで
いいんだ。」と常に感じられるようになりました。今では「何がそんなに不安だったのだろう？」と感じます。この大きな変化には、自分でも
本当にびっくりです。ぱっと変わることもあれば、こういう風にゆっくりとだけれど確実に変化していくものもあるのですね。きっとそれぞ
れのタイミング、自分に合ったペースなのだろうなぁと思います。

K
e
ik
o
 A
n
a
g
u
c
h
i

K
e
ik
o
 A
n
a
g
u
c
h
i

自宅や好きな場所で受け取れて、日常生活に取り入れやすい遠隔グループセッション。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。新しい時代にフィットした内容をお届けしてい
ます。毎回収録される音声には、光の存在から参加者グループへのメッセージも収録します。そ
の時の自分に必要なメッセージを受け取れて、リピーターも多いのが特徴です。また日常的に繰
り返し音声を聴いたり、再受講したりすることで、より伝授されたエネルギーと繋がり、変化変容
を深めている方も多くいます。自分自身の未解決の問題や課題、感情や思いの癖などをクリア
にして、毎日を本来のあなたらしく、活き活きと過ごすサポートとなるセッションです。

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

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。

●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10月~12月の開催日程
満月満月

ぞろ目ぞろ目

新月新月

2012年10月30日（火）、11月28日（水）、12月28日（金）
2012年10月15日（月）、11月14日（水）、12月13日（木）
2012年10月10日（水）、11月11日（日）、12月12日（水）

【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！

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～
　　　PM10：10～11：10時間

New！

人を信頼することが出来ない・仲間はずれになりやすい・疎外感、孤独を感じている・自己価値が低
い・愛されていないと感じる・裏切りが怖い・表面的な浄化や癒しでは解決しない

こんな時におすすめ

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～
　　　PM11：11～12：11時間

New！

なにを受けても不信感がある・もっと高次元と繋がりたい・まだまだ上が
あると思ってしまう・肉体のワークなどがうまく取り入れることが出来ない・感情が追いつかない・マ
インドの罠から逃れられない・未来の自然災害など今後が心配

こんな時におすすめ

レインボードラゴン
～純粋な意識を楽しむ～
　　　PM10：10～11：10時間

New！

物事の問題面に囚われる・人を羨ましいと思ってしまう・頑張らないといけないと思ってしまう・人と
かかわることが苦手・子供のころの傷が深い人・インナーチャイルドの癒しが必要

こんな時におすすめ

アバンダンティアアバンダンスレイ遠隔伝授
　　　PM11：11～12：11時間

New！

欠乏意識が強い・お金を受け取ることに抵抗がある・チャンスをつかむ
のが苦手・受け取る価値がないと思う・自己否定・自己信頼がない・成功することへの恐れ・人と違う
事に恐れがある・自分の才能を認められない・変化への恐れがある

こんな時におすすめ

サナトクマラ遠隔伝授
　　　PM11：11～12：11時間

New！

頭の中が混乱している・不安や恐怖が湧いてくる・人生の危機感を感じ
ている・問題の渦に巻き込まれている・自分が自分でないような感覚がある・不自由で仕方がない・
人生が好転しないと思っている

こんな時におすすめ

新月新月

新月新月

ぞろ目ぞろ目
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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/

虹の光の家族の皆様へ

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
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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　穴口恵子よりメッセージ

ドルフィン・スター・テンプル・ミステリースクールは1990年にアメリカのカリフォルニア州にある、シャス
タ山でアモラ・クアン・インが設立しました。株式会社ダイナビジョン代表の穴口恵子が2000年に創始者
であるアモラ・クアン・インよりドルフィン・スター・テンプル・ミステリースクールの秘伝の伝授をうけ、ドル
フィン・スター・テンプル・ミステリースクール・ジャパンを設立いたしました。
ドルフィン・スター・テンプル・ミステリースクールの教えで最も大切な事「FullBodyEnlightenment」
全エネルギー体での覚醒です。肉体を始め、感情、思考、精神、エネルギー、多次元のエネルギーでの覚
醒をするために、創始者であるアモラ・クアン・インがチャネリングによって、今の時代に合わせて体系化
したことで、誰もが学べるスキルやテクニックとなりました。

DSTとは

透視・リーディング・ヒーリング等のスキルを体系的に学び、高次元の聖なる存在のエネルギーに触れるこ
とで、あなたの本質を目覚めさせ、あなたの魂がえがく最高最善の人生を引き出す学校です。参加者全員
が、完全に全エネルギー体を目覚めさせ、キリスト(神)意識を持ちながら日常を生きることでアセンション
することをゴールとし、それを支援すること。

●ご自身に与えられたギフト（才能）に気づき、天命にそって生きることで、あなたの真実を選択し、
　人生を自分で切り拓き、豊かさやスムーズな流れを呼び込むことができるようになります。
●常に聖なるエネルギーに接しながら、高次元で生きることを選択しやすくなります。
●ご自身だけでなくご家族や周囲の方、ご縁のある方を癒すことができるようになります。
　他者を癒すこと、人生をサポートすることをお仕事にするチャンスが訪れます。
あなたの人生で起きるすべてのことは、あなた自身が選択しています。しかし、良い選択するにはいろいろなコツがある
のです。リラックスして手放すこと、宇宙や人生、そしてあなた自身を完全に信頼していること、地上で物事を具現化する
サポートをしてくれる母なる地球とエネルギー的につながる（グランディングしている）こと、そしてあなた自身のエネル
ギーが常に浄化・活性化され、あなたの真実とつながっていることなどです。

ドルフィンスターテンプルミステリースクールの目的

プレアデスと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
間の光の同盟が、創始者であるアモラ・クァン・インに、「カー」、「バー」、「マカバ」など古代レムリア、ア
トランティス、エジプトに存在していたのと同様の教えを伝授しました。太古から今の時代に合わせ体系
化された、ミステリー・スクールでは参加者がそれぞれの段階に応じて必要な教えを学べるように、レベ
ル別にシステマティックに、ヒーリング、チャクラやカー経路の活性化など、セルフ・ケアの技法、イニシ
エーションを体験するように準備されていました。

ドルフィン・スター・テンプル・ミステリースクールで学べる内容

コース参加で受け取れること

ドルフィンスターテンプルジャパン（ＤＳＴＪ）にようこそ！レムリア、アトランティス、古代
ギリシャ、古代エジプト時代から伝承されていた神聖な教えを届ける人生の魔法の学校
がＤＳＴＪです。このページを開いたのは偶然ではありません。あなたのガイドがあなた
にメッセージを伝えようとしていることに気づいてみてください。このようなメッセージが
あなたの元に届けられています。

☆時は今です。あなたが目覚めて生きる時代がやってきました。
☆目覚めたあなたは、多次元の真実のあなたであるハイヤーセルフとひとつに成る時です。
☆あなたのすべての人生の答えが見出せるチャンスを掴みましょう。
☆あなたが自由自在に神聖な計画を選んで、新しい時代を歩んでいく時が来ました。
☆あなたの望みが叶うことために完全に目覚めることを選ん、今ここにいるのです。

