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2017年 リトリート情報
FSP 2017 国際認定ヒーラー資格取得コース
ドゥーガル・フレイザー来日イベント
アラン・コーエン来日イベント
アントレ・アカデミー　スピリアルライフフェスタ 2017
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【認定コース】
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【PS】Jay[大]

【認定】PLI2[東]【PS】まえひでこ[東]【PS】KAORI[沖]

【認定】PLI2[東]

【PS】MIRACLE 貴子[東]

【PS】金谷せいこ[東]

【PS】樋口貴子[東]【WS】テーマ瞑想会[東]

【GS】穴口ミラクルハッピー遠隔[遠]

【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・東]

【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・東]

【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・東]

【PS】ハル[東]

【認定】PLI2[東]

【認定】PLI2[東]

【PS】MIRACLE 貴子[東]【PS】山本明子[愛]

【PS】Jay[東]【PS】ミラクル[大]

【PS】ミッシェル[東]

【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・東]

【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・東]

【PS】添田さおり[大]

【PS】金谷せいこ[東]

【PS】林陽子[東]【PS】Jay[大]

【認定】FSP1[国際認定ヒーラー取得・東]【PS】【EV】アラン

【認定】FSP1[国際認定ヒーラー取得・東]【PS】Sasha[東]

【PS】レシェル由美[名]

【認定】FSP1[国際認定ヒーラー取得・東]【PS】Keiko[鳥]

【PS】史穂香[大]【PS】【GS】アラン【GS】穴口ミラクルハッピー遠隔[遠]

【PS】【GS】アラン

【PS】RISA[東]【PS】樋口貴子[大]【PS】【GS】アラン

【WS】アラン2daysWS[東]【認定】PLI2[東]【PS】KAORI[沖]

【WS】テーマ瞑想会[大]

【WS】アラン2daysWS[東]【認定】PLI2[東]

【PS】まえひでこ[東]【PS】アラン

【PS】ちはる[東]

【PS】ハル[東]

2  February

3  March

【PS】Jay[東]

【PS】Keiko[鳥]

【PS】Jay[大]【PS】レシェル由美[名]

【PS】ミッシェル[東]【PS】ミラクル[大]

【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・東]

【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・東]

【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・東]

【認定】ドルフィンAT【PS】山本明子[愛]

【認定】ドルフィンAT

【認定】ドルフィンAT【PS】史穂香[大]【PS】ドゥーガル[東]

【PS】ドゥーガル[東]

【PS】ドゥーガル[東]

【PS】KAORI[沖]【GS】ドゥーガル[東]

【PS】Sasha[東]【WS】スピリアルフェスタ[東]

【GS】穴口ミラクルハッピー遠隔[遠]

【PS】林陽子[東]

【PS】金谷せいこ[東]【PS】添田さおり[大]【PS】ドゥーガル[東]

【PS】ドゥーガル[東]

【PS】ドゥーガル[東]

【PS】MIRACLE 貴子[東]【認定】ドゥーガル[東]

【認定】PLI2[東]【PS】まえひでこ[東]【認定】ドゥーガル[東]

【イ】サンセットクルーズ【認定】PLI2[東]【認定】ドゥーガル[東]

【PS】RISA[東]

【PS】ちはる[東]

【PS】ミラクル  [大]

【認定】FSP1[国際認定ヒーラー取得・東]【PS】樋口貴子[大]

【PS】ドゥーガル[大]

【認定】FSP1[国際認定ヒーラー取得・東]【PS】ドゥーガル[大]

【認定】FSP1[国際認定ヒーラー取得・東]【WS】ドゥーガル[大]

【PS】山本明子[愛]【PS】ドゥーガル[大]【旅】セドナ2/6～2/12

【PS】Jay[東]【PS】ドゥーガル[大]

【PS】ちはる[東]

【PS】ミッシェル[東]

【PS】Sasha[東]

【PS】史穂香[大]【PS】レシェル由美[名]

【PS】RISA[東]

【PS】林陽子[東]【PS】添田さおり[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 2017.1-3 新月 満月



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12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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35Information

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。

輝かしい神聖な光に満ちた2017年の幕開けのお慶びを申し
上げます。

幸せと奇跡に満ちたスタートとなりましたね！
神聖ワンネスの意識に目覚めた日々をより容易く、シンプルに
過ごす兆しを感じていますが、あなた自身と周りはどのような
状況ですか？

カバラの数字で2017年を見ると、2+0+1+7=10、1+0=1
となりますね。10は天（テン）で、1は新しいスタートをするよ
うな意味が含まれています。

「今年は、天にあるが如く、ここにもすべてがある」という現
実が始まります。

いよいよこの地上に天を創造する世界観が強まっていきます。
そんな中で、あなたが天の住人として、あなたの神聖な原型を
発揮することが求められています。
神聖な原型とは、あなたが自然に自分のやりたいことややれ
ることを実現しながら、周りに対しても神聖な原型を発揮す
ることへと貢献できるチャンスがやってきています。
神聖な原型を自然に発揮できるようにぜひ、2017年はオスス
メしたい事があります。

1. 神聖な自分が今ここに存在していることに自覚をもつこと。
2. 天が今ここにあるならば、あなたは何を実践するかを自由
　にしてみること。
3. あなたが周りに限りなく循環できることをスタートする。
4. 自分の人生に訪れる出来事のすべてが恩恵であると気づく
　こと。
5. どんなことでも、分かち合える仲間に素直に自分の体験を
　伝えること。

ぜひ、2017年に思いがけないほどの喜びと幸せを体験する
ためにも、あなたの神聖な原型を発揮していきましょう。

今年もダイナビジョンユニバーシティでは、トータルなスピリ
アルライフを実践するために、スピリアルライフマスターリー
プログラムを開催していきます。
今年もあちこちでお目にかかれるのを楽しみにしています！！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛と感謝とともに

