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2016.SUMMER

アウェイクニング・マスター認定コース【ステージ3・4】 （P.18、19）
イギリス　グラストンベリー・リトリート （P.22、23）
アラン・コーエン認定ライフコーチング （P.26）
マンスリー遠隔 （P.30～33）
コスモフュージョン・プログラム （P.34～37）

【認定コース】
【リトリート】
【認定コース】
【 遠 隔 】
【 コ ス モ 】
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9  September

【GS】ペルー遠隔①

【PS】山本明子[大]【EV】体験瞑想会-林陽子-[東]

【PS】ハル[東]

【PS】ドゥーガル[東]【フェア】イーシャジュエリーフェア[WEB]

【GS】ペルー遠隔②【EV】ドゥーガル[東]【フェア】イーシャフェア[WEB]

【PS】ドゥーガル[東]【フェア】イーシャジュエリーフェア[WEB]

【GS】ドゥーガル[東]【フェア】イーシャジュエリーフェア[WEB]

【フェア】イーシャジュエリーフェア[WEB]【PS】金谷せいこ[東]

【PS】ドゥーガル[東]【フェア】イーシャジュエリーフェア[WEB]

【PS】ドゥーガル[東]【フェア】イーシャジュエリーフェア[WEB]

【PS】ドゥーガル[東]【フェア】イーシャジュエリーフェア[WEB]

【PS】ドゥーガル[東]【フェア】イーシャジュエリーフェア[WEB]

【認定】ドゥーガル[東]【フェア】イーシャジュエリーフェア[WEB]

【EV】テーマ瞑想会-樋口貴子-[大]

【認定】ドゥーガル[東]【フェア】イーシャジュエリーフェア[WEB]

【PS】樋口貴子[大]

【認定】ドゥーガル[東]【フェア】イーシャジュエリーフェア[WEB]

【EV】体験瞑想会-まえひでこ-[東]

【フェア】イーシャジュエリーフェア[WEB]

【フェア】イーシャジュエリーフェア[WEB]【PS】林陽子[東]

【EV】テーマ瞑想会-ハル-[東]

【フェア】イーシャジュエリーフェア[WEB]

【EV】ドゥーガル[東]【GS】テーマ遠隔[遠]

【フェア】イーシャジュエリーフェア[WEB]【PS】まえひでこ[東]

【PS】ドゥーガル[大]【フェア】イーシャジュエリーフェア[WEB]

【GS】ドゥーガル[大]【フェア】イーシャジュエリーフェア[WEB]

【PS】ドゥーガル[大]【GS】時を外した日[遠]

【PS】ドゥーガル[大]

【PS】樋口貴子[大]

【フェア】癒しフェア[東]

【フェア】癒しフェア[東]

【PS】ハル[東]

【PS】樋口貴子[大]【EV】体験瞑想会-林陽子-[東]

【EV】テーマ瞑想会-MIKA-[東]

【PS】山本明子[大]

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
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【PS】スザンナ[大]【EV】スザンナ[大]【PS】林陽子[東]

【PS】スザンナ[大]【旅】穴口無限大【EV】光の瞑想会-樋口貴子-[名]

【PS】スザンナ[大]【旅】穴口無限大

【認定】スザンナ[大]

【認定】スザンナ[大]

【GS】テーマ遠隔[遠]

【EV】スザンナ[東]【PS】樋口貴子[大]

【PS】スザンナ[東]

【PS】スザンナ[東]

【PS】スザンナ[東]

【認定】スザンナ[東]【PS】まえひでこ[東]

【認定】スザンナ[東]

【PS】金谷せいこ[東]

【GS】スザンナ[遠]

【旅】スザンナ[富士山] 【PS】ミッシェル[東]

【GS】穴口クロアチア遠隔[遠]【EV】光の瞑想会-樋口貴子-[名]

【PS】スザンナ[東]

【PS】スザンナ[東]【EV】トレイシー神聖アルケミー[大]

【EV】トレイシー神聖アルケミー[大]

【PS】トレイシー個人セッション[大]【認定】PLI2[東京週末]

【PS】トレイシー個人セッション[大]【認定】PLI2[東京週末]

【PS】トレイシー個人セッション[大]【PS】林陽子[東]

【PS】トレイシー個人セッション[大]

【PS】トレイシー個人セッション[大]

【EV】トレイシー神聖アルケミー[大]【認定】PLI2[東京週末]

【EV】トレイシー神聖アルケミー[大]【PS】金谷せいこ[東]

【EV】テーマ瞑想会-金谷せいこ-[東]【認定】PLI2[東京週末]

【EV】トレイシー神聖アルケミー[東]

【EV】トレイシー神聖アルケミー[東]【PS】ハル[東]

【EV】トレイシー神聖アルケミー[東]

【PS】まえひでこ[東]

【旅】グラストンベリー

【旅】グラストンベリー

【旅】グラストンベリー【GS】テーマ遠隔[遠]【PS】樋口貴子[大]

【EV】体験瞑想会-林陽子-[東]

【旅】グラストンベリー【GS】穴口グラストンベリー遠隔[遠]

【PS】ミッシェル[東]

【旅】グラストンベリー【認定】PLI3[東京週末]

【旅】グラストンベリー【認定】PLI3[東京週末]

【旅】ルルド

【旅】ルルド

【旅】ルルド【GS】穴口フランス ルルド遠隔[遠]【PS】樋口貴子[大]

【旅】ルルド

【PS】山本明子[大]
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【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6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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51Information

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。

2016年の上半期のあなたの人生には、どんな展開が巻き起こり
ましたか？

喜び溢れる出来事が起こりましたか？

それとも、予想外の展開で困惑が起こりましたか？

どんな出来事が起きたとしても、あなたは運命の約束を果たして、
この地球であなたの無限の可能性を開いていく大きなチャンスに
恵まれていることは確かです。

夏至に開かれた、大いなる源からの祝福のゲートは、あなた自身を
明らかに次のステージへと導いてくれています。

この祝福のゲートは、

あなたが目覚めているのか？
そして常にあなたは最も崇高な自分との対話を通して、日々を過ご
しているのか？
日々、あなたに愛を与えて、愛で満たしているのか？
あなた自身の神聖さをあなたが誇りに思って、表現しているのか？

このようにあなたが完全に主人公であるという体験をするために
降り注がれているのです。

7月から9月にかけては、絶対信頼を持って、あなたが自分の人生
の主人公というシナリオを優雅に楽しく自由に描いて、行動に移し
てみましょうね。

ダイナビジョン・ユニバーシティでは、あなたが常に目覚めて生き
るためのスピリチュアルグッズを始め、セミナーやセッション、そし
て、海外リトリートを提供しています。
この小冊子を通して、あなたが更に目覚め続けていくチャンスを手
にしていただけたら幸いです。

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

「レインボー無限大」 by wook
祝福のレインボーゲートが無限
大に開かれるイメージを表現した
作品。

『あなたの本来の運命』を生きる
ドゥーガル・フレイザー 16

52スケジュール・カレンダー

あなたの『内なる叡智』と繋がる
スザンナ・ソフィア・ハート 17

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7～9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！ ▶8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！ ▶30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：ドゥーガル・フレイザー ▶16ページへ
　　  スザンナ・ソフィア・ハート ▶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

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

シャスタ山の聖なるエネルギーのもとで、DSTの手法を基礎からじっ
くり学びたい ▶14ページへ

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

自然界の精霊とつながって、内なる魂を覚醒させたい！
講師：スザンナ・ソフィア・ハート ▶20ページへ
『運命の約束オンラインコース』や『イヤー・オブ・ミラクル』を学んで
人生に奇跡を起こしたい！
講師：アラン・コーエン ▶26ページへ
　　  マーシー・シャイモフ ▶29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！ ▶22ページへ

テーマ瞑想会で自身の魂と深くつながり人生をより真実へと近づけたい 
▶12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 ▶24ページへ

DST：ドルフィンスターテンプル®

4    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7月～9月度］

7 月 8 月

7/12～15
個人セッション

（ドゥーガル・フレイザー）

7/1、8
ペルー遠隔
（穴口恵子）

7～9月随時
個人セッション
（DST講師）

7/30、31
癒しフェア
（DST講師）

～7/9頃
ペルーリトリート
（穴口恵子）

8/1～
シャンカリフェア
（SHOP）

7/7～7/24
イーシャジュエリー

フェア
（web）

9/3～11
大阪神聖アルケミー
（トレイシー・アッシュ）

8/2～9
多次元ヒプノセラピスト

養成コース
（穴口恵子）

8/20、21大阪
8/27、28東京
２日間認定コース

（スザンナ・ソフィア・ハート）

8/19
無限大瞑想会
（穴口恵子）

8/17大阪
8/23東京

イブニングセミナー
（スザンナ・ソフィア・ハート）

8/31
富士山1day ws

（スザンナ・ソフィア・ハート）

7/11～30
FSP1～3シャスタ

（穴口恵子）

7/16、17、18
3日間認定コース
（ドゥーガル・フレイザー）

7/22
7月テーマ遠隔
（穴口恵子）

7/25
シャスタ遠隔
（穴口恵子）

9/1
クロアチア遠隔
（穴口恵子） 9/28

ルルド遠隔セッション
（穴口恵子）

リーダーシップ
オンラインプログラム
（アラン・コーエン）

9/5～9大阪
個人セッション
（トレイシー・アッシュ）

9/21～29頃
グラストンベリー
リトリート&遠隔
（穴口恵子）

9/22
9月テーマ遠隔
（穴口恵子）

9/23
グランストンベリー遠隔

（穴口恵子）

9/5～
PLI2～3
（DST講師）

高次のサポート
を得たい

高次のサポート
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

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

9 月

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。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。

８／２２
8月テーマ遠隔
（穴口恵子）

8/17～19大阪
8/24～26東京
個人セッション

（スザンナ・ソフィア・ハート）
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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1997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

リーディング、チャネリング、クリアリング、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、自分自身がパワーアップ
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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（FSP1の募集は終了いたしました。）

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）

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
受講生のハイア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。

FSP2

FSP3

FSP1で学んだ内容をさらに深く、潜在意識まで読み取り解放・浄化していきます。ハイア－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
の解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解放していき、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解放を学び、その結果、あなた自身が神意識に目覚めた存在、マスター
として最高最善の人生を現実化できるようになります。

●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。コースを修了された方々は、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】

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）

400,000円（税込）（早割8月30日（火）まで）
460,000円（税込）（8月３１日（水）から）
東京渋谷

日時

2016年9月5（土）、6（日）、10日（土）、１１日（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8月5日（金）まで）
250,000円（税込） （8月6日（土）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

● 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。
250,000円（税込） （早割8月24日（水）まで）
260,000円（税込） （8月25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 FSP2,3】※FSP1受講済の方限定
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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

7月20日（水）19：00～　　　　ハル　　　　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、「十三チャクラの瞑想」を抽出した瞑想会です。この瞑想は、あな
たの13のチャクラにあるブロックを解放すること、そして、ガイアの13チャクラとあなたの13チャクラをつなぐことにフォーカスして作られています。
ガイアと繋がるときには、その場所のエネルギーを頭で考えるのではなく、ハートで感じてみてください。ただただ委ねて、どんな感じがするのか感じる
ことを自分に最大限に許してみてください。きっと、ガイアのディーバたちが両手を広げてあなたを迎え入れてくれていることに気がつくことでしょう。

【東京】「十三チャクラの瞑想」

日時 講師 会場料金

7月16日（土）16：00～　　　   樋口貴子 　　　　3,500円　　　　レインボーエンジェルズ大阪店【大阪】

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。

【大阪】「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

8月7日（日）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、「真実の剣を受け取る瞑想」を抽出した瞑想会です。真
実の剣と聖杯は、神聖なる真実とつながり、護るためのシンボルです。真実の剣を受け取ると、自分が発することすべて、自分が受け取るこ
とのすべての中で判断するのではなく、識別することができ、また、真実ではない、全ての幻想を断ち切ることも可能です。真実の剣と聖杯
を受け取るということは、自分自身の内なる男性性と女性性の統合でもあります。真実の剣と聖杯を受け取り、光そのものである神聖なる真
実を受け取ってみませんか。

【東京】「真実の剣と聖杯を受け取る瞑想」

日時 講師 会場料金

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。

【東京】「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」

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8月18日（木）、9月１日（木）19:00～20:45 
ウインク愛知（愛知県産業労働センター）1205室
JR・名鉄・近鉄・地下鉄　「名古屋」駅下車　徒歩2分
3,000円（税込）
☆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。
メール：kmdtf651@ybb.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派となり、心身が緩
みやすく、深い意識へとつながりやすい環境を作り出します。グ
ループヒーリングでは、気づかずに他者や自分自身の間に制限な
どを生み出した「契約」の解除などもしていき、最後に全体への高
次の存在からの祝福メッセージをそのまま伝えます。