このメッセージがピッタリとあなたのハートに届いたら、恐らくあなたは、ＤＳＴＪの仲間として、活動する時がきて
いるかもしれません。いよいよ2012年の大詰めにあなたの本来の天命を開くサポートをしているのが、ＤＳＴＪの教
えなのです。心響いたら、ぜひ、瞑想会や体験ワークやセッションを体験してみましょう。体験の前と後とでは、完全
に違う自分を発見できることでしょう。
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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

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

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

日時

料金

会場

【東京平日夜コース】
2013年1月22日（火）、23日（水）、2月5日（火）、6日（水）、
2月19日（火）、20日（水）、3月5日（火）、6日（水）、
3月26日（火）、27日（水）、4月2日（火）、3日（水）、
4月10日（水）、11日（木）、30日（火）、5月1日（水）、
5月14日（火）、15日（水）、28日（火）、29日（水）
19:00～22:00　※全20日間
180,000円（税込）（12月24日までのお申込）
190,000円（税込）（12月25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  

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

お友達に「FSPを受けると人生が楽になるよ」と誘われても半信半疑。
当時その言葉を聞いて「人生が楽になるってどういうことなの？」と「そんなわけない」という疑
いの気持ちがありました。通いたいと思っても「お金もないし・・・」「時間もないし・・・」と言い
訳をして1歩を踏み出せないでいました。そんな思いを持っていた矢先、たまたま穴口恵子さん
の個人セッションを受けました。次の日に鏡で自分の顔を見た時に「あれ？これ誰だろう？私？」
とあまりにもスッキリした顔の自分をみてビックリしたのと同時に1回のセッションで自分がこ
んなにも変わるならFSPコースに参加して「自分を変えていきたい！！」と強く決意ました。

でも、不思議とお金もどうにかなり、時間もスムーズに調整できた！
FSP1でオーラの境界線を築く方法やグラウンディングの手法などを学んだことで、周りの人の
感情に流されることなく、自分の感情と相手の感情を別のものとしてハッキリと区別することが
できるようになりました。周りにも自分にダメだしをする人ばかりでつらいと思っていたのです
が、本当は自分が自分を責めているのだということに気づかされたのです。そして自分を責める
のを辞めた途端、周りの現実も面白いほど変化していきました。

私は今まで人の感情に敏感だった。
周りにイライラしている人がいると自分自身までイライラした感情になり、怒らせてはならない
と思っているのに相手の気持ちを余計に逆なでしてしまうなど、悪循環の中日々を過ごしていま
したが、修了して言えることは「本当に人生が楽になるのです！」「すべては自分次第なのだとい
うことを体感できるのです！」　くっつき虫のように、たくさんの思いこみや、親類からのこう
あって欲しいという願いや思いを身体に着けていることに気づいていなかったのが、コースに参
加し、一つ一つのそのくっつき虫を外していくと、自分はこんなにも素晴らしいものだったのか
と感じることができました。

そして現実をどのようにしていけばよいかの答えは
自分の中にある事を信頼できるようになりました。

すべてを変えていく力は自分にありました。そしてその力に気づくことを学べることができるの
です。いつか通おうと思っているという方、あなたが迷っている間にも時が過ぎていきます。本
来の自分に戻り、自分の人生を最高のものにするためにも、迷って、待っているのはもったいな
いと強く感じています。

受講生　ＯＡさん

体 験 談
ドルフィンスターテンプルミステリースクール
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※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

10月4日（木）
10月6日（土）
10月12日（金）
10月14日（日）
10月20日（土）
10月24日（水）
11月1日（木）
11月8日（木）
11月11日（日）
11月17日（土）
11月23日（金・祝）
11月25日（日）
11月29日（木）
12月6日（木）
12月11日（火）
12月14日（金）
12月17日（月）
12月22日（土）
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

10月3日（水） KIKI 12：00～17：00　
10月23日（火） 神谷美和 12：00～18：00
11月6日（火） KIKI 12：00～17：00　
11月10日（土） 樋口貴子 12：00～17：00　
11月22日（木） 神谷美和 12：00～18：00
12月10日（月） KIKI 12：00～17：00
12月15日（土） 樋口貴子 12：00～17：00
12月26日（水） 神谷美和 12：00～18：00
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

10月10日（金）　ミッシェル　19：00～20：00
10月19日（金）　ミッシェル　13：30～17：30
11月14日（水）　ミッシェル　13：30～17：30
12月13日（木）　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

10月28日（日）　添田さおり
9：00～１８：00
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

12月12日（水）　樋口貴子 
13：00～18：00
16,800円（60分）
ウィンクあいち1105室

【福岡】
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

HP、お電話（03-3791-8466）にてご連絡下さい
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

10月12日（金）、10月13日（土）、11月23日（金・祝）、12月14日（金）　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、ＭＩＫＡ

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。

● 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）

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

【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：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

【東京週末コース】

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

PLI 3：『カー・アクティベーション』
ライトボディを覚醒させるPLIの集大成。肉体・感情体・思考体・精神体・ホログラフ体のエネルギーを最高
レベルまで高め、宇宙と地球と繋がるダイヤモンドライトボディを目覚めさせ活性化します。

2013年1月12日（土）、13日（日）、14日（月）、
2月2日（土）、3日（日）、3月2日（土）、3日（日）、
3月16日（土）、17日（日）、30日（土）、31日（日）　
※全11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

【東京週末コース】

260,000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】

● ダイヤモンドライトボディの活性化
● マカバの教えと瞑想
● 聖なる幾何学のヒーリングと活性化
● ドルフィンムーブ
● ドルフィンスターリンキングアドバンステクニック
● 神経系のヒーリングと再構築
● アドバンスクンダリーニの活性化
● ハイヤーセルフの活性化
● 多次元的ホログラフィックリコネクション等

あさいようこ
佐久間晶子
金谷せいこ
ＭＩＫＡ
Hiroshi
西村今日子＊
あさいようこ
西村今日子＊
Hiroshi
樋口貴子
金谷せいこ
佐久間晶子
ハル
あさいようこ
西村今日子＊
金谷せいこ
ハル
Hiroshi



10月4日（木） 14：00～ 金谷せいこ
11月29日（木） 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）　他

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）

10月26日（金）19：00～ ハル
11月23（金・祝）19：00～ 金谷せいこ
12月22日（土）19：00～ Hiroshi
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】

12月15日（土）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】

12月12日（水）19：00～　　　　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 ）1105号室

日時 講師

会場
料金

【名古屋】

10月27日（土）17：00～　　　　添田さおり
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

10月4日（木）　  10：00～　金谷せいこ
12月14日（金）　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

ドルフィンスターテンプル・ミステリースクール創始者アモラ・クァン・イン著書「プ
レアデス　神聖なる流れに還る」より、「十三チャクラの瞑想」を抽出した瞑想会
です。この瞑想は、あなたの13のチャクラにあるブロックを解放すること、そし
て、ガイアの13チャクラとあなたの13チャクラをつなぐことにフォーカスして作
られています。ガイアと繋がるときには、その場所のエネルギーを頭で考えるの
ではなく、ハートで感じてみてください。ただただ委ねて、どんな感じがするのか
感じることを自分に最大限に許してみてください。きっと、ガイアのディーバたち
が両手を広げてあなたを迎え入れてくれていることに気がつくことでしょう。