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/

2017年1月吉日
ダイナビジョンユニバーシティ

学長　穴口　恵子

「Rising Rainbow Bird」 
by wook 
常に変容する宇宙の流れの中で 
聖なる自分軸「オム」を表現した 
作品。

36スケジュール・カレンダー

DST：ドルフィンスターテンプル®

大人気サイキックコーチ
ドゥーガル・フレイザー 16
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ダイナビジョン・ユニバーシティ
Dynavision University
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いよいよ、2016年が終わりを告げ、2017年が始まります。

「時はいまです」という言葉の真意をご存知でしょうか？
この言葉は、ダイナビジョン・ユニバーシティ学長、穴口恵子
のメンター、アモラ・クァン・インが著書の中で繰り返し語っ
ている言葉です。そして、まさに、今、地球も人類も、そして太
陽系も、銀河系も奇跡のようなタイミングを迎えているので
す。「時はいま」なのです。
地球が太陽を一周することで、「1年」という時が流れ、食物
も動物も人間も育つように、いま地球も銀河系も進化して
いるのです。
銀河系の中心にある大いなる源、グレートセントラルサンを
中心に太陽系が1周公転し、次の周回軌道へと入るタイミングであり、かつ銀河系そのもの
も、さらなる大宇宙の中心を1周し次の軌道へと入るタイミングが重なる奇跡のような時を
人類も地球も迎えています。
さらに、西暦2016年は、2＋0＋1＋6＝9
数秘術では最後の数字であり、1~8の全てのエンジェル・ナンバーを包含する数字。2016
年は物事の終わりを表すと共にすべてを受け入れるという意味がありました。
そして、2017年は2＋0＋1＋7＝1＋0＝1
1つまり、すべての始まりの数字です。
これまでの10年をふまえて、次の次元の扉が開くときなのです。
2017年は、これまでとは全く違うコースも登場し、「スピリアルライフ」を実践するために美
容分野、独立起業、瞑想家やセミナー講師、スピリチュアルティーチャーとして一流を目指
す方のための本格的なトレーニングなどをリリースしていく予定です。
発表をどうぞ楽しみにお待ち下さいませ！

2017

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（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」の秘儀があります。「魂の対等性」、「すべての人が創造主である」、
「一般に“超能力”と言われるようなスピリチュアルな能力は誰にでも備わっている」といった教えがDUの全ての
土台となっているのです。DSTではどんな体験が出来るのか？次ページから特集記事がございますので、ぜひご
覧ください。



カリブ海はアトランティス文明の都市が海底に沈んでいるともいわれる聖
地。このリトリートに参加することで、あなたの中でまだ目覚めていないア
トランティス時代の叡智の記憶を活性化させたり、アトランティスのイルカ
の意識と繋がって、右脳左脳を統合させる全脳活性化が促されるでしょ

う。豪華客船内には映画館やフィットネス、スパ、プールを始めとしたさ
まざまな施設・アクティビティが完備されており、フルコースのディナー
など、世界トップクラスのサービスが提供されます。古代マヤや古代アト
ランティスに惹かれる方、古代文明の神秘的なエネルギーに触れたい方
にもおすすめです。

日常から一歩離れ、人生のコースをより高い
視点から見とおす機会…
地球上もっとも美しい場所のひとつ、ハワイ
島で世界的コーチ「アラン・コーエン」と穴口
恵子と過ごすリトリートは、その最適な機会
です。あなたの人間関係、キャリア、健康、ス
ピリチュアルな道において最高の運命を生き
るためのパワフルなセミナー、楽しいワーク、
瞑想の時間をもっていきます。全米No.1ビー
チを眺めながら過ごす極上の環境で、あなた
自身を解放しましょう！魂レベルでの癒しとリ
ラックスを堪能してくださいね。 

イエス・キリストが最期の時を過ごし、古代からの特別な波動
を保つ遺跡が数多く残る聖地・イスラエル。そして失われた文
明アトランティスが黄金時代を築き、地上に天国を創り上げた
地中海エリア。豪華客船でめぐる、聖地巡礼のリトリートを通し
てあなたの不要な感情はすべて洗い流されあるがままで、望み

は叶えることが可能なのだ
という内なる平安がもたら
されていくでしょう。かつて
アトランティスの神官たちが
築き上げた歓喜と至福の天
国へと、あなたを誘います。

シャスタリトリート
【日程】2017年8月4日（金）～10日（木）を予定

ミネラルウォーター『クリスタルガイザー』の水源地でもあ
る聖地シャスタ。光輝く湖、虹の光に包まれる滝、清らかな
川…夏はシャスタの水の精霊たちが華やぐ季節です。シャ
スタ山は世界のパワースポットの中でも、最も天に近いバ
イブレーションと言われています。シャスタ山は「地球の11
チャクラ」という、宇宙の情報を肉体レベルで理解が出来
るように周波数を調整する機能を果たしているからです。
夏のシャスタ山では、プレアデス、シリウス、アンドロメダ
の光の使者達や、アルクトゥールスの光の大天使、アセン
デッドマスターたちなどとの出逢いがあることでしょう。

聖地での癒しと感動、愛と真実の体験をあなたに！
世界の聖地を巡り続ける、パワースポットマスター穴口恵子と一緒だからこそ味わえる、各地でのアクティ
ベーションやイニシエーション、それぞれの聖地がもつ高周波のエネルギー、集う仲間との絆は、あなたの人
生に想像を超えた素晴らしい体験をもたらすでしょう！

あなたの魂が惹かれる聖地はどこですか？

2017年のスピ旅情報！

※上記日程は、すべて予定となっており、記載日程は日本発・日本着の日時となります。詳細は、決定
次第HPにて発表いたします。どうぞ楽しみにお待ちください。
※世界情勢等やむを得ない事情により、開催延期または中止となる可能性もございますこと、あらか
じめご了承くださいませ。
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カリブ海クルーズ
【日程】2017年4月26日（水）～2週間予定