◆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い合わせ・お申し込みは、各連絡先へ直接お問い合わせ下さい。

FSP1練習会■ メニュー2

【大阪】 8月23日（火）16：00～ 添田さおり　　　　3,000円　　　　レインボーエンジェルズ大阪店

FSP1受講中の方、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 ７月２日（土）、８月６日（土）１４：00～１５：30、９月２２日（木）１４：00～１６：00

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（9月22日のみ5,000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

会場
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、ハイア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

7月6日（水） ハル
7月11日（月） 金谷せいこ
7月20日（水） 林陽子
7月22日（金） まえひでこ

8月5日（金） ハル
8月17日（水） 林陽子
8月27日（土） まえひでこ
8月29日（月） 金谷せいこ
8月31日（水） ミッシェル

9月7日（水） 林陽子
9月11日（日） 金谷せいこ
9月14日（水） ハル
9月17日（土） まえひでこ
9月23日（金） ミッシェル

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

7月2日（土） 山本明子
7月17日（日） 樋口貴子
7月29日（金） 添田さおり

8月6日（土） 樋口貴子
8月13日（土） 山本明子
8月23日（火） 添田さおり

9月22日（木・祝） 樋口貴子
9月28日（水）　  添田さおり
9月30日（金）　  山本明子

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

9月11日（日）19：00～　　　  金谷せいこ 　　　　3,000円　　　　コスミック・ビジョン・スペース【東京】 日時 講師 会場料金

日時 講師 会場料金

7月18日（月）19:00～21:00　　　　まえひでこ
めぐろパーシモンホール
〒152-0023 東京都目黒区八雲1-1-1 TEL：03-5701-2924



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17日（日）】
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8月1日（月）】
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23日（土）】
210,000円（早割価格6月17日（金）まで）
230,000円（通常価格7月1日（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解放を行い自らの
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にもお勧めです。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11日（木）】
10：00～18：00
190,000円（早割価格7月2日（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



講師：ドゥーガル・フレイザー (Dougall Fraser)

DUカリキュラム／宇宙のサポートを得たい
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【東　京】2016年7月8日（金）19:00～21:00 　　　　AP渋谷道玄坂
【大　阪】2016年7月22日（金）19:00～21:00　　　　国民会館
1名：5,000円　2名ペア：8,000円（税込・通訳込み）

日程 会場
会場

料金

スペシャルトークセミナー withドゥーガル・フレイザー

全米TOPサイキック100に選ばれ、数々の有名テレビ番組に出演するドゥーガルが、東京と大阪にて、パワフルなトークセミナー
を開催！著名人に共通するオーラの特徴と、一瞬にして人生を変えるカラーの力。セミナー後半では、選ばれた方のオーラの色
や、魂レベルにある情報を伝える公開セッションも！

私たちは誰もが“青写真＝人生の設計図”を持って生まれてきている。サイキック・コーチのドゥーガルはそう語ります。来
日イベントでの彼の一番の目的は、参加者自身の青写真に刻み込まれている「人生で実現したい夢や目標を見定め、達
成できるようにサポートすること」です。この7月、待望の再来日決定！！

生まれる前から決めてきた“青写真”に刻まれる
『あなた本来の運命』を生きるサポートに！

【東京＆大阪】全米TOPサイキックからの最新情報満載！

一瞬にして人生に変化を起こすカラーの力

【東　京】2016年7月10日（日） 　　　　コスミックビジョンスペース
【大　阪】2016年7月24日（日） 　　　　レインボーエンジェルズ大阪店
11:00～13:30／16:00～18:30　各回15名まで　　　　28,800円（税込・通訳込み）

日程 会場
会場

料金

サイキック・コーチング少人数グループセッション

人生で繰り返しているパターンも含めて、すべてはエネルギー。この少人数グループセッションでは、参加者一人ひとりのエネル
ギー状態をドゥーガルが読み解き、最適なメッセージをお伝えします。「最高の運命を引き寄せるスペシャリスト」であるドゥーガル
へ、1人1つずつ具体的な質問をするチャンスも！グループに共通するカラーの瞑想も受け取れる、大変濃密なセッションです。

【東京＆大阪】初開催！少人数ならではの濃密な時間

最高の運命を生きるために、今あなたが知るべきメッセージとは？

【東　京】2016年7月7日（木）、9日（土）、12日（火）～15日（金）　各45分
【大　阪】2016年7月23日（土）、25日（月）、26日（火）　各45分
東京：コスミックビジョンスペース　大阪：レインボーエンジェルズ大阪店
58,800円（税込・通訳込み）（通訳なしの場合4,800円引き）

日程

会場
料金

サイキック・リーディング 個人セッション

ドゥーガルはセッションについてこう語っています。「私のセッションは、スピリチュアル初心者から上級者まで、どんな人でも自身
の情熱・使命・目的と深く繋がることのできる、パーフェクトなものです。セッションでは、あなたが送るべき、ベストな人生へと目覚
めさせていきます。大いなる宇宙が、あなたをどのように見るのか。それを伝え、あらゆる問題から抜け出すサポートをするのは、
私の喜びでもあります。過去、現在、未来、どんな質問をしていただいてもかまいません。私の目標は、あなた自身の望みを引き出
し、本来の運命にいざなうことなのです。」

【東京＆大阪】セレブ御用達のドゥーガルがあなたのパーソナル・サイキックコーチに！

圧倒的な情報量。精密かつ現実的なメッセージ。

※すべての来日イベントの詳細・お申し込みはHPから＞＞http://dougallfraser.dynavision.co.jp/

LA在住。生まれながらのサイキックで若干２０歳のときにベスト・サイキックTOP100に選ばれ、アメリカの人気TV
番組に多数出演してきました。初の自著も瞬く間にベストセラーに。オープンで親しみやすい人柄と、鋭い透視能力は
共演する大物セレブや視聴者をつぎつぎ魅了。新しい時代の生き方をこれまでの癒し系リーダーとは一味違う、ユー
モア溢れる新たな角度から教えてくれ多くの人々を魅了しています。

ドゥーガル・フレイザー Dougall Fraser

講師：スザンナ・ソフィア・ハート (Susanna Sophia Hart)

DUカリキュラム／才能を開きたい

【大　阪】2016年8月17日（水）～19日（金）　各60分
【東　京】2016年8月24日（水）～26日（金）、9月2日（金）、3日（土）　各60分
東京：コスミックビジョンスペース　大阪：レインボーエンジェルズ大阪店
39,800円（税込・通訳込み）（通訳なしの場合4,800円引き）

日程

会場
料金

【東京＆大阪】 スザンナ・ソフィア・ハート個人セッション
ハリウッドセレブ御用達の人気シャーマニック・エンジェルセラピストから1対1で、パワフルなリーディングとヒーリングを
受けるチャンスです。

シャーマニックな儀式とエンジェルのサポートで
あなたの『内なる叡智』と繋がる！

【東　京】2016年8月23日（火）　19:00～20:30 　　　　　コスミックビジョンスペース
1名：5,000円　2名ペア：9,000円（税込・通訳込み）

日程 会場
料金

【東京限定】 アウェイクニング・オイル　イブニング瞑想会

スザンナのオイルは、セラピーグレード（治療にも使われる最高品質）のオイルをブレンドして作製される、とても純粋で
強力なもの。この瞑想会では実際にその香りを体験し、エッセンシャルオイルの神秘に満ちた教えを受け取ります。純粋
な植物の波動が、脳から全細胞をめぐり、あなたの究極の目覚めを促すでしょう。

まるで天国にいるかのような香り…あなたの波動を『覚醒』するオイルのパワー

【大　阪】2016年8月17日（水）　19:00～20:30 　　　　　国民会館
1名：5,000円　2名ペア：9,000円（税込・通訳込み）

日程
料金

会場

【大阪限定】 インナー・オラクル　イブニング瞑想会

スザンナがあなたの内側にある「偉大な叡智」へと誘う特別な瞑想会です。
スザンナによる深い誘導瞑想を通して、あなたは自分自身の魅力、情熱、直観力、過去性からのギフト、天才性、才能、宝
物を発見する旅へと導かれていくでしょう。

内なる叡智と繋がり、願いの実現を促す！

【大　阪】2016年8月20日（土）、21日（日）　10:30～17:30 　　　　　国民会館
早割68,000円（8月５日まで）／通常78,000円（税込・通訳込み）

日程 会場
料金

【大阪限定】 エンボディ・ユア・インナー・オラクル2日間認定コース

コースでは、聖なる神託者（賢者、預言者）としての実践法、古代の賢者の教え、神聖な儀式をお伝えします。
あなたの直観、内なる知恵や叡智が目覚め、神聖さとともに物事を見つめるサポートとなるでしょう。
スピリチュアル初心者、経験者、ヒーラー、探究者などすべてのレベルの方へおススメのコースです。

具現化を促す叡智と、無から有を生み出す錬金術をあなたに！

※すべての来日イベントの詳細・お申し込みはHPから＞＞http://dynavision.co.jp/Susanna/

セドナ在住。ハリウッドセレブ御用達のスピリチュアルティーチャーであるスザンナはビートルズのジョージ・ハリソン、アカ
デミー賞歌手のバーブラ・ストライサンドなど、超一流の著名人たちにカウンセリングを行ってきた。持ち前の華やかさと芸
術的センスで、かつてはハリウッドの映画ディレクターとして数々の有名映画を手がけていたが、セドナで稲妻に打たれ、人
生の大きな変化を体験。以来ペルーのシャーマンやエジプト、インドなどを訪れ、自身を磨き続けている。2005年には、LA
コンフィデンシャル誌で『ロサンゼルスのベストドクターズ』に選出。

スザンナ・ソフィア・ハート Susanna Sophia Hart
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あなたを覚醒し、人生にシフトを起こす！
アウェイクニング・マスター認定コース【ステージ３＆４】

講師：ドゥーガル・フレイザー／スザンナ・ソフィア・ハート

DUカリキュラム／人や社会の役に立つ、手法を学びたい

ドゥーガルがオーラ・リーディングをしてきたその数、数千人以上。 
生涯にわたって集めたデータにより、思うままに運命を引き寄せる「色の力」
その最適な使い方と効果を明らかにしてきました。

この3日間コースでは、あなたの直感力／サイキック能力を開いて、
他者のエネルギーやオーラを見る方法、
その人に必要なカラーをリーディングするスキルを、ドゥーガルが直接伝授！
あなた自身やクライアントを目覚めた人間関係へと導く、
オーラ・リーディングのスキルを手に入れましょう。

またドゥーガルが20年以上に渡り、何千人ものオーラを見る中で構築してきた
「独自のカラーシステム」について学び、リーディングに必要な知識を習得します。
その独自のカラーのシステムは、これまで世界中の人々にポジティブな変化をもたらしてきたもの。

ドゥーガル独自のカラーシステムを活用して、どのように人間関係を良くするのか、愛を見つけるのか、
家族とのつながりを深めるのかを、様々なワークとともに学びます。

あなた自身や、周りの人々、クライアントへ『目覚めた人間関係』をもたらすパワフルな認定コースです。

2016年7月16日（土）、17（日）、18日（月・祝）　　　　AP渋谷道玄坂
早割111,000円（7月1日まで）／通常144,000円（税込・通訳込み）

日時 会場
料金

カラー・リーディング3DAYS認定コース byドゥーガル・フレイザー

あなたの日常に「覚醒」をもたらす最新スキルが伝授される初開催の認定コース登場！
自分自身の神聖さに目覚めて、あなたの無限の可能性を実現していきましょう。

【ステージ3】全米TOPサイキックが独自のオーラの見方を伝授！

アウェイクニング・パートナーシップ ～目覚めた人間関係を手に入れる ！ ～

□ 他者のオーラを見る方法　
□ クレアボヤンス（透視能力者）が見るビジョンについて
□ 自己愛を高めるカラーのワーク　
□ 集団の人間関係に役立つカラー
□ ロマンスの引き寄せ、深いソウルメイトを惹きつける方法　他

