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ダイナビジョン・ユニバーシティのカリキュラム （P.4、5）
ペルー・リトリート ＆ ハワイ・リトリート （P.18、20）
Dr.テリー・サイモンズ来日イベント （P.22、23）
アシュタール・フェア （P.32）
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【EV】スピリチュアルパートナーシップ［東］

【PS】テリー［東］【フェア】アシュタール[東京]

【PS】テリー［東］【フェア】アシュタール[東京]

【EV】アセンションライトワーカー①［大］【WS】テリー［東］

【フェア】アシュタール[東京]【PS】樋口貴子[大]

【EV】アセンションライトワーカー①［東］【WS】テリー［東］

【フェア】アシュタール[東京]【GS】テーマ遠隔[予定]

【PS】【GS】テリー［東］【フェア】アシュタール[東京]

【PS】テリー［東］

【EV】DST瞑想会［大］【PS】添田さおり[大]

【EV】アシュタールフェア［大］【PS】テリー［大］【フェア】アシュタール[大阪]

【PS】テリー［大］【フェア】アシュタール[大阪]

【PS】【GS】テリー［大］【フェア】アシュタール[大阪]【PS】樋口貴子[東]

【WS】テリー［大］【フェア】アシュタール[大阪]

【PS】テリー［大］【フェア】アシュタール[大阪]【PS】金谷せいこ[東]

【PS】テリー［大］

【EV】アセンションライトワーカー②［大］

【EV】アセンションライトワーカー②［東］【PS】テリー［福］

【フェア】アシュタール[福岡]

【PS】テリー［福］【フェア】アシュタール[福岡]【認定】FSP3[東]

【EV】占星術天命セミナー［大］【PS】【GS】テリー［福］

【フェア】アシュタール[福]【PS】HIROSHI[東]【認定】FSP3[東]

【EV】占星術天命セミナー［大］【WS】テリー［福］【フェア】アシュタール[福岡]FSP3[東]

【PS】テリー［福］

【PS】ミッシェル[東]

[仙台]【PS】テリー［仙］【フェア】アシュタール

【EV】DST瞑想会［大］【PS】テリー［仙］【旅】アラン［海外］

【フェア】アシュタール[仙台]

【PS】テリー［仙］【旅】アラン［海外］【フェア】アシュタール[仙台]

【PS】樋口貴子[大]【認定】PLI1週末[東]

【GS】テリー［仙］【旅】アラン［海外］【フェア】アシュタール[仙台]【認定】PLI1週末[東]

【旅】アラン［海外］【PS】ハル[東]

【旅】アラン［海外］

【旅】アラン［海外］

【PS】林陽子[東]

【PS】まえひでこ[東]【PS】山本明子[大]

【PS】金谷せいこ[東]

夏至のセレモニー[東京]

【GS】テーマ遠隔[予定]

【旅】ペルーリトリート

【旅】ペルーリトリート【GS】マチュピチュ遠隔[予定]

【旅】ペルーリトリート【PS】添田さおり[大]

【旅】ペルーリトリート

6  June

【EV】DST瞑想会［大］

【EV】ツーソンクリスタルフェア［大］【PS】HIROSHI[東]

【EV】ツーソンクリスタルフェア［大］

【フェア】ツーソンフェア[WEB]【PS】ハル[東]

【EV】神聖アルケミースクール［大］【フェア】ツーソンフェア[WEB]

【EV】神聖アルケミースクール［大］【フェア】ツーソンフェア[WEB]

【PS】トレイシー•アッシュ個人セッション［大］【フェア】ツーソンフェア[WEB]

【PS】トレイシー•アッシュ個人セッション［大］【フェア】ツーソンフェア[WEB]

【PS】トレイシー•アッシュ個人セッション［大］【フェア】ツーソンフェア[WEB]

【PS】ミッシェル[東]

【PS】トレイシー•アッシュ個人セッション［大］【フェア】ツーソンフェア[WEB]

【PS】トレイシー•アッシュ個人セッション［大］【フェア】ツーソンフェア[WEB]

【PS】林陽子[東]

【EV】神聖アルケミースクール［大］【EV】クリスタルライトワーカー講座③［大］

【フェア】ツーソンフェア[WEB]

【EV】神聖アルケミースクール［大］【EV】クリスタルライトワーカー講座③［大］

【フェア】ツーソンフェア[WEB]【PS】ACCO[東]

【EV】DST瞑想会［大］【PS】添田さおり[大]

【フェア】アシュタール[WEB]【PS】Hideko Quan Yin[東]

【フェア】アシュタール[WEB]【GS】テーマ遠隔【PS】山本明子[大]

【フェア】アシュタール[WEB]【PS】樋口貴子[大]

【フェア】アシュタール[WEB]

【フェア】アシュタール[WEB]【PS】金谷せいこ[東]

【フェア】アシュタール[WEB]

【フェア】アシュタール[WEB]

【フェア】アシュタール[WEB]

【フェア】アシュタール[WEB]

【フェア】アシュタール[WEB]

【フェア】アシュタール[WEB]【GS】ブッダガヤ遠隔（予定）【認定】PLI1週末[東]

【フェア】アシュタール[WEB]【GS】ブッダガヤ遠隔（予定）

【フェア】アシュタール[WEB]【GS】ブッダガヤ遠隔（予定）【認定】PLI1週末[東]

【フェア】アシュタール[WEB]【GS】ブッダガヤ遠隔（予定）【認定】PLI1週末[東]

【フェア】アシュタール[WEB]【GS】ブッダガヤ遠隔（予定）【認定】PLI1週末[東]

【フェア】アシュタール[WEB]

【EV】占星術天命セミナー［大］【フェア】アシュタール[WEB]

【PS】HIROSHI[東]

【EV】占星術天命セミナー［大］【フェア】アシュタール[WEB]

【PS】ミッシェル[東]

【EV】マラージュ＆瞑想会［大］【PS】林陽子[東]【PS】山本明子[大]

【PS】ACCO[東]

【PS】ハル[東]

内容：【旅】=リトリート【EV】=2時間程のイベント【WS】=1日～2日程のワークショップ【GS】=グループセッション【PS】=個人セッション【認定】=認定コース
【通信】=通信コース【フェア】=特別イベントなど
場所：［東]=東京 [名]=名古屋 [大]=大阪 [神]=神戸 [福]=福岡 [沖]＝沖縄 [遠]=Skypeなどでの遠隔 [Web]＝オンライン

Schedule 2016.4-6 新月 満月
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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2016年3月20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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39Information

ダイナビジョン・ユニバーシティ学長
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のコ
ンサルティングや研修を行う一方で、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活
動を行ってきた。
現在、日本でスピリチュアルスクールや
ショップの運営、セミナー事業を行うかたわ
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、インドにも招か
れ、セミナーや個人セッションを行っている。
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。
さらに多くの人にスピリアルライフを広める
ため、2015年大阪でダイナビジョンユニ
バーシティを開校 ！
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！スピリアルライフを実践中のダイナビ
ジョン・ユニバーシティ（DU）の小冊子をご愛読いた
だき、ありがとうございます。

お陰様で株式会社ダイナビジョンは、新しくダイナビ
ジョン・ユニバーシティとして再誕生する運びとなり
ました。

DUの使命は、スピリチュアルとリアル（現実）を融合
して、神聖な自分と一つになって、今の人生の可能性を
開いていく方々のスピリアルを実現するための生涯学
習の場を提供することです。

スピリアルな世界を実現化している方々を、スピリア
ルライフマスターと呼んでいます。

DUでは、スピリアルライフマスターの才能を開花さ
せるために、認定コースを始め、イベントや個人セッ
ション、そして、よりスピリアルな人生を実現していく
ためのサポートとなるクリスタル、ジュエリー、書籍を
提供していきます。

DUにご縁のあるみなさまが、スピリアルライフマス
ターとなって、地球が愛と平和の周波数となり、地上
に天を創造することに、コミットしています。

これからの３ヶ月も、みなさまとお目にかかれるのを
楽しみにしております。

ダイアモンドの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/

愛と感謝を込めて
ダイナビジョン・ユニバーシティ

学長　穴口　恵子

フェニックス・ライジング　by wook
穴口恵子がチャネリングした、フェニック
スが地球を飛び立ってワンネスの世界に
向かっている姿をイメージした作品です。
○フェニックス・ライジングの関連商品は
レインボーエンジェルズオンラインショップ
にてお取り扱いしております。 
http://rainbowangels.jp/

40スケジュール・カレンダー

22

11次元からの愛と慈悲のメッセージ
Dr.テリー・サイモンズ

18

ペルーのレインボーインカシャーマン
クイチー

DST：ドルフィンスターテンプル®
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DU（ダイナビジョン・ユニバーシティ）のカリキュラム
2016年4～6月度

DST講師から学ぶ 現実面に起きている問題をクリアにしたい方におすすめ！
テーマ瞑想会/個人セッションを受けてみる！ ▶13ページへ

穴口恵子から学ぶ

海外ゲストから学ぶ

まずは自分の問題をクリアにしたいあなたへ

グループ遠隔セッションで、潜在意識に働きかけて行動力や本来の
才能を活性化！ テーマ遠隔・聖地遠隔を受けてみる！ ▶24ページへ

ワークショップやセッションを受けて、楽しみながら
あなたの人生をステップアップ！
講師：テリー・サイモン ▶22ページへ

DST講師から学ぶ

穴口恵子から学ぶ

海外ゲストから学ぶ

もっと具体的なスキルを学んで、人をサポートしたいあなたへ

DSTの手法をベースに、専門性に特化した認定コースがおすすめ！！
アセンションライトワーカー認定コースで過去のトラウマを解消し、
自分らしく生きていきたい ▶詳しくは穴口恵子公式HPへ

リーディング・ヒーリング・クリアリングの手法を基礎からじっくり学べる
DST認定コースがおすすめ！！ ▶10ページへ

アラン・コーエンの最新プログラム『運命の約束オンラインコース』が
新登場！
講師：アラン・コーエン ▶17ページへ

DST講師から学ぶ

穴口恵子から学ぶ

海外ゲストから学ぶ

スピリチュアルをリアルに活用して社会に貢献したいあなたへ

世界の聖地に行って、視野を広げたい。自分の制限の枠を超えて、
グローバルに活躍していきたいならリトリートへ！ ▶20ページへ

アシスタントティーチャーやティーチャーを目指して、DSTの教えを多く
の人に伝える仕事をしていきたい ▶8ページへ

『神聖アルケミースクール』で、スピリチュアルな才能を開いて自分自身
や周りの人と神聖な関係性を築きたい
講師：トレイシー・アッシュ ▶16ページへ

DST：ドルフィンスターテンプル®

04    Cosmic Vision Quest
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■ DU/ダイナビジョン・ユニバーシティカリキュラム ［2016年4月～6月度］

4 月 5 月

個人セッション
（DST講師）

アシュタール
ジュエリーフェア

（SHOP）

スターボーン
ジュエリーフェア

（SHOP）

北インド
ブッダガヤ遠隔&
テーマ遠隔
（穴口恵子）

ペルー遠隔&
テーマ遠隔
（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）

コズミックコーチング
Skypeセッション

（ドゥーガル・フレイザー）

男性性と女性性の統合
グループセッション
（テリー・サイモン）

次世代のリーダーシップ
オンラインプログラム
（アラン・コーエン）

神聖アルケミー
スクール

（トレイシー・アッシュ）

屋久島遠隔&
テーマ遠隔
（穴口恵子）

ペルーリトリート
（穴口恵子）

ハワイリトリート
穴口恵子&アラン・コーエン

夏至のイベント
（穴口恵子）

宇宙のサポート
を得たい

宇宙のサポート
を得たい

人や社会の
役に立ちたい
人や社会の
役に立ちたい

手法を学びたい手法を学びたい

才能を開きたい才能を開きたい

不要なものを
手放したい
不要なものを
手放したい

自分自身を
癒したい
自分自身を
癒したい

☆詳細は近日公開

《すべてのベースである、ドルフィンスターテンプル®（DST）の教え》
ダイナビジョンユニバーシティ（以下DU）で体験いただく全てのセッション・ワーク
ショップ・プログラムのベースに「ドルフィンスターテンプル®ミステリースクール」（以下
DST）の秘儀があります。