アラン・コーエン＆穴口恵子のハワイ島リトリート
【日程】2017年8月18日（金）～22日（火）を予定

イスラエル＆地中海クルーズ
【日程】2017年10月28日（木）～2週間予定

穴口恵子と共に4大ヴォルテックスを巡り、聖地セドナ
在住の大人気ヒーラー「スザンナ・ハート」からセドナ
エナジー入りの神聖なアロマオイルを作るワークも受けられる超ス
ペシャルなリトリートが開催決定！さらにLAでは宇宙存在と繋がる
2人の超ビッグゲストとのグループセッションも！

セドナ＆LAリトリート
【日程】2017年2月6日（月）～12日（日）
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1995年にアメリカのカリフォルニア州にある、シャスタ山で、世界的
ヒーラーとして著名なアモラ・クァン・インが設立しました。株式会社ダ
イナビジョンの穴口恵子が1997年冬に、雑誌の取材のためにアモラ
のもとを訪れたとき「メンターとして師事し、すべてのコースを受講し
よう」と決めました。
その後、アモラより秘儀の伝授を受け、2000年に日本にてドルフィ

ンスターテンプル®ジャパンを設立したのです。透視、透聴、チャネリング、ヒーリングなどのスキ
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、共同創造をすることで、あなた自
身の本質を目覚めさせることを目的とし、FSP（Full Sensory Perception：全感覚認知コー
ス）とPLI（Pleiadian Lightwork Intensives：プレアデス光のワーク集中コース）の2コー
スで構成されています。

DSTとは

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/

FSPとはFull Sensory Perception（全感覚認知）の頭文字であ
り、ドルフィンスターテンプル®ミステリースクールの第一段階目のコー
スです。
人は生まれながらにして、誰もが「視覚」「聴覚」といった物理的な感覚
を超越したレベルで様々な情報を受けとり、循環させることが出来ま
す。それらは一般的には「サイキック」、「超能力」という言葉で語られ

ることが多い能力です。
しかし、「サイキック」、「超能力者」という言葉にただよう「より優れた能力者」、「特別な才能」、
「優越感」を連想させることから、ドルフィンスターテンプル®ミステリースクールの創始者アモラ
が、それらに代わる言葉としてFSP（全感覚認知）という言葉を考案したのです。
チャネリングやリーディング、クリアリングやヒーリングができるようになることは、「特別な能力の
獲得」ではありません。むしろ、その状態になってはじめて「やっと、本来の正常な感覚をとり戻し
た！」と祝福する体験なのです。

FSP ： Full Sensory Perception 全感覚認知とは？

◎FSP1レベルのスキルで扱えるテーマ
□ チャクラのヒーリングとクリアリング、バランシング
□ 憑依や異次元の存在など、不適切なエネルギーの除去
□ ネガティブな感情を生み出し続ける原因のクリアリング
□ 他人からの影響、サイキックアタックの防止
□ 男性性と女性性のエネルギーの活性化
□ 役に立たない思い込みや行動パターンの解消

◎FSP3レベルのスキルで扱えるテーマ
□ 過去世レベルのクリアリング、ヒーリング
□ 過去世で持っていた才能を現世でも活用できるようにする
□ ソウルメイト、ツインソウルとの関係をクリアにし癒やす
□ 家系的に遺伝されてきた課題を癒やす
□ 人生の設計図（ブループリント）のクリアリング
□ 魂レベルでの癒やしおよび活性化

□ エネルギーボディー内のクリアリング
□ アカシック･レコードの神殿から才能や生命力などの
　 ギフトを受け取る
□ 心の奥深くに刻んでしまった痛みやネガティブな影響
　 のクリアリング

◎FSP2レベルのスキルで扱えるテーマ
□ 潜在意識レベル、無意識レベルでのクリアリング、ヒーリング
□ 肉体やエネルギーボディに刻まれたパターンの解消や健全化
□ 直感や高次の存在からのメッセージ、エネルギーを肉体に
　 定着させる経路のクリアリング
□ 睡眠時のエネルギーボディ（アストラル体）のクリアリング、
　 ヒーリング
□ 肉体、感情体、思考体、精神体などの各エネルギーボディの
　 もつれを解消

■FSPレベル1～レベル3で取り扱う内容

□ あらゆるエネルギーボディの周波数を高める
□ インナーチャイルドのヒーリング
□ 四次元、五次元の存在へアクセスする回路の
　 クリアリングとヒーリング
□ 女性性と男性性の統合
□ 父性、母性、子供らしさなど性格のバランスをとる

□ 人間のエネルギーセンターである7チャクラを活性化し、
　 願望達成能力を高める
□ 超聴覚、超視覚を磨いて、さらにリーディング能力を高める
□ 黒魔術にまつわる歴史、経験をクリアリングする
□ 繰り返してしまう不健康なパターンを解消する
□ 自分自身に対して、自分でかけてしまった罠を解消する
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FSP2017　国際認定ヒーラー資格取得コースのお問合せについて

ドルフィンスターテンプル®ジャパン

2017年2月より、校長穴口恵子直伝によるFSP2017 国際認定ヒーラー資格取得コース
がスタートします！ FSP1～3のコースに加え、穴口恵子直伝コースならではの充実のカリ
キュラムが満載！ 最新の情報を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公式
サイトをご確認下さい！　http://dstjapan.com/sp/fsp_oneyear2017/

ドルフィンスターテンプル®ミステリースクールジャパン校長穴口恵子直伝

FSP2017　国際認定ヒーラー資格取得コース開校決定 ！ 体験者の声

同じく、18日間行われるグループヒーリングの瞑想についても、音声を収録し、コース開催の1週間後を目処に、同じ
くメンバーサイトから音声をお聞きいただけます。何度もお聞きいただくことで、よりクリアリングを進められるようお
役立てください。「瞑想音声60分あたり1.5万円」×「18回」＝27万円相当のカリキュラムです。