テーマ瞑想会　「十三チャクラの瞑想」■ メニュー6

どなたでもご参加できます

【大阪】
10月20日（土）１１：00～　　　　　添田さおり
無料　　　　産業創造館

日時 講師

会場料金

【広島】
10月27日（土）13：00～　　　　　添田さおり
無料　　　　広島オフィスセンター　予定

日時 講師

会場料金

【東京】
12月17日（月）　19：00～ 　　　　ハル
3,000円（税込）
コスミック・ビジョン・スペース2（予定）

日時 講師

会場
料金

10月10日　（水）　15：00～ ミッシェル
10月19日　（金）　19：00～ ミッシェル
11月14日　（水）　19：00～ ミッシェル
12月13日　（木）　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】

11月10日（日）18：30～　　　　　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　他

日時 講師

会場
料金

【大阪】
12月15日（土）19：00～　　　　　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）
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

10月26日（金）、11月27日（火）、12月13日（木） 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。11takako@ezweb.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

10月7日（日）、11月23日（金・祝）、
12月16日（日） 
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】
11月21日（水）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】ゴールド：自分が好きなり、元気を取り戻すことができる色です。
 自信が無くなった時や、他者に受け渡してしまったエネルギーを取り戻すことに効果的です。

日時

会場

料金 講師

ドルフィン生徒さん同士での練習会です
のでお気軽にご参加くださいませ。

※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。

◆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。

～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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シャスタコース体験記

私は2012年のドルフィンスターテンプルのシャスタコースを3コース続けて受講しました。そして、そこで学んだことは、
「変容であり統合」です。心の中の闇と光、遺伝上の損傷やカルマのパターンの超越。女性性と男性性の融合を学ぶこと
ができました。2012年、惑星規模のアセンションイヤーに、シャスタで人類の非物質世界における「意識の地図作り」に
貢献することが出来たと確信を持っています。私はシャスタでドルフィンのコースでの学びの中で、「愛の種が命の花と
して開いた」という感覚を持つに至りました。この「体感」できるという部分はドルフィンの素晴らしい真髄だと思ってい
ます。シャスタは一言でいいますと、「闇と光の自分の気持ちに出会える場所」だと思います。シャスタは来る人を選ぶと
言われています。ですので、シャスタ行きを決めた時点でシャスタマジックは始まっているのです。次に行かれる方には、
全てを受け入れて楽しんでいただきたいです。ダウンタウンのすぐ近に辿りつくと分かる秘密の聖地がありますので是
非辿ってみて下さい。幸運をお祈りします！　最後に、私は光の写真を通してシャスタマジックを体験しましたので、本
ページに掲載の写真を通してシャスタのエネルギーを感じてみて下さい！

シャスタ行きを決意した時点でシャス
タマジックは始まりました！アメリカへ
向かう機内から夕陽を写したつもりで
すがUFOでした！　4機編成で変容と
統合の祝福に駆け付けて来てくれま
した。シリウス、プレアデス、アンドロ
メダ、レムリアンの高次の光の存在達
に驚きと感謝込めて WITH LOVE！

シャスタ滞在記

＜穴口恵子の誘導瞑想CDシリーズ＞

人気商品おすすめセット

4機のUFO

ダウンタウンで出逢ったシャ
スタのネコはとっても人な
つっこく、僕のガイドをかっ
てでてくれました。光のカー
テンは、高次元と三次元を
つなげているポータルの役
目をはたしているようでし
た。この写真の奥には秘密
の聖地があります。

光のカーテンとガイドのネコ

このレインボードラゴンは、7色の浄化の
炎を吐きながらやってきました。神秘的な
雲と虹にシャスタの偉大さを感じました。

アモラの家の前に来た
レインボードラゴン

行ってきました、あの聖地へ
！

さすがアセンションイヤー、この夏シャスタは
愛と変容のエネルギーと光で満ち溢れていた！

ドルフィンスターテンプル・ミステリースクール・ジャパン校長の穴
口恵子があししげく訪れる聖なる地、シャスタ山。今年はFSP1、
多次元ヒプノセラピスト養成コース、FSP2の3コースが6月末か
ら7月末までに行われました。「選ばれた人だけが行ける」、「意図
した分だけ変容が起きる」とよく言われる中、今夏、シャスタで3
つコースを受講された盛澤敬吾さんにシャスタの体験記と写真を
いただきました。

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？こんなおすすめ商品をご用意しています♪

日本における誘導瞑想の第一人者、穴口恵子による瞑想をCDとしてシリーズ化しました。天使たちと繋
がり人生を豊かにする瞑想、カルマの解放、ワンネスの意識に目覚める瞑想、ハイヤーセルフと繋がるた
めの瞑想など、テーマごとで選べるCDを下記のラインナップで取り扱っております。

AMI JAPANで取り扱っております商品のなかでも特に人気で売れ筋なアイテムを、2パターンのセット
にしてご用意いたしました。

穴口恵子の誘導瞑想が、あなたと天使のつながりを強くするサポートをしてくれます。ポール・
アミタージュの音楽があなたのハートをとても日広く拡張してくれるイメージです。穴口恵子の
瞑想とポールの美しい音楽が深い癒しをもたらします。音楽はポール・アミタージュのチャネリ
ングにより演奏されています。

アモラのショップで撮りました～。アモ
ラとは初対面なのに「再び巡り会え
た」という懐かしさを感じました。アイ
コンタクトを通して深いメッセージも受
け取れて最高！　お店にはたくさんの
ナミビアクリスタルが並んでいて、ア
モラに水が中に入っているレアクリス
タルを選んでもらいました。毎日高次
のエネルギーを感じています♪

アモラと敬吾

シャスティーナとシャスタ山にピラミッドのエネルギーが下
されたとチャネリングメッセージが下りた時に撮った写真。
撮る前にここに呼ばれた感じがしてカメラのシャッターを
切りました。

奇跡の写真！　ダブルレインボー、
プレアデスの紫の光、ピラミッドエネルギー

夕暮れ時のサクラメントリバーで、踊るシヴァ神の
ポーズで写真を撮ったら、シンクロしてプレアデスの
ライトボディが現れました。撮影後、過去世の記憶が
蘇り、過去と今現在の統合が起きました。

プレアデスライトボディ

肉眼でこの空間にレインボーエ
ンジェルをしっかりとみました。
シャッターを切ったらすぐに消え
ていなくなりました。この写真を
見た人に、レインボーエンジェ
ルの愛のエネルギーが届きます
ように！

サクラメントリバーのレインボーエンジェル

虹の龍の瞑想会主宰・天然石の奇跡屋　盛澤敬吾

虹の天使の光の瞑想

女神アバンダンティアは、あなたの豊かさの源泉をあなたに導く女神です。アバンダンティア
が教えてくれる錬金術は、あなた自身のみならず、周りも豊かにしてくれます。アバンダンティ
アとつながったあなたは、これからの人生を自らの内側にある無限に湧き出る豊かさの泉と繋
がって、愛と調和と平安の中で、豊かさを手にしていきます。アバンダンティアを受けるあなた
はもう、今日から豊かな存在です。

エンジェル、アセンデッド・マスター、
チャクラなどベーシックとなるカードを
中心に取り揃えたセットです。

アバンダンティアの錬金術

基本となるカードに、さらに幅広く多くの
お客様のニーズに合うように売れ筋商
品から選りすぐったアイテムセットです。

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。

いずれのセットもすぐに販売可能なおすすめアイテムです。まずはどんな商品を購入すれば良いか迷っている方にもおすすめです♪

★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。

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。

総額33,770円 ⇒ 
　27,016円 20%OFF☆

総額56,430円 ⇒ 
　39,501円 30%OFF☆

おすすめ30点セット おすすめ50点セット
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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