6 月

DSTの創始者、アモラ・クァン・インと穴口恵子の出会いは1997年。カリ
フォルニア州のシャスタ山へ雑誌の取材に訪れた時のこと。アモラの無条
件の愛、対等性と自由意志を尊重する姿に感銘を受け、穴口は、その後5年
にわたり渡米しアモラのトレーニングのすべてを受け、日本で広めることを
決めたのです。このDSTの教えが、DUの全ての土台となっているのです。
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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・クァン・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創始者であるアモラ・
クァン・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儀の伝授をうけ、2000年にドルフィン・
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は、「Full Body Enlightenment」、
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・クァン・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、あなたの魂が描く最高最善の人生を引き出す学校であるドルフィン・スター・
テンプル®ミステリースクールは、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を目的としています。

ドルフィン・スターテンプル®ミステリースクールの目的

私がFSPコースを受講したワケ

実はFSP1コース受講するまで、とても時間が掛かったんです。検討する事6年・・・。
ですが、コースを受けるんだ！と決意してから、本当にびっくりするぐらい全てがスピードアップしたのです。
これにはびっくりです。まだコース入っていないのに。（笑）
そのスピード感と言ったら・・・ジェットコースターですね。息もつけないくらい山あり谷あり。（笑）
（コースを決めたら、決めた時から始まる。と聞きました。学びはもうそこから始まるのですね。）
そしてなぜ私が6年間も検討していたのか・・・コースに入れば間違いなく変われるし、自分自身パワーアップ
する事もどこかわかっていたんです。（コース中に気づきましたが）その自分の変化を自分が怖がっていたんで
す。
いつもいるところ＝心地よい　と感じており、どんなにきついことがあろうと、嫌なことがあろうと、そのいつ
もいるところが「私の場所」という認識だったようで、その「私の場所」から離れることが怖かったのです。
ですが、血反吐を吐く思いで（笑）6年掛かってようやくコース受講を決め、そして夢だったヒーラーへの道へ
の第一歩が踏めたんだー！と感動したのはコース初日・・・。現在、ヒーラーやってます♪  　東京都　Jさん

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（Full Sensory Perception）

FSP3

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（Pleadian Lightwork Intensives）

FSP2FSP1
※要PLI1

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胞団、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ものと同様の教えを伝授しました。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、レベル別にス
テップ・バイ・ステップで、チャネリング、リーディング、クリアリング、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

●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、良い選択を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（グラウ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。

コース参加で受け取れること
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● 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
● DNAのクリアリングと脳骨髄液の活性化
● 全脳の活性化

● 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・ポイントのシフト（個の進化を司るエネルギーのポイント）　など
（ （

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秘儀です。古代の秘儀を現代社会にマッチングし
たヒーリング手法に変えています。カー経路の活性化（16の経路を開き、ハイヤーセルフのエネルギーと繋ぐ）、聖なる
流れのマトリックス、ハイヤーセルフ、コスミッククンダリーニと地球のクンダリーニの活性化を促します。 ※前半・後半通
してご受講下さい。

【東京週末コース】前半
4月29日（金・祝）、30日（土）、
5月1日（日）、３日（火・祝）、４日（水・祝）、5日（木・祝）、
6月11日（土）、12日（日）
7月2日（土）、3日（日）
10:00～18:00 終了時間が遅くなる場合がございます。
210,000円（税込）
コスミック・ビジョン・スペース

コースのご案内

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）

PLI 1：『カー・アクティベーション』

2016年8月13日（土）、14日（日）、9月17日（土）、
18日（日）、19日（月・祝）10月8日（土）、9日（日）、
10日（月・祝）、11月26日（土）、27日（日）
10:00～18:00 終了時間が遅くなる場合がございます。
200,000円（税込）（早割７月６日（水）まで）
210,000円（税込）（7月7日（木）から）
コスミック・ビジョン・スペース

【東京週末コース】後半

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・福岡
金谷せいこ、MIKA、ハル、樋口貴子、ミッシェル
17,500円（～90分）／21,800円（91分～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。コース中や修了後など、理解を深めたい部分に焦点をあて、講師が
受講生のハイヤーセルフと繋がってリーディングし、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です。

● 魂のヒーリングと魂と肉体のつながりを強化する
● 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
● 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
● 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　など

PLI 2：『カー・アクティベーション』
神意識をこの肉体に統合し、地球とともに覚醒して生きるための秘伝がこのプログラムに含まれています。アクティベー
ション（活性化）の瞑想（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る）、細胞および原初の
8つの細胞と内臓と内分泌系のクリアリングとヒーリング、細胞のリコネクションヒーリングなど。

2016年9月10日（土）、11日（日）、9月5（土）、6（日）、
10月15日（土）16日（日）、11月5日（土）、6日（日）
12月10日（土）11日（日）
10：00～18：00　終了時間が遅くなる場合がございます。
240,000円（税込） （早割7月27日（水）まで）
250,000円（税込） （7月28日（木）から）
コスミック・ビジョン・スペース

【東京週末コース】

FSP1

FSP2

FSP3

●穏やかな変性意識状態で、全感覚機能に繋がって透視をする方法
●光の空間の設定®方法
●グランディングの方法
●オーラの浄化とオーラ境界線を築く方法
●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に融合する方法
●７つのチャクラの顕在意識レベルの透視方法

●チャクラの浄化とヒーリング方法
●異質なエネルギーや寄生体を浄化する方法
●不必要な契約の解除®や信念体系、価値観を開放する方法
●カルマを作らずに論理的に透視やヒーリングをする方法
●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）を活用しながら、浄化、ヒーリング、
　スピリチュアルな覚醒を行う方法

FSP（Full Sensory Perseption）コースとは、全感覚での認識、つまり、五感の持つすべての感覚を開き、私達が本来
持っている霊性や直観力を高めていくためのコースです。ドルフィンスターテンプル®（DST）のFSP1は、初級のコース
でありながら、DSTの基本的なテクニックをすべて学びます。DSTの聖なる空間に守られ、ハイアーセルフと繋がった状
態で行われます。

FSP1で学んだ内容をさらに深く、潜在意識まで読み取り開放・浄化していきます。ハイヤ－セルフとのつながりが深ま
り、人生がよりグレードアップするコースです。レベル１の内容をベースに、更に理解と実践スキルを深め、自己と各能力
の開放を丁寧に営む内容になっています。自己へのアクセスがしっかりと行われ、自己と各能力の理解が顕著に深まりま
す。無意識レベルに存在する問題まで開放していき、自己の本質や魂との深いつながり、自分がやりたい事や目指してい
るものが明確になっていきます。

このコースは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のリーディング
とヒーリングを行います。魂からの全感覚機能の開放を学び、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。

●初級のリーディングとヒーリングの応用
●ハイアーセルフとさらに深くつながる方法
●７つのチャクラの潜在意識レベルのリーディングとヒーリングの方法 
●顕在意識と潜在意識をつなぐブリッジのリーディングとヒーリング
●無意識レベルのリーディングとヒーリングの方法 
●聖なる流れのマトリックスのプロセス
●地球とコスミック・クンダリーニの活性化

●アストラル体のリーディングとヒーリング
●アセンションビーム（光線）のヒーリング方法
●エーテル体など各層の癒着の解消とヒーリング
●ディパターニング・リパターニング
●魂のヒーリングと再結合
●インナーチャイルドのリーディングとヒーリング
●性格のリーディング＆ヒーリング

●過去世のリーディングとヒーリング
●過去世のツインフレームのリーディングとヒーリング
●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
●魂のリカリブレーション（再活性化）

●現実化のための7チャクラのリーディングとヒーリング
●テレパシック・超感覚チャネルのクリアリング
●黒魔術のクリアリング
●自己妨害のクリアリング

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コース・FSP2コース・FSP3コースを1年間で学ぶコースです。コース修了された方々は、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。

■ 透視コース Full Sensory Perception（FSP）
コースのご案内

【FSP国際認定ヒーラー1年コース】

6月3日（金）4日（土）5日（日）24日（金）25日（土）26日（日）
7月17日（日）18日（月・祝）
8月20日（土）21日（日）
9月30日（金）10月1日（土）2日（日）
10月22日（土）23日（日）24日（月）
11月5日（土）6日（日）
12月3日（土）4日（日）

2017年1月13日（金）14日（土）15日（日）
2月24日（金）25日（土）26日（日）
3月11日（土）12日（日）
4月8日（土）9日（日）
600,000円（税込）（早割5月5日（水）まで）
660,000円（税込）（5月6日（木）から）
東京某所

日時

日時

料金
会場

日時

料金

会場

日時

料金

会場

● 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
● ハイアーセルフの活性化
● 多次元的ホログラフィックリコネクション　他

PLI 3：『カー・アクティベーション』
このプログラムはグループの状態を確認し、瞑想と光の都市にあるドルフィンスターテンプル®の空間をアンカー（固定）
して始まります。すべての教えは、神秘学校の秘伝であり、ヒーリング手法です。ヒーリングスキルのみならず、あなたの
エゴ（自我）や自我のアジェンダ（課題）をクリアーにし、パラダイムシフトが起こり、自らの神聖さを受け取って、人生を進
むべき方向へと導かれていきます。

2016年9月24日（土）、25日（日）、10月29日（土）、30（日）、
11月19日（土）20日（日）、12月3日（土）4日（日）、
17日（土）、18日（日）
10：00～18：00　終了時間が遅くなる場合がございます。
240,000円（税込） （早割7月27日（水）まで）
250,000円（税込） （7月28日（木）から）
コスミック・ビジョン・スペース

【東京週末コース】
日時

料金

会場

料金

会場

【東京コース】
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Workshop − 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

ワークショップ

安心してスピリチュアルを体験！

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

テーマ瞑想会■ メニュー1

4月2日（土）14：00～　　　   MIKA 　　　　3,000円　　　　コスミック・ビジョン・スペース【東京】

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・イン著書より、「虹色の炎の瞑想」を抽出した瞑想会です。ハイヤーセ
ルフとのつながりを深めながら、虹色の炎があなたの中にある神聖なエネルギーを感じることをサポートし、チャクラと身体の中を浄化しま
す。虹色の炎は様々な存在からのサポートがあり、あなたの肉体やハートにエネルギーを注ぎます。瞑想が終わった後も、その炎を感じてい
ただくだけで、サポートされ続けることを感じられます。

「虹色の炎の瞑想」

日時 講師 会場料金

5月27日（金）19：00～　　　   樋口貴子 　　　　3,000円　　　　コスミック・ビジョン・スペース【東京】

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・イン著書より、「執着のフックをはずすためのクリアリング・プロセス」を
抽出した瞑想会です。※アルケミークリスタルボウルを使用しての瞑想会です。特定の人物や状況に執着している時や、失うことへの恐れに
氣付いた時に効果的なクリアリング・プロセスです。執着のエネルギーに囚われている時には、あなたの中に特定の人物や課題を取り込んで
いて、それらとあなたの肉体とは執着のフックで繋がっています。執着のフックをはずすことにより、あなたは思い通りにならないジレンマか
ら解放され、そしてあなたが執着していた状況よりも、本来の創造の未来へと繋がって行くでしょう。

「執着のフックをはずすためのクリアリング・プロセス瞑想」

日時 講師 会場料金

6月7日（火）19：00～　　　  ミッシェル 　　　　3,000円　　　　コスミック・ビジョン・スペース【東京】

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・イン著書より、「地球上にある太陽の神殿と繋がる為の儀式の瞑想」を
抽出した瞑想会です。レムリア時代初期、太陽の神殿は聖なる場所として建てられ、崇拝されていました。多くの先住民の文化や、地球から
遠く離れたところの文化では、人類のことを太陽の子どもたち、太陽の息子たちと娘たち、太陽の家族などと呼んでいました。太陽の神殿は
世界中のさまざまな聖地に存在しており、今日でも、地球やそこに住む者たちと太陽との間に独自の聖なるつながりを保ち続けています。こ
の瞑想会では、あなたの魂をアメリカのシャスタ山、メキシコのパレンケ、ペルーのマチュピチュ、イギリスのグラストンベリー、エジプトのギ
ザの大ピラミッド、オーストラリアのウルル近く、ハワイのキラウエア山にある7つの太陽の神殿ひとつずつ結びつけていくよう誘導します。7
つの太陽の神殿は、あなたの意識と魂を太陽と地球に結びつけ、地球と太陽の両方に、聖なる母と父、ワンネスをもたらすべくプレアデスと
シリウスの存在たちから示されたものです。自分の中心にいながらにして聖なる道へと進んでいくための特別瞑想です。