特別カリキュラム その2 グループヒーリングの瞑想音声（27万円相当）

【日程】
【FSP1】2/3（金）4（土）5（日）、3/17（金）18（土）19（日）、4/15（土）16（日）、5/13（土）14（日）
【FSP2】6/2（金）3（土）4（日）、6/23（金）24（土）25（日）、7/8（土）9（日）、7/22（土）23（日）
【FSP3】8/25（金）26（土）27（日）、9/15（金）16（土）17（日）、10/7（土）8（日）、11/3（金）4（土）5（日）

全18日間の、穴口恵子によるレクチャーを全て撮影し、穴口恵子直伝コースのご参加者様専用
のメンバーサイトを通じてご覧いただけます。こちらは、再受講の方も同様にご覧いただけるスペ
シャル特典です。「セミナー映像1日あたり2.5万円」×「18回」＝45万円相当のカリキュラムです。

特別カリキュラム その１

従来のコースでは、「第1チャクラに限ってリーディングを行う」といったように、1つのス
キルに集中して実習の時間を設けていました。この穴口恵子直伝コースでも、レクチャー
時には同様の進行になりますが、後日、複数のスキルを組み合わせたセッションを行う日
程を設けています。実際にセッションを行う場合に、どこか一箇所だけをリーディングする
というケースはほとんどありません。チャクラもたった1つのチャクラだけを扱うのではな
く、第3チャクラをクリアリングした後に、第4チャクラの奥にある、根深い信念をクリアに
するといったように、複数のスキルのかけあわせでセッションは進行します。穴口恵子直伝コースでは、レクチャー
パートと、スキルアップパートをわけて総合的にもっとも効果があがるよう設計されているのです。

特別カリキュラム その3 各レベルにおけるスキルアップ集中クラス

■東京事務局　03-3791-8466（平日11時～18時）［担当：時任、北村］
■大阪事務局　06-6943-8458（11時～19時　第1、3火曜定休）［担当：米津（よねづ）］
まで、お気軽にお問合せください。

FSP3を修了した、現役の国際認定ヒーラーによる個人セッションが各コース日程の間に、
FSP1～3コースの場合は全3回（17,500円×3回＝52,500円相当）分を、無料で受講いただ
けます！習いたてのスキルを、今一度FSP国際認定ヒーラーからセッションを受けることで、ご
自身のスキルの確認や、さらなる丁寧なクリアリングのためにお役立ていただけます！

特別カリキュラム その4 現役の国際認定ヒーラーによる個人セッション

秋田谷かおり様

清水美亜様

鈴木トシロウ様

大島宏子様

麻生亜矢様

岸本祐子様

穴口恵子によるレクチャー映像視聴サイト（45万円相当）

《講師》　穴口恵子他
《料金》　［早割］63万円（2017年1月16日（月）まで）／［通常価格］70万円（2017年1月17日（火）から）
《会場》　東京 渋谷（変更の可能性があります）

1年間をかけて、自分だけでなく周りの仲間たちと共に成長を実感していけます。
自分では気づけなくても「かおりちゃんはこういうところが変わったよ」と、仲間に
言っていただけることで、気づきが深まることがたくさんあって、すごく日常的にも
活かせると思います。

インナーチャイルドワークを行ってみて、いじけてることを癒したことの先を見るこ
とができて、もともとは私、すごく活動的で、楽しいことをしたりするのが大好きで
じっとしていられない、常にやりたいことがたくさんあるということに気づけたことが
すごく大きかったです。

いまの自分が感じていること、思ってることを出せるようになって、「最近いい感じで
すね」とか言われるようになりました。ポジティブに感じるもの、ネガティブに感じるも
の、全部ひっくるめて自分の特徴で才能なんだなと思えるようになりました。自分を
偽る必要がなくなって、そのまんまの自分でいられるので、毎日が楽しくなりました。

今までは、なんとなく自分自身を全面に出せず、自信も持ちきれませんでした。ドル
フィンに通い始めてからは、自分が今まで学んできたことを信じていいんだと納得
できて表現できるようになりました。そうすると、お客様が増えていって、お客様も
「（私に聞くと）間違いがないよね」と言われるようになりました。

朝起きた時の感覚が全く変わりました。以前はすごく憂鬱な気持ちだったのが、ドル
フィンに通うようになって、朝が明るいというか「今日もせっかく生かせてもらえて
る！」と思えるようになりました。あと冷え性だったのですが、ある手法を学んでから、
代謝も良くなって身体が常に温かくなったことが自分の体感としてすごく感じます。

ドルフィンの手法には深さというか、安心感と安定感があります。ブレないというか。
真実の手法なんだなということはすごく感じていて、何か別の教えが元になったもの
のアレンジやミックスしたものというものではなく、これこそが本家本元という安心
感というか、土台のしっかりしている感じが大きいかなと思います。
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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
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。

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 Pleiadian Lightwork Intensives（PLI）

● 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。

2017年1月28日（土）、29日（日）、
2月18日（土）、19日（日）
3月4日（土）、5日（日）、25日（土）、26日（日）
4月1日（土）、2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12月26日（月）まで）
250,000円（税込） （１２月２７日（火）から）
コスミック・ビジョン・スペース

【東京週末コース】

講師よりメッセージ
PLI2を検討中の方へ
PLI2はあらゆる細胞のクリアリングシリーズです！！！
PLI1で活性化した能力が肉体で統合される頃、私た
ちの肉体を形成するずーっと前からの計画があり、私
たちは計画を元に両親を決めて、両親やその家系のい
ろいろな情報を保持して肉体を形成しています。
もしそこに本来の自分の魂を輝かせることを妨げるも
のがあったなら、根本的な自分の価値や存在意義が揺
らいでしまうこともあるかもしれません。