こんなことを受け取れます

フォローアップ
Skypeセミナー3回 ＆
パートナーシップを深める
カラーの誘導瞑想

2つの特典付き！

2016年8月27日（土）、28日（日） 　　　　代官山サロンウエスト
早割88,000円（8月5日まで）／通常118,000円（税込・通訳込み）

日時 会場
料金

アウェイクニング・オイル2DAYS認定コース byスザンナ・ソフィア・ハート 
【ステージ4】植物界からの恩恵を受け取るオイルの錬金術を伝授！

アウェイクニング・マスターオイルの作り方 ～アセンションへ向けて～

□ オイルの錬金術や、神秘に満ちた教え、歴史を知る
□ 悟りのための変容の力について発見する　
□ 魂を煌めかせる自然界からの贈り物に取り組む
□ 適切なオイルの塗り方を知り、あなたやクライアントの
　 ディバインブループリントを輝かせる
□ 血中に酸素をもたらして感染症を癒し、
　 体内に深い癒しを生み出し、免疫系を保護する

こんなことを受け取れます

富士山からの
遠隔セッション ＆
富士山リトリート
優待価格でのご案内

2つの特典付き！

こちらのコースは55,000円相当の
スザンナ特製 【アウェイクニング・オイルキット付き】です！
世界最高のパワースポット・セドナで目的のある数種類のシングルオイ
ル、アクティベーションされた天然石やエッセンス等必要な素材の情報
をスザンナが降ろしコース専用のオイル作製キットをご用意しました。
キットには、オイルのブレンド技術を始めるにあたって必要なものがすべ
て入っています。

この2日間コースでは、あなたの全細胞に覚醒を起こす
『アウェイクニング・オイル』の作り方をスザンナから学びます。
オイルを使って日常的にセルフワークする方法や、
他者へセッションするスキルを手に入れていきましょう。

アロマを学ぶことはアセンションへと繋がります。
純粋な成分が脳を刺激し、高次元意識が目覚め、
あなたが今ここに目覚めた意識で存在することをうながすのです。
血液をとおして全細胞が活性化され
肉体レベルからのアセンションとグラウンディングをサポートします。

詳細・お申し込みはHPから>>　http://dynavision.co.jp/amc_program/



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。

Cosmic Vision Quest   2120   Cosmic Vision Quest

2016年8月31日（水）　10:00～17:00　
富士山の聖地＆PICA山中湖ヴィレッジ　　　　早割35,000円／通常38,000円（税込・通訳込み）

日時
会場 料金

こんなお悩みありませんか？講師：スザンナ・ソフィア・ハート（Susanna Sophia Hart）

スザンナと聖地を巡り、
富士山のふもとでパワフルなワークを受け取ります
スザンナとともに富士山のパワースポット巡る特別リトリート。
コノハナサクヤヒメゆかりの神社、呼ばれた人しか辿りつけないという
金運開花のスポットなど、選りすぐりの聖地をめぐります。
午後は富士山のふもとにて、パワフルな室内ワークが。
松果体やDNAのクリアリングと活性化がおこなわれ、 
自分自身の本質に目覚め、本来の使命を生きるための 
宇宙の聖なるメッセージを受け取ることができるでしょう。
自分自身の癒しのみならず、すべての人類、 
日本や地球のアセンションのための 深いワークを受け取ります。

2016年8月30日（火）14:22～15:22 　
ご自宅などお好きな場所で　　　　10,800円（税込・通訳込み）

日時
会場 料金

スザンナが1日かけて富士山のパワースポット巡り、
訪れるすべての聖地で、参加者のハイヤーセルフと繋がり
必要なワークを行う遠隔セッションです。

コノハナサクヤヒメ、富士山にゆかりの高次の存在と
スザンナが富士山の聖地で繋がり、セレモニーを行いながら、
あなたの無限の扉を開くエネルギーをお届けします！

すべてのワークを行ったあとに1時間、
5大元素を使った遠隔エネルギーを参加者のもとへ送り 
チャネリングメッセージを収録し、後日音声をお届けします。

富士山の聖地パワーを受け取り
あなたの松果体とDNAを活性化！！

なぜあの人はいつも幸せそうなのか？

『たったひと言で奇跡を引き寄せる
マインドフル会話術』

「初対面の人と話すと緊張してしまう」、
「話が途切れたとき、何を話せばいいかわからない」
「会議やスピーチなど、人前で話すのが苦手だ」など。
このような悩みを解決するために、たくさんのノウハウ本やセミナーに参加してきた方
もいるかもしれません。しかし、この書籍でお伝えする最も大切なポイントは、「他人軸
からの卒業」であり、「自分軸から発言をする」ということです。穴口のように、奇跡を
引き寄せるには、「自分軸」からの会話術を学ぶ必要があったのです。

『穴口恵子 無限大瞑想 ＆ ピース小堀 可能性無限大1万人LIVE～使命が見つかる2日間～』
（8月18日（木）19日（金）名古屋開催）へ穴口恵子と一緒に行きませんか？

特別企画！

2年間掛けて1万6000名以上に全国で講演会をしてきた、穴口
の弟分であるピース小堀が、8月18日、19日に愛知県体育館に
て可能性無限大1万人ライブを開催します。ダライ・ラマ14世の
70歳生誕祭で最高執行責任者を務めたチベットの高僧ザチョゼ・
リンポチェ師、認定NPO法人 アジアチャイルドサポート代表理事
の池間哲郎氏、世界チャンピオン8名を輩出した須田達史氏、楽
読創設者の平井ナナエ氏らも登壇予定。2日間であなたの可能性
を開くこのライブ・イベント「可能性無限大1万人LIVE」に一緒に
参加しませんか？穴口は登壇はしませんが、ライブ前に参加者と
ともに無限大瞑想を行い、ライブにはあなたとともに参加します。
ツアーの詳細が決まり次第、ホームページにてご案内します。

1章　運のいい人、悪い人の会話術
2章　真の自分を発見する「自己対話術」
3章　絆を深めるとっておきの「聴き方」
4章　あなたが輝き始める「話し方」
5章　いいエネルギーに満ちた空気をつくる
6章　望みを引き寄せる「開運フレーズ」
7章　愛される人になる魔法の「質問」
8章　一生モノの人間関係を築く法

詳細・お申し込みはHPから>>　http://dynavision.co.jp/Susanna/

スザンナと行く！ 富士山１DAYリトリート

富士山の高次のエネルギーと繋がり、宇宙のサポートを受け取る！

［全国から参加可能！］ 富士山からの遠隔グループセッション

『マインドフル会話術』　
穴口恵子 著（1300円＋税）

※書籍購入者特典として、『実践！開運ワーク 

自己対話を軽くする7日間』を穴口恵子によ

る音声で1週間7本毎日無料プレゼントしま

す。この音声を聞いて、一週間実践すること

で、もっと自分の声に耳を傾けられるように

なり、「開運体質」へと変わります。

＜実践！ 開運ワーク＞
自己対話を軽やかにする7日間
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トレイシー・アッシュ　プロフィール

「あなたの魂に刻まれた神の紋章を受け取る！
絶対的に神聖なあなたと出逢う」

「あなたの魂に刻まれた神の紋章を受け取る！
絶対的に神聖なあなたと出逢う」

2016年秋、昨年に引き続きグラストンベリー・リトリートが開催決定！

主な訪問パワースポット

「チャリスの井戸」
イエスキリストとマグダラ
のマリアが聖なる結婚式に
使った聖杯が隠されている

「トールの丘」
聖ミカエルと聖母マリアのレ
イライン（龍脈）が交差する

「グラストンベリーアビー」
アーサー王が埋葬されて
いると言われている修道院

「エーヴベリー・ストーン
サークル」
3つのストーンサークルを
含んだ新石器時代のヘンジ

◆イギリス

あなたの内なる神聖さに気づき強烈な目覚めを促すリトリートが帰って来ました。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
た聖地のひとつです。また「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）で繫がっている」と言われています。古代アトラン
ティスからエジプトへと悠久の旅を通して、運命的な出会いを果たした穴口恵子とトレイシー・アッ
シュ。両者と共にグラストンベリーの地で、大地と繋がり様々なエネルギーを受取ることで、本来の
神聖なあなたと出逢うことができます。また、グラストンベリーは地球のハートチャクラとも言わ
れ、このイニシエーションを受取ることは「大地の女神ガイアに愛される」ということでもありま
す。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
祝福を受取りませんか？

さらに「神聖アルケミースクール」がグラストンベリーで開催

大人気のプログラム、『神聖アルケミースクール』グラストンベリー
が特別開催されます。アルケミストとは、“無から有を生み出す能力
を持った者（錬金術師）”を指します。このアルケミースクールでは、
古代エジプトに隠された現象化の叡智を現代に蘇らせたワークやス
キルをお伝えします。それはあなたの状態、周波数を一瞬に引き上
げて、望むものを現象化させる「ひな型」をお伝えするというもので
す。このコースを学ぶことで、あなたの状態、周波数を変えることは
もちろん、あなたの望むものを引き寄せることができるようになるで
しょう。

イギリス・グラストンベリー・リトリート2016

日時 ： 2016年9月20日～9月25日（9月26日・日本着）
参加費 ： 290,000円／（早割7月31日まで）280,000円
日時 ： 2016年9月20日～9月25日（9月26日・日本着）
参加費 ： 290,000円／（早割7月31日まで）280,000円

イギリス在住の類まれなる才能を持つライトワーカー。1999年にスクールオブサイキックを設立。ラ
イフビジョン・スクールも設立し、あらゆる文明に残された秘儀を研究して、穴口恵子との運命の出逢
いで、2015年より、地球に新しい錬金術の学校《The School of Divine Alchemy》 を共に設立
する。最高の可能性を発揮した人生のヴィジョンをリーディングする『ライフヴィジョン・リーディング』
では、その正確すぎるリーディング内容で世界中に多数のクライアントを持ち、今までに行ったリー
ディングは12000回を超える。現在、英国、エジプトを中心に様々な国々で変容と覚醒の新たなアプ

ローチによるプログラムを創造し精力的にセミナーを行っている。

こんな方にオススメです

□ 神聖な自分を思い出し、無限の可能性を引き出したい方
□ 神聖アルケミストとして、自分の使命を思い出したい方
□ イニシエーションを受け取りたい方
□ 魔法を使えるようになりたい方
□ 二元性から一元性であるワンネスの時代を生きたい方
□ 自分の可能性を発揮して、地球に貢献したい方
□ 自分の中にある神秘家としてのリーダーシップを発揮したい方

◆ 穴口恵子と行く聖なる巡礼の旅
オプションツアー・奇跡の水が湧き出る泉「ルルドの泉」
［2016年9月25日～9月29日（9月30日 日本着）］
ルルド（Lourdes）は、フランスとスペインの国境ピレネー山脈のふもとの小さな町。聖
母マリアの出現と「ルルドの泉」で知られ、カトリック教会の巡礼地ともなっている。
1858年2月11日、村の14歳の少女ベルナデッタ・スビルーが洞窟のそばで薪拾いを
しているとき、初めて聖母マリアが出現したといわれている。ベルナデット・スビルー
が、聖母マリアの言葉にしたがって洞窟の土を手で掘ると、そこから泉が湧き出し、「こ
の泉には病気を癒やす力がある」という評判が広がった。そしてここに、多くの巡礼者
が集まるようになった。“ルルドの泉”は、年間500万人の巡礼者が訪れるカトリック最大
の聖地となり、泉を枯渇させないために、ローマ法王庁の許可制となっています。

※上記訪問予定地は、一部変更となる可能性があります。あらかじめご了承くださいませ。
イギリス・グラストンベリー・リトリート2016の詳細は、近日公開予定です。

※詳細は後日発表させていただきます。

2016年11月後半～12月前半 エジプトリトリート 開催決定！！
詳細は決まり次第、ホームページやメルマガにて紹介いたします！トレイシー・アッシュの新刊▶
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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、2016年
4月にはUnit3.4としてアルケミスト（錬金術師）マスター
コースとして、天才的な目覚めを開くワークを行いました。
トレイシーは、ただ学ぶことのみを目的をするのではなく継
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続
ける《真のアルケミスト》としての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を、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。」
というみなさまには、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.神聖アルケミースクールの導きと真髄
2.究極の聖なる女性性の創造の原型を探求し、呼び覚ましと究
極の聖なる男性性の創造の原型を探求し、呼び覚ます
3.新しいフロンティア意識に目覚める。繰り返される過去の呪縛
の苦しみから解放されるための変化に備える究極の奇跡の創
造性領域にアクセスするためのワーク
4.タイムトラベルをしてー変容の奇跡を起こす
5.神聖なる鍵に点火＆生命力の源に力を与える方法を学ぶ。動
きがない状態を超えて人生の流れに乗る