「地球上にある太陽の神殿と繋がる為の儀式の瞑想」

日時 講師 会場料金

一回のワークで自己と深く繋がることができます、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。

名古屋
光の瞑想会

2016年5月2日（月）・6月20日（火）19:00～20:45 
ウインク愛知（愛知県産業労働センター）
1206号室（5月2日）／1205号室（6月20日）
JR・名鉄・近鉄・地下鉄　「名古屋」駅下車　徒歩2分
3,000円
☆当日ご参加大歓迎です！ 事前に下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。瞑想が苦手な方も脳波がα波となり、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。

◆ミニリーディングをご希望の方は１８：2０にお越しください。
別途 ￥2,000/10分です。事前にお申し込みください。

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。

FSP1練習会■ メニュー2

【大阪】 4月11日（月）　16：00～ 添田さおり
6月12日（日）　14：00～ 樋口貴子
3,000円
レインボーエンジェルズ大阪店　他

FSPを修了された方ならどなたでも参加できます。しばらくリーディングする機会がなかった方も、せっかく修得したドルフィンの手法を復習
してみませんか？みんなで集まって練習しましょう。

東　京
スピリチュアル体験☆瞑想会 4月8日（金）19:00～、5月7日（土）13:00～

Muses ミュゼス　千代田区神田和泉町１-７-１４ 和泉ビル１０２
［会場案内］http://www.muses.tokyo/access/
2,000円　　　　　林　陽子
［お問合わせ先］http://www.muses.tokyo/contact/
090-2569-3603

会場

料金 講師

日時

ドルフィンスターテンプル®が作る「安全に保たれた安らぎの光
の空間」の中、自分自身を深く感じ、源につながる癒しの瞑想で
す。講師の優しく穏やかな誘導のもと、ご自身のエネルギーと光
を融合し、究極の癒しの時間を体験してください。

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：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】 日程

時間

料金 会場

4月2日（土） HIROSHI
4月8日（金） ハル
4月13日（水） ミッシェル
4月15日（金） 林陽子
4月17日（日） ACCO
4月21日（木） まえひでこ
4月25日（月） 金谷せいこ

5月7日（土） HIROSHI
5月12日（木） ミッシェル
5月13日（金） 林陽子
5月15日（日） ACCO
5月16日（月） ハル
5月28日（土） 樋口貴子
5月30日（月） 金谷せいこ

6月4日（土） HIROSHI
6月7日（火） ミッシェル
6月13日（月） ハル
6月17日（金） 林陽子
6月18日（土） まえひでこ
6月20日（月） 金谷せいこ

17,500円（60分）　　　　コスミック・ビジョン・スペース　セッションルーム（中目黒）他

4月18日（月） 添田さおり
4月22日（金） 山本明子
4月23日（土） 樋口貴子

5月13日（金） 山本明子
5月21日（土） 樋口貴子
5月25日（水） 添田さおり

6月11日（土） 樋口貴子
6月18日（土） 山本明子
6月29日（水） 添田さおり

12：00～17：00　　　　　17,500円（60分）　　　　　レインボーエンジェルズ大阪店

【大阪】日程

時間 料金 会場

■ メニュー１ 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
穴口恵子推奨！

ドルフィン・スターテンプル®の光の真髄・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・エネルギーと共にバランスをとり、魂の成長のお手伝い
をさせて頂きます。

Private Session − 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

個人セッション

心のメンテナンス！エネルギーバランスをとる！

ドルフィン・スターテンプル®のティーチャー・アシスタントティーチャー陣
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®のティーチャー・アシスタントティーチャー陣
によるスピリチュアル個人セッションです

12：00～18：00

日時

料金
会場

講師



世界有数のパワースポット、聖地シャスタで穴口恵子からチャネリング、
ヒーリング、リーディング、チャネリングを直接学べる認定コース。
聖地でのワークがあなたの人生にとって最高のギフトとなるでしょう。

世界有数のパワースポット、聖地シャスタで穴口恵子からチャネリング、
ヒーリング、リーディング、チャネリングを直接学べる認定コース。
聖地でのワークがあなたの人生にとって最高のギフトとなるでしょう。

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

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

日時

料金 料金

7月11日（月）～7月15日（金） 9：00～19：00
【日本発7月10日（日）、日本着7月16日（土）】
200,000円（早割価格6月12日（日）まで）
220,000円（通常価格6月27日（月）まで）

FSP1

日時

料金

7月23日（土）～7月30日（土） 9：00～19：00
【日本発7月22日（金）、日本着7月31日（日）】
250,000円（早割価格6月22日（水）まで）
270,000円（通常価格7月8日（金）まで）

FSP3

日時 7月17日（日）～7月21日（木） 9：00～19：00
【日本発7月16日（土）、日本着7月22日（金）】
210,000円（早割価格6月17日（金）まで）
230,000円（通常価格7月1（金）まで）

FSP2

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。参加者がまず潜在意識の開放を行い自らの
深い癒しを体現していきます。光の空間を作り、高次の存在とつながりながら退行していくこの方法
は、通常のヒプノ技術と大きく違い、プロのヒプノセラピストの方々へもお勧めです。FSP1を受講され
た方ならどなたでも受講できます。
※受講後には認定証を発行します。

多次元ヒプノセラピスト認定コース in シャスタ
魂からの真の癒しを行う多次元ヒプノセラピー

【料金に含まれるもの】
授業料・教材費

【料金に含まれないもの】
●現地までの航空運賃 ●空港送迎費（片道1台150～240ドル目安） ●食費 ●お小遣い
●宿泊費（先着11名様は会場隣接の宿泊施設がご案内可能です。別途お問い合わせ下さい。）

8月2日（火）～8月9日（火）
【日本発8月1日（月）、日本着8月10日（水）】
10：00～18：00
190,000円（早割価格7月2（土）まで）
210,000円（通常価格7月26日（火）まで）
アメリカ・シャスタ山　　
聖地シャスタ・シティ内を予定
穴口 恵子

日時

場所
宿泊

料金

講師

【シャスタコースの航空券の手配について】

航空券のご手配は、各自でお願いしております。
ご手配の際には、別途ホームページのモデル便
を参照のうえ、最寄りの旅行会社にお問い合わ
せください。メドフォード空港から、シャスタ市内
までは、送迎をご用意いたします。

アメリカ・シャスタ山
聖地シャスタ・シティ内を予定
穴口恵子

場所

講師
宿泊

共 通

穴口恵子が贈る超古代レムリアの真実の愛の教え
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2015年グラストンベリーと大阪でトレイシー・アッシュを講
師に迎えて神聖アルケミースクールがスタートしました。そ
して、2016年4月9日（土）～17日（日）に再び、トレイシー
がアルケミストの学びを提供するために来日致します。
トレイシーは学ぶだけでなく、継続的にトレーニングをする
こと、そして社会へ影響を与えていくアルケミストとして、自
立を促してくれるわたしたちのティーチャーです。
その広くて深い教えが、ついに動画で受講いただけること
になりました。
「決まった日に遠方での会場参加は難しい、自分の生活のリズムに合わせて学びたい。」
というみなさまのために、独自のタイミングで学習をしていただける『神聖アルケミースクー
ルオンラインコース』で神聖アルケミースクール＜ＳＯＤＡ＞に入校することができます。

1．神聖なアルケミースクールへの入門 
2．トレイシーが現在行っている研究の簡単な歴史、パワースポットや歴史の原型、神聖なるアルケミーの世界的
な神話などについて。生命力、クンダリーニの目覚め、非二面性アプローチと技法、パワースポットの技法、叡
智そしてその科学について。

3.人類発展の次の段階は何か？神聖なるアルケミースクールへ入門があなたの神聖な可能性を加速させます。
この入門儀式は人類愛の次の段階へ進むためには必要不可欠であり、この惑星の最高善の変容のためへの
貢献となります。 

4.新たな神聖なる高周波数の構造へと移行するための導きについて。 他 

ディバインイニシエイトの内容（一部抜粋）■ ユニット１

1.時間構造、癒し、具現化そして目覚めの過程を再構築し、影響力の強いトラウマを解消する技術の伝授（日本
初の手法） 

2.周波数を認識し変化させ、物語を変化、拡張させ、現実にポジティブな影響を与える。人生を変容させ、世界に
ポジティブな影響を与える重要なリソース（資源）を受け取る 

3.スピリチュアルな高貴さを体験するプロセスを通して、内側の啓示やその他の目覚めをもたらす。 他

ディバインアルケミストの内容（一部抜粋）■ ユニット2

この地球上に新しい錬金術を学ぶ学校が復活しました！

オンラインコース開催！

UNIT1,2（全4日間分）＋オンラインフォローアップ10ヶ月（10回分）　24万円→20万円

世界的ベストセラー作家 アラン・コーエン最新プログラム
『運命の約束オンラインコース ～Date With Destiny～』

販売決定！

★詳しくは、ダイナビジョンのホームページにて公開中！

動画で収録したものをお申込み後に配信をするため、お好きな時にご自身のペースで動
画をご覧いただき、会場参加と同じように学習と実践ワークを進めることができます。
◆UNIT1,2は2015年10月に神聖アルケミー＠大阪校にて収録したものを配信
　（全4日間分）
◆UNIT1,2を受講した方であれば、どなたでも毎月約2時間のコースで配信される
　UNIT3～12の中からお好きな学習内容からお選びいただけます。
もちろん、トレイシー・アッシュの膨大な知恵の宝庫から、学びをより深めてアルケミストとして生きる方へのセット
で購入する場合は、お得なセット価格もご用意致しました。約1年間をかけて学ぶことで常に高周波を保つこと
ができ、真のアルケミストへと成長をしていけるコースです。

2016年神聖アルケミースクール会場参加価格の特典あり

アラン・コーエンの最新プログラム発売決定！さらに伝説のプログラムも再販売決定！

25ヶ国語に翻訳され『神との対話』の著者ニール・ドナルド・ウォルシュや『聖なる予言』
の著者ジェームス・レッドフィールド、ウェイン・W・ダイアー、日本では『ユダヤ人大富豪
の教え』の著者である本田健氏も支持する世界的なスピリチュアルリーダーのアラン・
コーエンの最新刊である『運命の約束‐生まれる前から決まっていること』のプログラ
ム化が決定致しました。

『運命の約束オンラインコース』とは、あなたの運命の約束を思い出すプログラムです。
「人はだれも、幸せになるために生まれてきました。私たちが生まれてきた目的は、誰し
も幸せになることです。生まれる前に、神様と約束して、この世に生まれたとしたら、どん
な約束をしてきたのでしょうか。あなたにとって、人生の目的、生きる意味とは何でしょう
か？」という問いかけから『運命の約束』（書籍）は始まります。私たち一人ひとりが生ま
れてきた目的を思い出し、今あるところからもっと幸せになるためにどのようなステッ

プを踏めば良いのでしょうか。『運命の約束』を深めながら誰でも「運命」を選択していくことができるようにサポー
トしてくれるコースです。

さらに、アラン・コーエンの伝説的プログラム２つの再販売が
決定しました！
アラン・コーエンが語る新世代のリーダーシップ（TLP）
このプログラムは今までのリーダーシップとは少し違っています。この新世
代のリーダーシップは人を導くことではなく、あなたの内側の声を聞くとこ
ろから始まります。あなたがどんな役職、立場、状況にいてもアラン・コーエ
ンが伝える新世代のリーダーシップはあなたの可能性を引き出すことにな
るでしょう。そしてこのプログラムは6ヶ月集中オンラインプログラムです。
6ヶ月かけてアラン・コーエンからリーダーシップを学ぶことができます。

