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穴口恵子が行く！ 2013年パワースポット特集 （P.6）
アラン・コーエン CONNECT TO ハワイイベント決定！ （P.12）
マスターチャネラー認定コース （P.19）
FSP透視コース１Dayワークショップ （P.28）
今年もシャンカリーフェア開始！ （P.40）

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

52

【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【リ】=リトリート●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[遠]=Skypeなどの遠隔スタイル
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新月 満月

【個】金谷せいこ［東］【イ】スピリチュアル体験会★瞑想会［東］
【FSP1】【FSP2】週末［東］
【FSP1】【FSP2】週末［東］
【イ】荒井倫太朗［東］
【FSP1】平日［東］平日夜［東］
【グ】アンジェラ[遠]【FSP1】平日［東］平日夜［東］【個】西村今日子［東］
【個】アンジェラ[遠]【個】ハル［東］添田さおり［大］
【イ】オーラを見る教室［東］［大］【個】樋口貴子　店頭セッション［東］
【イ】樋口貴子　クリスタルボウル瞑想会［東］
【FSP4】週末［東］【DST】ワンコイン練習会［大］
【ワ】タロー・デ・パリ認定コース[沖]
【FSP4】週末［東］【個】MIKA［東］【ワ】タロー・デ・パリ認定コース[沖]
【個】Hiroshi［東］【イ】グループヒプノ［東］
【個】アンジェラ[遠]【遠伝】ホーリーマザー、ダイヤモンド
【グ】アラン[遠]

【個】あさいようこ［東］
【FSP1】【FSP2】週末［大］
【遠伝】アセンデッドマスター【FSP1】【FSP2】週末［大］

【FSP1】平日夜［東］【個】ハル［東］
【FSP1】平日夜［東］
【個】アラン[遠]
【個】金谷せいこ［東］ミッシェル［福］【イ】テーマ瞑想会［東］
【上映会】アラン[石巻]【FSP4】週末［東］
【FSP4】週末［東］

【イ】スピリチュアル体験会★瞑想会［東］【イ】ゲーリー[遠]
【遠伝】レインボードラゴン、アバンダンティア
【グ】ゲーリー[遠]【イ】荒井倫太朗［東］【個】KIKI［大］
【個】ゲーリー[遠]
【個】ゲーリー[遠]【個】西村今日子［東］
【FSP1】週末［東］週末［大］【FSP2】週末［東］
【FSP1】週末［東］週末［大］【FSP2】週末［東］
【個】Hiroshi［東］樋口貴子［大］
【イ】光のグループヒーリング［東］
【個】MIKA【イ】オーラを見る教室［東］
【DST】アシスタントティーチャー［東］
【DST】アシスタントティーチャー［東］
【DST】アシスタントティーチャー［東］【DST】ワンコイン練習会［大］
【DST】アシスタントティーチャー［東］

【FSP1】平日［東］平日夜［東］
【遠伝】ホーリーマザー、ダイヤモンド【FSP1】平日［東］平日夜［東］
【個】アラン[遠]
【イ】英語レッスン［東］
【FSP1】週末［東］【個】佐久間晶子［東］癒しフェア[大]
【FSP1】週末［東］癒しフェア[大]

2  February

3  March

店舗営業開始、初売り福袋フェア

オフィス営業開始

【遠伝】アセンデッドマスター【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【個】佐久間晶子［東］
【イ】小嶋さちほ：音魂瞑想[沖]

【個】アラン[遠]
【個】西村今日子［東］KIKI［大］シャンカリフェア[東]
【イ】アラン[遠]シャンカリフェア[東]
【DST】FSP1day［東］シャンカリフェア[東]
【DST】FSP1day［大］シャンカリフェア[東]
【個】あさいようこ［東］
【FSP1】平日夜［東］【イ】グループヒプノ［東］
【FSP1】平日夜［東］

【個】金谷せいこ［東］【イ】オーラを見る教室［東］【イ・個】
樋口貴子[大]シャンカリフェア[大]
【FSP4】週末［東］【イ・個】樋口貴子[大]シャンカリフェア[大]
【遠伝】ホーリーマザー、ダイヤモンド【FSP4】週末［東］
【個】樋口貴子［大］【イ】Ｓａｓha満月瞑想会[沖]シャンカリフェア[大]

【個】Hiroshi［東］【イ】スピリチュアル体験会★瞑想会［東］
【イ】荒井倫太朗［東］
【DST】ワンコイン練習会［大］

【遠伝】アセンデッドマスター【個】佐久間晶子［東］

【個】あさいようこ［東］
【FSP1】平日夜［東］
【FSP1】平日夜［東］
【リ】穴口恵子[セドナ]
【個】ミッシェル［福］【イ】スピリチュアル体験会★瞑想会［福］
【DST】学校説明会［東］
【個】KIKI［大］【DST】学校説明会［大]【イ・個】樋口貴子[大]
【遠伝】レインボードラゴン、アバンダンティア
【個】樋口貴子［大］【イ】スピリチュアル体験会★瞑想会［大］

【イ】アンジェラ［遠]

2013年、更なる飛躍！



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12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

16

多次元遠隔透視
荒井倫太郎

ⓒ武重　到

海外 Special Guest

12

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。

いよいよ時がやってきました。輝かしい、懐かしい至福を祝
う時代となりました。
あらゆるレベルでは混沌が続いていく予感の中で、私たち
は何を選択したら、新黄金時代を担っていけるかが問われ
ています。

同じ空間で限りないパラレルワールドを垣間見ることで
しょう。それでも、あなたが至福の現実を築き続けることが
できることを、確信を持って伝え続けたいと思っています。

ひとりひとりの至福の選択が、これより未来を創造するた
めの大切なキーワードなのです。
どんな出来事も至福へと目覚めるために起きていること
に気づき、あなたが輝かしい偉大な光の存在の一員であ
ることを自覚して、日常を黄金の日々として、自分も周りも
祝福しましょう。

その為にできることがあります。

1． 日々、あなたが目覚めている次元で行動を起こしましょう。
　2013年に起きる出来事は、あらゆる次元の視点で見る
ことで、あなたが目覚め続けることが可能になります。
2． 毎日、再誕生しているあなたに出逢いましょう。
　あなたは、目まぐるしく変化しています。同じ日々が続く
ことはないのです。日々生まれ変わることを選び、あな
たの神聖さを体験してみましょう。
3． あなたの才能の枠は∞であることに気づきましょう。
　あなたの天才性が目覚める出来事を歓迎しましょう。その
ために、シンプルに目の前に与えられたチャンスに
「YES!」と言い続けて、自分の才能を高め続けましょう。

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

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

11

ハリウッド・コーチング
ゲーリー・クイン

【表紙】アセンション・ライトワーカー　by wook
2013年の新バイブレーションを表現した作品

2013年あけましておめでとうございます！

新黄金時代が開かれ、至福に満ちた日々を
心よりお悦び申し上げます。

年始営業開始のご案内
＜レインボーエンジェルズ＞
東京、大阪、沖縄
2013年1月4日（金）12時より
＜ダイナビジョンオフィス＞
2013年1月7日（月）11時より



Cosmic Vision Quest   0504   Cosmic Vision Quest



Cosmic Vision Quest   0706   Cosmic Vision Quest

今という光の時代に必要なクリスタルたちがどんどん発掘され、また日々クリスタルたちの波動
が上昇しています。必要なエネルギー調整をしてくれたり、秘めた才能を開いたり、様々な癒し
や、活性化など様々なパワーを持つクリスタルたち。世界各国から集まった高品質のクリスタ
ル、発掘されたばかりの新しいクリスタル、穴口恵子があなたのために必要なクリスタルをお選
びする企画をご用意いたしました。

あなたに必要なクリスタルを
穴口恵子がツーソンでお選びします！

詳細はHP、ブログ、メールマガジンでご案内いたします。

お申し込みはレインボーエンジェルズＷＥＢページより！

http://www.rainbowangels.jp/

［お申込期限］2012年1月25日まで　※数量限定のため、お早めにお申し込みください。

または　レインボーエンジェルズ　で検索！

毎年、私たちレインボーエンジェルズでは、アメリカのアリゾナ
州ツーソンで開催される世界一のミネラルショーに行きます。 
そこで今年１年で販売するクリスタルを仕入れてきます。
皆さまへ本当に良いクリスタルたち、必要なクリスタルたちを
お届けしたい気持ちで、私たちは世界一であるツーソンのミネ
ラルショーに毎年行くことを決断しています。 
そして自分たちの目で、手で、感覚で、インスピレーションやエ
ネルギーを感じ、しっかりと選んだものだけをお届けできるよ
う、１個１個選んでいきます！

そのあとは３月頃からレインボーエンジェルズ各店の店頭、WEBショップにて、ツーソンから届きた
てのクリスタルを販売していきます。ツーソンの景色、ミネラルショーの様子も動画や写真でお伝え
していきますね。お楽しみにお待ちください！

世界中を飛び回る穴口恵子。今年はどこで何を
するのでしょうか？

昨年はハワイ、セドナ、エジプト、シャスタ、エーゲ海、ヨーロッパ、ペルー、メキシコetc
文字どおり飛び回っていましたが、今年はどんなところでどんなことをするの？？

第１弾はアメリカのアリゾナ州にある、
ツーソンとセドナに行きます！
このワクワク感をあなたにもお届けできればと思います。

ツーソンミネラルショー2013に行ってきます！

世界各国から集まった高品質のクリスタル、発掘されたばかり
の新しいクリスタル、その中を１日中たくさんのお店を回り、私
たちは１つ１つのクリスタルを真剣に選んでいます。
実際に触って、エネルギーを感じて、そして世界的なクリスタ
ル界の大物たちから、おすすめの使い方や、レアなクリスタル
情報もいただいて帰ってきます。

特別企画！！

あなたの中にある才能が思いのままに発揮され、あなたの
願望を自由にどんどんと具現化していくことを最大限にサ
ポートするクリスタルを穴口恵子がお選びします。（クリス
タルの種類、大きさのチョイスはお任せください）

お選びしたクリスタルには、セドナのパワースポットであるボルテックスにて、エネルギー
をアチューンメントしてあなたのもとにお届けします。（※お届けは２月の下旬ごろになります）

①あなたに必要なクリスタルを穴口恵子がお選びします！

②セドナのパワースポットで穴口恵子がアチューンメントします！

セドナの「エアポートメサ」でアチューンメント

50,000円コース・・・

お申込コースご案内

下記の２つをセットでお届けします。

限定11名様
100,000円コース・・・・・限定5名様
200,000円コース・・・・・限定3名様
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アメリカのアリゾナ州の北部に位置しているセドナ。セドナの
真っ赤な大地には鉄分が多く含まれているため、特有の磁場
を生み出しており、おとずれる人々の心と体を癒し、人生に大
きな変化を起こすと言われています。

「新しい自分を発見した！」「行くたびに変化が起こる！」 などと
いうお話も多々あり、嵐の松本潤さんなど、プライベートでも
多数の芸能人がおとずれています。

テレビでも多数取り上げられており、最近
では「another sky-アナザースカイ」で、
俳優の小出恵介さんがセドナを訪れていま
した。 川の中に寝転がって全身を浄化され
たり、急に涙が溢れてきたシーンはとても
印象的でしたね。