「神聖な秘儀」の内容（一部抜粋）■ ユニット3

1.世界的レベルのビジョンをみるスキル、完全で的確であるため
の準備、アプローチ法、強力な変容、目覚めの方法を学ぶ
2.新しいフロンティアとは、卓越して、優れた瞑想、覚醒のテクノ
ロジー、そして、どのようにしてゼロポイントに至るのか
3.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） 
4.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 

「神聖な秘儀～天才的な目覚め」の内容（一部抜粋）■ ユニット4

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！

① 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
② UNIT3,4（全4日間分）90,000円　（※2016年大阪会場ご参加者様価格　45,000円）
③ ①＋②のセット受講　33万円→28万円
（Unit1.2はアルケミストの入門編ですが、Unit1.2を受講していなくても2016年に開催されたUnit3.4の受講は可能です。）

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
　オンラインフォローアップ3～12の中からお好きな学習内容を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と共に、アルケミストとして生きる意図を
持った方にはセットで購入する場合の、お得なセット価格をご用意致しました。継続的に学
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のご参加者様には特別価格がございます。

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

～2016年大阪で開催されたSODA神聖アルケミスト＠大阪校に会場参加されたみなさまの感想～
◆とても意義のある素晴らしいものでした。今回得た情報をこれからの自分に活かして行きたい。
　トレイシーの分かりやすい話に納得！（E.O様）
◆素晴らしいと思いました。瞑想法が変わりました。波動の上げ方を伝授していただいたことに心から感謝いたします（Y.K様）
◆良かったです！情報量が多い（K.K様）
◆とても大きな学びがありました。これからの大きな変化に立ち向かっていけそうです（Y.O様）
◆とても素晴らしかったです。色々ゆさぶられたので楽しいばかりではなかったですが、その分得られたもの、
　これからの日常で得られるものが多い気がします（K.H様）
◆今まで学んできたものとは違っていたのでとても深い学びになりました。ありがとうございました(Machiko様)

神聖アルケミーで学んだみなさんが
語った言葉、それは、

「ここに参加して、やっとこれまで
知りたかった“なにか”を掴めた！」

ということでした。

古代エジプトの叡智を伝えるトレイシーの
【神聖アルケミースクール】の真実が

この言葉にはあります。

この地球上に復活した、新しい錬金術を学ぶ学校

Unit5.6 ＆ 個人セッション 9月大阪校開催決定 ！

このセミナーでの学びや、瞑想をとおして体験していく、エジプトやレムリアなどの古代文明と宇宙
との繋がり、男性性と女性性の目覚めが、あなたの中にある生命エネルギーを活性化し、かつ、高
周波に引き上げていきます。そして、あなたが地球で生きていく目的をついに目覚めさせます。

この時代にトレイシーと一緒に学ぶと意図した仲間の集いや、そこで気づくこれまでの物語と奇
跡的な共時性（シンクロニシティ）が、あなたがこの神聖アルケミーの学びを選んだ意味を明ら
かにしていきます。

これまで知りたかった神秘の情報や智慧は、わたしたちにはもともと与えられていたものであ
り、長い旅路の中でいつしか忘れてしまっていただけなのです。ついに、それを取り戻す時代が
到来しました！

【神聖アルケミースクール】では、
トレイシー・アッシュの語る言葉に心と耳を傾けて、全力で集中することで、
自分でも忘れていた才能を呼び起こし、叡智を受け取り現実に変化変容をもたらします。

【トレイシー・アッシュの個人セッション】では、
あなたの人生の目的、使命、才能や方向性を高める方法などをお伝え致します。
毎回満席となりますので、お早目にお申込みください。また、個人セッションを神聖アルケ
ミースクールと同時に受けることで、よりアルケミスト（錬金術師）としての目覚めを加速さ
せると言われています。

★詳しくは、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06-6943-8458）
までお問い合わせください。



Amazonベストセラー５部門で１位を獲得した
『運命の約束』～生まれる前から決まっていること～が

オンラインセミナーで登場！

アラン・コーエンがあなたを4ヶ月間サポートする最新プログラムが遂に販売決定！

あなたは、自分の「運命」は変えられないと思っていませんか？
生まれた場所や親や育った環境は変えられなかった「宿命」だとすると、「運命」
は変えられると穴口は言っています。アラン・コーエンによれば、あなたが一つ
だけ決められた運命があるとすれば、幸せになるために生まれてきたことです。
そして、あなたが悩むすべてのことは、さらに幸せに生きるためのメッセージだ
と言っています。もし、いま欠乏感や恐怖や分離を心の底で感じているのであれ
ば、自分自身を見直すきっかけだと教えてくれています。
あなたも4ヶ月を通して運命の流れに乗り、楽に楽しく生きませんか？それは、恋
愛や、パートナーシップ、自分のやりたいこと、使命、金銭的な豊かさ、夢の実現
など、いままで努力してもままならなかったことまで、叶っていく新たな運命です。

このプログラムでは、ノウハウではなく習慣を変えていきます。
アラン・コーエンは、コーチングの分野でも突出した実績と、温かく人を導くリー
ダーシップを持ち合わせた数少ない世界的メンターです。アランがあなたに語
りかけるように4ヶ月間、書籍のそれぞれの章を取り上げて書籍に書かれていな
い内容もお話します。さらにこのプログラムは、一時的に知って満足するもので
はなく、自然と運命を開く習慣を身につけられるように設計されています。コー
スの動画とは別に送られてくる簡単なワークを1週間ごと10分間程度を使って
行ってください。その後、アランからワークについてのフィードバックも送られて
きます。4ヶ月後には、気づけばあなたを応援してくれる人や、必要な情報、モノ
が引き寄せられてきたり、チャンスに巡りあったりと、あなたの環境がどんどん変
わっていくことに驚くはずです。

講師：アラン・コーエン(Alan Cohen)

DUカリキュラム／ブレイクスルーマスタリー

Cosmic Vision Quest   2726   Cosmic Vision Quest

あらゆる制限から自由になれる
たった1つの「鍵」を手に入れる

■ メニュー1 アラン・コーエン認定ライフコーチ6期生 

2016年10月～2017年4月開講！
【アラン・コーエン認定ライフコーチングとは？】
アランオジリナルのコーチングスキルであり、別名『スピリチュアルコーチング』とも呼ばれています。コーチの「あり
方」が、自然とクライアントの最善の状態を引き出すテクニックで、クライアントのどんな悩みにも、「愛と信頼の周
波数」でかかわるための話し方、言葉の選び方から、さらには具体的な価格設定にいたるまで、あなたの人生に深く
関わった上でアランからのアドバイスを受け取れます。ライフコーチの
資格を取ることで、ご自身のキャリアや資格に取り入れていくことが可
能になります。また、長期間に渡ってお互いのコーチングを行う実習を
重ね、アランと受講生とで毎月テレセミナーを通じて絆を深めていきま
す。このコースでは『一生使えるスキルやテクニック』を学び、一生の仲
間と出逢う奇跡にあふれた6ヶ月となることでしょう。

■ メニュー2 ２日間セミナー「運命の約束」を思い出す！
人は本来幸せになるために生まれてきています。豊かになるのが自然なのです。あなた自身が決めてきた「幸せにな
る、豊かになる運命」を思い出し、ご自身の人生が、喜びにあふれた毎日へと変容するきっかけとなることでしょう！

日時 10月8日（土）、９日（日）、10日（月・祝）　2017年4月の日程は調整中です。
代官山サロンウエスト（予定）
詳細は、アラン・コーエン・ジャパン公式ホームページをご覧ください！
http://alancohen-japan.com/

会場

日時 10月15日（土）、16日（日）
代官山サロンウエスト会場

詳細は8月頃公開予定！

1年半ぶりに募集スタート！

Date with Destiny Online 4months Course

このオンラインコースであなたの運命は劇的に変わります

『運命の約束４ヶ月オンライン・コース』

※画像はイメージです

『運命の約束』
ーアラン・コーエン著

目次
＜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

パソコンだけではなく、
スマートフォンや
タブレットにも対応！！

プログラム詳細はこちら ▶
 http://alancohen-japan.com

通勤中、移動中…
いつでも好きな時に
アランからリーダー
シップについて学ぶ
ことができます。

世界的ベストセラー作家 アラン・コーエンの伝説のプログラム
「運命の約束4ヶ月オンライン・コース」が販売決定！
Date with Destiny Online 4months Course

※先行販売は終了致しました。次回販売が決まり次第ホームページでご案内致します。



講師：アラン・コーエン(Alan Cohen)

DUカリキュラム／人や社会の役に立ちたい・手法を学びたい
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アラン・コーエン来日にあわせて
２つの伝説のプログラムの再販売が決定！ 

自己信頼で満たし、自身を導き、周囲の人に
働きかける「新世代のリーダ－」になる。
頭の理解で留まっていたアランの教えを体感して
生きていく。

「引き寄せの法則」を世界中に広めた『ザ・シークレット』は、全世界600万部以上
販売されましたが、この中に登場するメンター、マーシー・シャイモフによる年間
3,000名以上が参加する、アメリカで効果が高いと言われている大人気プログラ
ム『イヤー・オブ・ミラクル～奇跡のコース～』が日本でいよいよスタートします。
マーシーからの言葉をお伝えします。「あなたの更なる豊かさ、幸せ、成功に向かっ
て奇跡の年にしましょう。もし、あなたが楽しみの中、奇跡の人生を過ごすとしたら、
あなたならどんな奇跡を起こしたいですか？あなたも奇跡の扉を叩いてください。」

あなたの幸せはなんでしょうか？使命感を持って生きることでしょうか？健康的でエネルギッシュ
に生きることですか？心から満足した関係を家族、恋人、会社で築くことでしょうか？
経済的に豊かになることですか？あなたの夢を叶えることですか？
このイヤー・オブ・ミラクル～奇跡のコース～を通して得られる知識とツールを使えば、これら全て
を、そして描けなかった次の夢までも叶える事ができます。

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
たの内側の声を聴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か月集中オンラインプログラムです。
６ヶ月をかけてアラン・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、このたび、６か月コー
スとして生まれ変わります。

アランのような
生き方がしたい人に。

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

http://alancohen-japan.com
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。 

もし、世界最高のスピリチュアルリーダーアラン・コーエンが
自然体で、ワクワクしながら

６ヶ月間、新世代のリーダーに導いてくれるなら
あなたの人生に、どんな奇跡が起こるでしょうか？

従来のリーダーシップの問題を解決するプログラムが遂に
復活

世界的ベストセラー作家

従来のリーダーシップの問題を解決するプログラムが遂に
復活

生まれ変わった！

ザ・シークレットで世界中を震撼させた世界的マスター
マーシー・シャイモフのプログラムが遂に日本で販売決定！

世界的ベストセラー作家マーシー・シャイモフと自己啓発の権威デボラの
『イヤー・オブ・ミラクル～奇跡のコース～』が７月いよいよスタート！

6ヶ月で奇跡を起こすイヤー・オブ・ミラクル～奇跡のコース～とは

あなたはさらなる豊かさ、健康、成功、幸せへの準備はできましたか？

プログラムは毎月テーマに焦点を当てて進んでいきます。プログラムの詳細はHPでお
伝えしますが、様々な国籍、文化、習慣、生活を送っている世界中の参加者が誰でも奇跡
を体験いただけるように作られたプログラムです。各月テーマがあり、豊かさ、健康、成
功、人間関係、夢を叶えるために、様々なコンテンツを配信していきます。そして奇跡は、
プログラムスタートしてからすぐに現れることがあります。これも毎年3,000名以上の
方々が参加しているからこそ、効果も実証されていることなのです。

なぜこのプログラムは女性限定のプログラムなのか？
女性は多くの特有の問題を抱えています。例えば、セルフイメージ、家庭と仕事の両
立、ビジネスにおける男性社会での競争、年老いた両親の世話、子育て、友人関係、同
僚、クライアントとの関係など。このプログラムは女性限定にすることで、女性の望み
をサポートできることにフォーカス出来るだけでなく、オープンマインドでお互いに交
流し、助け合えるコミュニティを創ることが目的です。

このプログラムの詳細は弊社ホームページにて公開準備中

Your Year of  Miracles
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何の為に生まれたのか分からない/才能を開き周りの人に貢献
したい/やりたいことをやれるだけの豊かさを手に入れたい/素
敵なパートナーと巡り逢いたい…etc
そう願うのは、自分の魂が実現できる可能性を知っているからで
しょう。自分の人生のシナリオを自由に描き生きるのもあなた次
第。穴口恵子による遠隔ヒーリング＆アクティベー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、魂の進化を受け容れる覚悟ができた時、宇宙の最高最善の流れと
共にあなた本来の魂に点火し、パワフルなサポートによって背中を押してくれます。