商品① エッセンス

商品① 浄化、ヒーリング商品

【沖縄店コンシェルジュオススメポイント】
新しいエネルギーを取り入れる前に不要なエナジーは取り去る事が大事です。クリスタルはもちろ
ん、空間の浄化、各種ワークや瞑想時は欠かせません。そしてよりリラックスしたい時にも、このアイ
テムは大活躍です。私達も手放せません！

愛されオーラとは、キラメキや喜びといった魅力的な生き生きしたエネルギー、そしてクリア
で美しいエネルギーに満ちている状態のこと。感情や肉体、自分の環境もすべて含めて、自分
自身のすべてを光輝く状態に保つことで、周囲の人を心地よくさせたり、惹きつけたり、同志と
の縁をつなぎます！ もちろんエネルギーが変われば状況も変わり魅力的になってよいサイクル
が始まります。お一人お一人の個性と魅力が最高に輝くサポートとなる商品をご紹介します！

【スマッシングウォーター】　森（グリーン）、月（ブルー）　各￥2,835
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。

【フローラコロナ】　ガーネットマグノリア　各3,450円

【フローラコロナ】　ルビー　3,450円

【沖縄店コンシェルジュオススメポイント】

肉体レベルではガーネットが生命力を活性化し、情熱を引き出す働き。ハートとマインドが感覚的な歓びに開く事をサポー
トするでしょう。健康を保つためにも常備していたい1本です。感情体レベルにはマグノリア。美的感覚、官能美を開く為
に。その崇高なエナジーは、あなたの周囲にある美のエッセンスを細胞レベルから吸収する働きをします。その繊細な香
りと天使の様な本質は、内にこもってしまった心を優しく開いていくので、細胞レベルで若さを取り戻し、いつの間にか自
然な本来の美しさがにじみ出ている“あなた”に変容を遂げている事でしょう。

ルビーエッセンスはあなたの肉体に新しいエネルギー、活力、に満ち溢れた暖かい感覚を引き起こしてくれます。また、ル
ビーのバラ色の光のシールドは、ハートを保護し、そして身体とマインドをハートの愛のエネルギーで満たし、自分がどう
したいか、何を望んで、何を手に入れたいのかという情熱の感覚を思い出させてくれるでしょう。ハートとに期待に働きか
け、心の望みを手に入れるために行動する時の大きなサポートになります。★マッサージジェルやオイルなどにルビーエッ
センスを混ぜて使うこともできます。痛みを感じる関節や筋肉・腱の症状を軽減し、消耗を穏やかにしてくれます。その場
合、就寝前がお勧めです。

『フローラコロナ』ハワイで生まれた地球からの贈り物“愛と美のエッセンス”。本当に沢山お薦めした
いのですが、今回は肉体・感情体レベルで愛され力を高めるためのエッセンスをセレクトしました。肉
体レベルではガーネット、感情体レベルにはマグノリア、合わせて使ってご自分を調整することもおす
すめです。

幸せな人は知っている★愛されオーラを身につける方法

【エンジェルチューナー】　（3本＆クリスタル付）　￥14,700
凛とした透明な音が共鳴し合い、それは天界の響きと言われるバイブレーション。オーラの調整、
ヒーリングやワークの前後に取り入れられたりします。私達は、お店の開店前＆クリスタルの波動
調整でよく使います。

※各店舗で取り扱っております

※各店舗で取り扱っております

【中目黒店コンシェルジュオススメポイント】
ルビー自分が自分でいられるように、不安や心配からハートを守って次のような効果があるのでとっ
てもおすすめです！
●第2チャクラ＆ハートを強力に活性化　●女神としての神聖さを表現する
●女性としてのあらゆる魅力を出す　●あるがままの自分を愛し、誇れるようになる　
●やりたいこと、自分だけの個性を発揮できる　●情熱、行動力、遂行力を出せる　
●あらゆる面での自信を持てる
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商品④ オラクルカード

商品⑤ 天然石商品③ オーラソーマ

【大阪店コンシェルジュおすすめポイント】
ピンクのポマンダーには、『とても優しい効果』があります。使った方の周りに人が集まってきたりい
つもは苦手だと思う人が、使用後にはとても優しくなったりコミュニケーションが楽しくなったり、そし
て、とっても自分に優しくなれます。手軽に使えて、即効性があるので、お勧めです☆

オーラソーマポマンダー『ピンク』　（無条件の愛）　3,990円

ウィスパーオブラブ～人生に愛を引き寄せるメッセージカード～　3,150円

『無条件の愛』と呼ばれている『ピンクのポマンダー』はオーラに作用し、愛を自分のオーラ
に引き寄せ、愛を他の人たちに放射します。ハートを開いていくときに、傷つきやすさから守
り、傷つくことへの恐怖を解放します。ピンクポマンダーは、自分自身への愛を作用させるた
めに与えられたもので無条件にあるがままを受け入れていくことをサポートします。

自分自身にまず自分自身が寄り添い、優しく抱きしめることができる様に導く石で
す。自分だけの唯一の美しさに誇りを持ち、あるがままの自分が望むハートの表現・
生き方をサポートします。ローズクォーツのピンク色が、ハートに流れて溢れるイ
メージをするのもお薦めです。ピンク色のオーラで自分が本当に愛するものを引き
寄せるサポートをしてくれます。

とても高い透明度で、混沌としていた
思考をスッキリとクリアに浄化してくれ
ます。思考がクリアになる事で、自分の
純粋な「今ここ」での望みをを感じるこ
とができるようになり、自らの意識で、
望むものを引き寄せる事は容易である
という事を、思い出させ、エネルギーを
動かしていきます。

【中目黒店コンシェルジュおすすめポイント】
自分自身を大切に。ローズクォーツは他の誰でもない自分のあらゆる面、すべての部分に真の美と価値
を見いだせるように優しく助けてくれます。自分をありのまま認めている人はキラキラ輝いて美しく魅力
的です。そして他の人にも優しくすることができ、自然と物事がどんどんうまく運ぶようになります。

【自分の価値を高めて輝く】　☆ローズクォーツ　価格1,890円～ 

【自分の望みをどんどん叶えて喜びを広げる】　☆ハーキマーダイアモンド　価格10,500円

【中目黒店コンシェルジュおすすめポイント】
願いを叶えて、わくわくした人生を生きることを実現させてくれるクリスタルです。喜びやキラメキと
いう部分にフォーカスして生きることができるようにサポートしてくれます。どんどん願いを達成して
いくことは、はたから見ても勇気づけられます、ぜひ具現化力を広げてゆきましょう。

【大阪店コンシェルジュおすすめポイント】
『愛』がどんなモノなのかを、このカードは教えてくれます。
その時、その愛は何を意味して、何を行動するべきなのか・・・。
その『愛』をどんどん知ってご自身の内側が変化していけば、きっと『愛されオーラ』になります♪
色んな愛を知って、ご自身が愛に溢れるためのサポートとして、このカードはお勧めです☆