その美しさとパワフルな大地のエネルギーで、世界中の人々を魅了している聖地セドナ。

セドナと繋がりが深い人には、ある日セドナから「招待状」が届くという伝説があります。
招待状が届くと、不可能だと思っていたスケジュールが変更になったり、臨時収入が入ったり、セドナに縁が
深い人と知り合ってスムーズに行けるような出来事が起こったりする、というのです。

今年のセドナリトリートに参加したいけれど、どうしても参加できない！
セドナが大好きでまたあのエネルギーに触れたい！
気にはなっているので、まずは聖地のパワーだけ体感してみたい！
という方へ、穴口恵子がセドナ滞在中にリアルタイムでお届けする、特別遠隔をご用意しました。

数々の奇跡や癒しを起こすというセドナマジックの光と、
赤い大地から溢れるボルテックスのエネルギーを受け取りましょう！

ついに開催が決定しました！
このスペシャルなシークレットリトリートでは、ギザの3大ピラミッド、スフィンクス、ルクソール神
殿、サッカーラ神殿など、エジプトの名だたる聖地を巡ります。
さらに豪華客船でナイル川を巡るクルージングなど、盛りだくさんな内容です。
ぜひ今年のゴールデンウィークは、穴口恵子とエジプトの聖地で特別な体験をしましょう！

お申し込み＆詳細は 　　　　　　　　　　　　で検索！ ダイナビジョンのHPよりご覧いただけます。
または03-3791-8466へお電話でご連絡ください！（平日11時～18時）

リトリートで訪れるパワースポット

2013年もセドナリトリートの開催が決定いたしました！

あなたも世界有数のパワースポットを穴口恵子と一緒に巡りませんか？

今年最初の特別遠隔はセドナからお届けします！

聖地からの特別遠隔伝授∞開催情報

今年のGWはエジプトの聖地へ行きませんか？

穴口恵子と行く！ エジプトシークレットリトリート

Coming Soon!!

Coming Soon!!

旅行日程：２０１３年４月２５日～５月８日（予定）
今回は『シークレット』です。
詳細情報をご希望の方は下記のページよりご登録ください。

ダイナビジョンのホームページからも
お申込いただけます。

毎日の喧騒から離れて
過ごすセドナでの日々は
きっと、自分の魂とつな
がる時間をあなたに与
えてくれますよ。

（内容は変更する場合があります）
●エアポートメサ ●カテドラルロック ●ベルロック ●ボイントンキャニオン ●レッドロッククロシング
●チャペルオブホーリークロス ●ネイティブアメリカンの儀式 ●バシャールグループセッション

日程：2013年2月7日（日本発）～14日（日本着）
8～11日の４日間でセドナのスポットをご案内いたします。12日はロスに移り、バシャールです。
金額：228,000円　詳細はダイナビジョンのHPをご覧ください。
ご参加いただける人数には限りがありますので、ぜひお早めにお申し込みくださいませ！

ダイナビジョン　セドナ

※開催時期、開催場所、内容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。

http://keikoanaguchi.com/
egypt2013pre.html

ツーソンのあとは、
そのままセドナへ
いきますよ！
やっぱり
バシャールは
外せません！
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主な内容：愛の日バレンタインデーに向けて、ロマンスエンジェルを呼んだ瞑想、アクティベーションを行います。２０１３年の
ご挨拶、２０１３年がどんな一年になるかもお話しします。

世界有数のパワースポットハワイの中でも、女神ペレが宿る火山があり、第一チャクラに対応していると言われるパ
ワフルなエネルギーの流れるハワイ島にいるアンジェラと日本を映像でつなぎ、聖地パワーを流しながらのセッショ
ン決定。きっと日本にいながらハワイの風を感じることができるでしょう。（遠隔クラスについての詳細は、Ｐ14参照のこと）

海
外
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ト

海
外
ゲ
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２０１３年があなたにとってどんな年になるか、どんな可能性があるかをお伝えします。あなたについている大天使、あなたの
ガイドや愛する故人（ペットを含む）からのメッセージ、今後出会えるソウルメイト、パートナーについての情報、過去世につい
てなどどんなことでもお伝えしていきます。必要に応じてコーチングも行っていきます。

ハリウッドスターや世界中の富豪が集まり、世界で最も裕福な気が集まる場所の一つといっても過言ではないビ
バリーヒルズにオフィスを構えるゲーリーとを映像で結んで、イベントを行います。（遠隔クラスの詳細はＰ１４参照）

■ メニュー3 CONNECT TOビバリーヒルズセッション

富はあなたの思考の現れです。２０１３年あなたが望むように富や夢を引き寄せるための誘導瞑想・ヴィジュアライゼーショ
ン、アファメーションなどを行います。

■ メニュー1 初春セミナー：「２０１３年こそ夢と富を引き寄せる」

３月１２日（火） １１：００～１２：３０（９０分） 　　　４,５００円（会場参加：コスミックビジョンスペース※当日参加は1,000円UP）（録画動画配信：３,５００円）日時 料金

ビバリーヒルズの富気のエネルギーをアチューメントしながら、一人一問必ず質問に答え、グループに共通の課題にも取り組
んでいきます。同じグループの皆さんの中でグループダイナミクスが起き、シンクロが起こることにきっと驚かれるでしょう。
ソウルメイトについて、仕事・天職について、パートナーシップ・結婚・離婚についてなど、どんなことでも質問可能です。集団
でエネルギーを動かしていくため、一人で受ける以上のダイナミックな変化を実感できるでしょう。

■ メニュー2 ビバリーヒルズエナジー・グループリーディング

３月１３日（水） １１：００～１２：３０　　　　１８,０００円【６名限定】　　　　コスミックビジョンスペース日時 料金 会場

３月１４日（木）、１５日（金） １１：００～、１２：００～、１４：１５～、１５：１５～（各45分）
下記メニュー①か②をお選び下さい。受け方はP14参照

日時

３4,０００円（通訳あり）／３0,０００円（通訳なし）新春料金①２０１３年イヤーリーディング

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、芸名、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。

４４,０００円（通訳あり）／４０,０００円（通訳なし）料金②プライベートコンサルテーション

２月１３日（水）　１１：００～１２：３０（日本時間）
４,５００円（会場：コスミックビジョンスペース※当日参加は1,000円UP）（録画動画配信：３,５００円）

聖バレンタインイベント～「ロマンスエンジェルにお願いする」■ メニュー１

日時
料金

ハワイの聖地から女神ペレなど高次の存在のエネルギーと直接つながりながら、少人数限定のグループリーディングを受け
ることにより、一人一問必ず質問できる他、グループダイナミクスが起こり、グループに共通の課題やシンクロが起こること
に驚くでしょう。集団でエネルギーが動きますので、きっと一人で個人セッションを受ける以上のエネルギーダイナミクスを感
じることができるでしょう。気になる過去世、ソウルメイトについて、仕事についてなど、どんなことでもお尋ね頂けます。

２月２０日（水） １１：００～１２：３０（９０分）　　　１８,０００円【６名限定】　　　コスミックビジョンスペース

ハワイアンエナジー・グループセッション☆■ メニュー2

日時 料金 会場

２０１３年がどんな年になるか、可能性などをあなたの守護天使に聞きながら答えていきます。アンジェラは質問が大好き！で
すので、質問がたくさんある人は、事前に紙にリスト化しておかれることをお勧めします。
【対応可能分野（一例）】ソウルメイト、恋愛、パートナーシップ、結婚、離婚について。仕事、ライフワーク、使命について。
過去世リーディング。あなたの守護天使からのメッセージ。大天使からのメッセージなど。（基本的に内容は問いません。）

東京で『虹と天使のお祭り』特別講演、
大阪では『大天使認定コース』などを
開催。９月６日には、過去の認定コース
受 講 者とアン
ジーの懇親会を
開催しました！！高
千穂ツアーも☆

２月２１日（木）、２６日（火）１１：００～、１２：００～（各５０分）　　　 
　　３4,０００円（通訳あり）／３0,０００円（通訳なし）

２０１３年ハワイアン・エンジェルイヤーリーディング☆■ メニュー3

日時
新春料金 ※受け方はＰ１４参照

ハワイのセッション
ルームの様子

【２０１２年９月来日レポート】 ■新作カードついに完成！
『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』
ヴィジョナリー・カンパニー刊
３,１５０円

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長年に渡り活動をサポートした経
験を持ち、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。「エンジェル・ウィス
パー・オラクルカード」も発売されている。

アンジェラ・ハートフィールド Angela Hartfield

【ビバリーヒルズサロンや周辺の様子】 ■新刊本紹介
①「願いが叶うスピリチュアルシークレット 
あなたが決めると、宇宙が動く♪」
佳川奈未＆ゲーリー・クイン共著 ヒカルランド刊
２０１２年７月　重版になりました！！
②「この7つの天使があなたに奇跡を起こす」
ヒカルランド刊　２０１２年８月
アメリカでのデビュー作！！① ②

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。 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を掴んでいる。

ゲーリー・クイン Gary Quinn

Angela Hartfield
アンジェラ・ハートフィールド
ドリーン・バーチューの長年の右腕経験を持つ

エンジェルセラピスト☆
２月に「CONNECT TO ハワイ」イベント決定
エンジェルセラピスト☆
２月に「CONNECT TO ハワイ」イベント決定

Gary Quinn
ゲーリー・クイン
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☆

CONNECT TO ビバリーヒルズ イベント決定CONNECT TO ビバリーヒルズ イベント決定



それぞれ一人一つずつ必ず質問することができます。一人ひとりがフォーカスパーソンとなり、それぞれのテーマに取り組み合
うことで、シンクロやグループダイナミクスが働き、一人で受ける以上に大きく物事が変化していくのをきっと感じられるでしょう。

一例：「ソウルメイトを見つける」「形而上学を学ぶ」「ストレスマネージメント／ライフワークバランス」（詳細は決定次第Ｈ
Ｐ等で告知予定）

ハワイにいるアラン・コーエンとを映像でつなぎ、ハワイの風を感じながら受けられるクラスが登場しました！！
（遠隔クラスの詳細はP14参照）

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

CONNECT TO ハワイイベント決定CONNECT TO ハワイイベント決定
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２月２７日（水）１１：００～１２：４０（１００分）　　　２８,０００円［６名限定］　　　コスミックビジョンスペース日時 料金 会場

４月１３日（土）、４月１４日（日）、４月２０日（土） １０：００～１５：００　　　　 港区（予定）日時 会場

１月１６日（水）、３月７日（木）、２８日（木） １０：３０～、１２：００～（各６０分）　　　６８,０００円（通訳あり）／６４,０００円（通訳なし）日時 料金

■ メニュー2 CONNECT TO ハワイ　個人セッション

■ メニュー3 ＣＯＮＮＥＣＴ ＴＯ ハワイ☆グループワーク

２０１３年の新春メッセージ、２０１３年こそがんばらないで生きる方法をお伝えするセミナーです。２０１３年最高のあなたの
ヴィジョンを意図し、設定するヴィジュアライゼーション・誘導瞑想付き。

世界有数のパワースポットであるハワイにいるアランと結んだセッションです。

１月１８日（金）１０：００～１１：３０（９０分）　  　　
５,８００円（会場：コスミックビジョンスペース※30名限定） ［当日参加の場合］＋１,０００円 ［録画動画配信］４,５００円

日時
料金

■ メニュー1 CONNECT TO ハワイ 新春セミナー「２０１３年こそがんばらないで豊かになる」

Be your hero（あなた自身の英雄になる）、Fall in love with yourself（あなた自身と恋に落ちる）など、メルマガでもよ
く出てくるアランの名言を英語で学んだり、『ファインディング・ジョー』の映画の動画メッセージを英語で聴くクラスです。