穴口恵子が行う遠隔ヒーリング＆アクティベーションでは、セッ
ションを行う前に、まず徹底的にエネルギーの通り道をクリアに
し、ヒーリングを行います。このクリアリング&ヒーリングだけでも
パワフルですが、さらに高次元のエネルギーを流していくので、変
化変容が加速して恩恵を受け取りやすくなります。肉体や精神に付
着した不要なエネルギーや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、あなたが元々
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。

「私の人生が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、細胞レベルからクリアにし続けているから！エネルギーの
通り道が汚れていると、エネルギーが通りづらくなるのよ！だから、
遠隔ヒーリング＆アクティベーションを受けた方には、セッショ
ンの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、繰り返しエネルギーをクリアにすることで、あなたの内側
がますます活性化し、具現化力がさらに加速していきます。

遠隔セッションの流れ
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①選ぶ
お好きな遠隔セッション
をお選びください。

②お申込み ③事前のご案内 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。遠隔セッションの流れ遠隔セッションの流れ

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。

開催前に遠隔セッション
のご案内をメールにて
送付致します。

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

実施日より7営業日
以内にメールにて
音声ファイルをお
届けいたします※。

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＆聖地遠隔を受け取り
神聖な自分自身の人生の主人公として生きる！
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

穴口恵子によるすべての遠隔セッションでは、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、新しいエネ
ルギーを流していく時に、エネルギーの循環を滞らせている不純物やブロックがあると、折角流したエ
ネルギーを受け取りづらくなってしまうからです。あなた自身はどこにいても、誰と過ごしていても、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れていることを意図して信頼し
ていてください。

もう自分に嘘をつかなくていいし、本当の自分を

生きていいんだと肩の重荷が降ろされた感じが

します。今まで思考や幻想にがんじがらめになっ

ていて、とても苦しかったです。これからはハート

から魂の本質へ向かえるような感覚がします。

（Nさん・女性）

遠隔セッションの感想のほんの一部
をご紹介！

※開催の遠隔によっては配信日が前後する場合もございます

確実に私の内側が変わり始めています。

今回初めて遠隔に参加させて頂きました。あれ

から何だか、感謝の言葉を言いたくなったり、両

親に愛と感謝の言葉を伝えました。不思議です

が、心が楽になった気がします。ありがとうござい

ました。（M.Yさん・女性）

両親にハグまで出来るようになっていました！
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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。

あなたの中で妨げとなっている顕在意識・潜在意識のブロックをクリアにします。神聖な自分で居られるようにその時最
高最善のタイミングで集った高次の存在と繋がりセッションを行います

聖地から贈る遠隔ヒーリング＆アクティベーション
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テーマ遠隔

穴口恵子が聖地へと足を運び、現地の歴史を感じながら、現地に存在する高次のエネル
ギーから受け取ったメッセージをお伝えし、アクティベーション（活性化）することで、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。

【カリキュラム内容】
１．『遠隔ヒーリング＆アクティベーション』

1ヶ月間をどのように過ごせば最高の状態でいられるのかを穴口自らリーディングした情報を実践することで自分の可
能性を存分に発揮できるようサポートします。

２．『最高の１ヶ月リーディング情報』配信

毎日実践することで常に神聖なあなたでいるために必要なエネルギーをアンカリングします。
３．『最高のあなたになる１ヶ月瞑想法』提供

開催時間は変更となる場合がございますので詳細はHPやメルマガなどでご案内させて頂きます。

聖地シャスタ、そこは地球に一番初めに高次のエネルギーが降ろされる

場所。たくさんの精霊や高次元の光の存在たちによって起こされる「シャ

スタマジック」と呼ばれる魔法で、あなたの人生に幸運を呼び込んでみた

いと思いませんか？

日時：2016年7月25日（月）  PM10：10～11：11

❖『シャスタ「時を外した日」遠隔グループセッション』

クロアチアでは歴史を感じると同時に壮大な自然の力を感じることができ
る場所があります。人々の手によって造られた建物と、自然の力で造られる
美しい景色が並ぶクロアチアの美しい景色が有名なパワースポットです。

日時：2016年9月1日（木）  PM10：10～11：11（新月）

❖『クロアチア 遠隔グループセッション』

グラストンベリーはイギリス最大のパワースポットと呼ばれています。大
天使ミカエルと聖マリアのレイラインがクロスするトールの丘やチャリ
ス・ウェルと呼ばれる聖なる井戸が存在している小さな町には神話や伝説
に満ちたスポットがたくさんあります。数々のミステリーや伝説が眠るグラ
ストンベリーには今も魅力と神秘のパワーが詰まっています。

日時： 2016年9月23日（金）

❖『イギリス・グラストンベリー遠隔グループセッション』

ルルドには「聖なる水」のエネルギーが存在しています。無限大のマリア
様の癒しが与えられるこの場所では癒しと浄化をもたらします。あなたが
まだ握りしめている不要なエネルギーを手放し、聖水のパワーで優しく包
み完全浄化を行うことで肉体レベルでの痛みをも癒していきます。

日時：2016年9月28日（水）

❖『フランス・ルルド遠隔グループセッション』

女神ペレ：自分の本質ではない状況を火のエネルギーで浄化し、あなたの抑圧していたパ
ワーを純粋な情熱へと変容してくれます。
聖なる流れのエロヒム：あなたの神聖な人生の流れをせき止めていた状態から、本来のエ
ネルギーに満ちた流れへとシフトしてくれます。 
女神アテナ：あなたがどの方向に進んでいくことが最善であるか、その方向性を明らかにし
ていく手助けをしてくれます。
女神ヴィーナス：愛に満ちた人間関係やパートナーシップを復活したり、スタートする手助
けをしてくれるでしょう。

♦サポートしてくれる高次の存在たち（予定）♦

【開催日時：7月22日（金） 22：10～23：11】７月テーマ：内なる情熱を行動にうつす！

虹の光の同胞団：あなたの具体的な望みを阻んでいるものを取り除き、
魂レベルから望んでいることを明らかにする手助けをしてくれます。
日輪大弁財天：あなたの神聖さの中に眠っているクリエイティブな本質を目覚めさせ、偉
大な存在であることを思い出させてくれます。
大天使メタトロン：自分の中にあるワンネスの意識へ目覚めるために二元性から開放され
るヒーリングとアクティベーションを行ってくれます。

♦サポートしてくれる高次の存在たち（予定）♦

【開催日時：8月22日（月） 22：10～23：11】８月テーマ：無限の創造力を発揮する！

聖なる父と聖なる母：限りない無条件の愛と信頼の中で、あなたの大いなる意志に従って、
行動に移す手助けをしてくれます。
大天使ガブリエル：あなたの本音を分かち合うことを手助けしてくれます。本当のあなたが
何を望んでいるか気づく手助けもしてくれます。
イエスキリストとマグダラのマリア：2人の真実の愛を循環してもらい、あなたのパートナー
シップのバランスを取り戻し、信頼関係を深めてくれるでしょう。

♦サポートしてくれる高次の存在たち（予定）♦

【開催日時：9月22日（土） 22：10～23：11】９月テーマ：聖なるコミュニティを築く！
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宇宙の応援がどんどん受け取れる
宇宙の法則で、あなたも人生の主人公になる

Cosmo Fusion Program

私自身が人生で自然に実践してきた９つの奇跡を起こす宇宙の法

則を次世代へと伝承して、この美しい母なる地球で神聖な自分を

体現していただける仲間を募って、2015年～2016年の4月ま

で、学んでいただきました。

このプログラムに参加したひとりひとりが自分自身の人生にコミットして、本当の自分の

魂の深い愛を選択して、自己愛を深め、自己信頼を手にしていただきました。これからの

人生においても、きっと、自分の本来の向かう方向に宇宙の法則の実践者として、最高最

善を選択していくでしょう。

ぜひ、あなたもコスモフュージョンファミリーのメンバーになって、宇宙の法則を学んで、

実践しながら、最高の未来を手にしてください。

私自身が人生で自然に実践してきた９つの奇跡を起こす宇宙の法

則を次世代へと伝承して、この美しい母なる地球で神聖な自分を

体現していただける仲間を募って、2015年～2016年の4月ま

で、学んでいただきました。

このプログラムに参加したひとりひとりが自分自身の人生にコミットして、本当の自分の

魂の深い愛を選択して、自己愛を深め、自己信頼を手にしていただきました。これからの

人生においても、きっと、自分の本来の向かう方向に宇宙の法則の実践者として、最高最

善を選択していくでしょう。

ぜひ、あなたもコスモフュージョンファミリーのメンバーになって、宇宙の法則を学んで、

実践しながら、最高の未来を手にしてください。

今人生を最高へとシフトする時、 宇宙の応援がどんどんと受け取れる
【奇跡を起こす9つの宇宙の法則】で、 あなたも人生の主人公となる

宇宙はあなたの波動と共鳴してい
ます。あなたの波動が高まれば高ま
るほど、宇宙はあなたのより高い意
識を地球で実現する働きをしてく
れます。あなたの波動を高めるスキ
ルを学び、波動の法則を自分の人
生に活かしていく方法を学びます。

あなたが原因で築き上げられた現
実は、必ずあなたの人生に結果とし
て現れます。ならば、その因果の法
則にそって、あなたがこの世界に提
供することをニュートラルで、慈悲
に満ちた状態で、貢献することで、
あなたには、徳が積まれていきま
す。徳があなたの人生の可能性の
扉を開いてくれます。どのようにあ
なたの現状に関わるかで未来が変
わることを学びます。

あなたの祈りはあなたが意図した
こと以上に宇宙は答えてくれます。
あなたの祈りが聞き入れられるた
めに、祈ることは、宗教的なことで
はなく、宇宙があなたに最大限の
チャンスを与えてくれている中で、
何をあなたがこの世界で実現した
いかに関係しています。自然に祈
りの法則をマスターして、あなたの
人生を更に容易く望みを叶えてい
けるようになります。

あなたの人生は旅のようなもので
す。その人生には流れがあり、止ま
ることはないのです。その聖なる流
れを受け入れて、委ねることを通し
て、人生の行き詰まりや困難を乗り
越えて、本来のあなたが進んでいく
道へと戻ることができます。聖なる
流れに乗って、どんな時でも、自分を
見失うことのない選択ができるよう
になります。

すべてのものには良し悪しがあ
る二元性から解き放たれた時に
あなたはあらゆる制限から自由
になります。人生経験から 自然に
当たり前になってしまった、二元
性に気づき、二元性から自由に
なって、本質をつかみとり、人間
関係や出来事に 対して中庸を選
んで、変わることのない平常心や
やすらぎを手にします。

移り変わる現実の中では、常にあな
たが最高最善を選ぶことができます。
ところが殆どの場合、焦りや恐怖や
不安から自分の最高最善を見失って
しまいます。瞑想を通して、もっとも多
面的に物事が見えるようになり、あら
ゆる可能性の中から選択することが
できるようになります。そして、悩み
を超越して、人生の重要な決断を下
せるようになります。

あなたをコントロールする人も物も環
境も実際には存在していません。とこ
ろが、あなたは環境や人間関係や社
会の中で自分自身に責任を100%持
つことなく、社会や周りの期待に答え
て生きてしまいがち。そんな中では、
満たされた人生は送ることができま
せん。あなたの自由意志を取り戻し、
あなたが自然に望んでいる現実を築
いていけるようになります。

あなたが与えたものが巡り巡ってく
るのが宇宙の真理の一つです。あ
なたの魂にアクセスして、何を循環
すると、あなたの実現したいことが
できるかを学びます。あなたの言葉
と行動が影響を及ぼしていることに
気づいて、あなたの魂レベルでの
真の望みと一致している言動を起
こしていく方法を学びます。

すべては根源とひとつに繋がっ
ている中で、あなたの存在があ
ります。創造の法則を学ぶことを
通して、あなたがいかなること
へも貢献していることに気づき、
よりあなたが本質から創造して
いく方法を身につけて、あなた
の夢や願いが叶うプロセスを身
につけていきます。

宇宙の法則① 波動の法則

宇宙の法則④ 因果の法則

宇宙の法則⑤ 祈りの法則

宇宙の法則⑥ 聖なる流れの法則

宇宙の法則⑦ 中庸の法則

宇宙の法則⑧ 瞑想の法則

宇宙の法則⑨ 自由意志の法則

宇宙の法則② 循環の法則

宇宙の法則③ 創造の法則

Cosmo Fusion Programとは、約9ヶ月をかけて、穴口恵子自身が20年かけて
実践してきた「奇跡を起こす9つの宇宙の法則」をマスターするプログラムのこと。