細胞シリーズでは様々な細胞にアプローチしながら、そ
の問題だったものをクリアにしていくことで、根本的な
葛藤や問題からクリアになることができます。
私の経験で言うと常に不安でどこにいても自分の場所
と思えなかったのですが、この細胞のクリアリング後か
らどこにいても自分でいられる安心感を得ることができ
ました。 人それぞれの体験があると思いますが、新た
な世界に一緒に踏み出しませんか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　感謝をこめて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MIKA

●対象 ： FSP2修了者、PLI1修了者

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

【東京】2月22日（水）19：00～
【大阪】3月25日（土）14：00～
樋口貴子　　　
3,500円
【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

講師：樋口貴子による「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

日時

料金

会場

講師

会場
料金

FSP1練習会■ メニュー2

【大阪】 2月5日（日） 16:00～　　　　樋口貴子　　　　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。

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。

［アゼツライト］ ［アメジスト］ ［インペリアルトパーズ］ ［エジプシャンゴールド］ ［オーシャン インジウム］
グレートセントラルサン
の主なる石の１つ。高波
動で宇宙とチューニング
し、本来の眩い自己を想
い出させる聖なる波動。

心と頭にバランスを与
え、霊性を向上させ、安ら
かさの中で具現化を加速
させる。

感情体を癒し、ホルモン
バランスを調整して古い
波動を除去し、生命力を
高める。

古代エジプトの愛と幸福
の女神ハトホル神の波
動。

ミネラルの吸収を助け、
アンチエイジング。身体
のバランスを整え、向上
させる。

［セドナ］ ［ピンクオーシャンゴールド］［マザーオブプラチナ］ ［モルガナイト］ ［ローズクォーツゴールド］
ネイティブアメリカンの
アセンションの波長が素
早い変容を促進させ、あ
なたに神聖な儀式を思い
出させる。

イルカのエネルギーが、
自由に優雅に、無邪気で
賢く勇気を発揮。あなた
の愛の源を活性化。

女神ビーナスのエネル
ギーが自己信頼感を高め
る。母親との確執や関係
性を改善させる波動。

恐怖のトラウマや、不安、
緊張感を和らげる無条件
の愛の波動。

ハートチャクラを活性化
し、傷ついた想いを癒し、
人間関係をサポートして
くれます。

瞑想会で使用する予定のアルケミークリスタルボウル

樋口貴子 プロフィール
【資格】
□ドルフィンスターテンプルミステリースクール
　認定ヒーラー（PLI3修了）
　Teacherコース修了
　FSP１講師
　多次元ヒプノセラピーセラピストコース修了
□直傳靈氣師範
□テンプル式ロミロミ'Ｉｋｅ　Ｋｉｎｏ１修了
□アバンダンティア　アバンダンス　レイ伝授
□高等学校教諭.図書館司書.司書教諭資格有り 

【得意とするメニュー】
●チャクラ、オーラ透視、クリアリング
●豊かさを阻んでいる事々のリー
ディング＋アバンダンティア アバン
ダンスレイ伝授
●今生に影響を与えている過去生の
ゴースト回帰リーディング
●各種ハンズオンヒーリング（視神
経、横隔膜、脳全体の活性化など）
●金縛り、憑依、アストラル体の改善
のためのリーディング＆ヒーリング
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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】

2017年
1月6日（金） Jay※
1月10日（火） ミッシェル
1月22日（土） Sasha※
1月23日（月） 林陽子
1月24日（火） 金谷せいこ
1月27日（金） MIRACLE 貴子※

1月28日（土） まえひでこ※
1月30日（月） RISA※
1月31日（火） ちはる※

2017年
2月1日（水） MIRACLE 貴子※

2月7日（火） Jay※
2月8日（水） ちはる※
2月10日（金） ミッシェル
2月11日（土） Sasha※
2月13日（月） RISA※
2月15日（水） 林陽子
2月18日（土） まえひでこ※
2月21日（火） 金谷せいこ
2月22日（水） 樋口貴子
2月28日（火） ハル

2017年
3月7日（火） Jay※
3月8日（水） ミッシェル
3月14日（火） 金谷せいこ
3月15日（水） 林陽子
3月16日（木） MIRACLE 貴子※

3月18日（日） Sasha※
3月24日（金） RISA※
3月27日（月） まえひでこ※
3月28日（火） ちはる※
3月29日（水） ハル

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）

■ 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

※年間コース特典 対象

日程

時間
料金
会場

名古屋

光の瞑想会

2月14日（大みょう/火）、3月28日（一粒万倍日＆新月/火）
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
各会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

どなた様もご参加頂けます。 
脳波をリラックス状態のα波にするアルケミークリスタルボウ
ル（５個)のハーモニーで、ストレスも緩和されていく瞑想会で
す。瞑想が苦手な方も心身が緩みやすく、深い意識へとつなが
りやすいです。ドルフィンスターテンプル®の神殿がアンカリン
グされた空間で、ご自身のハイヤーセルフとの繋がりを深めて
ゆく瞑想会です。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、多次元レベルで変容、改善されて行きます。最後に全
体への高次の存在からの祝福メッセージをそのまま伝えます。
盛り沢山の瞑想会です！皆さまのお越しをお待ちしております。