アラン・コーエンによる習慣化で奇跡を起こすオンラインコース
アラン・コーエンの本を読んでいるが、実践をして知恵を体得したい。アラン・コーエ
ンのような生き方がしたいという方に向けて作られたのがこのコースです。1日に1
つのシートが送られてきます。あなたはそのシートを1日10分かけて読み簡単な
ワークを実施してください。頭での理解にとどまっていたアランの教えが、体感とし
て腑に落ちて生きられるようになります。こちらのオンラインコースは4ヶ月のコース
での販売でしたが、この度、6ヶ月コースとして生まれ変わります。

あなたにとてもパワフルなこれらのプログラムを紹介できることを、とてもうれしく思っています。私自身、35年
以上ワークショップを開催してきました。今回、お届けするエッセンスは、ハートから湧き出るビジョンやパワー
とつながろうと、真剣に人生と向き合ってきた、数万人の参加者とのやりとりの中で磨き上げられた集大成
です。身体、マインド、魂、感情体など、包括的にあつかうモデル（holistic model）をもとに、このプログラム
を設計しました。あなたも、あなたの世界を内からも外からも変えてしまう、このわくわくする冒険に参加して
くださることを望んでいます。　アラン・コーエン

アラン・コーエンから親愛なる日本の友人たちへ

☆プログラムの販売時期や価格などについては、ダイナビジョンのホームページにて順次公開します！
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心理学者 　若きクリスタル・シャーマン
クイチーの智慧を受け継ぐ息子
“虹の七つの光のグレートインカ同胞団”の、イニシエーションを受けたシャーマンであり神官。インカの祖先のすべての叡智を受け継ぎ、
“シャーマニック・タッチ”で触れるだけで患者の診断を確立させることができる卓越したヒーリング・パワーと超感覚を持つ。そしてボディ・マイ
ンド・スピリットを癒すことができる“インカメディスン”を実践することで、霊的成長とパラダイム（枠組み）変化に焦点を合わせた私独自の手法
を発達させて来た。人びとがスピリチュアルな道と使命を見つけることを助けており、心理学者として、私は個人的な成長を可能とする体験型
のスピリチュアル・ワークショップや会議、精神面の健康と病気予防を推進するキャンペーン、人生の幼年期や過去生からのトラウマを認識す
るためのワークショップを開発している。社会に変化をもたらすために、人間の潜在能力を育てることを可能にする戦略の開発に大きなモチ
ベーションを持っている。心理学者でクイチと共に講演活動に参加している。クイチーと共に神聖な儀式に参加している。インカの古代のフ
ルート（笛）で魂、スピリット、ハートからの音楽を奏でる。

ルシアーノ・フローレス LUCIANO   “THE YOUNG  KRISTAL SHAMAN”

クイチーは生粋のインカの血統を受け継ぐ者。母国語であるケチュア語で「世界の臍」を意味するクスコに生ま
れ、7歳の時に雷に打たれたことは、アンデスの宇宙観によればコミュニティを率い癒していく新しいシャーマン
が選ばれたことを意味する大変聖なるサインとされている。インディアンのスピリチュアルリーダーであり、詩人、
ペルーの政治家、歴史家そして研究者である。ストックホルムからブラジリア、ロサンジェルスからブエノスアイレ
ス、ストーンヘンジからコスタリカ、パリからニューヨーク、ティアワナコからマウントシャスタまで、世界中でカン
ファレンスを開催している。科学の修士号を持つ大学教授としてインカ的観点から量子力学を研究し、シャーマ
ニックでホリスティックな内容の代替療法を実践しており、「虹の七つの光のグレートインカ同胞団」の創始者で
あり、そのイニシエーションを受けた者が全大陸にいる。科学、哲学、美術、宗教と古代メディスンのエキスパー
ト。彼の使命は、惑星の隅々まで祖先のインカ・マスター達の叡智をもたらし、広めていくこととしている。

クイチー（レインボー・インカ・メディスンマン）Kuichy ( Rainbow Inka Medicine Man)

「2016年覚醒への加速！」
穴口恵子とクイチー＆ルシアーノと共に訪れる、ペルー聖地の旅
「2016年覚醒への加速！」
穴口恵子とクイチー＆ルシアーノと共に訪れる、ペルー聖地の旅

テーマ ： 地球のワンネスチャクラと無限大に繋がって、
　　　　ディバイン・デスティニーを選んで、ワンネスを生きる！

ペルーリトリートに関してのお問い合わせはダイナビジョンユニバーシティ大阪（レインボーエンジェルズ大阪店）まで
メール： E-mail：happy@rainbowangels-osaka.com  TEL:06-6943-8458

2015年、インカのシャーマンの智慧を受け継ぐ者、クイチーとルシアーノが久々にダイナビジョ
ンでのイベントを開催し、虹の同胞団の一員となり、シャーマンとしての目覚めを体験された方が
多くいらっしゃいました。そして、各地のイベントでクイチーが皆様にお伝えしていたとおり、
2016年に、ペルーリトリートの開催が決定致しました。穴口恵子と彼ら2人と共にする聖地リト
リートは、古代から受け継がれている各土地の神聖なエネルギーに触れることで、そこを訪れた
人の魂、肉体、思考、感情などのあらゆるレベルにおいて偉大な体験と気づきをもたらし、その結
果、人生に予想もできなかった驚くほどの変容を与えることがあります。また、聖地で出会うことを約束してきたような仲間と時間
を共有することで、生涯かけがえのない、師（メンター）や友を手に入れたり、まさにリアルに【神聖な道を開く旅路】と言えるで
しょう。そして、その全ての必然において、ダイナミックな変容がこのペルーリトリートには秘められています。

地球のクンダリーニ（生命エネルギー）の最もパワフルな場所が、南米のアンデス山脈にあり、ペルーに
は、多次元のポータルや地球の高次のチャクラが存在し、次元上昇の鍵が隠されている場所があります。
マチュピチュ、チチカカ湖、アラムムロ、オリャンタイタンボはそのようなパワースポットで、ディバイン・デ
スティニーを選択して、全てとひとつである感覚を開いて、あなたが想うこと、感じること、行動に移すこ
とが、自然に実現していく人生があり、それが、「あなたが人生の主役となり、この地球に生まれてきた目
的を達成する」ことへと繋がっています。これから2023年に向けて、あなたが新しい地球で展開していく
ワンネス文明でいかに生きるか？が今、問われています。あなたのディバイン・セルフ（神聖な自己）とひと
つになることを体験して、母なる地球が選んだ「ディバイン・フォースの覚醒」を遂げて、地球の神聖な運命を共に生きるか？という選択をする
時なのです。

「ディバイン・フォースの覚醒」とは、あなたがディバイン・セルフと肉体でひとつとなり、自らの神聖な命の
力を無限に発揮して、目覚めた意識でこの地上に天を創造する道を選択することなのです。「ディバイン・
フォースの覚醒」を実現するために、避けて通ることのできない３つの鍵があります。もし、あなたがペ
ルーと深い魂の繋がりを感じているならば、あなたがこのメンバーの一員と
なって、この3つの鍵を手にして、地球の覚醒と人類の覚醒に貢献していく
アセンション・ライトワーカーかもしれません。ペルー、マチュピチュその他の
聖地の名前に魅かれる方。クイチーとルシアーノに2015年に会われた方、
シャーマン、覚醒の加速の言葉に魅かれる方、ペルーをいつか訪れたいと思
うのであれば、マスター恵子、クイチー、ルシアーノと共にぜひ、2016年に
ワンネスへの文明をいち早く体験していきましょう ！

穴口恵子曰く・・・
『このペルーリトリートを2016年に開催し、みなさまと共に旅をする必然的な理由は、一人一人の【覚醒への加速】が
ペルーの各地で受け取れることができ、それによりワンネスの文明を体験することができるため。』

インカ帝国は南アメリカ５ヶ国（ペルー、チリ、エクアドル、ボリビア、コロンビア）にも渡って発展しただけでなく、哲学、芸術、宗教といった学
術的知識も高度に発達していました。それは彼らが１００トンにもなる石を完璧に組み合わせて構造物に台形の入り口を作っている点や、
驚くべき農業技術からもうかがい知ることができます。インカ帝国の深遠な思想は、人類は自然のリズムによって振動しており、宇宙の一部
であり、そこには一切の分離はなく、ワンネスの意識、永続的な魂、そして神聖なる自己、Nokan Kani/ノーカン・カニ（私は神である/私はこ
こに存在する）という結論にたどり着いたのです。両手でインカの空に触れ、世界の叡智に達したマスター達、神聖なるインカの大地と人生
の聖なる泉のエネルギーを取り入れたレインボーエンジェルのマスターである穴口恵子は、ペルーのクスコの異なるボルテックスへの覚醒
を加速させる方法を知っています。恵子はサクサイマンのクンダリーニ、そして蛇の神の叡智の寺院、オリャンタイタンボの神聖なる愛の寺
院の扉を開くでしょう。彼女はマチュピチュの虹のクリスタルシティーへの経路を開くカギを握っているのです。マスター恵子は、いかに過去
からの負のエネルギーを転化させるか、身体的、感情的、精神的な病気を癒すか、過去のトラウマを癒すか、全人類の素晴らしい未来のた
めの神聖なる愛を突出させ、幸福感情と精神的な平安への新たな気づきを共同創造し、覚醒、創造性、真実の愛と意識の拡大を一致さ
せる喜びを促進する方法や、不完全で失敗に終わった関係の癒し方を知っています。そして、マスタークイチーは偉大なるシャーマンとして、
愛と叡智のカギを握っています。神聖なるインカの寺院のすべての扉を開ける力を握っており、２０年前、彼はマスター恵子を秘められた神
聖なる寺院へと連れていき、神聖なる魂とのコミュニケーションを図りました。巡礼の旅では、すべての参加者のために、クイチーが当時と
同じ力強い儀礼と儀式を行う予定です。そして、若きマスターであり心理学者であるルシアーノが奏でる聖なる音楽によって、聖なるボル
テックスはさらに加速され、私たちは全員、日本の兄弟であるあなた方の意識の覚醒を加速するために働きかけるのです。さらには、アマゾ
ンでは、インカのシャーマン達の間で、神聖かつ母なる薬草を使って行われていた儀式を通して素晴らしい意識の覚醒が起こるでしょう。

クイチー（レインボー・インカ・メディスンマン）からのメッセージ

このリトリートで訪れる予定の聖地 ※諸事情により変更されることがあります。ご了承ください。

クスコ（インカ語で「ケシュア」）
（クスコは）世界のへそ、宇宙の中心、みぞおち、腹部脳、感情的な領域。この町に着くと、パワーの源とつながることができる。ボ
ルテックスがあなたの感情、悪いカルマ、トラウマ、過去生、満たされない関係を転化してくれる。この町で呼吸することは、ただ私
たちの数千年に渡る細胞（染色体）の記憶を呼び起こすのではなく、私たちひとりひとりの意識の覚醒の飛躍的進歩を促進する。
クイチー曰く、インカの大地であるクスコでの１日は、１０００年分の瞑想と等しい。

サクサイワマン―叡智の寺院―クンダリーニの力
それは光線の形をとった叡智を司る蛇の女神を祀った神聖なる寺院です。ここでは私たちの全員が瞬時にクンダリーニへの気づ
きを促進し、性的なエナジーを我々の松果体に昇華し、我々の第３の目を開きます。

オリャイタイタンボ―愛の寺院
４つの風を司る寺院です。ここであなたは純粋なプラーナを取り入れ、心臓のハートチャクラを瞬時に開き、過去世から今世におよ
ぶすべての愛を思い出します。なぜなら、オリャイタイタンボは愛の寺院だからです。このオリャイタイタンボの神聖なる寺院は
25000年前の古代レムリアの賢者達により遺された、虹の光の同胞団、アンデス山脈のシンボルなのです。

リトリート代金：450,000円（税込）

《参加費に含まれるもの》
ワークショップ費用、宿泊費、期間中の現地での陸上移動費、現
地での通訳代、ガイド代
《参加費に含まれないもの》
日本からの国際線航空券代、食事代、現地でのオプショナルイ
ベント（現地で突然のご縁による、参加者の皆さまの同意で参
加するイベント）、現地でかかるチップ代、おみやげ代、海外旅
行保険代金等