ウイスパーオブラブオラクルカードの感想
愛にあふれて、分かりやすいメッセージに溢れているカードでした。 カードを引
くことで、言葉もそうですが、天使のメッセージがエネルギーとして流れ込んで
くるのがわかります。 絵を通して連想するイメージもものすごくリアルです。何
回も引くことで天使とのつながりが日に日に強くなっていく気がしています。

アンジェラ・ハートフィールドによるカード第２弾愛を引き寄せるカードです。アンジェラ
が伝えたかったのは「愛のメッセージ」。これは、人生にもっと愛を引き寄せるための
カードセットなのです。愛とは、現実に存在しているエネルギーの中で、もっとも強力で
ピュアなものです。このカードには、そんな愛に満ちたメッセージが書かれているので、
日常的に使用することによって、毎日が愛にもっとあふれたものへと変化していくで
しょう。

※各店舗で取り扱っております

左：天使型ローズクォーツ、大人気商品です。
右：ハート型のローズクォーツ、お風呂でのマッサージでいやされ、
　 そして美肌になったという体験談が多く寄せられています☆

2ｃｍ大　願いをかけて持ち歩くのにおすすめ

【中目黒店コンシェルジュおすすめポイント】
柔らかい波動で包んでくれることで、いらだちや不安などを中和させて浄化し、雰囲気や、エネル
ギー、環境を穏やかに整えてくれます。非常にここちよい清涼なエネルギーにしてくれるので、周囲
の人にも自然と伝搬し、人との関係をスムーズにしてくれます。

【穏やかで心地よい波動で生きる】　☆セレスタイト　価格3,150円～

浄化、博愛、休息というエナジーを持ち、天使性と強力な浄化力
を持った石です。心身を落ちつかせ、怒りなどを鎮めて精神的安
定をもたらし、相手を思いやり尊重する心を持つ助けをしてくれ
ることから、周囲とのコミュニケーションをスムーズで豊かなもの
してくれます。割れやすいのでご注意ください。

めずらしいこぶし大のタンブル

東京店最大のハーキマー
虹のシャワーを浴びるようなパワフルさです。

クラスタータイプ　
部屋に置くと波動が目に見えて
上昇し、清涼になります。
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【中目黒店コンシェルジュおすすめポイント】
綺麗なエネルギーと、波動、波長。肉体、感情、考えす
べてが、まとまって私たちのオーラに影響します。愛さ
れることは、愛する事といいますね。愛について、幸せ
についてじっくり考えたい時、ふっと振り返ってみたい
時どうしてよいのかわからないとき、、こちらの本がお
すすめです。自分に正直に、素直にいること、愛につ
いて、人間関係について深く書いてありながら、とても
読みやすい本です！

～愛・幸せのポイントを読み解くBOOK～　1,050円

各店舗案内
★レインボーエンジェルズ 中目黒店★ 

【中目黒店コンシェルジュおすすめポイント】
リチウムが癒しとなり、ショックや落ち込みを引きずらずに、日々を新しく始めることができるように
なります！生き生きとしたエネルギーを振りまきながら１つ１つの行動をするとき、たくさんの人を惹き
つけます。疲れやすい方へもおすすめです。

【疲れを取って生き生きキラキラと】　☆リチウムクォーツ　価格1,890円～

非常にヒーリング効果の高い石です。含まれるリチウムが精神
的な安らぎと落ち着きを効果的にもたらします。オーラも調和さ
れ、自分の内側にある、幸せで満ち足りた感覚へ繋がりやすくし
てくれます。

先端のとがったタイプ
持ち歩くかベッドサイドなどに
置くのがオススメです。

【中目黒店コンシェルジュおすすめポイント】
スピリチュアルな面をこの現実で生かして、行動していくのにとてもおすすめです。自分自身に従っ
て、最善の道を進みたい方、つい迷って後ろに戻りたくなる場合の心強いサポートになります。

【直感に従って最高の流れに乗る】　クォンタムクワトロシリカ　価格1,890

スピリチュアルな面をこの現実で生かして、行動していくのにと
てもおすすめです。自分自身に従って、最善の道を進みたい方、
つい迷って後ろに戻りたくなる場合の心強いサポートになりま
す。シャッタカイト、クリソコラ、マラカイト、スモーキークォーツ
の4つで構成されるクリスタルです。シャッタカイトと、クリソコラ
は第三の目を開眼させ、直感を鋭くします。直感に従うことへの
不安、自信のなさやネガティブな要素をスモーキークォーツがク
リアにしてくれます。マラカイトは自分に必要のないネルギーか
ら強力に守護し、また嫉妬のエネルギーから守ります。そして目
的に向かって動く肉体を癒してくれます。

3～4ｃｍの大きさのタンブル

※各店舗にて取扱いのクリスタルは1点物が多いため、価格や形が異な
ります。詳しくは店舗へお問い合わせください。
※写真で掲載されているものは中目黒店の商品です。中目黒店より通信
販売も承っております。

〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-25-10 
東急東横線・日比谷線 中目黒駅 徒歩8分 
TEL：03-3791-8465 
e-mail rainbow@dynavision.co.jp 
ＨＰ http://www.rainbowangels.jp/ 
ブログ：http://ameblo.jp/rainbow-angels/ 
【営業時間 12:00～20:00】 【定休日 第3火曜日】  

★レインボーエンジェルズ 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 
・ 京阪「天満橋」駅下車。 東口方面の改札から地下通路を通って1番出口より東へ約300m 
・ 地下鉄谷町線「天満橋」駅下車。1番出口より東へ約300m 
・ JR東西線「大阪城北詰」駅下車。2番出口より土佐堀通り沿いに西へ約600m 
TEL：06-6943-8458 
e-mail happy@rainbowangels-osaka.com 
ブログ：http://ameblo.jp/rainbowangels-osaka/ 
【営業時間 12:00～20:00】 【定休日 第3火曜日】

レインボーエンジェルズ沖縄店・国際通り店
沖縄店
TEL/FAX:098-988-3963
〒904-2223沖縄県宜野湾市大山2-12-14 
・最寄りバス停：第一大山より徒歩 10分 
・大山貝塚方面へ入り、韓国教会を過ぎ、3件先の住宅超えたら左折。コーポまきという
アパートから右折して進むと、白い塀とヤシの木がみえます。そこがお店です。 
国際通り店
TEL：080-3996-8557
〒900-0013沖縄県那覇市牧志3-12-8 フィットビル1F 
BLOG：http://ameblo.jp/rainbowangels-okinawa/ 
最寄り駅：ゆいレール牧志駅より県庁向け徒歩2分 左手側。占いパラダイス1Ｆです。

http://www.rainbowangels.jp/ 

穴があいており、お手持ちの
革ひもなどでペンダントとし
て付けられるタイプです。

数少ないペンダントタイプ

各店舗開催イベントのご案内　10月～12月各店舗開催イベントのご案内　10月～12月

10月～１２月大阪店お勧めイベント予定♪ 
１０月2日（火）
オーラソーマイベント♪オーラソーマ初心者の方に！
詳細はブログに掲載予定です。

１０月７日（日）１３：００～１７：００
DSTワンコイン（５００円）練習会です。
１０月１３日（土）・１４日（日）
樋口貴子クリスタルボウルイベント
クリスタルボウルの瞑想会や個人セッションを行います♪