◆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。18:25～18:35/18:40～18:50

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。

又はフェイスブックのイベントページにて検索可能です。

【大阪】

2017年
1月9日（月・祝） Jay※
1月10日（火） ミラクル※

1月18日（水） 史穂香※

1月24日（火） 添田さおり

2017年
2月1日（水） ミラクル※

2月3日（金） 樋口貴子
2月12日（日） 史穂香※

2月15日（水） 添田さおり
2月16日（木） Jay※

2017年
3月7日（火） ミラクル※

3月13日（月） 添田さおり
3月15日（水） Jay※
3月22日（水） 史穂香※

3月24日（金） 樋口貴子

17,500円（60分）　　　　
レインボーエンジェルズ大阪店

12：00～18：00

日程

時間
料金
会場

【名古屋】

2017年
1月9日（月・祝） レシェル由美※

2月12日（日） レシェル由美※

3月18日（日） レシェル由美※

17,500円（60分）　　　　
名古屋市東山区周辺

12：00～18：00

※年間コース特典 対象

日程
時間
料金
会場

【愛媛】

2017年
1月16日（月） 山本明子※

2月6日（月） 山本明子※

3月6日（月） 山本明子※

17,500円（60分）　　　　
愛媛県今治市周辺

12：00～18：00
日程

時間
料金
会場

【沖縄】

2017年
1月21日（土） KAORI※
2月18日（土） KAORI※
3月25日（土） KAORI※

17,500円（60分）　　　　
沖縄　中部

12：00～18：00
日程

時間
料金
会場



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

Cosmic Vision Quest   1716   Cosmic Vision Quest

【東京】2017年1月22日（日）10：00～21:00 （2部制）
10,000円　　　　　TKPガーデンシティ竹橋

日程
料金 会場

仕事もお金も自然と手にする！ 2017年のハッピーカラー

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に、気軽に会えるチャンス！穴口恵子、
北野哲正、山川紘矢・亜希子夫妻、あーす・じぷしーら、スピリアルリーダーたちが集う「スピリアルライフフェスタ」に出演
し、1年のはじめにピッタリのトークセミナーを開催します！

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1月、待望の再来日決定！！

TOPサイキック流・成功術をあなたに伝授！
お金と仕事に豊かさを引き寄せる認定コース開催

【新年に最適！】スピリアルリーダーたちが集う夢の祭典・ドゥーガルも登壇！

スペシャルセミナー＆パネルディスカッションin東京

【大阪】2017年2月5日（日）　　　　天満橋周辺
早割38,800円／通常48,800円（税込・通訳込み）

日程 会場
料金

プレイ・ウィズ・オーラ1日ワークショップ in 大阪
「他者のエネルギーを読み解くには、自分自身がリラックスしていることが非常に重要」とTOPサイキックのドゥーガルは
語ります。この1日ワークショップでは、あなた自身や他者のオーラ・エナジーを感じ取る様々なワークに楽しく取り組み、
遊び感覚のようなリラックスした状態で、あなたのサイキック能力に磨きをかけていきましょう！

【大阪・初開催】オーラと遊び、エネルギーを読む方法

【東京】2017年1月27日～29日（金、土、日） ※1/27は18：00～21：00、1/28、29は11：00～18：00
早割122,000円／通常144,000円（税込・通訳込み）
AP渋谷道玄坂

日程

会場
料金

カラー・リーディング3DAYS認定コース

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、他者のエネルギーを読み解く方法、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に金銭的な豊かさやビ
ジネス面での成功をもたらす、カラー・リーディングのスキルを手に入れましょう。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、経済的な繁栄をもたらすコミュニケーションについて、真の自己表現について、自信の持ち方
についてを学び、成功への鍵を受け取ります。あなた自身や、周りの人々、クライアントへ『豊かさや繁栄』をもたらすパワ
フルな認定コースです。

【先着30名】TOPサイキック流・成功術をあなたに伝授！

～お金と仕事の成功編～

【東京】2017年1月21日（土）
11:00～13:30／16:00～18:30　各回12名まで
28,800円（税込・通訳込み）　　　　コズミックビジョンスペース

日程

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】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】2017年1月18日（水）～20日（金）、24日（火）～26日（木）　各45分
【大阪】2017年2月4日（土）、6日（月）、7日（火）　各45分
58,800円（税込・通訳込み）（通訳なしの場合4,800円引き）
【東京】コズ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

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。
毎回キャンセル待ちが続出する大人気のセッションです。貴重なチャンスをお見逃しなく。

【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。

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

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/
※すべてのイベントは変更となる可能性があります。



講師：アラン・コーエン(Alan Cohen)

Cosmic Vision Quest   1918   Cosmic Vision Quest

<<Grace Mastery>>
運命の約束を思い出すと、人生が“恩寵”に満たされる
才能、出会い、お金、愛、あらゆるご褒美を人生に引き寄せる
真実の方法をマスターする

世界をリードするメンター的存在から、さらに「彼らのメンター」として慕われているアラン・コーエン。
まさに『Mentor’s Mentor（メンターズ・メンター）』。日本、世界を代表するトップスピリチュアルリーダー
たちが、アランに賛辞を送っています。

2017年春には、アランの最新刊「THE Grace Factor」から、アランの探求と思索の結晶となるコースを、世界初で
日本にて開催します！

本田健氏（『ユダヤ人大富豪の教え』ベストセラー作家）
アランのセミナーは、極めてユーモアと知恵に富んだ「例え話」が中心で、その話の中にたくさんの気づ
きが盛り込まれています。アランはまた、人をリラックスさせる達人です。彼の話を聞くうちに、全身がほ
ぐれて、肩凝りが消えてしまうという不思議な現象があるくらいです。
（『あなたはあなたのままでいい』まえがきより）

ニール・ドナルド・ウォルシュ氏（『神との対話』著者）
アラン以上に、気づきを与えてもらい、意識を拡大させてくれた人は他にはいません。計り知れないほど
の影響力を持った人です。

『アランは、今日地球上で起きているスピリチュアルな変容の最も中心的な存在である。彼の本は、私の愛読書であ
り、一人でも多くの人びとに彼のメッセージを読んで、実践して欲しいです。』ウェイン・ダイアー氏
『アランは、最も雄弁なハート（心）の代弁者です。』ジェームズ・レッドフィールド氏