３月２９日（金）１９：００～２０：３０　　　　３,５００円　　　　コスミックビジョンスペース日時 料金 会場

■ メニュー6 アランの英語を学ぼう！ クラス　By百合香

■ メニュー4 ＣＯＮＮＥＣＴ ＴＯ ハワイ　春の特別セミナー

４月～8月（各月1回 計5回）
１０：００～１１：３０　各９０分（詳細は決定次第ＨＰ等で告知予定）※録画動画配信形式も選択可

日時

■ メニュー5 コース・イン・ミラクルズプログラム

主にアラン流コーチングの手法を用いながら、どのような悩み・相談にも、ご自身の中に答えを見つけていくセッションです。
①コーチングセッション
※どちらかお選び下さい。受け方はP14参照。

あなた自身の２０１３年の希望・夢などをヒアリングし、それが叶うようにアファメーションや祈り、誘導瞑想などを行い、サ
ポートします。

②「夢実現」セッション ※新メニュー

～『ファインディング・ジョー』の映画メッセージを学ぶ～

２０１２年１０月来日レポート

広島では平和記念公園で黙とう
した後、ＹＭＣＡホールでの講演。
世界平和の祈りも捧げました。

出演映画
『ファインディング・ジョー』
の特別メッセージも収録。

宮島では、ダライラマも訪れたことのある
由緒正しいお寺大聖院で特別にセミナー
をさせて頂くことができました。眼下には
厳島神社を見下ろしながら。当日は雨が
降り、霧がかかっていましたが、それがな
んとも言えず神秘的。午後に浄化のワー
クを終えるととたんに霧が晴れ、竜神様
の形をした雲が現れました。

沖縄では、海近くの開放的な空間で
のワークも。休憩中には海を見て風
邪を感じてほっと一息。夜は毎日皆で
食事に行くほど盛り上がりました。や
はり空間が開放的だと、気持ちもオー
プンになりやすいですね。

お坊さんたちの作って下さるおい
しい精進料理に、思わずにっこり。

初日夜には、コーチング
一期～三期生合同の
懇親会も☆

≪予告≫４月よりハワイとを映像で結んだ半日セミナー、長期プログラム開始予定

まずは東京でコーチング三期生の後半ト
レーニング。最終試験を終え、無事２０名余
りの認定者が輩出されました！
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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

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おり、全世界で一億冊以上売れ続けている『心のチキンスープ』の寄稿作家で
もある。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。
「リラックスが豊かさを引き寄せる」という生き方を世界に発信している。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。東日本大震災の直後にも来日し、チャリティー本『大震災のメッセージ ～ 心の傷を癒し、日本
人の役割に目覚めるヒント』を出版。

アラン・コーエン Alan Cohen

■人生をシフトさせる映画～ファインディング・ジョー「英雄の法則」■人生をシフトさせる映画～ファインディング・ジョー「英雄の法則」
アラン・コーエンが出演したドキュメンタリー映画、ファインディング・ジョー「英雄の法則」。すでにご存じの方も多いかも知
れませんが、昨年アメリカで公開され、自分らしい人生、より良い人生を生きようとする人々から大きな反響を受け、今なお
多くの人々からの注目を集めている映画です。日本では、今年7月に公開の後、全国主要都市で上映され、各地で話題と
なって自主上映形式で順次拡がりつつあります。この映画は、神話学者のジョーゼフ・キャンベルが世界中の神話を研究す
る中から見出したヒーローズ・ジャーニー＝英雄の旅をテーマに、世界的なベストセラー作家やアカデミー賞脚本家、女優、
プロアスリート、起業家など、様々な成功者20人が登場し、自分の体験を通じた英雄の法則について語るインタビュームー
ビーとも言えます。この映画を日本に配給できたのは、アランとのご縁がきっかけです。10年ほど前に、アランのマウイ島
でのリトリート・ワークショップに参加してアランと親しくさせていただき、そのご縁がつながって、昨年（2011年）9月に、
念願の岡山でのアランの1日セミナーを実現することができました。全国から岡山に集まっていただきセミナーは大成功で
した。その後、アランのメルマガでこの映画のことを知り、何気に予告編を見て、見た瞬間から何か強烈な熱いエネルギー
が湧き起こり、これはどうしても僕が伝えなければという思いに駆られました。英語もネイティブレベルでもない僕ですが、
1時間後にはプロダクションに打診していました。幸運にもアランがサポートを申し出てくれて、2週間後には配給が決定。
その後、翻訳やプロモーションの苦労がありましたが、7月に無事公開にこぎ着けて、現在ますますその拡がりが加速して
きています。この映画は、一言で言うと「人生をシフトさせる映画」といえるでしょう。準備ができた人は自分の可能性を拡
張するために動き出すでしょうし、人生を信じて来れなかった人には、これまでの人生はすべて意味があり、これからの自
分の人生を創造的に生きる意味を感じさせてくれます。内容量が多く、とても濃い映画ですが、たくさんの気づきを得られ、
内なる情熱に火をつけてくれる映画と言えるでしょう。ぜひ、お近くでファインディング・ジョー「英雄の法則」の上映予定が
あれば、迷わず足をお運びください。きっと、素晴らしい人生の冒険の旅へと誘われるはずです。（配給元クエストカフェ　
代表 ワダタツヤ）

ハワイの美しい映像と共に、癒しの音楽を聴きながら心身ともにリラックスできるＤＶＤです。この映像を見ること
によって、心拍数や血圧、心配や怒り、筋肉の緊張、ストレスを減らし、癒しの効果が促進されるという研究成果が
出ているＤＶＤです。リラックスしたい方に。

～アラン・コーエンからの推薦文～
『このビデオを見ることによって、あなたの意識や身体、感情に深い平安やリラックス、癒しがもたらされるで
しょう。今まで見た中でも最高です。』

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》

今後の上映予定
１月６日（日）広島
１月１３日（日）沖縄
１月１７日（木）名古屋
１月１８日（金）大阪
２月、３月は分かり次第ＨＰにアップ予定

■公式ページ（予告編あり） 
http://www.findingjoe.jp/
FACEBOOKやTWITTERもあり

東北応援！チャリティーイベント
3月7日（土）宮城県石巻市　
アラン映像生出演（予定）
詳細はＨＰ、メルマガなどでお知らせ

■アランのパートナーDeeさんによる『リラックス・ビデオ』ＤＶＤ　３,９９０円

潜在意識にアクセスすることを許可する

潜在意識にアクセスすることを許可する （2012/07/19）♪夢が驚くほど叶う魔法

あなたはこれまで、自分にどれほど無限の可能性があるか、
イメージしたことがありますか？

その可能性に気づいて、発揮したいと思ったことはありませんか？

私が行っている様 な々活動（セッション、セミナー、執筆など）は
すべて私たちの可能性を開くために行っています。

私たちの潜在意識には、思いもよらない情報が無限にあります。
この人生でどんな状況も乗り越えていく知恵や自分の夢や希望を叶える
才能、予期せぬチャンスを手にすること。
自分が自由自在な人生を送れるということも潜在意識が教えてくれます。
まるで神様のように、私たちの潜在意識にはどんなことでもやれる無限の
力があるのです。

そんな潜在意識と交信することができると知ったら、
「絶対にそうしたい！」と思いますよね。

潜在意識にアクセスするには様 な々方法があります。

ドルフィンの学校では、ハイアーセルフと繋がって潜在意識にある最大限
の力を発揮する鍵を受け取ることができます。

また毎日の生活の中でも、下記のようなステップを踏むことで
潜在意識からその日に必要な情報を受け取ることができます。

１）あなた自身が潜在意識にアクセスすることを意図します。
２）自分自身が深くリラックスする時間を10分ぐらい設けます。
３）潜在意識に質問を投げかけます。
　どんな質問でも構いませんから、3回同じ質問をします。
４）静かな時間を過ごし、平和な気持ちでリラックスしたままでいましょう。
５）質問の答えが浮かんでくるのを待ちましょう。
６）答えが受け取れてもそうでなくても、日常に戻ります。
　その日を過ごしているうちに、投げかけた答えのヒントや兆しを読み
取ってみましょう。

潜在意識とは、交信すればするほどアクセスしやすくなるので、
ぜひ実践をつづけてみてくださいね。

■ 遠隔クラスについて　■ 遠隔セッションを受ける方法

①ダイナビジョンスペースにお越し頂き、海外にいる講師と映像でつながる

②自宅から受講希望の方や遠方の方はスカイプで、通訳・講師・お客様の三者をつなぐ
③多忙の方は、事前にお写真と、質問１０点をメールでお送り頂き、回答を録音した
　データをメールにて送付（※アンジェラ、ゲーリーのみ）

※録音希望の方は、レコーダーをご持参下さい

映像セミナー／セッションの場合ラ
イブ感が出るよう、大画面のスクリー
ンでつなぎます

詳細はＨＰ、またはお申込後送付される案内メール参照のこと。現地の天候などやむを得ない事情
でネット環境が落ちた場合などは、電話／音声に切り替わる場合がございます。あらかじめご了承
下さい。動画配信/録音タイプの場合には、５～１０営業日後にメールにて送付

イメージ画像
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荒井　倫太朗
都会に生きる現代のシャーマン

リピーター増加中　イブニングを毎月開催！リピーター増加中　イブニングを毎月開催！

誘導瞑想により、新しい叡智を得る旅へと出掛けましょう。

2013年1月30日（水）　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

催眠誘導により、わたしたちは魂バーとして、太陽の舟に乗り込みます。そして、古代エジプトの神々らと出逢い、彼らから叡智
とパワーを授かります。雄大なナイル川の近くにそびえるギザの三大ピラミッドは、天の川きらめく天空のオリオン座の三ツ星と
対応しているといわれます。この壮大なスケールのかがみ合わせの空間にはエネルギーが満ち満ちています。その真っ只中へ
太陽の舟に乗って旅立ちましょう。
http://dynavision.co.jp/sun.html

■ メニュー1 「エジプシャンゴールド　太陽の舟」

2013年2月18日（月）　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

このワークでは、体内の水にフォーカスし、その恩恵に感謝し、ダイブするイメージで水中に眠るレムリアの神殿を訪れます。わ
たしたちの潜在意識の奥底に隠されたレムリアの光を再び輝かせましょう。
http://www.dynavision.co.jp/Lemurian_Recode.html

■ メニュー2 「レムリアン・レコード　水中神殿に眠る叡智」

2013年3月13日（水）　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。
http://www.dynavision.co.jp/voice.html

ご出展頂いた皆様は、弊社の認定コースを修了された方を始めとし、普段から、スピリチュアルを広めていらっしゃ
る方々です。リーディングやチャネリング、天然石の販売、カラーセラピーやマヤ鑑定、透視、西洋占星術や、ロミ
ロミ、オーラ写真などの「本物」のスピリチュアルサービスを五感・六感で体感出来る貴重な時間となり、ご家族や
お友達同士でご来場の方も多く見受けられ、とてもあたたかい空気に包まれていました。

ご出展者さま同士、来場者さま同士でも、
同じセッションを受けられたりする中で交
流が生まれ、新たな繋がりをお楽しみ頂け
て、笑顔の耐えない空間となりました。ま
た、そんな中でも、今まで誰にも話せな
かったことをクリアに出来たことで、涙を
流す方の姿も見受けられました。