１１月２３日（日）１３：００～１７：００
DSTワンコイン（５００円）練習会です。

１２月１６日（日）１３：００～１７：００
DSTワンコイン（５００円）練習会です。

10月～12月沖縄店おすすめイベント予定
10月アラン・コーエン2DAYワークショプ＆イブニング
「人生の答えはいつも私の中にある」
●10月19日イブニングセミナー　事前申込 ￥4,500
●10月20日～21日2ＤＡＹＳセミナー～実践編～
　￥64,000（事前精算の場合）

12月 テリーサイモンズ
アシュタールチャネリングメッセージ・
アシュタールジュエリーフェア
●12月5日～9日（予定）

●「沖縄の精霊と繋がる花とクリスタル瞑想」日程調整中。

各イベント詳細はブログ＠沖縄をご覧下さい♪ 
http://ameblo.jp/rainbowangels-okinawa/ 
（レインボーエンジェルズ沖縄 ⇒ 検索でもＯＫ）

虹の天使たちは願いを叶える
のが大得意！虹の天使たちが
祝福のエネルギーを注いでい
る空間そして商品はとっても
パワフルです！ぜひ遊びにいら
してください。

お蔭さまで3周年目になりまし
た！愛と喜びにあふれた空間づ
くりを目指しています。虹の柱
がアンカリングされた聖なる空
間にて、皆様のお越しをお待ち
しております。

おかげ様で9月11日に1周年！レ
ムリアの海を思わせる様な空間
で、皆さまとのご縁を頂けました
事、心よりお礼申し上げます。こ
のGWにOPENした姉妹店・国際
通り店も、那覇の中心地で小さな
可愛い癒しスポットになってお
り、アンテナショップとしても情
報を発信中。クリスタルアクセサ
リーやストラップ等が人気です。

ナビゲートが気持ち良いと好評のＳａｓｈａによる、気軽に参加出
来る瞑想会です。瞑想ってどうやればいいのか解らない、一人
ではちょっと…というあなたにピッタリなイベントです。

その他、イベント多数あります♪詳細はブログにてチェック！
http://ameblo.jp/rainbowangels-osaka/
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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

2012年アセンションの時まで、もう間もなくとなりました。
これからの時期はこれまであなたが種まきし、　　　　　　　　　　　
準備を整えてきた経験や知恵を刈り取る時期になります。
楽しかったことや、感動したことはもちろん、
苦しかったこと、辛くて涙が出そうになったことも全てあなたの内側に
存在する本当の自分自身の成長のための糧になっています。
さぁ、今こそこのタイミングで、あなた本来の魂の輝きを放ち
アセンションへの準備をレインボーエンジェルマジックで整えてみませんか？

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〉

「自分らしく豊かに生きる」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
～ 実りの時期　魂の糧を収穫する ～

♪レインボーエンジェルマジック　セッションのご紹介♪
＜ダイナビジョン認定コース　卒業＞

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〉

下釜かずよ

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。

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ズ　で検索。もしくは、03-3791-8465 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。

リコネクティブヒーリング認定者

とも ホーリー祐子 めぐみ



46    Cosmic Vision Quest Cosmic Vision Quest   47

波動を高め、あなた本来の使命へと導くLight of Ashtar

Light of Ashtar（アシュタールの光）は、いま地球がアセンションのために体験しているエネルギーの変化を、わた
したちが楽しく通過してくために、金星からのアセンデットマスターでもある「司令官アシュタール」と共に創作された
エネルギーストーンです。アシュタールの光は、宇宙の高次元の光を地人々に下ろし、アセンションへの階段を楽に
登っていけるように作られています。望みを叶えていくパワーがある人の共通点は波動が高いということ！ アシュター
ルの光を身につけることで、2012年以降の
エネルギー変化が加速される時代波動を高め
て気持ち明るくポジティブにしていくことが大
切になります。アシュタールの光のジュエリー
を身につけると自分自身の波動が高まり、小さ
なことでくよくよしなり、気持ちも明るくポジ
ティブになっていくのです。そうの状態にいる
ことで、あなたの望む願望を具現化して、実現
しやすい体質へと変化していくのを感じるで
しょう。2012年のアセンションに向けてあな
たは何を選択していきたいですか？

アシュタールジュエリーについて・・・

大好評のアシュタールジュエリーデザイナーの洋子さんのお茶会を開催予定！
波動のお話や、2012年以降どのように過ごしていけばよいかなど、洋子さんとゆっくりお話でき
るチャンス！　※日程は後日HPに掲載予定

Marage　自分と結婚するジュエリー
自分の全てを受け入れた瞬間に幸せの扉が、初めて開きます。

Marageは幸せの扉を開くためのジュエリーです。

スペシャルイベント

なりたいあなたを叶える！マラージュオーダージュエリーセッション
マラージュオーダーメイドセッションではあなたが願いを叶えられるようになることにフォーカス
します。そのために、あなたが自分自身と１つとなるためのサポートをさせていただきます。マ
ラージュジュエリー専属デザイナーのミッシェルがリーディングにより、あなたが本来のあなたと
『聖なる結婚』ができるよう導いていきます。

マラージュを購入して2週間の私の変化と体験談を共有します。マラージュは分離を統合へ導くジュエリーだということをそして
自分と結婚するジュエリーだとういことを体験しています。マラージュをつけて、本来の自分自身に戻っているのを感じています。
本来の自分の強さがでてきているのを感じたり、苦手だと思っていたことができるようになったりまさに分離を統合へ導くので
す！！今までなかなか話すことができなかった人と、正直に話をしてくことができるようになったり・・・苦手だと思っていた料理をす
ることが楽しくなったり・・・もう私は恋愛はできないと思っていたのが、恋愛をしてもいいかも・・・と思えたり何と言っても一番大き
な変化は、私は男性に対しての苦手意識が強くありました。なので、自分がいいなと思う男性以外の人に食事に誘われても、行か
ないと言う風に男性を避けていたのです。ですが、マラージュを身に着けはじめてから、苦手意識がまったくなくなっているのに
気づきました！それは変わらなくちゃっという思いで変化をするための努力をした訳ではなく、自然にいつのまにか平気になってい
たという感覚なのです！そして自分自身が安心感・安定感で満たされているのです！心が平安なのです！その効果なのか、お客様に
も褒められることが多くなりました。(笑)心が本当に満たされていて、穏やかなのです！本当にマラージュすごいです！！

※日程詳細は後日HPへ掲載

コンシェルジュの体験談「本来の自分が輝く」

Light of Ashtarは、デザイナーの洋子ヤマグチがアシュター
ルと共に宇宙の高次元のエネルギーを降ろすために創作して
いるクリスタルやミネラルのアクセサリーです。たくさんの方
にLight of Ashtarを手にして頂きたいのですが、各地で石
を探し、創作はアシュタールが洋子ヤマグチに降りてきた時し
か出来ません。すべてはエネルギーであり、エネルギーからで
る波動を感じ取っていただくめに創作されています。石自体が
持つエネルギーを100％発揮させるには最初に完璧な浄化が

必要となります。クリスタルやミネラルは、その時々、時代に必要なものが発見・発掘されています。

アシュタールフェア日程
WEBアシュタールフェア 11月2日（金）～11日（日） 10日間
レインボーエンジェルズ大阪店 11月16日（金）～20日（火） 6日間
アシュタールフェア＠福岡市内会場 11月22日（木）～24日（土） 合計4日間
レインボーエンジェルズ 11月27日（火）～12月2日（日） 6日間
レインボーエンジェルズ沖縄店 12月5日（水）～8日（土） 4日間
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レインボーエンジェルマジックが