■ メニュー1

※各イベントとも、日時・会場等が変更となる可能性があります。会場詳細は、お申し込みの方にお知らせいたします。

イブニング講演会
オープニングから、最後の瞑想まで、心からリラックスできる不思議
な体験をされる方が続出！話の内容だけでなく、講演会の空間に身を
おくだけで感じる波動により、あらゆる問題が解消されてしまいます。

アランの優しいまなざしと豊かなパーソナリティ、ユニークでわかりやすい語り口は、私たちの内なる光
を輝かせ、自信をもって生きることに気づかせてくれます。

日時 3月17日（金）　18:30開場　19:00開演予定（日時は変更の可能性あり）
東京23区内　　　　お一人様6,000円／ペアでお申し込みの方は10,000円（税込・通訳込）会場

■ メニュー2 2日間集中ワークショップ

■ メニュー3 個人セッション　
アランの優しいまなざしと、豊かなユニークでわかりやすい語り口で、あなたの内なる光が輝き、自信をもって生きること
に気づかせてくれることでしょう。数多くの方々が「人生の難問や転換期に際し、 彼の教えによって、深い安心や励ましを
得られ、力を与えられた」と打ち明けています。

■ メニュー4 グループセッション
世界トップコーチのアラン・コーエンに3名限定でグループコーチングを受ける企画登場！
あなた自身の質問にアランが回答してくれることで気づきや癒やしがあるのは当然のこと、シンクロで集まった他のメン
バーのやり取りの中からも、驚くようなブレイクスルーのきっかけがあることでしょう。

日時
料金 会場

3月17日（金）～3月27日（月）　各日 10:00～、11:15～、13:30～（変更の可能性有）
【個人セッション料金】68,000円（通訳込）／63,000円（通訳なし）　　　　　東京　恵比寿駅近辺

日時
料金

3月22日（水）～3月24日（金）　各回 13:30～（日時は変更の可能性あり）
【グループセッション料金】33,000円（税込・通訳込）　　　　　東京　恵比寿駅近辺

人生の流れに乗る真実の法則を、アラン・コーエンから直接受け取りましょう。ともに学ぶ受講生の方々と交わされる魂が
喜ぶような交流も人生のギフトの1つ！才能、出会い、お金、愛、あらゆるご褒美を人生に引き寄せる“恩寵の法則”を学び
ましょう。

日時
料金 会場

3月25日（土）、26日（日）　10:30～17:30（予定）
お一人様88,000円／ペアでお申し込みの方は158,000円（税込・通訳込）　　　　　東京代官山

「同じ空間をともにするだけで、問題が解決してしまいます」（RTさま）
「神はいつも許している。神は批判しないという言葉が特にハートに響きました。」（AIさま）
「愛のパワーのすごさ、一瞬で奇跡を起こす力を見せられました」（HHさま）
「一瞬にして、心がフッと軽くなり背中に背負った重荷を下ろせた感じがしました」（AKさま）
「短い時間の中で、最大限のものを得られたことに、みなさんに心から感謝したいです。」（HOさま）

過去のアランワークショップに参加された方の声（抜粋）

●毎日楽しいと思うことを選択することがいかに大切かを強
く感じることが出来ました。年々地道なことをやり続ける中
に、いつも自分が本当にうれしくワクワクすることの壮大な
ビジョンを見つめながら、行うことの大切さをひしひしと感
じることが出来ました。（みゆき様）
●自分自身の生き方、考え方で良いのだなと、今の生き方で
良いと安心しました。（甲斐崎弘幸様）

アラン・コーエンイブニング講演会に参加された方の声（抜粋）

【2日間集中ワークショップで扱う予定のテーマ】
□ 素晴らしいギフトを受け取るために、もっとも大切な信念
□ グルではなく、親でもなく、自分自身を大切にする方法
□ あなたが「本来、生きるべき道」を具現化するための引き寄せの法則の使い方
□ 内なる声の中の、怖れと真実を見分ける方法とは？
□ まったく上手くいかない、運が悪い、最低だと感じるときにでも、人生への信頼
　 を取り戻し、心の平安へといたるには？
□ 心からの願いを実現させるためには？ 

料金

●昔からこのようなセミナー等に参加したことがありましたが、久しぶり
に生きていることの素晴らしさを再確認しました。（M.S.様）
●アランさんのユーモアあふれるわかりやすいお話が聞けてホッと安心
しました。「リラックスして信頼する」自分でやってみます。瞑想もポイン
トも簡潔で素晴らしく良かったです。（Reiko様）

最新の情報、およびお申し込みはHPからご確認ください。　http://www.alancohen-japan.com

会場
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～第１部～　１０：００～１６：００

～第2部～　１7：3０～21：００

各ブースオープン！ 目的に沿った個人セッションを体験する。
□ 人生の悩みを解決する　→　あなたの本当の幸せを方向づける
□ 生まれてきた目的を発見する　→　自分らしく才能を開く
□ 未来の可能性を受け取る　→　自分の知らない大きなビジョンに気づく

あなたがピンときたセミナーを受け取りましょう！
セルフ・ヒーリング、未来ビジョン、ブロック・シフティング（制限を外す）
グループチャネリング、グループヒーリング、瞑想体験などが満載！

時空次元・時代・世代を超えて、
スピリアルでナチュラル♡ハッピーでいるために、

2017年私たちにできることは何か？

お金・人間関係・恋愛・仕事…の豊かさを手にするために必要なブロック解除、ヒーリング、
リーディングなど、あなたが2017年に必要なエネルギーを受け取って、今年のスタートを
ハッピーモードで“人生最高の波”に乗りませんか？

あなたに必要な学び、気づき、ヒーリングをセミナーで
数々の無料セミナー体験も自由自在に参加できる！

スペシャル・セミナー＋パネルディスカッション＋
Q&Aセッション

ナチュラル♡ハピネスダンスを踊って、高周波ハッピ
ネスを体験する。時空次元も時代も世代も超えて、ス
ピリアルライフを送っているスピリチュアルなリー
ダーたちと共に目覚めと、気づきと、覚醒の時を共に
過ごしましょう。ナチュラル♡ハッピーは私たちの本
質だから、この時間は、あなたが本当のあなたと繋
がって、あなたが今できることを明らかにしていきま
しょう。