広島、福岡会場では、デザイナーの洋子さんにもご協力を頂き、
Light of Ashtar™（アシュタールの光）を皆様にお届けすることが出
来ました。講演会では、各地で活躍されていらっしゃるリーダーの皆
様にお話をしていただき、「本当の自分に気付くキッカケ」となる叡智
を教えて頂きました。

■ 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

■22歳　松井佑有さん
街頭の占いを試したことはあったけど、こうゆうイベントに参加したのは初めてでした。友だちに誘われるがまま
に行って、オススメされたセッションを受けてみました。大した話もしていないのに、ズバッと深いところを言わ
れ、びっくりしました。モヤモヤしていたものが、抜けた感じがあり、初めての感覚に驚いています。
また受けてみたいです！誘ってくれてありがとう。
■ひろこんさん
講演もブースも体験させて頂きました。ひとうひとつが、今の私に必要でした。受け取るもの、手放すものが満
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、身もココロも軽くなりました♪あれから、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。尚、当日の写真などは、Facebookページにもアップしておりますの
で、ご覧くださいませ。
https://www.facebook.com/spirealfair

各会場において、多大なるご協力を頂きました出展者さま、ボランティアスタッフの皆様、ご来場頂いた皆様との出
逢いにこの場を借りて深くお礼を申し上げます。　（スピリアル®フェア事務局　浜松幸）

お客様の感想お客様の感想

2012年10月20日に大阪、11月11日に広島、25日福岡と
各地でスピリアル®フェアが開催されました。

大阪・広島・福岡　開催レポート
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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

2013年、
自分の存在そのものが
恵みであることに気づこう！

2012「ペルーツアー」、新刊「正直」な女が幸せになる！出版記念講演　レポート

P19-20

穴口恵子スペシャルインタビュー 

2013年、
自分の存在そのものが
恵みであることに気づこう！

穴口恵子スペシャルインタビュー 

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
あなたも遠隔セッションができるようになる！ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P22-23
　穴口恵子による遠隔伝授セッション
　遠隔セッションをするために必要なエネルギーを、穴口恵子があなたに伝授いたします！
あなたも8日間でプロのチャネラーになれる！ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P24
　穴口恵子直伝のチャネラートレーニング
　マスターチャネラー認定コース
　ただいま待望の第7期生募集中！

新商品発売！ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P25
　聖なるスピリチュアルパワースポットDVD
　●アイルランド　～神々と妖精に導かれて～
　●イギリス　グラストンベリー　
　　　～レイラインが通る伝説の地～

①ペルー　オリャンタイタンボにて　
②ペルー　マチュピチュにて　
③レインボーアート withクイチー　
④「正直」な女が幸せになる！　
　出版記念講演会　
⑤「正直」な女が幸せになる！　
　出版記念サイン会

●①

●④

●③

●⑤

●②

このコースは初級・中級・上級の全８日間で、卒業後にはあなたがプロのチャネラーとして
活躍していけるまでに必要な技術やモラルやノウハウを穴口恵子が直伝していく、

1年に1回のみ開催の穴口恵子直伝のチャネリング認定コースです。
※初級・中級・上級のすべてのコースを修了されますと認定書を発行いたしますので、穴口恵子認定のチャネラーとして活動していただくこ
とができます。

あなたをはじめ全ての参加者がライトワーカーとして『100％の自信』と『無条件の愛』を持
って、 クライアントに対してサポートができるプロのチャネラーになることを目指します。
初めての方でも自信を持ってチャネリングができるとお声をいただいております。

その理由について穴口恵子はこう言います。
「チャネリングの能力はすべての人に備わっているのに、
その能力を100％使っていないだけなのです。」
その能力開花のためのプロセスを穴口恵子が体系立て、このコースを作り上げました。
あなたもこのマスターチャネラー認定コースでチャネリング能力を開花させませんか？

受講者のお声をお読みください。
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ただいま待望の第７期生募集中！

●実際にチャネリングができている、という実感を得られるようになりました。
　自分の思い込みの時と、高次元から降りているメッセージとの違いが分かるようになりました。
●自分の能力を信頼できる心を学び、思っていたより自分がパワフルでスピリチュアルな力を持っていたことに気
づきました。
●自分にもできるということを学びました。もっとやりたい。
●チャネリングできるようになりました。それだけでも十分うれしいのに、人に対して、すぐにチャネリングしてさし
あげられると、自信を持てるまでになりました。

★穴口恵子のマスターチャネラー認定コース★
【初級】３月～２日間、【中級】４月～３日間、【上級】５月～３日間　全８日間
295,000円　　　　東京２３区内

※人気コースにつき現時点で満員になっている可能性がございます。ご了承くださいませ。

日時
価格 会場

詳細・お申込みは　マスターチャネラー　で検索！
もしくは03-3791-8466にお電話ください！
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2013年、自分の存在そのものが
恵みであることに気づこう！
沙織（以下：さ）：恵子さん、1月～3月までの全体のテーマや、大切したい事などについて教えてください！

恵子（以下：け）：はい！いよいよ2013年の幕開けですね！まずは皆さん、新しい年の幕が開けてどんな感じがし
ていますか？1月-3月を過ごす自分をイメージしてみましょう。
わくわくする、どきどきする、なんだか想像がつかなくって不安である…そういった色々な感情が湧いてくる始
まりかもしれません。というのも、やはり2013年は「真に新しいバイブレーション」での幕開けだからです。
未だかつてなかった程のレベルで、私たち1人1人に、個人的なインパクトが与えられる状況が訪れます。

そのような中で私たちは何を大切にしていけば良いのか、そこにフォーカスすると、この1月-3月に個々の存在
へ向けて問われていることが明確になりました。
それは“自分が世界にもたらしている恩恵とはなんなのか”ということです。

これは何かを達成するなど、目に見える領域のことを問いかけているのではありません。
資格を持っているとか、WEBデザインのスキルがあるとか、ヒーリングができる、会計の知識がある等々…「何か
ができる」からあなたはこの社会に貢献している。これまではそういった実利的なものが重要視されがちでした。

けれどそれはその人の表層部分にしか過ぎません。その他にある本質的な部分、目に見えない領域を大切に
すること。あなたがただ存在するだけで、あなたが生きているこの社会や、この地球レベルにどれだけの恵み
を与えているか、そういったところにフォーカスする時期になります。

私たちは実は存在するだけで、見えない領域で互いに影響を与え合っています。地球に対しても、環境に対し
ても、会社に対しても、人間関係に対しても。ただ存在しているだけで、あなたがどんな恵みを与えているかと
いう領域を見ていく時がやってきたのです。

さ：なるほど、ではこの時期は瞑想とかをして自分を見つめるといいのでしょうか？

け：瞑想ももちろん良いし、とにかく必要なのは自分自身に常に正直に真実の問答をしていくということです。
真実の問答というのは、自分自身が本当に素晴らしい存在である、というところに目を背けることなく意識を向
けることで行えます。
もうあなたの存在そのものが恵みなのです。なので、もし本質のレベルにおいて自分自身は悪であるとか、足で
まといであるといったようなイメージを持ち続けていると、そうではない
あなた本来の本質に目覚めるために、望んでいないような出来事がおこ
る可能性もあるかもしれません。そういった出来事が起こったら、自分自身
に真実の問答をしてあげましょう。あらゆるレベルであなたの本質に対し
て敬意を評し、あなたの存在そのものを恵みとして認めて、受け入れ、許
可してあげましょう。どうかこの1月-3月というのは外に目を向けるので

はなく、より深く、より自分自身の内側の本質に目を向ける時間を、大切にとってみてください。

自分自身が目覚めた状態で存在して、何もしていなくても実はこの世界に恵みを与えられている、という深い
レベルの自己探求と自己認識を行ってみてください。そのレベルに深く繋がれば繋がるほど、結果的にはあな
た自身がその本質的なエッセンス、影響、恵みを周りに与える存在となります。そうしていると、今度は周りから
も、目に見えるレベルであなたが思っても見なかったぐらいの祝福がやってくることでしょう。

さ：前回、2012年の冬至を境にわくわくボタンが押されるという話が出ましたが、それをオンにしている人は、
こういった自分の深い部分にも繋がりやすくなるのでしょうか？

け：そうですね、そして本質の自分に合った現実を引き寄せやすくなります。なぜならその人は、わくわくしてそこ
に居るだけで、周りに恩恵をもたらす存在になるので。表面的なその人の役割や活動は関係なくって、周りがそ
の人の才能や本質を認めて、引き上げてくれやすくなるでしょう。
自分で自分の本質を自覚している人は、そういうことを引き寄せやすく
なります。自分の存在価値をわかっている人は本当の意味での自信を
持てるのです。

さ：それではもしこの時期、周りの現実や人間関係がわくわくとはほど遠
いような状況だった場合、どうしていったら良いのでしょうか？

け：周りの中に「ただ存在するだけで自分が恵みを与えている」というこ
とを気づいていなくって、自分自身の人生におけるあらゆるレベルの不
平不満、という領域で生きている人がいたとしても、そのままにしてお
いてあげることです。その人を変えようとせずに、やはり自分の方に意
識を向けることが大切。相手も私という時代だからね、相手を通して自分の中に起こっていることを見つめる
ようにすることです。

例えば「わくわくしなくて何もしたくない」って人がいても、あーそうだよねって同調したり、そんなことないって
励まそうとしたり、同情するなどして、あなたがその人の問題を引き受ける必要がないことに気づいてください。

もはや2013年というのは各自が周波数を上げる時代が訪れていくわけです。その人がそれを体験している
というのは、さらにあなた自身を深く見つめなさいというメッセージであり、チャンスなのです。周りを変えよう
とせず、ニュートラルな愛に満ちた存在として、その人を見守りましょう。そして自分の中にある愛で、ただただ
お互いにとっての最善が起こることを信じましょう。

外側でそのような出来事や人間関係を目にする時、あなたには自分の内側の恵みに気づくチャンスが訪れて
いることに気づいてください。どのような環境であったとしても、本質的な力を自分が表現し、発揮していけば
良いということに目覚めるチャンスが与えられているのです。

どうかあなたをさらに深めてみてください。あなたを深めるための道具はたくさんあります。
私たちダイナビジョンも2013年、皆さんへたくさんの恵みを与えるチャンスを頂いています。その恵みをどう
か皆さんが受け取られることを、心より願っています。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
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セドナ・シャスタ山・マチュピチュ・マヤ遺跡・ギリシャ・ルルド・マウイ・アンデス山脈など、世界中
の聖地を巡り、世界各国のスピリチュアルマスターやアセンデッドマスターの、叡智とエネル
ギーを受け取ってきた穴口恵子。

今も認定コース、対面＆遠隔セッション、セミナー、ワークショップ、講演会、書籍などをとおし
て、世界で受け取ったスピリチュアルの叡智をわかちあい続けています。

たくさんの人を癒すため、成長を助けるため、
そして「人を癒し、成長させられる人」を育てるためです。
そんな穴口恵子が遠隔伝授セッションを行います。

この遠隔伝授セッションではあなたにも、
遠隔セッションができるようになっていただきます。

まずはあなたが穴口から送られてくるエネルギーを受け取り、癒し、浄化など起こる変化を感じ
ていただければと思います。

そして、受け取ったエネルギーを他の人にも、送ってあげてください。

自分も受け取って、人にも送れるようになる。
まさに一石二鳥の遠隔セッションなのです。

毎月決まったときに開催していますので、お好きなときに受けていただければと思います。
が、時期によって新たに追加されるもの、なくなってしまうものがありますので、気になったもの
はなるべくお早めに受けていただくことをおすすめいたします。