開催日：2016年6月27日（日本発）～7月11日 リマ発（日本着12日）

※ワークショップにお申し込みいただいたあと、日程に合わせ
た航空券をご購入ください。
※モデル便の手配をご希望の方は、お申込み時の画面より
「オプションの航空券あり」をお選びいただき、購入していた
だくことが可能です。下記までご連絡をお願いいたします。

航空券、前泊・延泊などオプション手配につきましては、
株式会社レディココ（担当：伊藤） info@lady-coco.com
TEL：03-6412-7899 / FAX：03-6412-7995



大切なのは、自分の人生の領域にフォーカスして、
じっくり自分自身の魂と対話をする時間を取ることです。

そして、限りない無限の豊かさをマスターするステージへとシフト・チェンジしていく
チャンスを掴んで、どんな混沌や出来事の中でも

絶対的に安定した豊かさを継続していくバイブレーションをアンカー（固定）できる
ようにしていきましょう。

天と地のエネルギーが満ちるセドナとシャスタで、
最も必要な魂レベルの癒しと気づきを受け取りましょう。
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【リトリート代金に含まれるもの】
アラン＆穴口恵子のセミナー代、通訳代、宿泊代、初日ディナー・2日目＆4日目のランチ代、初日
ディナー会場への移動代
【含まれないもの】
航空費、現地空港⇔宿泊施設までの交通費（片道約35～105ドル前後）、別途料金のオプション各種、
フリータイム時の食事・おみやげ代・チップ等

2016/6/10（日本発）～6/16（日本着）／5泊７日

～日常から一歩離れ、ありのままの自分に戻る～

私の住むハワイ島でのリトリートは、あなたのハートをオープンにします。ぼやけ
た視界がクリアーになり、人生を高い視点から見とおす機会となるでしょう。
今回は日本と海外から参加者が集います。西と東が出会うとき、お互いの人生に
新たな見方がもたらされ、癒しや気づきが起こるでしょう。 アラン・コーエン

～理想の自分を追い求めるのを止めた時、本物の人生が見えてくる～

ハワイ諸島の中でも、ハワイ島というのはキラウェア火山に宿る『火の女神ペレ』
の浄化のエネルギーで満ちています。ハワイ島のパワーで古い思考をデトック
ス。すると、人生の中で報われないと感じていたものが表面化し、癒され、自分の
コントロールしたやり方ではない形で道が開けてくるでしょう。 穴口恵子

このリトリートでは『運命の約束～生まれる前から決まっていること』をテーマに、アランと穴口恵子
が１人ひとりと対話しながら、様々なレクチャー、ペアワーク・グループワークを行っていきます。合間
のフリータイムでは、ホテル内やビーチでくつろいだり、世界有数のパワースポット・ハワイ島の大自
然を堪能することも。
ハワイ島の大自然×セミナーでの深い叡智×「引き寄せの法則」で集まった仲間×新鮮な食事×毎日
の瞑想により、最大の学び・気づきが促されるでしょう。

参加費：278,000円
※ご利用されるお部屋のグレードにより、
　追加代金がかかります。
　詳細はHP をご覧ください。

アランの住む癒しのハワイ島で、全米No1ビーチを望みながら過ごす5日間！

アラン・コーエン＆穴口恵子
ライフマスタリー・リトリート in ハワイ島

運命の約束 ～Date with Destiny～

地球のハートチャクラ

グラストンベリー リトリート

イギリス、トールの丘にそびえ立つミカエルの塔。
そこはまさに圧巻！というほどパワフルなエネルギーに満
ち溢れた聖地のひとつ。グラストンベリーと古代エジプト
の間には、神聖アルケミーのポータルがあり、この２つは
パワフルなレイライン（龍脈）で繋がっているといわれて
います。
昨年秋に開催された、グラストンベリーのリトリートでは
『神聖な男性性のレイラインの聖ミカエルライン』と『神聖
な女性性の聖マリアレイライン』のもとで、地球の男性性
と女性性を統合するワンネスの光のコードが降ろされまし
た。また、グラストンベリーは地球のハートチャクラともい
われ、そのイニシエーションを受け取ることは「大地の女
神ガイアに愛される」 ということでもあります。
それはつまり、自分自身が本当に愛で満たされている状
態、自分自身を心から愛する許可を出すということ。

穴口恵子はこれまで、古代の神官であった有志とともに、古代エジプトから
教わっていたナイル川のワンネスレイラインを開き、活性化を行って来まし
た。2016年こそ、あなた自身が神聖なるワンネスの意識とひとつとなって、
地球から降り注ぐ愛の祝福を受け取りませんか？ 

大天使ミカエルと聖母マリアのレイラインがクロスするトールの丘で、
男性性と女性性を統合し内なるワンネスを遂げる！

～グラストンベリー&アイルランド リトリート開催日程～
日時：2016年9月21日～9月28日頃を予定
※開催日時は変更となる場合もございます。
　詳細はHPにてご確認下さいませ。

アイルランド&グラストンベリー　聖地紹介DVD絶賛販売中！
～ミカエルと聖母マリアのレイラインが通る伝説の地で《無条件の愛と真実》を受け取る～

穴口恵子が実際にアイルランドとグラストンベリーにある聖地をめぐり、あなたの真
実を生きるためのイニシエーションをお届けします。アイルランドとイギリス・グラスト
ンベリーはアトランティス時代の島ともいわれる伝説の地。トールの丘には、ミカエル
のレイライン（龍脈）が通っています。このパワフルな地で、潜在意識や細胞・DNAレ
ベルにあるブロックを解除し、天命や目標・夢を叶える力を目覚めさせましょう。

ご購入はこちら【Rainbow Angels Online Shop】

http://www.rainbowangels.jp/
セット価格：3,428円（内税）
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11次元から贈られる愛と光のメッセージで
自分を癒し、クリアリングする。

講師：Dr.テリー・サイモンズ (Dr.Terrie Symons)

DUカリキュラム／まず自己を癒そう

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」の司令官として、11次元に存在しています。彼の役割は地球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です。人類、特に「スターシード」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。

前半は、当日集まったグループ全体のエネルギーを見ながらアシュタールがメッセージを伝えます。後半では参加者からの質
問についてアシュタールがひとつひとつ答えてきます。宇宙やアセンションについて、また個人的な質問でも結構です。ア
シュタールからの回答は、あなたの質問の仕方によって変わります。高い次元で質問すると、高い次元の回答となるでしょう。

グループセッション■ メニュー1

【東京】5月23日（月） コスミックビジョンスペース
【大阪】5月28日（土） レインボーエンジェルズ大阪店
【福岡】6月4日（土） 西鉄イン福岡
【仙台】6月12日（日） 仙台市内
各セッション時間：10：30～13：00（東京のみ14：00～16：30、19：00～21：30）
15,000円（税込・通訳あり）

日時 会場

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、あなたからの質問にもお答えします。

個人セッション■ メニュー2

【東京】5月19日（木）20日（金）23日（月）24日（火） コスミックビジョンスペース
【大阪】5月26日（木）～28日（土）、30日（月）、31（火） レインボーエンジェルズ大阪店
【福岡】6月2日（木）～4日（土）、6日（月） 西鉄イン福岡
【仙台】6月9日（木）～11日（土） 仙台市内
各日 11:00～、12:00～、14:30～、15:30～、16:30～、17:30～、18:30～（各50分）
39,800円（通訳あり）／35,000円（通訳なし）

日時 会場

料金

※日時は変更となる可能性があります。詳細はHPからご確認ください。

アシュタールがあなたのエネルギー調整を1日かけて行う、体験型ワークショップです。会
場を愛で満たされた宇宙空間へとチューニングしていき、あなたの体からのメッセージを
聞き、必要な場所へヒーリングとクリアリングを行っていきます。アシュタールから、いま必
要なメッセージもお伝えします。この冬に溜め込んだあらゆる疲れや滞りが根こそぎ浄化
され、新しい季節、軽やかにステージチェンジする手助けとなるでしょう。東京では室内
ワークに加え、美しい自然に囲まれた江の島の寺社でのフィールドワークも。大阪・福岡は
室内でのワークのみとなります。

アウエイクニング・ヒーリング2DAYS&1DAYワークショップ■ メニュー3

【東京】5月21日（土） 10：00～18：00  コスミックビジョンスペース
　　　5月22日（日） 10：30～17：00 江の島の寺社でのフィールドワーク
【大阪】5月29日（日） 10：00～18：00 天満橋周辺
【福岡】6月5日（日） 10：00～18：00 西鉄イン福岡 
【東京】早割58,000円／通常68,000円
【大阪・福岡】早割33,000円／通常38,000円
※会場・日時変更の可能性もありますので、詳細はHPをご確認ください。

日時 会場

料金

2016年の春、新たなスタートへ向けて、あなたのエネルギーをシフトしていきましょう！
日本屈指のパワースポットから、テリーとアシュタールがあなたのもとへ、パワフルなエネルギーをお届けします。

芽吹きの春に～進化と浄化のアセンションエナジー遠隔グループセッション■ メニュー4

2016年5月22日（日）13：00～13:50 
ご自宅などお好きな場所で受け取っていただけます。
1ヶ所10,800円（税込・通訳あり）

日時
会場
料金

Dr. テリー・サイモンズの体験談
アシュタールは私の人生を変えてくれました。彼は神の無条件の愛を体現していて、それは私がずっと望んでいたも
のでした。彼は、以前の私には想像もできなかった方向へと私を導いてくれています。私は素晴らしい人間関係に囲
まれていますが、それでも行き詰った時にはアシュタールの愛のガイダンスによって助けられてきました。私が気がつ
いたことは、仕事とは自分の情熱のもとを見つけて、それを生きることだということです。アシュタールがこれまで私
の人生にもたらしてくれた変化に心から感謝します。
テリー、アシュタールからのギフトを取り次いでくれてありがとう。あなたが想像できる以上の方法であなたは私の人
生に変化をもたらしてくれました。あなたは本当に愛の天使であり、私に飛ぶための翼を与えてくれた存在です。
愛と祝福を込めて、ロレッタ

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
関係や人間関係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ち、1990年にあるスピリットがやってきて、ライトワーカーとして仕事
をするようにメッセージを受ける。そこから、「トランスチャネラー」として、アシュタールのチャネルとなり、
世界に光と愛を伝えている。

Dr. テリー・サイモンズ Dr. Terrie Symons
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自分の使命が分からない/もっと才能を開きたい/豊かになりたい/素
敵なパートナーと巡り会いたい/…etc
誰もがそう願うのは、自分自身の魂がそれを実現できる可能性をちゃ
んと知っているからです。自分の人生のシナリオを描くのも生きるの
もあなた自身が主人公。遠隔伝授グループセッションのエネルギー
は、あなたが一歩前に踏み出したい時、魂の進化を受け入れる覚悟
ができた時、宇宙の最善の流れと共にあなた本来の魂に点火し、パワ
フルに背中を押してサポートをしてくれるでしょう。

穴口恵子が行う遠隔伝授グループセッションでは、セッションを行
う前に、徹底的にエネルギーの通り道をクリアにし、ヒーリングを
行い、そこからエネルギーを流していきます。このクリアリング&
ヒーリングだけでもパワフルなのに、そこで一気に高次元のエネ
ルギーを流していくので、変化変容が起きて恩恵を受け取りやす
くなるのです。エネルギーの通り道に溜まっていた、不要なエネル
ギー・疲れ・くすぶっていた感情などが、高周波のゴールドの光に
よって優しく溶きほぐされていくと、あなたが本来持って生まれて

きた源の魂の輝きが共鳴して、自分自身の内側から神聖でパワフルなエネルギーが湧い
てくることに気付くことでしょう。

「すべてうまくいくのは、エネルギーワークを繰り返し
行って、クリアにし続けているから！エネルギーの通り道
が汚れていたら、通るはずのエネルギーが通らないの
よ！だから、遠隔伝授グループセッションを受けた方に
は、お届けしている音声をぜひ繰り返し聞いてほしいの
よね！」と穴口恵子は言います。もちろん一度受けただけ
でも十分に変容を促してくれますが、何度も繰り返しエ
ネルギーを流し続けることで、あなたの内側がどんどん
と活性化し、実現力はさらに加速していきます。

遠隔伝授の流れ
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①選ぶ
お好きな遠隔伝授を
お選びください。