2009年3月にレインボーエンジェルズの姉妹店として、永らくみなさまに愛されてきましたレ
インボーエンジェルマジックですが、2012年アセンションの年、ワンネスを具現化すべく、更
なる発展に向けレインボーエンジェルズの店舗と
統合することになりました。2012年11月～すべ
ての商品はレインボーエンジェルズで販売致しま
す。現在レインボーエンジェルマジックのある川鍋
ビル3階は、個室セッション・セミナールームとして
リニューアルオープンいたします。また、店頭セッ
ションはレインボーエンジェルズにて行いますの
で、ぜひレインボーエンジェルズにお立ち寄りくだ
さいませ。あなたの願いを叶える場所レインボー
エンジェルズ。レインボーエンジェルズとともにあ
なたのお越しをお待ちしております。これからもご
愛顧よろしくお願い致します。

2009年3月にレインボーエンジェルズの姉妹店として、永らくみなさまに愛されてきましたレ
インボーエンジェルマジックですが、2012年アセンションの年、ワンネスを具現化すべく、更
なる発展に向けレインボーエンジェルズの店舗と
統合することになりました。2012年11月～すべ
ての商品はレインボーエンジェルズで販売致しま
す。現在レインボーエンジェルマジックのある川鍋
ビル3階は、個室セッション・セミナールームとして
リニューアルオープンいたします。また、店頭セッ
ションはレインボーエンジェルズにて行いますの
で、ぜひレインボーエンジェルズにお立ち寄りくだ
さいませ。あなたの願いを叶える場所レインボー
エンジェルズ。レインボーエンジェルズとともにあ
なたのお越しをお待ちしております。これからもご
愛顧よろしくお願い致します。

穴口恵子によるアクティベーション＆
チャネリングセレモニーです。チャネ
リングメッセージとアクティベーショ
ン（活性化）が受け取れます。
詳細はHPをご覧ください。

10月28日ワンネスに向けて、
統合セレモニーを開催予定！

レインボーエンジェルズと

統合します！

レインボーエンジェルズと

レインボーエンジェルマジックが

統合します！

2012年9月8日（土）
虹と天使のお祭り　最終“会”

☆わくわく イベント報告～♪☆☆わくわく イベント報告～♪☆

～毎日をワクワクでいっぱいにする 天使達とのお約束～
2012年9月8日（土）開催いたしました「虹と天使
のお祭り～最終“会”～」
当日は230名を超えるお客様にご来場いただき、
ホール・出展ブースのあるロビーともにわくわくな
波動でいっぱいになり大盛況となりました。
ご参加いただきましたみなさま本当にありがとうご
ざいました。このお祭りの今年で最後。なぜなら穴
口恵子がレインボーエンジェルとこんな約束をした
からです。

オープニングセレモニーでは、
歌から始まり会場が一体になりました♪

当日会場に用意したレインボーアートには、
会場のみなさんがご自身の「夢」「メッセー
ジ」を記入し、フィナーレでは全員で祈りを
捧げました。レインボーエンジェルは、あな
たが「毎日をワクワク楽しみながら生きる」
ことが、人類とこの地球の目覚めに繋がると
伝えてくれています。この「レインボーアー
ト」は、穴口が初めてレインボーエンジェル
に出会ったペルーへ持っていき、レインボー
エンジェルに渡します。今回、お祭りに参加
された方も、されなかった方もレインボーエ
ンジェルからの祝福を受け取って毎日をワク
ワク生きていくことを㈱ダイナビジョンはサ
ポートし続けます。

レインボーエンジェルとは!?
レインボーエンジェルは虹
の光の羽をもった天使で、
様々な女神がこの地上に使
わした光の存在です。レイ
ンボーエンジェルはあなた
が愛と調和に満ちた、光の
存在であることを思い出し
てあなたがあるがまま、地
球と共にいることで、あな
たの夢や使命が叶えられて
いくことを教えてくれます。

わくわく企画のひとつ
「チャリティーオークション」
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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

今回のCJOの部屋は今までとは趣向を変えて、CJOのJの意味である「JOY」について、書い
てみたいと思います。まずは、JOYの画数。画数は６の意味は教える、伝える、愛するという意
味を持っています。今度はJOYを数秘術で見てみるとJ＝1　O＝6　Y＝7　となります。また
数字の意味を見ていくと、１・引っ張る、導く。６・与える、伝える、教える７・まとめる、磨く、極め
る。というような意味が出てきます。これまでJOYという言葉のイメージは「ワクワク」「楽しい」
「嬉しい」というような、どちらかと言うと純粋無垢で、無邪気なイメージがあったのですが、分
析してみると、人生について、深めること、自分を磨き極め、それをまた伝え与える事のが見え
てきました。JOYを「じょい」とひらがな表記してみると、「じょ」とは始まりの意味であり、漢字
は「序」。「い」とは意識　漢字は「意」。合わせると「序意」という当て字になります。意識したこ
とをはじめるという事ということでしょうか？意識の「意」という文字。「音」「心」という文字で構
成されています。心に音？音に心？なんて考えていると、「心の琴線に触れる感覚に出会うこと」
という言葉が湧いて来ました。この人生を通して、心の琴線に触れる出来事に出会い、心を動か
し、感動すること、気がつくことがJOYの本質なのかもしれないですね。さて、あなたは最近心
の琴線に触れるような出来事に出会いましたか？心の琴線に触れ、素敵な音が奏でられるとき、
あなたのJOYをぜひ周りの人たちに伝えてみてくださいね。

今回はわたしの心の琴線に触れるときの写真をシェアしたいと思います。
美しい空や自然を感じる空に出会うときに撮影した写真です。２０１２年に撮影しました。

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

わたしのJOYがあなたに届きますように。

心の琴線に触れる感覚に出会うこと
~JOYってなんだろう~

～最終回～
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穴口恵子最新刊！ 正直な女が幸せになる！ （P.4）
世界的ベストセラー作家アラン・コーエン、秋に来日！ （P.8）
荒井倫太朗のイブニングイベント決定！ （P.17）
穴口恵子と行く∞古代マヤ文明わくわくメキシコツアー （P.23）
シャスタコース体験記！ 36page
レインボーエンジェルズとマジックが統合します！ （P.48）

【 特 集 】
【 海 外 】
【 国 内 】
【穴口 恵子】
【 D S T 】
【 S H O P 】
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【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【ツ】ツアー●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
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新月 満月

【イ】Dr.テリー・サイモンズ［福］【個】Dr.テリー・サイモンズ［福］
【多次元ヒプノ】［東］【個】神谷美和［大］
【個】Dr.テリー・サイモンズ［福］【PLI1】週末後半［福］
【個】金谷せいこ［東］【イ】オーラを見る教室［東］【イ】DST生練習会［大］
【イ】DSTワンコイン練習会[大]
【個】Dr.テリー・サイモンズ［福］【FSP1】週末［大］
【FSP2】週末［東］【PLI1】週末後半［福］
スピリアル・フェア［福］【FSP1】週末［大］【FSP2】週末［東］
【PLI1】週末後半［福］【個】佐久間晶子［東］
【イ】穴口スピリアルデトックスセミナー［福］
【イ】Dr.テリー・サイモンズ［東］【イ】光の瞑想会［名］
【個】Dr.テリー・サイモンズ［東］【個】穴口対面イヤーリーディング［東］
【イ】穴口スピリアルデトックスセミナー［東］
【遠伝】ホーリーマザー、ダイヤモンド
【個】Dr.テリー・サイモンズ［東］【個】穴口対面イヤーリーディング［名］
【イ】穴口スピリアルデトックスセミナー［名］【個】ハル［東］
【イ】スピリチュアル体験会★瞑想会［東］
【個】スーザン・ハート［大］【イ】マリウス・ジョージ［大］
【個】Dr.テリー・サイモンズ［東］【個】穴口対面イヤーリーディング［名］