伝授する遠隔セッションは常時５種類ご用意しています。

ご自身のセッションメニューの中に遠隔セッションの項目を追加することができます。

★初めての方は、
この遠隔セッションを使い、ヒーラーとしてデビューすることができます。

もちろん、他の人にエネルギーを送る場合は有料で行なっていただいてかまいません。
※お送りさせていただくテキストや音声の中で、他の人への伝授の方法をご説明しております。

※各セッションのお時間は変更する場合がございます。お申込時にご確認くださいませ。

★すでにヒーラーをされている方は、

レインボードラゴン ～神聖な意識を楽しむ～
PM10：10～11：11

新月新月

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

時間

アバンダンティア ～アバンダンスレイ～
PM11：11～12：12

新月新月

・お金、豊かさを引き寄せる体質になりたい・成功への恐れを癒したい・受け取ることへの抵抗をクリア
にしたい・もっとお金があれば、好きなことができると考えている・大好きなことをして豊かになりたい

こんな時に
おすすめ

時間

ホーリーマザーとホーリーファザー ～大いなる源とひとつになる～
PM10：10～11：11

・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

時間

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～
PM11：11～12：12

・なにを受講しても不信感がある・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

こんな時に
おすすめ

時間

アセンデッドマスター　サナトクマラ遠隔伝授
PM10：10～11：11

・周りの意見に惑わされる・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・人生がなかなか好転しない

こんな時に
おすすめ

時間

満月満月

満月満月

ぞろ目ぞろ目

1月12日（土） 2月10日（日） 3月12日（火）

1月12日（土） 2月10日（日） 3月12日（火）

1月27日（日） 2月26日（火） 3月27日（水）

1月27日（日） 2月26日（火） 3月27日（水）

1月11日（金） 2月2日（土） 3月3日（日）

お申し込み＆詳細は 　　　　　　　　　で検索！ ダイナビジョンのHPよりご覧いただけます。
またはお電話でダイナビジョンにご連絡ください→03-3791-8466（11時～18時）

穴口恵子　遠隔

穴口恵子による遠隔伝授セッション
あなたも遠隔セッションができるようになる！

遠隔セッションをするために必要なエネルギーを、
穴口恵子があなたに伝授いたします！
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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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●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。

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

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

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/

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。

ドルフィンスターテンプルミステリースクールの目的

A　HAPPY NEW YEAR!　虹の光の家族の皆様へ

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

2013年のわくわくシフトが起こる兆しをキャッチして、みなさまに喜ばしいバイブレー
ションを送らせていただきます。今年はあなたにとってどんな一年となりそうですか？
2013年のあなたを感じてみましょう。どんなフィーリングが訪れてきましたか？
ドルフィンスターテンプルミステリースクールでは、今までにないほどの愛と喜びのバイ
ブーションで2013年が始まっています。あなたにもそんな兆しが届いていますか？
今年のドルフィンの人生の学校では、多次元の魔法がいよいよこの地球で実現していき

ます。どんな素晴らしいことが起きると思いますか？何よりもあなたの多次元のハイアーセルフがあなたの肉体とひ
とつとなって、あなたの肉体をはじめ、すべてのエネルギー体が活性化されていくようです。
あなたの潜在能力がシンプルに開いていくタイミングが来ています。その為にドルフィンの学校では、よりクリアーに
鮮明にあなたのあらゆるブロックを開放していくプログラムを準備しています。2012年までに、きっとあちこちでヒー
リングやセラピーを学んだけれど、今一つ自分の才能が開かれていないと感じたら、きっとドルフィンの学校はそん
なあなたを変化させるのにお役に立てるでしょう。あなたが日常的に実践できることがこの学校では学んでいける
のです。今年は、シャスタ山からドルフィンスターテンプル・ミステリースクールの創始者のアモラ・クァン・インが5月
に来日します。アモラの純粋で愛に満ちたマスターのエネルギーを受け取りながら、2013年のあなたが輝いて、スピ
リチュアルな才能に目覚めるサポートをしてくれるでしょう。
この一年もドルフィンの学校の愛と優しさと希望に触れて、あなたらしさを発揮しましょう。

穴口恵子
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※認定コースFSP3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。

日時

料金

会場

【東京週末　通常コース】
2月16日（土）、17日（日）、3月16日（土）、17日（日）、
3月30日（土）、31日（日）、4月20日（土）、21日（日）、
5月11日（土）、12日（日）
10:00～18:00　※全10日間
180,000円（税込）（1月15日までのお申込）
190,000円（税込）（1月16日以降のお申込）
※再受講 95,000円（税込）
中目黒近辺（予定）

日時

料金

会場

【大阪週末通常コース】
3月2日（土）、3日（日）、16日（土）、17日（日）、
4月6日（土）、7日（日）、20日（土）、21日（日）、
5月11日（土）、12日（日）
10:00～18:00　※全10日間
200,000円（税込）（2月1日までのお申込）
210,000円（税込）（2月2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

料金

会場

【東京平日　通常コース】
2月19日（火）、20日（水）、3月12日（火）、13日（水）、
3月26日（火）、27日（水）、4月9日（火）、4月10日（水）、
4月23日（火）、24日（水）
10:00～18:00　※全10日間
180,000円（税込）（1月18日までのお申込）
190,000円（税込）（1月19日以降のお申込）
※再受講 95,000円（税込）
中目黒近辺（予定）

日時

料金

会場

【東京週末コース　最終2日間富士山コース】
2月16日（土）、17日（日）、3月16日（土）、17日（日）、
3月30日（土）、31日（日）、4月20日（土）、21日（日）、
5月18日（土）、5月19日（日）
10:00～18:00　※全10日間
230,000円（税込）（1月15日までのお申込）
240,000円（税込）（1月16日以降のお申込）
※再受講 120,000円（税込）
※上記はコースのみの料金となります。交通費、宿泊費、お食事代等は実費となります。
1日目～8日目　中目黒近辺（予定）
9日目、10日目　富士山近辺（予定）

日時

料金

会場

【東京平日コース　最終2日間富士山コース】
2月19日（火）、20日（水）、3月12日（火）、13日（水）、
3月26日（火）、27日（水）、4月9日（火）、4月10日（水）、
5月18日（土）、5月19日（日）
10:00～18:00　※全10日間
230,000円（税込）（1月18日までのお申込）
240,000円（税込）（1月19日以降のお申込）
※再受講 120,000円（税込）
※上記はコースのみの料金となります。交通費、宿泊費、お食事代等は実費となります。
1日目～8日目　中目黒近辺予定
9日目、10日目　富士山近辺予定

日時

料金

会場

【大阪週末コース　最終2日間富士山コース】
3月2日（土）、3日（日）、16日（土）、17日（日）、
4月6日（土）、7日（日）、20日（土）、21日（日）、
5月18日（土）、5月19日（日）
10:00～18:00　※全10日間
250,000円（税込）（2月1日までのお申込）
260,000円（税込）（2月2日以降のお申込）
※再受講 130,000円（税込）
※上記はコースのみの料金となります。交通費、宿泊費、お食事代等は実費となります。
1日目～8日目　レインボーエンジェルズ大阪店 他（予定）
9日目、10日目　富士山近辺（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
190,000円（税込）※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  

気になっている人は、いずれは必ず受けることになるコースだと思います。
ドルフィンのFSPはインターネットで知って、ずっと気になってました。「何かを思い出すこと」が人生のテーマと
感じていて、いろんな学びを重ねるうちに、自然と受ける流れになりました。このコースで、これまで漠然と感じ
ていたスピリチュアルなものを体系的に学ぶことができたし、ここで学んだ場の設定を使えば、自分の状態を頑
張って高めようとしなくても、楽に自分の思い通りの環境を作り出せるようになりました。さらにコースを進める
うちに自分の本当の能力を思い出すことができたし、みんな誰もが「見る能力」をもっていることを確信しまし
た。いまでは、生きるのに制限が無くなったし、自分のことを信頼できるようになりました。落ち込んだときも、
前ほどひどくは落ち込まなくなり、人生のステージが一段上がった感じです。気になっている人は、いずれは必ず
受けることになるコースだと思います。
受講生　E.Nさん

人生が楽になり、生きていることへの安心感を得ることができました。
人生にテンパっている時期に、個人セッションを受けていて、自分でもヒーリングしたいと思い、FSP1を受講し
ました。コース受けてから、自分が強くなったという感覚を受け取れて、物心ついてから十年以上、親と話してい
なかったのが、本音や悩みを言えるようになりました。かつてないスピードで人生が進みだした気がしています。
人間関係に悩まされることも多く、これまでほんの一握りの人としか付き合えなかったのが、自分と向き合えて
いなかったことが原因と気づけ、いまでは幅広く人と付き合えるようになりました。リーディングについても、凄
い人しか使えないと思っていたスキルが自分でも使えて驚いています。このコースのおかげで人生が楽になり生
きていることへの安心感を得ることができました。
受講生　E.M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

アモラ・クァンイン5月来日に伴い、コース10日の内最終の9日目、10日目をアモラ・クァン・インが、その他内2日間を穴口
恵子が講師担当するFSP1です。この富士山での9日目、10日目は、2013年2月・3月スタートのＦＳＰ1東京週末、東京
平日、大阪週末コースが集結して、合同で開催！ 会場は富士山近辺を予定。アモラ・クァン・インが日本でFSP1の講師を行
うのは初！！ 富士山のお膝元での2日間をお楽しみ下さい。富士山近辺へのコースご参加が難しい場合は、東京、大阪それ
ぞれでも9日目、10日目を開催致します。（東京・大阪で行われる9日目・10日目は、アモラ・クァン・インは担当しません）お
申込みの際に、最終2日間富士山コースか、通常スタイルのコースかご選択下さい。

アモラ・クァンイン、穴口恵子担当FSP1

FSP 透視コース  1Dayワークショップ

2013年1月19日（土）　＠東京　代官山ヒルサイドウエストB棟1階
2013年1月20日（日）　＠大阪　CIVI 北梅田研修センター
10：30～18：30
20,000円（12/22以降のお申込み）／18,000円（早割12/21までのお申込み）
再受講 10,000円（FSP１修了以上の方）　　　　穴口恵子

日時

料金
講師

このFSP 1Dayワークショップでは、のべ2023名が体験し、多くの人生を激変させたFSPの教えを
1日に凝縮して体験いただきます！ワークショップ終了後、あなたは自分らしく輝き続ける人たちが、ど
のようなスピリチュアルスキルを活用しているのかを体感していただくことでしょう。

□ セラピスト、美容師、エステシャン、営業職など、多くの人とかかわるお仕事をされている方
□ セミナー講師、コーチやカウンセラー、ヒーラーやコンサルタントとして、
　 より深いレベルでクライアントをサポートしたい方
□ 他人の感情や言動に振り回されず、自分の軸がしっかりもてるようになりたい方
□ 本音にアクセスできるようになる直感力を磨きたい方
□ 自分自身のライフワークを進めていく抵抗を解きたい方
□ ブログや書籍などで、次々とメッセージを発信できるようになりたい方
□ ヒーラーやカウンセラーとして、体系的にスピリチュアルな情報を学びたい方
□ 疲れずに次々と行動していけるようになりたい方
□ 次のステージに進みたい方