②お申込み ③事前メール ④実施日 ⑤音声配信

ＣＤをご注文された方には2週間以内を目途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
み下さい。お申込み締
め切りは開催日により
異なりますのでご確認
ください。

開催前に遠隔伝授のテ
キストをメールにて送付
致します。郵送での送付
も承ります。

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。

ＣＤをご注文された方には2週間以内を目途にお届けいたします

テーマ遠隔&聖地遠隔を受け取って
自分が主人公の人生を生きる！

あなたが《受け取る》と決めた瞬間から、現実は大きく動き始めます。

現実を変えたい/才能を開きたい/人の役に立ちたい！という方にオススメのイベント

すべての遠隔伝授セッションにおいて、穴口恵子は、まず皆さんが遠隔エネルギーを受け取る準備を
整えるため、高次の存在とつながって聖域を作り、すべての参加者のハイアーセルフを通して、意識の
変容を促したり、ブロックを解除したり、必要なクリアリングとヒーリングを行っていきます。これは、遠
隔伝授のエネルギーを流していく時に、ブロックなどエネルギーを滞らせている不純物があると、折角
流したエネルギーを純粋に受け取って頂くことができないからです。あなた自身はどこにいても、だれ
と過ごしていても、眠っていたとしても大丈夫です。ただリラックスして、遠隔のエネルギーが流されて
いることを信頼していてください。

1月の新月にレインボードラゴン遠隔ヒーリングを受けました。私は遠隔ヒーリングを受けていると、たい
がいは途中で寝てしまいます。今回も例にもれず、グッスリ寝てしまいました…。しばらくは気付かなかった
のですが、CDが届いてそれを聴くようになってから変わってきました！今は派遣で短期の仕事をしていま
すが、人間関係があまり楽しめず休み時間になったら居心地が少し悪く感じていました。いろんな仕事を
してきましたが、どの仕事をしても｢楽しくないしやりがいがない｣と感じていました。それがレインボードラ
ゴンヒーリングを受けて、人の目があまり気にならなくなりました。自分は自分自身でいいんだ、と思えるよ
うになったのです！！仕事も前に比べたら、少し楽しくなっています。自分は守られているという感覚もある
し、将来に対しての余計な不安がなくなりました。（全く無くなったという訳ではありませんが）。何かとても
パワフルなものを感じています。今になってこの素晴らしいレインボードラゴンヒーリングを、なぜもっと早く
うけなかったのか不思議に思うくらいです。だけど、この時期がベストタイミングだったのかもしれません
ね！レインボードラゴンカードも、部屋に大切に飾ってあります♪♪　短期の仕事は3月上旬で終了です
が、また新しい仕事が決まりました。一応試用期間がありますが、ぜひ挑戦して頑張ります！！本当にありが
とうございました。（Yさま）

遠隔リピーターの体験談
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穴口恵子によっておろされた、高次の存在のエネルギーを流しアクティベーション（活
性化）を行います。ベストなタイミングで届けられる、ベストなメッセージを受け取って
パワフルに行動を起こしていくことができるでしょう。

聖地遠隔
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テーマ遠隔

穴口恵子が実際に、聖地へと足を運び、その土地の歴史を感じながら、高次の存在か
ら受け取ったメッセージをアクティベートしていくことで、あなたが持ち続けてきたパ
ターンをクリアにして、深い気付きと変容を促します。

屋久島は、樹齢7200年と言われる縄文杉でも有名で、
世界遺産にも指定されています。太古から続く森の息
吹を感じられる、精霊や神々が宿る島です。

これまでご愛顧頂いておりました、定期遠隔グループセッションにつきましては、テーマ遠隔
の中のベストなタイミングで、これからもお届けしていく予定です。いつ登場するのか、チャン
スをお見逃しなく！

今年新登場したテーマ遠隔のご紹介

神聖な炎を点火して、実現力を加速する
フェニックス・ライジングアクティベーション

～あなたのなかに眠っている情熱が湧き上がり、
　　行動力がドンドン掻き立てられる！～

2016年１月31日～2月3日の3日間限定募集で行われた、初登
場の遠隔伝授グループセッション。『フェニックス・ライジングアク
ティベーション』は、おかげさまで150名を超えるお客様からの反
響を頂き「パワフルで羽が生えた感覚だった」「苦手だった人に
対して平和な気持ちでいられるようになった」「肩の力がふっと
抜けたような感覚で、楽しく前に進もうと思えるようになった」「過
去の罪悪感から解放された」など、多くの感想の声をお寄せ頂き
ました。
また、この遠隔アクティベーションを受けると、他者への伝授もで
きるようになるので、ご自身のセッションに取り入れて頂くことも可能です。

さて、次はどんなテーマ遠隔が開催されるのか、穴口恵子のチャネリングによってある日突然メッセー
ジが降ろされるので、私たちコンシェルジュも先が読めません（笑）。
こんな遠隔を受けてみたい！この存在のエネルギーを送ってほしい！など穴口へのリクエストなどありま
したら、ぜひお聞かせください。

４月開催予定の聖地遠隔

❖『屋久島から贈る遠隔グループセッション』
4月５日（火）

ブッダガヤには世界遺産でもあり、仏教では最高の
聖地とされています。
また、かの有名な『西遊記』のお話では、三蔵法師が
目指していた目的地ともいわれていて、すべての仏
教徒の重要な場所であるマハーボディ寺院がありま
す。今も各国から僧侶たちがこの地を訪れ、修行を
行っている神聖な場所です。

５月開催予定の聖地遠隔

❖『インドの世界遺産ブッダガヤから贈る遠隔グループセッション』

穴口恵子が魂の使命に目覚めるきっかけとなった、
始まりの地。虹の光の同胞団とつながり、あなたの才
能を開く鍵を受け取りませんか？

６月開催予定の聖地遠隔

❖『聖地ペルー/マチュピチュから贈る
　遠隔グループセッション』

※各遠隔の詳細につきましては、決定次第HPやメルマガなどでご案内させていただきます。

アセンデッド
・マスター
サナトクマラ

アセンデッド
・マスター
サナトクマラ

レインボー
ドラゴン
レインボー
ドラゴン

アバンダン
ティア

アバンダン
ティア

ホーリーマザー
&

ホーリーファザー

ホーリーマザー
&

ホーリーファザー
ダイアモンド
ライトボディ
ダイアモンド
ライトボディ

今までの定期遠隔シリーズは、どうなるの？

遠隔に関するご案内▶　http://www.keikoanaguchi.com/EK.html

『フェニックス・ライジングカード』
穴口恵子のチャネリングしたフェニックス
が地球を飛び立って、ワンネスの世界に向
かっている姿をイメージ化した作品。伝授
にお申し込み頂いた方のみご購入いただ
けます。

4月・5月・6月に新たな遠隔開催決定！！
月ごとのテーマに沿って、あなたのスピリアルライフをバックアップしてくれる、
グループ遠隔ヒーリング&アクティベーションです。詳細は36ページへ。
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【コラム】
1） スピリチュアルな世界を知ったきっかけは？
2） 穴口恵子との出会い、そして、変化
3） 恵子さんから教わった学びを伝えていきたい

恵子さんから教わった学びを伝えていきたい
Q:　これからのビジョンや想いなどをお聞かせください。
A:　今でこそ、元気いっぱい、ハッピーオーラ全開と言われる私にも、軽い人間不信や、原因不明の体調不良で仕
事も続けられないほど生きづらい時代がありました。そんな私でも、毎日元気でハッピーに生まれ変わりました。す
べての経験も、体験も私にとっての宝物。これらの体験を通して、どんなことも乗り越えられる自信を受け取りまし
た。最高最善の人生を選ぶために必要なことは、真実を感じること、観ると決めること、そしてほんの少しの勇気。私
は、恵子さんから受け取った学びを、自分のもともと持っているものと統合していきたいです。ファシリテーターとし
て、恵子さんが行きたくても行けないような細かな都市にもどんどん出かけていって全国津々浦々回りながら、そ
の学びを伝えていきたいと思っています！そこに参加してくださる方の最善を意図して、自分自身を癒すことの大切
さや、自分に立ち返る神聖さを必要な方に届けられるといいなと感じています。
Q:　ありがとうございました！
A:　こちらこそ！ありがとうございました！

Spireal Life 1問1答コーナー

Q：　りかさんにとってのスピリアルライフを一言で表すと？
A：　神聖な自分を現実で活かすこと！
Q：　日々大切にしていることは何ですか？
A：　感謝すること
Q：　今まで購入された商品で、いちばんのお気に入りは？
A：　アシュタールジュエリーです！

▶お気に入りのアシュタールジュエリーたち
左：ゴールデンアゼツライト／右：スギライト

“人生の転機となった出逢い”
ダイナビジョンでの学びを通して、スピリアルライフを実践しているお客
様をご紹介させて頂きます。
第一回目は、穴口恵子直伝のマスターチャネラーコースから始まり、ス
ピリチュアル起業プログラム→ドルフィンスターテンプルFSP1→コスモ
フュージョンプログラム、遠隔グループセッションや個人セッションなど
次 と々アクションを起こし、進化と変容をし続けていらっしゃる、菱沼理華
さんへのインタビューをお届けします。

インタビュー：
菱沼 理華さん  Rika Hishinuma

スピリチュアルな世界を知ったきっかけ
Q:　スピリチュアルな世界は、もともとお好きだったんですか？
A:　スピリチュアルは、嫌いじゃないけど、どこか信じていない自分がいました。「どうせ綺麗事だよ」「そんなに人生
うまくいかないよ」っていう感覚です。でも、数年前に習いに行ったお華の教室がきっかけで、スピリチュアルを学
ぶ扉が開きました！その先生がプライベートで気功をされていることを聞いて、もともと「気を感じる」のも好きだっ
たから、気功の先生をご紹介頂いて学び始めたんです。

Q:　ダイナビジョンや恵子さんを知ったきっかけについて教えてください。
A:　気功を学ぶのは好きだったんですが、しばらくして、自分に合っていないというか・・・わたしにはなんか違う気
がするって感じ始めたんです。その頃に、宇都宮の癒しフェスタで穴口恵子さんという方が講演されることを知りま
した。それまでは本当に、恵子さんもダイナビジョンさんのことも全然知らなかったんですよ！

穴口恵子との出会い・・・そして変化
Q:　スピリチュアルを信じていない時期があったとのことでしたが、恵子さんは何が
違ったんでしょうか？
A:　癒しフェスタで、講演をしている恵子さんを見ていたら、後ろにでっかい羽根が
見えたんです！その時、体感的に「この人は、愛だな」と思いました。初めてダイナビ
ジョンで受講したコースは、2014年春のマスターチャネラー認定コース（現：チャネ
リングマスター認定コース）。その前にも、いくつか恵子さんの遠隔セッションを受け
ていました。中でも、エジプト遠隔は特にすごかったです！私の場合は、とにかく体に
反応が出て、頭が痛くなったり、電気が走ってるような感じでピリピリしたりしました
ね。ドルフィンのコースを受けるかマスチャを受けるか迷っていた時、友人がマス
チャを受けるって言ってたので、ダイナビジョンではまずそこからスタートしました。

Q:　そこからすごい勢いで次 と々コースを受けられていますが、ご自身の中にどんな変化があったのでしょう？ 
A:　もともとメッセージを受け取るチャネルは開いていた方だと思います。2015年春に「０からのスタート」という
メッセージを（見えない存在から）受け取っていたんです。そのタイミングで、スピリチュアル起業０期生募集のお
知らせを知って、「０からのスタート」というキーワードとのシンクロに惹かれて申し込みを決めました。　
今まで受けたコースの中で一番深かったのは、コスモフュージョンプログラムですね！　
スピリチュアルな学びを進めていくと、一旦は大きく現実とのギャップみたいなものに悩み苦しむけれど、自分を深
めること、向き合うことが、本来の自分の軸に戻してくれるんだということを学びました。
私の体験の中では、人間関係における変化が非常に大きいです。一言で言うと、生きるのが楽になりました。白黒
の判断や勝ち負けの判断がすべてで生きてきた私が、人の人生や生き方に良し悪しをつけなくなったことは、大き
な変化のひとつだと感じています。また、相手を愛することや信頼すること、尊重することを知って、付き合う人々や
取り囲む人々も変わりました。自分の尊重と相手の尊重がイコールになると、エネルギーが循環して、具現化が本
当に早くなります。マイナスがプラスで動くとどれだけの奇跡を起こすか、私は体感したからこそ、これからそれをど
んどんと人に伝えていきたいと思っています。目の前に起こっていることは、全て越えられる！同じタイミングで受講
したドルフィンのコース（FSP1）も、かなり深かったです。忙しい中でも同時進行したのは、私にとっての学びを深め
てくれる体験となりました。