【個】スーザン・ハート［大］【イ】マリウス・ジョージ［大］
【個】Dr.テリー・サイモンズ［東］【認コ】穴口恵子［東］
【FSP1】週末［広］【PLI2】週末［東］
【イ】スーザン・ハート［大］【イ】マリウス・ジョージ［大］
【個】Dr.テリー・サイモンズ［東］【認コ】穴口恵子［東］
【FSP1】週末［広］【PLI2】週末［東］
【イ】マリウス・ジョージ［大］
【個】スーザン・ハート［大］
【個】スーザン・ハート［東］【イ】Dr.テリー・サイモンズ［沖］
【個】Dr.テリー・サイモンズ［沖］
【個】スーザン・ハート［東］【イ】マリウス・ジョージ［東］
【個】Dr.テリー・サイモンズ［沖］【個】あさいようこ［東］
【イ】スーザン・ハート［東］【イ】マリウス・ジョージ［東］
【個】Dr.テリー・サイモンズ［沖］【グ】穴口対面グループセッション［東］
【個】スーザン・ハート［東］【イ】マリウス・ジョージ［東］
【ワ】マリウス・ジョージ［東］【個】Dr.テリー・サイモンズ［沖］
【FSP1】週末［大］【FSP2】週末［東］
【個】スーザン・ハート［東］【イ】マリウス・ジョージ［東］
【ワ】マリウス・ジョージ［東］【FSP1】週末［大］【FSP2】週末［東］
【個】スーザン・ハート［東］【イ】マリウス・ジョージ［東］【個】KIKI［大］
【グ】穴口対面グループセッション［東］【個】西村今日子［東］
【個】樋口貴子［名］【イ】オーラを見る教室［名］【遠伝】サナトクマラ
【グ】穴口対面グループセッション［東］【個】ミッシェル［福］
【イ】スピリチュアル体験会★瞑想会［福］【イ】光の瞑想会［名］
【遠伝】レインボードラゴン、アバンダンティア
【個】金谷せいこ［東］【イ】フループヒプノ［東］
【イ】荒井倫太朗ヴォイスヒーリング［東］
【ツ】穴口恵子[メキシコ]【FSP1】週末［広］【PLI2】週末［東］
【個】樋口貴子［大］【イ】オーラを見る教室［大］
【イ】スピリチュアル体験会★瞑想会［広］
【FSP1】週末［広］【PLI2】週末［東］【イ】DST生練習会［大］
【イ】DSTワンコイン練習会[大]
【遠伝】穴口特別遠隔伝授「マヤの光」【個】ハル［東］
【イ】テーマ瞑想会［東］

【遠伝】穴口特別遠隔伝授「聖地チチェン・イッツァ」
【個】Hiroshi［東］【イ】オーラを見る教室［東］
【遠伝】穴口特別遠隔伝授「神秘の密林遺跡ティカル」

【個】神谷美和［大］

【遠伝】ホーリーマザー、ダイヤモンド

11  November

12  December

【イ】オーラソーマイベント[大]
【個】KIKI［大］
【個】あさいようこ［東］【イ】スピリチュアル体験会★瞑想会［東］
【イ】フループヒプノ［東］
【イ】荒井倫太朗シャーマニックワーク［東］
【PLI1】週末後半［福］【個】佐久間晶子［東］
【PLI1】週末後半［福］【イ】DST生練習会［大］【イ】DSTワンコイン練習会[大]
【PLI1】週末後半［福］

【個】ミッシェル［福］【イ】スピリチュアル体験会★瞑想会［福］
【遠伝】サナトクマラ

【個】金谷せいこ［東］
【イ】樋口貴子　クリスタルボウルイベント[大]
【個】MIKA［東］【イ】樋口貴子　クリスタルボウルイベント[大]
【遠伝】レインボードラゴン、アバンダンティア
【イ】アラン・コーエン[広]
【イ】アラン・コーエン[広]【PLI2】週末［東］【多次元ヒプノ】［東］
【多次元ヒプノ】［東］
【イ】アラン・コーエン[沖]【個】ミッシェル［福］
【イ】スピリチュアル体験会★瞑想会［福］
【フェ】スピリアル・フェア［大］【イ】アラン・コーエン[沖]
【個】Hiroshi［東］【イ】学校説明会［東］
【イ】アラン・コーエン[沖]

【個】神谷美和［大］
【個】西村今日子［東］

【イ】オーラを見る教室［東］【イ】光の瞑想会［名］
【認コ】DASO［東］【PLI1】週末後半［福］【イ】オーラを見る教室［広］
【イ】学校説明会［広］
【認コ】DASO［東］【PLI1】週末後半［福］【個】添田さおり［大］　
【フェ】統合セレモニー

【遠伝】ホーリーマザー、ダイヤモンド
【多次元ヒプノ】［東］

【多次元ヒプノ】［東］【個】あさいようこ［東］
【個】穴口対面イヤーリーディング［大］【グ】穴口対面グループセッション［大］
【個】穴口対面イヤーリーディング［大］
【イ】穴口スピリアルデトックスセミナー［大］【PLI2】週末［東］
【PLI2】週末［東］

【イ】荒井倫太朗レイキ体験［東］【個】穴口対面イヤーリーディング［名］
【個】KIKI［大］
【イ】穴口スピリアルデトックスセミナー［沖］
【個】西村今日子［東］

【認コ】DASO［東］【FSP1】週末［大］【PLI1】週末後半［福］
【個】樋口貴子［大］【イ】スピリチュアル体験会★瞑想会［大］
スピリアル・フェア[広]【認コ】DASO［東］【FSP1】週末［大］
【PLI1】週末後半［福］【個】Hiroshi［東］【遠伝】サナトクマラ
【認コ】DASO［東］
【認コ】DASO［東］
【認コ】DASO［東］【多次元ヒプノ】［東］【個】ミッシェル［福］
【イ】スピリチュアル体験会★瞑想会［福］
【遠伝】レインボードラゴン、アバンダンティア
【認コ】DASO［東］【多次元ヒプノ】［東］
【イ】Dr.テリー・サイモンズ［大］【個】Dr.テリー・サイモンズ［大］
【個】穴口対面イヤーリーディング［東］
【個】Dr.テリー・サイモンズ［大］
【個】穴口対面イヤーリーディング[広]【個】樋口貴子［東］
【個】Dr.テリー・サイモンズ［大］
【個】Dr.テリー・サイモンズ［大］
【個】Dr.テリー・サイモンズ［大］【多次元ヒプノ】［東］
【多次元ヒプノ】［東］【イ】光のグループヒーリング［東］