人生に奇跡を起こす９つの宇宙の法則

穴口恵子が20年かけて実践し
人生の豊かさを実現できた法則
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宇宙の応援がどんどん受け取れる
宇宙の法則で、あなたも人生の主人公になる

聖なる流れに乗り出会ったタオライ
アーが、私の人生を変えました。 
長年「何の為に生まれてきたの
か？」本当にやりたい事も判らず、自
己不信に陥り、自分探しをしていま
した。しかしタオライアーと出会い、
奏でる音色に癒され、多くの方が
「美しい」「癒される」と伝えて下さ
る事に、喜びを感じ、自分を取り戻し
ました。タオライアーの美しい音色
に包まれて下さい。あなたの周波数
が整い、本来のあなたを取り戻す事
が出来るでしょう。

穴口恵子直伝！
在り方や行動で自分の人生に

「奇跡を起こす９つの宇宙の法則」を実践し続ける仲間

コスモフュージョンリーダー

セミナーやカウンセリングを通して、「奇跡を起こす9つの宇宙の法則」を伝える、
リーダーシップを発揮するリーダーです。

大島洋子

Studio Fairy Rose主宰。女神ア
テナ、女神アバンダンティアの神殿
オーナー。ごきげん波動ナビゲー
ター。
女性の美と健康と輝きをクリエイト
するスタジオの経営者です。人間関
係を円満に調和させるためのコミュ
ニケーションスキルをお伝えしてい
ます。妻・母・娘という立場から本来
の自分に立ち返って、女性が本質の
輝きを放つためのナビゲーションシ
ステムを提案します。

叶 ゆかり

クリスタル曼荼羅セラピスト 
魂の内なる輝きと繋がり、本来の自
分を生きる時代が来ました。 “9つの
宇宙の法則”の実践と、クリスタル曼
荼羅で、あなたの波動をあげて、幸
せな人生へと、シフトチェンジしま
しょう！

胤森 歩

【宇宙を味方にして人生を好転させ
る】をテーマに、心も身体も健康で
若く美しくあること、そしてすべてに
おいて愛と美と豊かさを循環させて
いくことを使命としています。心身
共にリフトアップし、更に人生のエネ
ルギーまでもアップするとご好評の
セッションやセミナー等京都を中心
に活動中です。魂レベルから本来の
美しさを引き出し、真の豊かさを手
に入れて自分らしい人生を創造して
いきましょう。お逢いできるのを楽し
みにしております。

知花茉奈

宮崎県在住
『真実の自分を本気で生きたい方』
と言う言葉に導かれCFPを学びまし
た。学び始めて、自分の生きている
ステージが変わり始めました。 ただ
学んだ事を理解し、実践していった
だけの事です。自分が人生をどう生
きたいのか、その為にどうしたら良
いか。CFPは誰もが真実の自分を生
きる、人生の教科書のようなもので
す。宇宙と共同創造しながら、自分
の人生に奇跡を起こし、自分らしく
輝いた人生を、ご自身の手でおこし
ませんか。

Nirmala

メンター穴口恵子さんより、様々な
学びを共有していただき、今…宇宙
法則を日常で実践学習しながら奇跡
を起こす9つの宇宙法則！ 宇都宮に
てセミナー開催をさせていただいて
ます！波動…循環…創造…の法則に
はじまり…またディバインセルフと
つながり…自分にも…周りに集う人
にも…地球のあらゆる生命…自然に
も…真実のありがとうをお伝えして
います。全国で体験セミナー開催予
定です。皆様ご縁を楽しみにしてお
ります。

菱沼理華

開発・国際協力のスペシャリストとし
て欧米のみならずアジア・アフリカ
諸国を拠点として仕事をこなし、40
代前半まで国際キャリア女性として
突き進んできました。結婚、妊娠、出
産後もアフリカをベースに子育てと
仕事の両立をしてきた経験を持って
います。現在、「自分にしかない・自
分らしい生き方」を見つけ、それを
サポートするカウンセリング、セッ
ション、およびセミナーを実施して
います。ヨガインストラクターとして
も活動。

makiko

●コスモフュージョントレーナー
「奇跡を起こす９つの宇宙の法則」をセミナーで教
えることができる講師

●コスモフュージョンカウンセラー
「奇跡を起こす９つの宇宙の法則」をベースにした
個人セッションをおこなうカウンセラー

コスモフュージョンリーダーの
ほかにもこんな仲間がいます。

最新のコスモフュージョンセミ
ナー＆コスモカウンセリングの
お知らせは弊社ホームページ
をご覧ください！

北海道、東北、関東～九州地区まで全国で開催されています！
http://cosmofusion.dynavision.co.jp
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「瞑想」を取り入れることで期待できる７つの効果

1.ストレスを軽減させる
ストレスは自分の欲求や願望の実現を妨げる障害に
出会った時に感じます。心拍数が低下し、血圧は正常
になり、呼吸も落ち着くのでストレスホルモンが減少
していきます。瞑想を行うことで深いリラクゼーション
効果が得られるので、ストレスを効果的に軽減します。

2.決断力を向上させる
あれこれ迷うことがなくなるため、決断力が格段に
アップします。決断力が高まることで、未知なる困難や
選択の場面が訪れても、後悔しない選択ができるよう
になるでしょう。

３.新しいアイディアが湧いてくる
瞑想をすることで、潜在意識にアクセスすることができ
ます。普段は使えない潜在意識を、瞑想をすることで
活用するため、思わぬアイディアが閃くことが日常に
なっていきます。

４.仕事の効率がアップする
瞑想を行い、心の安定と冷静な視点が加わると、予測
力が向上したり、直感力が向上します。この力を身につ
けると、当然仕事の段取り力も向上するため、どんな
仕事においても効率がアップします。

５.注意力が向上する
人間はミスをするものですが、ミスは少ないに越した
ことはありません。ある実験では、瞑想をしていた人
が、ほかの行動をとった人よりも10％高い注意力を持
つことがわかっています。

６.集中力が向上する
質の高い集中力を身につけると無意識状態で仕事に
没頭できるようになるので、あっという間に時間がす
ぎていたり、あまり疲労を感じずに仕事を終えることが
できるでしょう。

7.人間関係が良くなる
平常心や冷静な視点が備わることで、自分の感情を客
観的に見ることができるようになります。仕事もプライ
ベートも人間関係が良くなると、ストレスを大幅に減ら
すだけなく、幸せを感じることが多くなります。

【JSEAが掲げる３つの役割】

JSEAとは？
Japan Spiritual Entre Academyの略。JSEAは、スピリチュアル業界の第一人者である穴口恵子と、コー
チ・セラピストの起業支援で日本一の実績を誇る北野哲正氏がタッグを組み、2015年に設立されました。理
事長を務める穴口恵子は、20年の歴史の中で培ってきた本格的かつパワフル、且つ「すぐに実践できるスピリ
チュアルスキル」を持つスピリチュアルコーチとして、どのようにクライアントと関っていくかという「セラピスト
としてのあり方」や、「多次元レベルの存在たちを味方につける方法」などスピリチュアルスキルを提供していま
す。また、理事を務める北野哲正氏は、「コーチ・セラピスト型ビジネス」で1000名を超える方々の独立起業や
集客をサポートしているマーケティングの超プロフェッショナルでもあり、受講生それぞれの才能や個性、魅力
を引き出して、マーケティングをしていく上で、どのように展開していけばリアルで実践的な集客につなげられ
るのか、スピリチュアルなスキルを使った起業家を育成・支援するためのセールススキルを徹底指導。海外ゲス
トを招いてのイベント開催など、スピリチュアルな世界の啓蒙活動にも積極的に取り組んでいます。

今、注目を集めている『瞑想』

2016年　瞑想コーチプロジェクト始動！！

じつはダイナビジョンを立ち上げた当初、私はグローバル起業の人材育成コンサルタントとして活動していました。ス
ピリチュアルな世界がまだあまり世間に広く受け入れられていなかった頃から、自然と「瞑想」を取り入れた企業研修
を海外で行っていたんですよね。そして、ある時から従来のマネジメント手法やコンサルティング手法に限界を感じ、現
在のスピリチュアル分野でビジネスを行うようになりました。
しかし、今やGoogle、Appleなどの世界的な企業が瞑想を取り入れている時代です。Googleでは実際に、社内で瞑
想インストラクターの養成を行っていますし、個人においても、呼吸法やエネルギーワークなどを日常生活に取り入れ
ている方も数多くいらっしゃることと思います。「瞑想」は今、ビジネスの上でも大きな注目を集めているほど、確かな
効果が得られるスピリチュアルスキルのひとつです。ぜひこのスキルを活用して、ひとりひとりの直感力や才能を引き出
すサポートをしていただく“瞑想コーチ”の育成に力を入れていきたいと考えています。

『すべての人にスピリアルライフを』
一般社団法人スピリチュアル

アントレアカデミーレポート vol .2

ゲーリー・ズーカフさん＆リンダ・フランシスさん
初来日イベント実現！
スピリチュアルパートナーシップの世界的権威である、ゲー
リー・ズーカフさん＆リンダ・フランシスさんを日本で初めて
お迎えし、『魂の対等性』やスピリチュアルパートナーシップの
築き方について熱く語って頂きました。おふたりの愛の波動
に、会場全体が包まれていました！

JSEA活動レポート ［2016年5月18日（水）］

1. スピリチュアルなスキルを使った起業家の支援と育成

2. スピリチュアルな世界の啓蒙活動

3. スピリチュアルをビジネスにする新しい世界へ向けての研究開発

■一般社団法人スピリチュアルアントレアカデミー
http://1jsea.com/   ［お問い合わせは info@spirealbiz.comまで］
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【コラム】
1） 人生の転機
2） スピリチュアルな世界への導き
3） 瞑想コーチとしてのビジョン

瞑想コーチとしてのビジョン
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:　窓際に甘んじて10年間学びを深めて大成功した人の記事に出会った後、「偉
くなるよりも、お金持ちになるよりも、人を育てることの方が価値がある」と書かれ
た本との出会いがありました。その時、わたしが研修講師という仕事をしていることの意味を感じ、今の仕事を通じて
自分を磨き、会社に貢献し、自分の未来にもつなげようと思い、取り組んできました。結果、9月の退職後も会社と繋がっ
ていける関係性を築くことができました。大いなる導きに感謝です。もともと今働いている会社内でも研修講師を担当
していたので、今、新たに動き出している『瞑想コーチプロジェクト』で企業向けにやりたいことを恵子さんがどんどん
具現化してくださっていて、企業へ瞑想研修を提供する瞑想コーチとして活動していきたいと思っています。
今年、ドルフィンスターテンプル（DST）のFSP（全感覚認知）コースの受講を決めたのも、全感覚を開いてもっと自分の
感覚を研ぎ澄ませたいと思ったからです。ヒーラーとしてセッションをしたいというよりも、日常生活の中で常に“今こ
こを生きる”ということにフォーカスしていきたい。リフレーミングのスキルを磨きたい。そして、せっかくアントレコース
で学んだのだから、恵子さんがアントレアカデミーとして進めてくださっているビジョンをしっかり繋いでいきたい。
FSPを学ぶことでそれが可能になると考えています。そういえば、スピリチュアルアントレアカデミーで、最後の卒業の
日に見た未来ビジョンが、大学でスピリチュアルアントレアカデミーの瞑想コーチとして、スピリチュアルなことを教え
ているビジョンだったんですよね。中学・高校でそういう文化が広がれば、保護者たちにも自然と広がっていくでしょう
し、私自身がアントレアカデミーで学んできた内容が実際に大学で単位になるみたいな！そんな日が来るかもしれな
いなって思っています。

Spireal Life 1問1答コーナー

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
紹介させて頂くスピリアル・ライフ・レポート。第二回目は、スピリチュアルとは
全く無縁の世界で、管理職として26年間積み上げてきたキャリアを手放し、ス
ピリチュアル起業プログラムやコスモフュージョンプログラム、瞑想コーチプロ
ジェクトやFSP年間コースなど、リアルとスピリチュアルを融合させた新たなス
テージへと踏み出された、福田恵子さまへのインタビューをお届けします。