Spireal Life Report

－Rika Hishinuma－
コスモフュージョンプログラムトレーナー 
コスモフュージョンカウンセラー
一般社団法人スピリチュアルアントレ
アカデミー認定スピリチュアルコーチ
穴口恵子認定チャネリングマスター
ドルフィンスターテンプルFSP１修了
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～アモラからの最後のメッセージ～

世 界 的スピリチュアルリーダー
アラン・コーエン最新刊

セドナストーンは聖地セドナで産出されるパワーストーン。身体の
経路システムのバランスを整え、活性化します。精神体と透視能力
を含めたサイキックな能力を向上させ、過去世を思い出したり霊
的存在からメッセージを受け取るような体験のきっかけを与えてく
れます。スピリチュアルな進化を加速させていきます。ニューエイジ
ストーン界のロバートシモンズ氏は、このクリスタルをサークル状
に並べることでミニボルテックスを作る事が出来ると言っていま
す。またモルダバイトやアゼツライトと共に持つことで、強く共鳴し、
変容を加速するそうです！

レインボーエンジェルズ 一押しクリスタル

セドナストーン

東京店

〒153-0051　東京都目黒区上目黒2-25-10　TEL：03-3791-8465
（12:00～20:00 / 定休日：第３火曜日）

ドルフィン・スターテンプル®ミステリースクールの創始
者であるアモラ・クァン・イン。
2013年、光へと還っていきましたが、生前アモラは
ティーチャーやヒーラーとして、勢力的に活動し、数多く
の人たちを癒し、導いてきました。
そんな彼女自身の体験を通して、私たちに最も伝えた
かったであろうことが集約されています。
ドルフィン・スターテンプル®ミステリースクールを受講
したことがない方にも、とっても分かりやすく、日々活用
しやすい内容となっています。
一言一句から、惜しみない愛を受け取る事が出来る珠
玉の一冊です。

『運命の約束 ～生まれる前から決まっていること～』

「この本で、あなたの運命を思い出してください」 
　　　　　 －本田健さん推薦！

人生の一瞬一瞬に、チャンスがあり、人生のコースは、自分
で選択できます。奇跡の扉はすでに開かれています。

「“奇跡のコース”は人類にもたらされたもっとも
深遠なスピリチュアルな教えの一つです。恐れに
よる支配から魂を救い、そんなことが可能だと思
いもしなかった人々の心に平安をもたらします」
※本書より抜粋

キリストからのインスピレーションを学者たちが
言語化、編集して創られた「奇跡のコース」。世界
中で愛読されるとともに、非常に難解であること
も有名です。そんな「奇跡のコース」を30年間、繰
り返し学び続けるアラン・コーエンが贈る、『今ま
でで一番やさしい「奇跡のコース」』
山川紘矢氏・亜希子氏、本田健氏、雲黒斎氏、
Happy氏…人気作家から絶賛の声が集まって
います！ 

＜第1章＞希望を見つける
＜第2章＞居場所を探す
＜第3章＞幸せを選択する
＜第4章＞運命の波に乗る
＜第5章＞人生の舵をとる
＜第6章＞過去生の意味を知る
＜第7章＞自分の運命を信じる

『今まででいちばんやさしい「奇跡のコース」』
前編＆後編

★『奇跡のコース』をさらに深める読者限定プレゼント★

前編をご購入の方へ「人間関係編」「お金編」「時
間編」「天命編」のアラン・コーエンによる動画
レッスン4本をプレゼント!また、後編をご購入の
方へ、アラン・コーエンによるオンライン講座を
プレゼントいたします！

オンライン講座、スペシャル動画を読者限定プレゼント!!

※本書は前編・後編の２部作です。

『ワンネスを生きる』　
アモラ・クァン・イン著　穴口恵子監修

1,944円（税込）

1,620円（税込）

各1,836円（税込）

アラン・コーエン著　穴口恵子訳



スピリアルコンシェルジュ鈴木トシロウのクリスタルコラム

アンシェントメモリーオイルは、ロサンゼルス在住のヒーラー、ドナ・デアマロルの秘伝のレシピに
よって、エッセンシャルオイルやキャリアオイル、ハーブ、パワーストーンと共に漬け込みながら１本
１本丁寧に作られています。パッと見た印象がとっても魅惑的なオイルですが、香りもとっても素敵
で、私たちコンシェルジュも今かなり夢中になっています！

モルガナイトとアクアマリンが共生する、非常に希少価値の高い石です。モルガ
ナイトとアクアマリンは、色違いの「ベリル」という鉱物。混ざる要素によって色が
変わります。同じ環境で違う要素が混ざるだけでもとても珍しく、加えてこの透明
度★まずありえません！！石に詳しい方は絶対に驚きます(^-^)　澄んだ川のせせ
らぎ、美しい森の木 に々抱かれるように、とてもリラックスした高い波動をもたらしま
す。そして純粋な愛情、揺るがない平和、常識にとらわれない発想と行動力を発
揮します。「本来のあなた」の姿を浮き彫りにするのです。この石と共に在ること
で、「私は愛される」「ダメな自分も、このままでいい」ことを受け入れ、「答えも知
恵も、力も、そして愛も、すべて私の中にある」ことを理解するでしょう。超レアクリ
スタルなだけに価格も結構します(^ ；̂)欲しいなぁ。

モルガナイト with アクアマリン

☆ご購入は、レインボーエンジェルズ オンラインショップまで☆

最高の自分を思い出させてくれます。自己価値を高め、迷いから脱却させ、プラス
の変容へと導きます。
含まれているもの；ムーンストーン、金、銀など

新商品情報
アンシェントメモリーオイル
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グッドカルマ

第６チャクラに働きかけ、直観力、予知能力、潜在能力の開花を高めます。
自分自身への信頼を高めることもできます。
含まれているもの；睡蓮（オイル）、月桂樹など

サイキックパワー

家の中に穏やかなエネルギーをもたらします。ストレスや不安を軽減させ、調和を
もたらします。家だけでなくサロンなどでご使用されるのもオススメです。
含まれているもの；デイジーの花びら、ブルーレースアゲートなど

ピースフルホーム（平和な家）

悲しみなど、もう不必要となったエネルギーを手放すサポートとなります。自分も他
人も許し、過去のトラウマを癒せるよう導きます。
含まれているもの；かすみ草、アメジストなど

リリーシング（手放し）

買わないでください。

ぼくが欲しいので（笑）

これほどの透明度は＜
一生もの＞★

アシュタールの光は、あなたを映し出す鏡です。

あなたの《本質の輝き》が具現化された光のジュエリー

かけがえのない《唯一のあなた》が輝きを放つとき、
あなたの無限の可能性の扉が開かれる

何も考えずに、ただ自分が気になるものを選んでください。
それが「あなた自身」なのです。

アシュタールフェア日程

望むものすべてが、あなたにふさわしい愛の世界から降り注ぐ、宇宙の祝福

レインボーエンジェルズ
オンラインショップ

2016年4月21日（木）
～5月8日（日）
23:59 まで

［18日間］

仙　台

2016年6月9日（木）
～6月12日（日）
会場：調整中

［4日間］

東　京

2016年5月19日（木）
～5月23日（月）

会場：
レインボーエンジェルズ東京店

（12：00～20：00）
東急東横線中目黒駅より徒歩8分
東京都目黒区上目黒2-25-10

［5日間］

大　阪

2016年5月26日（木）
～5月30日（月）

会場：
レインボーエンジェルズ大阪店
地下鉄谷町線「天満橋」駅下車。

1番出口より徒歩5分
大阪府大阪市中央区大手前1-4-2

都住創大手前103

［5日間］

≪かけがえのない唯一のあなた≫
すべてのできごとは、かけがえのない特別なあなたを輝かせるためのできごとなのです。
「どうしてうまくいかないのだろう」「あの人みたいになりたい・・」「どうせ叶わない・・・」
そんな制限された状態から、あなたの≪本質の輝き≫≪本質が価値≫で生きることを力強サポートします。人
生を楽しく優雅に生きていくために、意識をより至高レベルへと引き上げていくので、あなたは自分が望むもの
すべてにふさわしいのだということを体感していくのです。世界に一人だけの特別なあなたが、愛の世界から
降り注いでいる、宇宙の祝福を一身に受けて、あたりまえに起こる奇跡を体験していくのです。心から惹かれ
るアシュタールの光は、あなた本来の≪本質の輝き≫なのです。あなたの本質の輝きを思い出してください。

2016年6月2日（木）
～6月5日（日）

開催時間：12：00～20：00
会場：西鉄イン福岡 

JR博多シティから徒歩7分
※会場への直接のご連絡は
お控えくださいませ

福　岡

32   Cosmic Vision Quest

※フェアの日程や会場は予定となっており、変更になる可能性がございます。お手数ですがブログ、ホームページ、メルマガ等で随時情報をお伝えし
ておりますので、ご確認いただけますよう、よろしくお願いいたします。

［4日間］



クリスタルを本格的に学びたい方のための養成コースと、
望むものへと素早く変容させる大人気の個人セッション
クリスタルのブレスレットを適切な石の組み合わせで作る方法を学び、
個人鑑定が出来るようになる本格講座！

クリスタルライトワーカー養成講座③ & 個人セッション

◆レンタルサロンのご案内　レインボーエンジェルズたちの愛に溢れた空間をお役立てくださいませ
個　室・・・1時間 1,500円　1日（12時～20時）10,000円
大部屋・・・1時間 5,000円　1日（12時～20時）35,000円
詳細はお問い合わせください。E-mail:salon@dynavision.co.jp まで

誰もが持っている「内なる子ども＝インナーチャイルド」に対するアプローチと癒し（ヒーリング）で、
真実の自分、周りの家族関係、人間関係に影響をされない、
現実を本当のあたらしく生きられるためのセッション

■日　程 ： 毎月4日（不定期）に開催（日程はお問い合わせください）
■会　場 ： レインボーエンジェルズ大阪店
■講　師 ： ミラクル（大阪店店頭専属ヒーラー）
■参加費 ： １回40分 7,000円
■定期セッション ： 70分×3回　33,000円
※フォローアップセッション30分とフラワーエッセンススプレー付
※3回以上続けて受けていただくことで、マジカルチャイルドとのつながりを深いレベルで体験していただけます

レインボーエンジェルズ大阪店でのイベント情報は、大阪店のブログやメルマガでご案内致します。
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レインボーエンジェルズ大阪店は『ダイナビジョンユニバーシティ大阪＜ＤＵＯ＞』となりスピリアルライフ
マスター育成と活動支援を目指しています。イベント情報は、大阪店のブログやメルマガでご案内致します。

ダイナビジョンユニバーシティ大阪では“自立した人、プロフェッショナルのヒーラー”を育成するために、
本格的に学べて、且つ、日常で、お仕事で活かせる講座を提供しています。

（11:00～19:00 / 定休日：第1、3火曜日）

■日　程 ： 4月16日（土）、17日（日）　11:00～17:00
■会　場 ： レインボーエンジェルズ大阪店
■講　師 ： 木村衣晴（ちはる）（クリスタルアドバイザー、ツインソウル研究家）
■参加費 ： 70,000円（初回受講者はクリスタルキット22,000円別途要購入）
【個人セッション日程】
4月16日（土） ①17:45～18:45、②19:00～20:00　
4月17日（日） ①17:45～18:45
個人セッションは、その場でお作りするオリジナルブレスレット付（33,000円）

さまざまな次元の魂の旅を体験していただき、潜在意識にアクセスをすることで、
「真実のあなた」を思い出すことができます。
知りたい事に対する答えに出会うことができるでしょう。
本気で自分に向き合いたい人におすすめです。