●1300名以上のセラピストを輩出してきた穴口恵子が1Dayワークショップをリード！
●2023名の人生を激変させた大人気コースのエッセンスを集約

＜こんな方にオススメです＞
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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：03-6413-8576（東京）、06-6170-3208（大阪）、092-400-6126（福岡）】 
※遠隔予約時以外は通じません。

【東京】
日時

料金
会場

1月12日（土） 佐久間晶子
1月17日（木） 西村今日子＊
1月21日（月） あさいようこ
1月25日（金） 金谷せいこ
1月29日（火） Hiroshi
2月2日（土） 佐久間晶子
2月4日（月） あさいようこ
2月15日（金） 金谷せいこ
2月20日（水） 西村今日子＊
2月21日（木） ハル
2月24日（日） MIKA
2月25日（月） Hiroshi

3月1日（金） あさいようこ
3月5日（火） ハル
3月8日（金） 金谷せいこ
3月15日（金） 西村今日子＊
3月18日（月） Hiroshi
3月20日（水・祝） MIKA
3月30日（土） 佐久間晶子

12：00～18：00 ＊13：00～18：00
16,800円（60分）
コスミック・ビジョン・スペース２
セッションルーム（中目黒）他

1月17日（木） KIKI
1月27日（日） 樋口貴子
2月9日（土） KIKI
2月11日（月・祝） 樋口貴子
2月21日（木） 添田さおり＊
3月13日（水） KIKI
3月18日（月） 樋口貴子
※神谷美和は随時予約受付可能です（日時応相談）
12：00～17：00 ＊13：00～17：00　
16,800円（60分）
レインボーエンジェルズ大阪店

【大阪】
日時

料金
会場

1月11日（金） ミッシェル
2月8日（金） ミッシェル
3月8日（金） ミッシェル
15：30～18：00
16,800円（60分）
会場　福岡市内　予定

【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：03-6413-8576（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

1月25日（金）、2月15日（金）、2月24日（日）、3月8日（金）、3月20日（水・祝） 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。

PLI 1：『カー・アクティベーション』

PLI 2：『カー・アクティベーション』

1年で国際認定ヒーラーに！
東京FSP1～FSP3を1年でご受講できるコースをオススメします。

認定ヒーラー1年コース

アシスタントティーチャーコース

料金　FSP1～FSP3をご受講頂くと通常価格でのトータル630,000円のところ1年コース価格は550,000円
お申込みは2013年2月11日（月・祝）まで

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

FSP3

●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

2月16日（土）、17日（日）、3月2日（土）、3日（日）、
3月16日（土）、17日（日）、4月6日（土）、7日（日）、
4月20日（土）、21日（日）
10：00～18：00　※全10日間
190,000円（税込） （1月15日までのお申込み）
200,000円（税込） （1月16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】

東京平日コース11月、東京週末コース12月スタート！

創始者アモラ・クァン・インより降ろされた更に深い癒しのワーク。

PLI1前半　東京週末コース6月スタート！　　　PLI1後半　東京週末コース8月スタート！

PLI2　東京週末コース10月スタート！　　　福岡週末コース5月スタート！

FSP4

1月26日（土）27日（日）、2月23日（土）、24日（日）、
3月9日（土）、10日（日）
10：00～18：00　※全6日間
180,000円（税込） （1月10日までのお申込み）
190,000円（税込） （1月11日以降のお申込み）
※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

【東京週末コース】
日時

料金
会場

3月21日（木）、22日（金）、23日（土）、24日（日）
10：00～18：00　※全4日間
96,000円（税込）（2月20日までのお申込み）
104,000円（税込）（2月21日以降のお申込み）
DST国際認定ヒーラー取得者でPLI1を修了者
コスミック・ビジョン・スペース２（中目黒）他 会場

日時

料金

対象

ティーチャーコース
4月13日（土）、14日（日）、15日（月）、16日（火）
10：00～18：00　※全4日間
90,000円（税込）※再受講45,000円
アシスタント･ティーチャーコース修了者
コスミック・ビジョン・スペース２（中目黒）他  会場

日時

料金
対象

●7チャクラの自己評価のヒーリング 
●オリジナル8つの細胞の浄化 
●自己妨害のクリアリング  
●性的チャネルのクリアリング  
●ディパターニング/リパターニング
●ソウルリカブレーション  （再活性化）
●核となる問題のホログラフィックヒーリング
●神経内に存在するトラウマの解放 
●コスミックフラッシュ、リカブレーション、アセンションビーム

【東京】 FSP1 FSP2 FSP32月スタート 9月スタート 平日11月、週末12月スタート

※東京平日コースは9月スタート！
※秋の東京、大阪週末コースは9月スタート 

日時

料金
講師
会場

随時受付 【対象】DST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、ハル、添田さおり、樋口貴子
16,800円（～90分）／21,000円（91～180分）

フォローアップリーディング
FSP1～PLI3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。



1月29日（火） 19：00～ Hiroshi
2月15日（金） 19：00～ 金谷せいこ
3月12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）　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）

1月25（金）19：00～ 金谷せいこ
2月21日（木）19：00～ ハル
3月20日（水・祝）19：00～ MIKA
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】
2月21日（木） 18：00～　　　　添田さおり
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】

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

1月22日（火）　  11：00～　金谷せいこ
2月25日（月）　  19：00～　Hiroshi
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、
「両親との関係をクリアにし、スピリットの母や父と結びつく為の瞑想」を抽出した瞑想会です。この瞑想は、肉体上の母
親とのエーテルレベルでの臍の緒をクリアにするプロセスです。子供は生まれる
時に、生存の為に母親とのエーテルレベルでの臍の緒を持っています。その両
親のもとで、どんな気づきや学び経験をするかを決めてくるのです。この瞑想を
通して、大人のあなたがインナーチャイルドを癒す為に、聖なる母、聖なる父と繋
がり、そして自分の魂の目覚めを体感して下さい。

テーマ瞑想会 「両親との関係をクリアにし、スピリットの母や父と結びつく為の瞑想」■ メニュー6

どなたでもご参加できます

【東京】
2月8日（金）　19：00～　　　　　金谷せいこ
無料　　　　
コスミック・ビジョン・スペース２　セッションルーム（中目黒）他

日時 講師

会場

料金

【大阪】
2月9日（土）　18：00～　　　　　KIKI
無料　　　　レインボーエンジェルズ大阪店　他

日時 講師

会場料金

【東京】
3月8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 講師

会場

料金

1月11日（金） 13：00～、19：00～　 ミッシェル
2月8日（金） 13：00～、19：00～ ミッシェル
3月8日（金） 13：00～、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】

2月11日（月・祝）18：30～ 　　　　樋口貴子
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】

大 阪

大阪店にて開催！ドルフィン生練習会情報

1月３１日（木）、２月２３日（土）、３月２３日（土）　16時～20時　  
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】
3月19日（火） 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】バイオレット：輝いてないシンボルがあるのを認識した時にそれらをクリアする助けをします。
 　　　　　 「怒り」や「嫉妬」のような低い周波数のエネルギーを変容させます。

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１6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。

～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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地球の第3チャクラの役割りを担い、第6次元を表す富士山は（アモラ・クァンインによる）、世界でも有数なパワースポッ
トです。次元が高いエネルギーポイントの中で、自己の更なる覚醒と、地球に到達してから、そして到達するまでに蓄積さ
れた恐れを手放し浄化を促しながら、惑星そして宇宙の歴史を辿りながら、大いなる源に繋がるワークショップです。

ワークショップ1 DST生限定「宇宙を経由して大いなる源に繋がる」

【富士山】
5月17日（金）　10：00～18：00（予定）
34,000円（通常）／29,000円（早割り3/31まで）
「PICA山中湖ヴィレッジ」（予定）
山梨県南都留郡山中湖村平野506-296
スクールコース「FSP1」以上の受講者（コースの情報は26ページから）
2月スタートのFSP1受講生も参加可能です

日時

会場

対象

料金

あなたは神聖な真実の自己を知っていますか？そして神聖な自己と繋がり続けていますか？
もう手放せる不要なエネルギーを浄化し、本来の自分を取り戻すワークショップです。最近ではパワースポットとして世
界的に有名になった、サナトクマラが降臨したといわれている鞍馬で、アモラ・クァン・インがチャネリングメッセージをお
伝えしながら、多次元レベルでの神殿をたてて、癒しの空間の中で魂の輝きへの出会いに促します。

ワークショップ2 ☆どなたでも参加可能です「真実の自己を発見する」

アモラ・クァン・インの個人セッションは、世界中からシャスタ山に訪れて受けに来るほどの人気があり、その希望者は後
を絶ちません。今回も日本の聖なるエネルギーに包まれたパワースポットにて対面セッションを行います。

個人セッション 毎回大人気！ 1日数名限定の個人セッション

【京都】
5月25日（土）、26日（日）　10：00～18：00（予定）
64,000円（通常）／58,000円（早割り3/31まで）
京都市左京区（予定）

日時

会場

料金

【富士山】
5月21日、22日、23日　※時間枠は日にちにより異なりますので、詳細はHPをご覧下さい。
「PICA山中湖ヴィレッジ」（予定）　山梨県南都留郡山中湖村平野506-296
62,000円（通訳なし）／66,000円（通訳あり）　各60分

日時

会場

料金

【京都】
5月27日、28日　※時間枠は日にちにより異なりますので、詳細はHPをご覧下さい。
京都市左京区（予定）
62,000円（通訳なし）／66,000円（通訳あり）　各60分

日時

会場

料金

あなたがより自由になるためにできること

あなたがより自由になるためにできること（2012.07.19）♪夢が驚くほど叶う魔法

私が自由であることへ惹きつけられたきっかけ̶

それは19歳の時に、大好きな女の先輩がハワイへ遊びに行き、
帰国後キラキラ輝いているのを見た時でした。

「どうしたらこんな風に自由で豊かで楽しい人生になるのだろう？」と
自分に問いかけてみたのです。

その時の私は「そうか！私も先輩のようにハワイに行って、ウエイトレスのチップ
を稼いで、お金を増やしたら、自由で楽しくなるに違いない！」と
単純にまねをしてみようと思い、ハワイ遊学資金のためにお金を貯めることにし
ました。

しかし、ウエイトレスのチップを貯めて豊かになっても
本当のところでは楽しいとは思わない、という自分がいたのです。

今思えば、海外に目を向けるというチャンスを
その先輩に気づかせてもらえたことが大事な点でした。

そして日本で英語を勉強しはじめ、
その間に遊学ではなく、本気で留学すると決めたのです。

自分でやると決めたことが、その後の自分の人生を
飛躍させるきっかけとなりました。

ひとつ自分からやることを決めたら、次から次へとチャンスがやってきます。
チャンスが来たら、そのチャンスを手にするか、しないかを決めるだけです。

チャンスを手にすると決めたら、自分の知恵を絞り、
才能を最大限活かし、才能を開くためのアクションを起こすこと。

チャンスを受け取ったその先がどうなるかを考えすぎず、
進んでいくこと。

そうしていると、気がつけば私は自分が望んでいた自由を手にしていました。

私は初めから好きなことを自由にやると決めていた訳ではありませんでしたが
いつも「やると決めたら責任を持って最後までやり通す」
ということを行っていました。

そうして気づいたら、沢山の夢が叶っていたのです。

自分をアップグレードして自由になるために、
あなたが今決めることがあるとしたら何ですか？
ひとつ決心をして、継続してみましょう。
必ずその結果が、明らかになるでしょう。