インタビュー：
福田 恵子さん  Keiko Fukuda

人生の転機
Q:　スピリチュアルな世界へ興味をもたれたきっかけについて教えてください。
A:　じつは、今年の9月で26年間務めた会社を辞めることに決めたんです。これまで仲間にもポジションにも恵まれ、
結構いい感じで仕事にのめり込んでいたのですが、大きな挫折を味わったのをきっかけに、スピリチュアルな世界へ
導かれていったような気がします。上司と意見が合わなくて、みんなが折れた時にも折れなかったんですよね。私は、
ただ正しいと思ったことを言っていただけで、正義感満載だったんですけれども、相当生意気でしたよね（笑）。その
後、管理職から専門職に変わることになって、決裁権も経費もなくなり、限られた範囲のことしかできなくなりました。
その時は本当に辛かったです。それで、会社を辞めたいと思いながら、将来どうやって食べていこうかなと考えていた
時に、たまたま図書館に行ったら、いつもは見ない雑誌がふと目に止まって・・・それが、10年間窓際を辛抱して大成功
した人の話だったんです。「よし、窓際で準備しよう」って決めました。挫折は「もう今までのやり方は終わりだよ」ってい
うサインだったんだと思います。

スピリチュアルな世界への導き
Q:　ダイナビジョンや恵子さんを知ったきっかけは？
A:　3年くらい前に、とあるスピリチュアルセミナーを受けたとき、一緒にいた方がダイナビジョンやハルさん（ドルフィン
スターテンプル講師）のことを教えてくださって、ハルさんのヒーリングを受けたのが最初です。その頃、恵子さんのこと
は、まだダイナビジョンさんのHPでお写真を拝見したことがあるだけでした。ただ、インナーチャイルドについて学びた
いと思って色々調べていたら、ちょうど恵子さんのDVD教材（インナーチャイルドセラピスト養成講座）を見つけて・・・さ
らにその後、本屋でばったり出会った『インナーチャイルドと仲直りする方法』という本を読んで、恵子さんへのイメージ
が全然変わったんです。なんというか、もう「愛そのものだ！」って感じたんですよね。恵子さんを知る前から、インナー
チャイルドセラピストの講座はいつかあったら受けたいなと思っていたんですけど、ハルさんのセッションでもインナー
チャイルドを勧められたので、DVD教材を見つけた時はそれを買おうと思っていました。そしたら、今度はスピリチュア
ルソウルコーチングのDVD教材が目に飛び込んできてしまって（笑）昔からコーチングを学んできた私は、ついそっちを
買ってしまったんです。スピリチュアルソウルコーチングのDVDを買った後、初めて恵子さんのスピリチュアルソウル
コーチングセミナーを対面で受けましたが、探し求めていた以上の内容で、愛に満ちていて、まるで異次元でした。

Q:　実際に会ってみて、どんな印象でしたか？
A:　恵子さんのセミナーに参加した時は、初めて光を感じましたし、ハイアーセル
フやマジカルチャイルドとの対話が始まったことで、世界がものすごく広がりまし
た。今思っても、驚きと感謝でいっぱいです。実は、他のセミナー会社さんでも素晴
らしい講師の方と通訳さんに恵まれたのですが、英語ができないのがもどかしく、
私に合った日本人の先生に出会わせて下さいって、お願いしていました。恵子さん
に出会えた時には、宇宙に向かって「ありがとう！」って叫んでしまいました。

Spireal Life Report

－Keiko Fukuda（KEI）－
インフィニティソウルコーチ
【主な資格】
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
穴口恵子認定マジカルチャイルドセラピスト
穴口恵子認定チャネリングマスター
穴口恵子認定レインボーエンジェルセラピスト
マスターレベルワンコマンドコーチ
NLPマスタープラクティショナー
GCSプロフェッショナルコーチ

“働く女性の本質と可能性を引き出したい”

Q：　福田恵子さんにとってのスピリアルライフを一言で表すと？
A：　愛と可能性に満ちた暮らし・生き方
Q：　日々大切にしていることは何ですか？
A：　幸せになる考え方を選ぶこと。未来は選べる！
Q：　何をしている時が一番楽しいですか？
A：　人と話している時と、緑の中を歩いているとき。
Q：　福田恵子さんの夢は何ですか？
A：　カフェを併設した、コーチ・セラピストのための
　　シェアオフィスを作ること！

写真左から、穴口恵子・福田恵子さん・
北野哲正さん
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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）

レインボーエンジェルズは、よく耳にするローズクォーツ、アメジストなどの認知度が高いクリスタルの他、
珍しいクリスタルも取り扱っております。
今回はスタッフも当店にやってきて初めて知ったようなレアクリスタルをご紹介しますね♪

○オーリチャルサイト
和名は水亜鉛銅鉱と言います。
傷がつきやすく、とても繊細な石なので、透明の箱に入れて販売しています。エネル
ギーはとっても優しく、ハートを穏やかなエネルギーで満たしてくれます。疲れた心、
傷ついた心を癒してくれたり、肩の力を抜いて生活出来るようサポートしてくれま
す。持つとグググッと大きな変容をもたらす！というタイプのクリスタルではなく、あ
なたの気持ちに寄り添いながら、あなたのペースに合わせて効果を発揮する・・・と
いったタイプのクリスタルです。

○シナバー
シナバーは「賢者の石」と言われています。
シナバーと言われても「？？？」となるかもしれませんが、「賢者の石」と言われると何
か連想されるものはありませんか？・・・ハリー・ポッターです！
【ハリー・ポッターと賢者の石】で出てくる、賢者の石こそシナバーなのです。シナ
バーはどんな時でも恐れることなく前へ進んでいく勇気、そしてスムーズに進んで
いけるよう知恵を与えてくれるクリスタルです。豊かさをもたらしてくれるクリスタル
でもあります。

○ダトーライト
ダトーライトは、お仕事のお供にとってもオススメなクリスタルです。
集中力や記憶力を高め、頭をクリアにします。どんな状況においても、冷静に物事を
判断することが出来るようサポートします。知恵をおろしてくれるクリスタルでもあ
り、まるで検索したら情報がパッと出るパソコンのような存在です。

UMOウォーター
UMOウォーターは、特許技術によって、クリアクォーツから抽出した
ケイ素の結晶の水溶液です。エネルギー的に浄化されるだけでなく、
石についた汗や手垢まで取り除いてくれるので、UMOウォーターを
吹きかけて磨いてあげたクリスタルは本当にキラキラ輝きます！（水
に弱いクリスタルには不向きですのでお気を付けください。）

癒しフェア出展決定！
7月30日、31日に東京ビックサイトにて開催される癒しフェアに、
今年もレインボーエンジェルズとドルフィンスターテンプルの
ブースを出展予定！ ぜひぜひ遊びにいらしてくださいね♪

クリスタルの浄化に
オススメのアイテム♪

お 知 ら せ

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

今年のツーソンミネラルショーで仕入れてきたイーシャジュエリーを、
7月オンラインショップで一挙大公開！

イーシャジュエリーは、オーナーの穴口恵子が出会った瞬間に一目惚れしたジュエ
リーであり、レインボーエンジェルズで取り扱っている他のブランドとはちょっと趣向
の違う、ナチュラルでカジュアルなデザイン。
イーシャジュエリーは、より自然体で、制限の枠をはずし、内なる

魅力を発揮させてくれるジュエリー。イーシャジュエリーを身に付けると、緊張が
ほどけていき、身体が軽やかになります。自分自身が本当に好きな事をして、自然
体に生きていくことをサポートしてくれるジュエリーです！

ローズクォーツは一般的に、恋愛や結婚など「男女のロマンス」というイメージだ
と思います。それは正解であり、不正解です。なぜなら、ローズクォーツは「自己
愛」の石だからです。あなた自身が愛で満たされ、溢れ出すことで男女のロマン
ス、魂の仲間や友人を引き寄せます。
ぼくの友人が「ローズクォーツ持ったけど、恋がうまくいかない！」とボヤいてたこ
とがありました。うまくいくか、いかないか、に執着してしまう時ほど「自己愛」や
「自分はどう在りたいか？」がとても大切です。だから友人はローズクォーツに呼
ばれたんだな、と思いました。
自分自身を愛すること、ありのまま自分の価値を認めることは「無条件の愛」その
もの。そんな穏やかで、しなやかな強さ、「高貴な生き方」を可能とする石です。

「ローズクォーツ」＝恋愛＆結婚の石ではない！？

☆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☆

皆さまお待たせしました！

イーシャジュエリーフェア2016夏、開催決定！
7月7日（木）12時～7月24日（日）23時59分



Cosmic Vision Quest   4544   Cosmic Vision Quest

いよいよ、「聖なるビジョンを遂行する時」が来ました。
私たちが自らの手で、自らの力を発揮し、人生の主人公として、

ビジョンを形へ変えていく時です。
聖なるビジョンが具現化されたジュエリー、『シャンカリ』は
あなたの行く先を眩しく照らす道しるべとなります。

シャンカリ・ジュエリーシャンカリ・ジュエリー

2016 Summer Fair

シャンカリジュエリー 2016 Summer Fair
8月開催予定！！

※詳細が決まり次第、ブログ・メールマガジン・ホームページでお知らせ致します。

神々の住む島、バリ島で40名以上の職人と共にジュエリーを創作して
いるデザイナー、シャンカリによって創られるジュエリーです。
彼女はこれまで、数々のスピリチュアルな修行に取り組み、導きを示し
てきたシャーマンであり「ソウル・アルケミスト（魂の錬金術師）」と呼ば
れています。
シャンカリが創り出すジュエリーの特徴は、他に類を見ないデザイン性と

美しさだけではなく、ジュエリーを身に付けることで、持ち主に今必要なアルケミー（錬金
術）を起こし変容をもたらすことです。
そのため、「創られた瞬間から持ち主が決まっている」とも言われます。
国内外の多くのセレブからも信頼を集めており、数々の女性誌や雑誌などで取り上げられ
ています。
シャンカリ・ジュエリーは、本質を輝かせ、神聖なるエネルギー・安心感と共に進むべき方向
へ導いてくれる、魔法のジュエリーなのです。シャンカリジュエリーを身に付けて起こる大き
な変化は「シャンカリ・マジック」と呼ばれています。

シャンカリ・ジュエリーとは？？

「クリスタルライトワーク」とは
現代のライトワーカーの鍵となるヒーリングメソッドです。

クリスタルライトワーカー養成講座
2016年度秋ベーシックコース＠大阪

わたしたち人間が忘れていたクリスタルと繋がる方法、智慧を思い出して、
クリスタルを使ってライトワークを提供していく時代が到来しました！
クリスタルは、人間が宇宙とつながり、真我とつながって魂の進化を加速するためのサポートをするため
に人類に与えられた貴い地球の産物であり、贈り物です。レムリアやアトランティスでは、クリスタルがコ
ミュニティや各自のライフスタイルの中でとても重要な役割を担っていました。
「アセンションの時代」「光の時代」とも言われる現代において、
クリスタルにまつわる叡智は蘇りつつあり、再び私たちのものとなり始めています。
クリスタルとの共同創造（ワーク）によって、自分や他者の幸せや心身の健康、夢の実現に貢献することが
できるのが『クリスタルライトワーカー』なのです。
このコースのレベル1～３を学んだコース終了後には【クリスタルライトワーカー】として個人鑑定を行
い、シンプルながらもクライアントに劇的な変化をもたらす、とてもパワフルな鑑定内容をあなたのクライ
アントに提供することができます。

このコースで学ぶこと（どのコースからでも参加いただける内容です）

【レベル１】クリスタルライトワーカーとクリスタル
クリスタルの種類と基本的な効能、クリスタルライトワーカーの基礎知識

【レベル２】クリスタルの関係性を理解する
オーラにおける惑星リーディングの基礎知識、クリスタル惑星リーディングの基礎実習

【レベル３】　適切なクリスタルブレスレットの選び方と効果的な組み合わせ
日時 ： レベル１▶9月24日（土）、25日（日）、レベル２▶10月22日（土）、23日（日）、 
レベル３▶11月19日（土）、20日（日） 　※各回11:00～17:00
開催場所：レインボーエンジェルズ大阪店
参加費：レベル１，２，３　各70,000円　レベル１～3セット価格21万→18万円（-30,000円）

※クリスタルキット※初回受講者は要購入（22,000円）初回受講者の方は、学んだ後に実践で使え
るクリスタルキットを購入いただきますユニット1,2,3のすべてを受講の方に認定証を発行致しま
す。クリスタルライトワーカー認定証（ダイナビジョンユニバーシティ大阪　校長　穴口恵子とクリ
スタルライトワーカー木村衣晴による認定）