ドルフィン・スターテンプル®「多次元ヒプノセラピー」
■日　程 ： 毎月4日（不定期）に開催（日程はお問い合わせください）
■会　場 ： レインボーエンジェルズ大阪店
■講　師 ： ミラクル（大阪店店頭専属ヒーラー）
■参加費 ： １回90~120分　20,000円
■定期セッション ： 90~120分×3回　55,000円
※フォローアップセッション30分とフラワーエッセンススプレー付
※3回以上続けて受けていただくことで、多次元での旅路で見たり聞いたり感じたりが鮮明に
　なったり、無限の体現をしていただけます。

クリスタルアドバイザーの認定を受けた大阪店のヒーラーが、クリスタルを使って、
あなたの顕在意識と潜在意識からのメッセージをお伝えします。
仕事、人間関係、恋愛などの質問を気軽にお伝えください。クリスタルを使ってワークをし、
クリスタルを体に乗せて日々の身体の疲れやストレスを浄化するセッションは、
日々のメンテナンスにおすすめです。

■日　程 ： 毎月4日（不定期）に開催（日程はお問い合わせください）
■会　場 ： レインボーエンジェルズ大阪店
■講　師 ： 大阪店専属ヒーラー、史穂香（SHIHOKO）
■参加費 ： 15分　1,000円~

生まれた瞬間のホロスコープは、あなたの人生の設計図が現れています。わたしたちの力は、
基本の力と命を運ぶ（運命）力で作り上げられており、この両方を使うことで初めて、
自分らしく人生を生きることができるのです！ 人生の羅針盤（設計図）を手に入れて、
自分自身で人生を本来あるべき方向に動かせるようになるセミナー。

占星術で自分の才能と、天命を知る
■日　程 ： 5月7日（土）、8（日）　2日間コース 10:00～17:00
■会　場 ： レインボーエンジェルズ大阪店
■講　師 ： 史穂香（SHIHOKO）（DUO責任者）
■参加費 ： 48,000円（1日目懇親会ランチ付）
※宇宙からの情報をキャッチする能力を開く、エネルギーワーク付
■個人セッション ： 60分15,000円（ホロスコープ付）

ドルフィン・スターテンプル®「インナーチャイルドセラピー」

毎月参加することで、よりスムーズに自分の今見る必要のある課題に気づき手放していくことができます。
DST®の講師がその時のご参加者に必要なテーマに合わせて、深い癒しを提供する貴重な時間であり、
定期開催のため、年間を通して一人一人の人生を丁寧にサポートしていくことを目的としています。

毎月開催！
「ドルフィン・スターテンプル®の瞑想会とオーラを見る教室&個人セッション」
■日　程 ： 5月13日（金）　6月10日（金）
（詳しくはレインボーエンジェルズ大阪店のブログをご覧ください）
■会　場 ： レインボーエンジェルズ大阪店
■参加費 ： 各3,500円（セット価格6,000円）／個人セッション：17,500円

☆レインボーエンジェルズ大阪店では2016年アメリカのツーソンで開催された世界最大のミネラルショー
から厳選して仕入れてきたクリスタルを店頭にて販売しています。大人気の「イーシャジュエリー」と「ス
ターボーンジュエリー」も毎日お店の波動をアップさせてくれています。きっとあなたに必要なパートナー
が見つかるはずです！

☆近日中に開催予定！
　DST®講師ミッシェルさんの「あなただけのオリジナルマラージュ紡ぎ会2016春」

クリスタルは思った以上のパワーを発揮する！「クリスタルヒーリング体験会」
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Channeling by Keiko Anaguchi

制限の枠を超えて
自由になる

April

新しい風が吹く時です。制限の枠をこえて、自分に自由を与えてあげてくだ
さい。過去に蒔いた種が、いつの間にか育っていたことに気付くタイミング
がやってくるでしょう。芽吹いたものを受け取ったら、さらに前へと進んで
みましょう。自分自身を深く信頼することで、クリエイティブな才能が開かれ
ていきます。無条件の愛の選択をすることが、絶対平安の軸を確立させて
いくカギとなるでしょう。

4月のサポートカラー ： シルバー・ピンク

あなたの中の願望を
形にする

May

５月はどんどんと受け取りましょう！あなたが発した言葉が響きわたり、望
んでいるものを引き寄せてくれます。あなたの内にある願望を確実に形に
していく時です。そのためにも、自分自身や仲間との繫がりを大切にするこ
とを意識しながら過ごしてみてください。自分ひとりだけでなく、仲間と共
にお互いのクリエイティビティを表現し合う中で、さらなるチャンスが訪れ
るでしょう。

5月のサポートカラー ： ゴールド・ロイヤルブルー

神聖なる
運命の扉が開く！

June

あなたが未来に掲げたヴィジョンに向かって、何をするべきなのかがクリア
に見えてくる時期です。夏至の前後はパワフルな光が降り注ぐので、大きく
流されているように感じたり、ブレていると感じる出来事が起きるかもしれ
ません。そんな時こそ、大きな運命の流れに乗ってみましょう。どんな時もあ
なたの中の明確なヴィジョンに向かっていることを信じていてください。
ディバイン・デスティニー（神聖なる運命）のゲートが開く、飛躍の時です。

6月のサポートカラー ： ロイヤルパープル・ワインレッド

スピリアルコンシェルジュ厳選！４月・５月・６月のあなたをサポートするレインボーエンジェルズクリスタル
カードをご紹介します。それぞれの月に合ったクリスタルを持ち歩いたり、お部屋に飾ったり、そのクリスタ
ルを使ったアクセサリを身につけたりするのもオススメ！あなたがスムーズにアクションを起こしたり、具現
化を加速できるようサポートをしてくれるでしょう。

4月におすすめのクリスタルカード

《石の名前》 
《メッセージ》 
《キーワード》

ペリドット
あらたな風が吹く
ポジティブなエネルギー・保護・洞察力

《新たな一歩踏み出すためのアファメーション》
「私は、新たな人生のステージに立ちます」

５月におすすめのクリスタルカード

《石の名前》 
《メッセージ》 
《キーワード》

スペサーティンガーネット
無限の創造力
行動力・勇気・希望

《願望を具現化するためのアファメーション》
「私は、人生を自由に創造します！」

6月におすすめのクリスタルカード

《石の名前》 
《メッセージ》 
《キーワード》

ユーディアライト
可能性が目覚める
癒し・エネルギーの活性化・自然体

《運命の波に乗るためのアファメーション》
「私は、新しい自分に出会う準備ができています」

～クリスタルから放たれる虹の光は、あなたそのものの輝き～
レインボーエンジェルズクリスタルカードは、あなたがいつでもレインボーエン
ジェルと繋がってサポートを得られるよう、クリスタルの光を降ろして生み出され
た魔法のカードです。44個のクリスタルが放つ輝きは、あなたが本当の自分を思
い出せるよう、ベストなメッセージを届けてくれるでしょう。
レインボーエンジェルズ店頭またはオンラインショップにて好評発売中！

【Rainbow Angels Crystal Card】

価格：4,104円（税込） 全44枚
ご購入・お問い合わせはこちらから
【オンラインショップ】 http://www.rainbowangels.jp/

【新遠隔が開催決定！】4月・5月・6月の全3回
１回/15,000円　2回セット/28,000円　3回セット/39,800円
《全３回》4月22日（金）／5月22日（日）／６月22日（水）［PM 22:10～23:11］

各月のテーマに沿って、穴口恵子がベストな存在をチャネリングして、あなたの行動力を高めたり、制限をかけてい
るブロックを外したり、願望の具現化を後押しするためのグループ遠隔ヒーリング＆アクティベーションをお届けい
たします！この遠隔グループヒーリング＆アクティベーションでは、お申込み頂いたグループの皆様に共通する課題
を読み取り、クリアリング・ヒーリングを行った上で、アクティベーションを行ってリアルに活性化していくという、よ
り日常に密着した遠隔グループセッションです。集まる存在は、その時のメンバーと穴口恵子のチャネリング次第！！
すでに登場予告をしてくれている存在たちもいらっしゃいます。どうぞお楽しみに！
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Information インフォメーション

【セミナー・セッションのお申し込み・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込みください。
　　　　　　（お電話でのお申し込みの場合、お支払方法は銀行振込みのみとなります）
【お振込み】お申し込みいただいてから7日以内にお振込をお願いします。

７日以内にお振込がなかった場合にも、自動的にキャンセルにはなっておりませんので、キャンセルご希望の場
合には、その旨をメールやＦＡＸにて、必ずご連絡下さい。

※開催日が７日を切っているものに関しては、お席確保の都合上、急ぎお振込みいただいた上、メールにてご一報下さい。
※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】 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・セミナーについてはチケットはございません。当日、受付にてお名前をお伺いします。

【キャンセル規定】 http://dynavision.co.jp/cancel
■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＞
　原則としてご注文後はキャンセル料100%となります。ただし、他人への譲渡は可能です。
　＜海外リトリート＞
　ご注文後からキャンセル料が発生します。
　注文後～開催3週間前まで（21日）▶30%　20日前～開催前日まで▶50%　開催当日▶100%
　ただし、他人への譲渡は可能です。
　＜長期コース＞
　キャンセル理由の如何に関わらず、開催3週間前から（21日）キャンセル料が発生します。
　開催3週間前（21日）～1週間前（7日）▶20%　開催6日前～前日▶50%　当日キャンセル▶100%
　ただし、他人への譲渡は可能です。
　※イベントによっては、独自のキャンセル規定がある場合がございます。お申込みの際に、必ずご確認の程、よろしくお願い致します。

お申込み・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

悟の部屋
新年あけました！と、思ったらもう春。驚くほど早く時間が駆けぬけて
いきますね。CLOの部屋を担当してくれていた、あきちゃんが産休に
入ったかと思いきや、もう出産！この1年間でも結婚一組、出産二組！
ダイナビジョンに愛と癒しの波動ラッシュがおとずれております。
ダイナビジョンという社名には「ダイナミック×ビジョン」というテーマ
がこめられているのですが、本当に、本当にダイナミックな日々を過ご
しています。

2016年は、コスモフュージョンセミナーから
キックオフ！
昨年夏より9ヶ月間、恵子さんの直伝トレーナー
育成のために走っていた超特訓プログラムのフィ
ナーレ。僕は、毎週末ダイナビジョンのイベントに
同行していて、常々、参加者様の癒しや気づき、変
容されていく姿に感動しています。中でも、特に参
加者の進化がスゴかったのがこのプログラム。コスモフュージョントレーナートレーニング（略して
CFTT）でした。セミナーを作るって、本当はすっごく大変な準備と感情的な波を感じるもの。
CFTTのメンバーは、着実に、トレーニングを積み重ねて、実に堂 と々素晴らしいセミナーを繰り広
げていました。

2016年3月には、一般社団法人スピリチュアルアントレアカデ
ミーの1期生メンバーへの説明会ツアー。福岡→大阪→名古屋→
東京→仙台→東京→仙台→東京というハードスケジュール。
スピリチュアルな起業家育成という、恵子さんの創業当初からの
悲願が結実したプロジェクト。スピリアルな活動をされていく方々
をサポートさせていただくのは、僕にとっても心の深い部分から願
い続けてきたこと。自分が感情を感じられなかった頃、心の痛みと
向き合えなかった頃、今の自分から見ると、とてもシンドかった

なぁ、、、と。スピリチュアルに出会えたことで、どんなに癒やされたことか、人生が楽になったことか
しれません。スピリチュアルに未だ出会えていない方々のもとに、スピリアルライフを届けてくださ
る皆様のために、今日もお仕事がんばります！

1976年生まれ。三重県伊勢志摩出身。東京大学中退後、株式会社インテリジェンスへ入社。上
場前後の激動期を経て独立、株式会社アイカラーズを創業。作家・セラピストなど「ライフワーク
型ビジネス」のプロデュース等を経て、株式会社ダイナビジョン取締役に就任。「スピリアルライ
フをすべての人に」をテーマに、会社経営、マーケティング、スピリアル文章術のレクチャーなど
を担当。学生時代には、少林寺拳法全国大会、全国弁論大会優勝という異色の経歴を持ってい
る。2016年3月ドルフィン・スターテンプル国際認定ヒーラー資格取得。

時任 悟　Satoru Tokito

satoru’s room