Amorah Quan Yin
アモラ・クァン・イン

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・イン来日決定！

最高級の浄化を瞬時に行う、高波動の“愛”の存在「アモラ・クァン・イン」が新たな扉
を開いた2013年に次のステージとなるワークを全身全霊でお伝えします。
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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

～２０１３年の新しい始まりにオススメの商品～

2009年。レインボーエンジェルズから多くの経
験を分かち合うために、ひとつの魂を分け合った
レインボーエンジェルマジック。それぞれが体験
した経験をひとつにし、より進化・成長しワンネス
の意識に目覚めていくためにそれぞれの店舗が
ひとつに統合し、生まれかわりました。

願いを叶えるミラクルレインボークリスタル！
クリスタルには色々な力がありますが、中には願いを叶える力（具現化）がとっても強いものがあり
ます。さわったり、お願いしたら、何だか叶っていた、、、振り返ると叶っていた、、、、そんな不思議
なクリスタルがこちらミラクルクリスタルです。非常にパワフルです。開店時にはいつでもお願い
して頂けますので、みなさまぜひ、お願いにいらして下さいね。

weeklyクリスタルスポット
家に帰るまでのエネルギーチャージに＠ヒーリングスポット、
デートの前に、、、　＠愛情パワースポット
金運をあげたい時に＠金運シャワースポット
ぜひお立ち寄りいただき、スポットからのエネルギーを浴びてリフレッシュして下さ
い。お財布や、大切なもの、お手持ちのクリスタルをお持ちいただき、チャージしてい
ただくこともオススメです。

◆マラージュMARAGE◆

【コンシェルジュおすすめポイント】
光の神殿の中で作成された、私たちの根源部分へと働きかける究極のジュエリーです。すべての幸
せを叶えていく力は私たち自身の中にあります。その私たち自身のもっとも必要な部分へと働きか
け、幻想を変容させて、現実を変化させていくマスタージュエリー。自分自身と結婚するというコンセ
プトにあるようにあなたがありのままの自分を受け入れることができるように助け、そこからすべての
幸せの扉がひらかれていくサポートをします。

～レインボーエンジェルズ中目黒店統合、リニューアル致しました☆～

2013年　中目黒店よりメッセージ
2013年明けましておめでとうございます★
宇宙はますます愛と光のエネルギーを送ってくれていますので、自分自身の神聖さや、ハートの望み
に従って生きるとき、どんどん物事がスムーズになって、喜びにあふれた日々になっていくでしょう。
ご自分の神聖さや、本当の望みとはなんでしょうか、喜びと感謝のあるところに、あなたの魂の望みと
輝きがあります。レインボーエンジェルズは、皆様の喜び、願いを叶える場所です。虹の天使たちと共
に、サポートのための様々な商品や、おすすめのヒーリングツール、そして光と癒しの空間をご準備し
てお待ちしております。

光のクリスタル
祈りや、思いやり、愛、希望などの力を
込めるための専用のクリスタルです。一
人一人の力を、倍増装置であるクリスタ
ルにチャージ（ためること）して世界に
愛が広がるように設置致しました。

店頭セッションスペース

ご予約なしでお受けいただけるヒーリングスペースです。
いつでもお越しくださいませ、お待ちしております♪
（混んでいる場合にはお待ちいただくことになります）

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

レインボーエンジェルズヒーラーはオリジナルのセッショ
ンを日替わりで毎日行っております。レインボーエンジェ
ルズヒーラーのご紹介は次のページをご覧ください。

店頭・個室セッションのお問い合わせスケジュールはこちらからご確認ください。

■電　話　03-3791-8465（12：00～20：00）
■メール　rainbow@dynavision.co.jp

■サロン専用ＨＰ　http://rainbowangelmagic.com/

レインボーエンジェルマジック　で検索

「スピリチュアリティ」と「リアリティ」の統合をサポート
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☆スペシャルイベント １

クリスタルボウルの倍音とともに豊かさの女神アバンダンティアと繋
がっていく誘導瞑想となります。参加者みなさまのグループにある豊
かさを阻んでいるブロックをクリアリングし、アバンダンティアからの
メッセージをお一人さまずつ、お伝えしていきます。

1月～3月スペシャルイベント

2013年最高の豊かさを受け取りたいかたへ

あなたは自分が望んでいるもの、欲しいものを欲しいと言っていますか？
2013年あなたが望むものを手に入れることを自分自身へ許可していきましょう！

□ 豊かさ、お金を引き寄せる体質になりたい
□ 望むものを手に入れていきたい
□ 受け取ることへの恐れやブロックを手放し、癒したい

DST講師 樋口貴子によるスペシャルイベント

あなたが受け取りたい豊かさを阻んでいるエネルギーを手放すセッション
2012年2月21日（木） レインボーエンジェルズ店頭セッション
◆1枠（30分）：8,400円
①14：00~14：30　②14：40~15：10　③15：20~15：50　
④16：00~16：30　⑤17：20~17：50　⑥18：00~18：30　
⑦18：40~19：10　⑧19：20~19：50

☆スペシャルイベント 2

アバンダンティアと繋がるクリスタルボウル瞑想会

◆2012年2月22日（金）
◆時間帯： ①昼の部 15：00～17：00　②夜の部 19：00～21：00
◆定員：各22名　◆料金：4,440円
◆持ちもの：お水（出来れば2リットル・瞑想会後は波動水となります）

光りの時代が幕開けしました。あなたの
輝く本質を宇宙へ高らかに謳いましょう!

☆アロマ覚醒リーディング☆

Hiroshi

ご自身の無限の才能、可能性を信頼して
下さい。あらゆる事に黄金の種が埋まっ
ています。
☆エンジェリックチャネルリーディング☆

愛子-CHIKAKO-

チャレンジし体験していく事が魂を輝か
せ望んでいた以上の現実を手にしてい
くでしょう
☆負のスパイラル、問題を変容していく
セッション☆

ひろこ

自分の信じている事が住む世界を作りま
す。愛されている事を信じ、喜びの世界
を選択しましょう。
☆制限という幻想から自由になる、
自由を取り戻すセッション☆

めぐみ

愛と光に満ち新生する時です。自分は
「誰」か「何」かを知った時、全ての存在
は再生します。
☆ヌメロロジー＆テーラーメイド ～自分
を知る、貴方に合わせた貴方の為だけの
セッション」☆

理愛

あなたらしく最高に輝く年にするため、
全ての出来事のなかに愛を感じながら過
ごしましょう。
☆ラブチャネリング☆

あき

ハートに手を当てて、「私」が輝くマント
ラを唱えよう！“私は私。私は太陽。私は愛
♡”
☆トーニング・セラピー☆

ホーリー祐子

肉体のメンテナンスと強化。自然界とた
くさんコミュニケーションすることです。
☆ドルフィンスターテンプル
リーディング・ヒーリング☆

えみ

自分自身の心から望む未来にフォーカス
し続けること。個としての自己を信頼す
ること。
☆過去生および闇に関わる
クリアリングセッション☆

やす

自己の中心を目覚めさせ可能性の扉を
開いてください。愛、希望の泉が湧き上
がります。
☆クリアリング＆ヒーリング☆

マリア

2013年、目の前におこる出来事や感情
を素直に受け入れることからはじめてみ
ましょう。
☆リーディング　ロミロミ☆

下釜かずよ

ワクワクに従って、「今」を楽しめば、過
去も未来もキラキラ輝くこと間違いなし
です♪
☆クリスタルカラーセラピー☆

ゆき

何かを決める時、一番最初に来たインス
ピレーションを信じて選んでみましょう。

☆マスターチャネリング☆

饗庭ゆきこ

どんな時もそばにいてくれる、自分を大
切にすること。日々を大切にじっくり味わ
い愛でること。
☆陰ヨガ☆

さおりレインボーエンジェルズサロン
ヒーラーからのメッセージ
レインボーエンジェルズサロン
ヒーラーからのメッセージ
2013年を自分らしく過ごすポイントとは？

☆マークはおすすめセッションメニューです。

2013年を迎えたみなさまへ

＊魂が震えるKIKIのスピリチュアルメイクLIVE＆セッション
あなたが内なる女神・美・本質とあなたが再会することで、自信をもって自分を生きることができます。自分の女
神性を引き出し、毎日を生きることをサポートします。
＊陰ヨガ＆瞑想会
「身体の内側から綺麗にリラックス！」
あなたの大切な身体からのメッセージを聞き、心と身体をリラックスさせていきましょう♪
詳しい日程や詳細は、後日HPにてご案内いたします。

～今後のイベント予定～
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大阪店　大人気イベント情報♪

2013　１月～３月の各店舗イベント情報

Maid-in Okinawa　クリスタル　ハンドメイドアクセサリ

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

■樋口貴子
クリスタルボウル瞑想会＆クリスタルボウル倍音セッション
大人気♪アバンダンティア伝授セッションや瞑想会も開催予定です♪
1月２５日（金）・２６日（土）　２月９日（土）
■生駒こう皐（いこまこうこ）
オーラソーマと占星術を掛け合わせたワークショップを開催予定です♪
■神谷美和
ドルフィンスターテンプルミステリースクール・店頭ミニセッション＆個人セッション
随時受け付け中です♪
ドルフィンスターテンプル・ミステリースクールのことについても、お気兼ねなくご質問くださいね！

上記内容や詳しい日程はブログにて♪▶ http://ameblo.jp/rainbowangels-osaka/

～２０１３年の新しい始まりにオススメの商品～

◆誘導瞑想ＣＤ◆ ◆お手軽クリスタルヒーリング・クリスタルワンド◆

【コンシェルジュおすすめポイント】
アセンションを迎えた今、光の存在となり、更に光を持ち続けることが大切です。
自分自身の内なる愛と繋がり、宇宙の愛と繋がることで魂は更に光輝くことでしょう。
この誘導瞑想ＣＤは、魂を宇宙とともに存在する本来あるべき光の状態へと導きます。

ワンネスメディテーション　　穴口恵子誘導瞑想
～内なる愛とつながり宇宙とともにある～　　　　2,940円

【コンシェルジュおすすめポイント】
クリスタルは全ての人のアセンションを導くために、必要な時にこの世
に出現しています。そのスピリットは人類よりも超越しているとも。彼ら
の愛の波動で、しばし癒しのひと時を。身体の経路にあてて優しくマッ
サージ。後は自動的にヒーリング開始、滞った気の流れを優しく整えま
す。携帯しやすいサイズです。アメジスト＆ローズクォーツの組み合わ
せは、ストレスや疲れ解消を助け、恋愛応援の組み合わせなのでお薦
めです。
アメジストワンド ￥2,250　ローズクォーツワンド ￥2,100

２０１３年に向けて、大阪店よりメッセージ
いつも、ありがとうございます。いよいよ、２０１３年が幕開けましたね！
２０１３年、今のあなたを感じてみてください。それは、光の状態でしょうか？もし、少しで
も光の状態ではないと感じたのであればレインボーエンジェルズ大阪店までいらしてく
ださい。あなたの内側の光が輝くお手伝いをします。お店には、その光が輝くツールが沢
山あります！お店のスピリアルコンシェルジュに何でも聞いてくださいね♪お待ちしてお
ります～☆