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！

◆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（11時～19時）10,000円
大部屋・・・1時間 5,000円　1日（11時～19時）35,000円
詳細はお問い合わせください。 お電話06-6943-8458　 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
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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、
本格的に学ぶことができ、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 ： 9月 レベル①　10月 レベル②　11月 レベル③　2日間コース　
　　　　  11:00～17:00　※どのレベルからでもご参加もいただける内容です
■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 ： 各回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）
　　　　　3回セット受講　18万円
【個人セッション日程】 60分 ※全国より電話セッションも可能
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）※電話セッションの場合は、ブレスレトは後日送付致します

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

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。

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。

占星術から自分の才能を知り、天命を生きるセミナー
■日　程 ： 7月、8月　各月開催　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）テキスト、ホロスコープ付
※ご要望の多いマンツーマンでの受講も可能です。お問い合わせください
※宇宙からの情報をキャッチする能力を開く、アセンションライトワーカーヒーリング付
■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 ： 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！

クリスタルは思った以上にパワフルに働きます！「クリスタルヒーリング」

秋のコース9月スタート！
クリスタルライトワーカー養成講座①②③&個人セッション

■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 ： 大阪店専属ヒーラー、史穂香（SHIHOKO）、ちさと（クリスタルライトワーカー）
■参加費 ： 20分　2,000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。

※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
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Channeling by Keiko Anaguchi

内なる情熱を
行動にうつす！

July

あなたが本来持っている持ち味を発揮して、周りの人 と々喜びを分かち合いま
しょう。あなたの神聖なパワーが開かれていくことで、ビジネスやコミュニティ
などの人間関係が、さらに広がっていきます。７月は、リスクを負ってでもチャ
ンスをつかむ時。聖なる流れに乗ったあなたの情熱に感銘を受けて、あなた
を応援したくてたまらない人が次 と々現れるでしょう。自分からアクションを起
こすことが、チャンスをつかむ鍵となります。パートナーシップにおいては、冷
めていた関係をあなたの情熱をもって、復活するチャンス。

７月のサポートカラー ： レッド・オレンジ

無限の創造力を
発揮する！

August

自分の中からアイディア・クリエイティビティ・インスピレーションがどんどんと
湧いてくる時期です。自分が選んだこと、例えば遊びなら遊びを思いっきり楽
しんだり、趣味にとことん打ち込んだり、好きなところへ旅をするのもおすす
め。仕事の場面では「こんなことを開発したい」「これを作り上げたい」など、集
中してエネルギーを注ぐと自分が思った以上のクリエイティビティが発揮され
るでしょう。８月は、自由な創造力で、新たなことにチャレンジするのに最適で
す。パートナーシップを受け取っていない人は、新しい場所にでかけて出逢い
をクリエイトして、パートナーがいる方は、ふたりのお気に入りの場所を発見し
て、人生の次のステージを模索してみましょう。

８月のサポートカラー ： イエロー・グリーン

聖なる
コミュニティを築く

September

あらゆる劇的な出来事の中で、あなた自身のポジショニングをしていくことが
鍵となります。「私はこのスタンスでやっていく！」など、自分の持ち場や持ち味を
確立しやすい時期。仕事関係や交友関係の中で、大きな意志決定をすること
で、コミットメントの深さが変わります。ハッキリと決めることで、神聖な流れに
乗って、聖なる約束を交わした家族間のすばらしい恩恵がもたらされるでしょ
う。あなたが最も心地よい聖なるつながりを深めて行く時です。ソウルファミ
リーの繋がりが広がるので、９月は人間関係を大切にして下さい。パートナー
シップが新しいステージへと更に進化するために、お互いができることを明ら
かにしておきましょう。

９月のサポートカラー ： インディゴブルー・ホワイト

ダイナビジョンのコンシェルジュが厳選した、7月・8月・9月にぴったりの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！レインボーエンジェルとクリスタルのエネルギーを味方に
つけてつながって、軽やかに人生の波に乗りましょう！

～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/

《石の名前》 
《メッセージ》 
《キーワード》

ターコイズ
やりたいことをやりましょう
ストレスからの解放・守護

「私は、いつでも好きな時に、
好きなことを実現することができます」

無限の創造力を発揮するためのアファメーション

8月にぴったりのカードは・・・《石の名前》 
《メッセージ》 
《キーワード》

ロードクロサイト
愛の循環
緊張の緩和、穏やかなハート、新鮮さ

「私は、愛と喜びから行動し、
　　喜んで愛を受け取ります」

内なる情熱を行動にうつすためのアファメーション

７月にぴったりのカードは・・・

《石の名前》 
《メッセージ》 
《キーワード》

セレナイト
時は満ちた
リラックス、心の安定、エンジェルと繋がる

「私は、相手とハートで繋がり、
　自由な感性で表現し合います」

聖なるコミュニティを築くためのアファメーション

9月にぴったりのカードは・・・
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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
国際認定ヒーラーになりました！時任悟です。
2016年春は、とにかくドルフィン・スターテンプル®ミステ
リースクール（以下DST）のご紹介に、文字通り朝から晩ま
でずっとフォーカスしていました！大阪、名古屋、東京で全
10回の説明会を行い「真実の人生を生きる！」とコースの参
加を決められる感動の瞬間に、何度も立ち会わせていただ
きました。DSTの教えは、ダイナビジョン・ユニバーシティの
すべてのカリキュラムの基盤となる重要なプログラムです。

だからこそ、史上最大規模のコースとなる2016年のコースが本当に楽しみです。来年春には、50
名以上の方々が国際認定ヒーラーとして卒業！新時代のDSTの幕開けとなる一年になることで
しょう。
私自身がDSTの受講を決めた一番の理由は、DST講師の個人セッションを受けた時「スピリチュ
アル、めっちゃ使える！」と実感したことです。頭がスッキリするし、体調もよくなるし「ムリムリ！」と
諦めていたことがサクサク出来るようになったり、28年ずっと悩んでいた問題が消滅してしまった
り！などなど、ものすごい可能性を感じたからです。
国際認定ヒーラーになったとフェイスブックで投稿したら
意外な反応が殺到。DSTの手法でセッションすると、以前
の自分との違いがくっきりと際立ちます。クライアントのハ
イアーセルフさんに許可をもらっていることもあって、問題
点を特定するスピードが圧倒的に早い。以前だったら1時
間はかかっただろうヒアリングが、5分で済んだり。クライア
ントの問題解決も、以前だったら3回はセッションしないと
ダメだったろうなぁと思うことが、15分位で出来るようになったり、とにかく自分が段違いにレベル
アップしていることに驚いています。10年位前から、スピリチュアルなセミナーにはちょくちょく顔
を出していて、チャネリングやリーディングは出来るつもりでした。がしかし、、、DSTでちゃんと基
礎からしっかり学んでみたら、自分が今まで、いかになんちゃってスピリチュアルだったかに気付か
されました。今、僕のセッションを体験頂いている方の反応と、以前のクライアントの反応の違いが
明らかな証拠です。
自分自身の真実をチェックするツールとしても、DSTの手法はとにかくおすすめです。セールスした
いという気持ちが全くないといったら嘘になるけれど、このプログラムは人生を変える画期的な
コースであり、手法だと確信しています。もうコースは始まってしまいますが、ぜひ個人セッション
や、瞑想会などでDSTの世界観に触れていただきたいと心から願っています！

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に参画。「スピリアルラ
イフをすべての人に」をテーマに、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
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アウェイクニング・マスター認定コース【ステージ3・4】 （P.18、19）
イギリス　グラストンベリー・リトリート （P.22、23）
アラン・コーエン認定ライフコーチング （P.26）
マンスリー遠隔 （P.30～33）
コスモフュージョン・プログラム （P.34～37）

【認定コース】
【リトリート】
【認定コース】
【 遠 隔 】
【 コ ス モ 】
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9  September

【GS】ペルー遠隔①

【PS】山本明子[大]【EV】体験瞑想会-林陽子-[東]

【PS】ハル[東]

【PS】ドゥーガル[東]【フェア】イーシャジュエリーフェア[WEB]

【GS】ペルー遠隔②【EV】ドゥーガル[東]【フェア】イーシャフェア[WEB]

【PS】ドゥーガル[東]【フェア】イーシャジュエリーフェア[WEB]

【GS】ドゥーガル[東]【フェア】イーシャジュエリーフェア[WEB]

【フェア】イーシャジュエリーフェア[WEB]【PS】金谷せいこ[東]

【PS】ドゥーガル[東]【フェア】イーシャジュエリーフェア[WEB]

【PS】ドゥーガル[東]【フェア】イーシャジュエリーフェア[WEB]

【PS】ドゥーガル[東]【フェア】イーシャジュエリーフェア[WEB]

【PS】ドゥーガル[東]【フェア】イーシャジュエリーフェア[WEB]

【認定】ドゥーガル[東]【フェア】イーシャジュエリーフェア[WEB]

【EV】テーマ瞑想会-樋口貴子-[大]

【認定】ドゥーガル[東]【フェア】イーシャジュエリーフェア[WEB]

【PS】樋口貴子[大]

【認定】ドゥーガル[東]【フェア】イーシャジュエリーフェア[WEB]

【EV】体験瞑想会-まえひでこ-[東]

【フェア】イーシャジュエリーフェア[WEB]

【フェア】イーシャジュエリーフェア[WEB]【PS】林陽子[東]

【EV】テーマ瞑想会-ハル-[東]

【フェア】イーシャジュエリーフェア[WEB]

【EV】ドゥーガル[東]【GS】テーマ遠隔[遠]

【フェア】イーシャジュエリーフェア[WEB]【PS】まえひでこ[東]

【PS】ドゥーガル[大]【フェア】イーシャジュエリーフェア[WEB]

【GS】ドゥーガル[大]【フェア】イーシャジュエリーフェア[WEB]

【PS】ドゥーガル[大]【GS】時を外した日[遠]

【PS】ドゥーガル[大]

【PS】樋口貴子[大]

【フェア】癒しフェア[東]

【フェア】癒しフェア[東]

【PS】ハル[東]

【PS】樋口貴子[大]【EV】体験瞑想会-林陽子-[東]

【EV】テーマ瞑想会-MIKA-[東]

【PS】山本明子[大]

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 2016.7-9 新月 満月
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7
8
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20

21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

【PS】スザンナ[大]【EV】スザンナ[大]【PS】林陽子[東]

【PS】スザンナ[大]【旅】穴口無限大【EV】光の瞑想会-樋口貴子-[名]

【PS】スザンナ[大]【旅】穴口無限大

【認定】スザンナ[大]

【認定】スザンナ[大]

【GS】テーマ遠隔[遠]

【EV】スザンナ[東]【PS】樋口貴子[大]

【PS】スザンナ[東]

【PS】スザンナ[東]

【PS】スザンナ[東]

【認定】スザンナ[東]【PS】まえひでこ[東]

【認定】スザンナ[東]

【PS】金谷せいこ[東]

【GS】スザンナ[遠]

【旅】スザンナ[富士山] 【PS】ミッシェル[東]

【GS】穴口クロアチア遠隔[遠]【EV】光の瞑想会-樋口貴子-[名]

【PS】スザンナ[東]

【PS】スザンナ[東]【EV】トレイシー神聖アルケミー[大]

【EV】トレイシー神聖アルケミー[大]

【PS】トレイシー個人セッション[大]【認定】PLI2[東京週末]

【PS】トレイシー個人セッション[大]【認定】PLI2[東京週末]

【PS】トレイシー個人セッション[大]【PS】林陽子[東]

【PS】トレイシー個人セッション[大]

【PS】トレイシー個人セッション[大]

【EV】トレイシー神聖アルケミー[大]【認定】PLI2[東京週末]

【EV】トレイシー神聖アルケミー[大]【PS】金谷せいこ[東]

【EV】テーマ瞑想会-金谷せいこ-[東]【認定】PLI2[東京週末]

【EV】トレイシー神聖アルケミー[東]

【EV】トレイシー神聖アルケミー[東]【PS】ハル[東]

【EV】トレイシー神聖アルケミー[東]

【PS】まえひでこ[東]

【旅】グラストンベリー

【旅】グラストンベリー

【旅】グラストンベリー【GS】テーマ遠隔[遠]【PS】樋口貴子[大]

【EV】体験瞑想会-林陽子-[東]

【旅】グラストンベリー【GS】穴口グラストンベリー遠隔[遠]

【PS】ミッシェル[東]

【旅】グラストンベリー【認定】PLI3[東京週末]

【旅】グラストンベリー【認定】PLI3[東京週末]

【旅】ルルド

【旅】ルルド

【旅】ルルド【GS】穴口フランス ルルド遠隔[遠]【PS】樋口貴子[大]

【旅】ルルド

【PS】山本明子[大]