2013年を迎えて、店舗よりメッセージ
2013年明けました。今年も太陽の光の輝きを、南の島から皆さまへお届け。沖縄店・国際通り店ともに皆さま
のライトワークを虹の天使達と共にサポートしていきますよ！

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

～２０１３年の新しい始まりにオススメの商品～

1月12日（土）夕方～　新年のビジュアライズと統合ワーク『小嶋さちほ：音魂瞑想』
1月27日（日）　じわりと人気の、スタッフＳａｓhaによる満月瞑想会
2月23日（土）～24日（日）　タロット：タロー・デ・パリ認定コース
講師：さいのまみ（タローデパリタロットカード認定本部講師：ベーシック1・2/アドバンス1・2)

沖縄在住作家さんによるエンジェリックアクセサリー。オリジナリティ溢れる1点物

窓辺でキラキラ　
クリスタルの
サンキャッチャーで開運！
￥4,444～
［国際通り店にて］

民族的かつ天使的な
トライバルアート・ピアス
￥4,000～［沖縄店にて］
クリスタルワイヤーアート　
ありがとうはうすペンダントヘッド
商品例：
カーネリアン＝子宝、夫婦円満￥2,380　
その他ストラップ￥980等多数、
最近注目アイテム！
［沖縄店・国際通り店にてお取り扱い中］
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「今年から自分のサロンをスタートさせたい！！」というあなたへおすすめ♪

人気商品おすすめセット

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、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。

各チャクラに対応したクリスタルからおすすめ品を
ピックアップしたセットです。クリスタル達が各チャ
クラのバランスを取り、全てのチャクラを調整する
ことで、心身を安定させ、焦りや不安ではなく、情熱
や好奇心で人生を切り開いていくサポートをしてく
れるでしょう。ヒーリングしたい（ヒーリング中の）
チャクラにのせる、持ち歩く、目に見える場所に置い
ておく、などしてご
使用いただけま
す。寝る時に枕元
に置いて、就寝中
に深いヒーリング
や統合を促す事も
おすすめです。

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。

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。

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

商品価格の詳細などは会員登録後のログインページにてご覧くださいませ。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

合計12,000円相当の商品が8,880円

＊限定22点

数に限りがございますため
お早めにご来店くださいませ。

穴口恵子が各地のパワースポットで
購入しアチューメントをしている非
売品のアクセサリー入りです。2013
年あなたの人生にミラクルを起こす
ためのミラクル福袋となります。

◆レインボーエンジェルズ福袋◆◆レインボーエンジェルズ福袋◆

2013年あなたの願いを叶える
ミラクル福袋販売致します！！
2013年あなたの願いを叶える
ミラクル福袋販売致します！！

●穴口恵子アチューメント非売品アクセサリー
●ワンネスの意識のアチューメントクリスタル　2,220円
●2013年最高の毎日を生きるための誘導瞑想CD　２枚　5,880円
●あなたの願いを叶えるマジカルオイル　2,100円
●オーガンジー袋　157円

チャクラ クリスタルセット
2013年1月～2月にかけて穴口恵子がアメリカ
州ツーソンで開催される、世界一のミネラル
ショーにて仕入れを行います。あなたのサロンに
すぐに置いていただける、おすすめクリスタルの
パックを卸価格にて販売。（クリスタルの種類、大
きさのチョイスはお任せください）お客様の才能
を開花させ、夢を叶えるためのサポートとなるク
リスタルの特別
パックです。詳
細はHPにてご
確認ください♪

穴口恵子が選ぶサロン向けクリスタルパック
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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
※ご連絡なく７日以内にお振込がない場合にはキャンセルとさせて頂きますので、ご注意下さい。
【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/cansel/
　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できません。
■キャンセルによる返金対応
　＜セミナー、ワークショップ、イベント、個人セッション＞
　原則としてお振込み後は返金致しません。ただし、他人への譲渡は可能となっております。
　＜海外リトリート、および長期コース＞
　お振込み後からキャンセル料が発生致します。
　振込後～3週間（21日）▶30%　20日～前日▶50%　当日▶100%　ただし、他人への譲渡は可能となっております。

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（ワークショップ会場）は3F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 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

CLOの部屋CLOの部屋
スピリアルコンシェルジュの大城亜樹です。
今回からCLO（Chief  Love Officer ,チーフラブオフィサー）の部屋として、このコー
ナーを書かせてもらうことになりました。CLOのLの意味でもある「LOVE（愛）」ですが、
「LOVE（愛）」を意識して生活をしていますか？と問われると、意識しているつもりでい
るけれど・・・というかたが多いと思います。
先日友人と話をしていたときのことです。
その友人は、仕事のプレゼンテーションでうまくできずに、上司にたくさん注意をうけ
て落ち込んでいました。ダメ出しをされたと感じ、至らない自分を責めて落ち込んでいました。でも次の日、

先輩から「○○さんは（友人の上司）、あなたの前ではあのようにキツイ言葉で注意を
しているけど、あなたがいないところではあなたの良いところをいつも褒めているし、
できる限りのサポートをしたいと話をしているのだよ」と聞かされたようです。
その言葉を聞いた友人は、上司の深い愛を感じることができ、しっかりと自分自身を見
つめて、技術を磨き成長をしていこうと思ったとシェアをしてくれました。
ダメだしをされていると感じてしまう現象だけをみてみると、「愛されていない」という
メガネでものごと見ているので、至らない自分という風にとらえて

しまいがちですよね。
ですが、「愛されている」というメガネをかけた状態で同じ事実をみてみると、もっと成長
できる自分を見て注意をしてくれているのだと、ダメだしではなく愛の指摘だという気づ
くことができます。
愛の指摘をしてくれる上司、そしてその上司の愛の状態を理解し伝えてくれる先輩の愛、
自分自身が多くの愛に囲まれているのだということが解ります。

愛のメガネをかけてものごとをみることで、同じ事
実をみていても生きる現実が違ってくるのかもし
れません。どんなときも愛の状態から現実をみて
いきたいなと感じることができる出来事でした。
愛されているという状態へ戻りやすくなるために
私の場合は、「ハイヤーセルフと繋がる誘導瞑想Ｃ

Ｄ」を聞くことをしています。
ＣＤを聞き瞑想することで、自分の中心に戻ることができて、愛のメガネをか
けられるのを感じることができますよ
この場を通して、日常の中で感じた愛を分かち合っていけたらと思います。
愛のメガネで物事をみていきませんか？

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、愛と喜
びのバイブレーションで希望を生み出せるように活動をしています。ダイナジョンから
の愛のバイブレーションが降り注ぐようにと願っております。

ダイナビジョン　チーフラブオフィサー（CLO） 大城亜樹
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マスターチャネラー認定コース （P.19）
FSP透視コース１Dayワークショップ （P.28）
今年もシャンカリーフェア開始！ （P.40）

【 特 集 】
【 海 外 】
【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【リ】=リトリート●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[遠]=Skypeなどの遠隔スタイル
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新月 満月

【個】金谷せいこ［東］【イ】スピリチュアル体験会★瞑想会［東］
【FSP1】【FSP2】週末［東］
【FSP1】【FSP2】週末［東］
【イ】荒井倫太朗［東］
【FSP1】平日［東］平日夜［東］
【グ】アンジェラ[遠]【FSP1】平日［東］平日夜［東］【個】西村今日子［東］
【個】アンジェラ[遠]【個】ハル［東］添田さおり［大］
【イ】オーラを見る教室［東］［大］【個】樋口貴子　店頭セッション［東］
【イ】樋口貴子　クリスタルボウル瞑想会［東］
【FSP4】週末［東］【DST】ワンコイン練習会［大］
【ワ】タロー・デ・パリ認定コース[沖]
【FSP4】週末［東］【個】MIKA［東］【ワ】タロー・デ・パリ認定コース[沖]
【個】Hiroshi［東］【イ】グループヒプノ［東］
【個】アンジェラ[遠]【遠伝】ホーリーマザー、ダイヤモンド
【グ】アラン[遠]

【個】あさいようこ［東］
【FSP1】【FSP2】週末［大］
【遠伝】アセンデッドマスター【FSP1】【FSP2】週末［大］

【FSP1】平日夜［東］【個】ハル［東］
【FSP1】平日夜［東］
【個】アラン[遠]
【個】金谷せいこ［東］ミッシェル［福］【イ】テーマ瞑想会［東］
【上映会】アラン[石巻]【FSP4】週末［東］
【FSP4】週末［東］

【イ】スピリチュアル体験会★瞑想会［東］【イ】ゲーリー[遠]
【遠伝】レインボードラゴン、アバンダンティア
【グ】ゲーリー[遠]【イ】荒井倫太朗［東］【個】KIKI［大］
【個】ゲーリー[遠]
【個】ゲーリー[遠]【個】西村今日子［東］
【FSP1】週末［東］週末［大］【FSP2】週末［東］
【FSP1】週末［東］週末［大］【FSP2】週末［東］
【個】Hiroshi［東］樋口貴子［大］
【イ】光のグループヒーリング［東］
【個】MIKA【イ】オーラを見る教室［東］
【DST】アシスタントティーチャー［東］
【DST】アシスタントティーチャー［東］
【DST】アシスタントティーチャー［東］【DST】ワンコイン練習会［大］
【DST】アシスタントティーチャー［東］

【FSP1】平日［東］平日夜［東］
【遠伝】ホーリーマザー、ダイヤモンド【FSP1】平日［東］平日夜［東］
【個】アラン[遠]
【イ】英語レッスン［東］
【FSP1】週末［東］【個】佐久間晶子［東］癒しフェア[大]
【FSP1】週末［東］癒しフェア[大]

2  February

3  March

店舗営業開始、初売り福袋フェア

オフィス営業開始

【遠伝】アセンデッドマスター【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【個】佐久間晶子［東］
【イ】小嶋さちほ：音魂瞑想[沖]

【個】アラン[遠]
【個】西村今日子［東］KIKI［大］シャンカリフェア[東]
【イ】アラン[遠]シャンカリフェア[東]
【DST】FSP1day［東］シャンカリフェア[東]
【DST】FSP1day［大］シャンカリフェア[東]
【個】あさいようこ［東］
【FSP1】平日夜［東］【イ】グループヒプノ［東］
【FSP1】平日夜［東］

【個】金谷せいこ［東］【イ】オーラを見る教室［東］【イ・個】
樋口貴子[大]シャンカリフェア[大]
【FSP4】週末［東］【イ・個】樋口貴子[大]シャンカリフェア[大]
【遠伝】ホーリーマザー、ダイヤモンド【FSP4】週末［東］
【個】樋口貴子［大］【イ】Ｓａｓha満月瞑想会[沖]シャンカリフェア[大]

【個】Hiroshi［東］【イ】スピリチュアル体験会★瞑想会［東］
【イ】荒井倫太朗［東］
【DST】ワンコイン練習会［大］

【遠伝】アセンデッドマスター【個】佐久間晶子［東］

【個】あさいようこ［東］
【FSP1】平日夜［東］
【FSP1】平日夜［東］
【リ】穴口恵子[セドナ]
【個】ミッシェル［福］【イ】スピリチュアル体験会★瞑想会［福］
【DST】学校説明会［東］
【個】KIKI［大］【DST】学校説明会［大]【イ・個】樋口貴子[大]
【遠伝】レインボードラゴン、アバンダンティア
【個】樋口貴子［大］【イ】スピリチュアル体験会★瞑想会［大］

【イ】アンジェラ［遠]

2013年、更なる飛躍！