詳細は▶　http://dynavision.co.jp/1JSEA/

スペシャルゲスト

【参加費】一般：10,000円（早割8,000円 1/6まで）／学生・シニア割：6,000円
※それぞれ、第1部と第2部の入場料、2,000円分のセッションチケット込み。第2部のみは8,000円。
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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。肉体や精神にへばりつい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、具現化力をさらに加
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実施日より約2週間以内を目途にお届けいたします

ハッピーミラクル遠隔＆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。

●確実に私の内側が変わり始めています。
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）

●両親にハグまで出来るようになっていました！
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して、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）

遠隔セッションの感想のほんの一部
をご紹介！
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このコースでは、あなたの人生で実現したいこと、手に入れたいもの、状態、経験など書きだしていただき
ます。穴口恵子自身がその願いとあなたの名前が書かれた紙を手元に準備して、あなたの願いに向けて、
必要なヒーリングやアクティベーション、祈りなどを行うスペシャルなコースとなっています。
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もし、あなたが現在・・・

●このコースは大きく7つのカリキュラムで構成されています

□ エネルギーや周波数を気にして過ごしているが下がってしまう
□ 自分のエネルギー調整を人にお願いする時間と余裕がない
□ 物事を進めなければならないのに、止まってしまうことがある
□ いま最も必要なエネルギーを気軽に受け取りたい

１．『遠隔ヒーリング＆アクティベーション』
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。

２．『最高の１ヶ月リーディング情報』
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。

３．『最高のあなたになる１ヶ月瞑想法』
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。

カリキュラム１

あなたが人生で実現させたいことを書き出す

1ヶ月後にどのような理想の人生を
生きていますか？どうなりたいので
すか？どんな自分でいたいのでしょ
うか？を書き出してもらいます。

カリキュラム２
あなたの願いに対して

毎日穴口恵子による祈りを捧げる

カリキュラム１に対して穴口恵子が
現実化に向けて祈りを捧げます。毎
日の瞑想の中で、お預かりしたすべ
ての願い、意図を「祈りの神殿」に捧
げ、現実化を意図します。

カリキュラム３
『最高の１ヶ月リーディング情報』配信

「何月何日には、こういう流れが起こるか
ら、必ずこれをしておきましょう」という穴
口恵子が降ろした最も新鮮なメッセージ
をお届けします。メールでも『リアルタイ
ム』で受け取ることができます。

カリキュラム４
『最高のあなたになる１ヶ月瞑想法』提供

約15分ほどの「その月」にもっとも必
要なエネルギーをあなたに対して湧
き起こさせてくれる瞑想法です。毎日
の瞑想にお使い頂くことでエネル
ギーをアンカリングしてくれます。

カリキュラム５

神聖な流れに乗るワークシート

カリキュラム７

遠隔ヒーリング&
アクティベーション

カリキュラム６
『３ヶ月の変化を定着するWebセミナー』提供

神聖な流れのなかに、
居続ける為にいま何
に気をつけて、何をし
ていけば良いのか？
について穴口があな
たにお伝えします。

この遠隔ヒーリングと遠隔アクティベーションは２つのパートで構成
されています。
一つ目は、あなたに書いた願望について、一同に参加者のハイヤー
セルフをお呼びして、ヒーリングとアクティベーションをします。あな
たの願いを叶える際に、ブロックになっている感情についてクリアに
して願いが叶うようサポートします。
二つ目は、その月に必要なヒーリングとアクティベーションを行ってい
きます。あなたが最高の状態でいられるように様々な神々をお呼びし

て、高次の存在と繋がりエネルギーワーク
を行います。その時に、必要なヒーリング
とエネルギーの受け取りは自動です。あな
たが寝ていても、起きていても、活動をし
ていても関係ありません。受け取る意図を
大切にしてください。

どんどんインスピレーションが降りてきてあまりのド
ンピシャとシンクロの嵐に毎日ドキドキ・ワクワクし
ています！！

おかげさまで、いつも前向きで物事をとらえて過ご
すことができています。これは以前の私には考えら
れない凄いことです。

このコースに参加して本当にやりたい方向、好きな
ことが分かり、ワクワクするようになりました。当初の
願いはほとんど叶いました！

この１ヶ月で大きな変化があり、始めに設定した目
標と違う生き方を望むようになりました。

仕事の目標を希望年収も、引越しも全ての願いが
叶いました。本当に有難うございます！瞑想も楽しく、
いますべきことにフォーカスできている気がします。

自分の願いはほぼほぼ叶えていただいたように
思います。ありがとうございます！

細やかなスパンのリーディング情報だったので、
少しずつ前に進むことを自分に許可でき、精神的
に安定してきました。

ご自宅にいながらワークや瞑想をすることで誰もが流れに乗れる
ハッピーミラクル遠隔が月々9800円で受講できます

というのであれば、この『ハッピーミラクル遠隔』がすべて解決します。

一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をしてお伝えします

毎日できることを実践して必要なエネルギーをアンカリング

今まで感じた変化を定着化させる穴口恵子による60分のWebセミナー
※こちらは３ヶ月に一度開催予定となります（12月、3月、6月予定）

お客様の声
毎朝瞑想の時間を取り入れるようになり、生活に
リズムが出てきました。嫌なことに気持ちを向けて
いる時間が少なくなりました。

瞑想は必ず毎日、というわけではありませんが、
私にしたら続けられていると思います。大きな気づ
きがあるのは、いつもマンスリーの瞑想の時です。

ちょっと下がりそう…という時は通勤中や休憩時
間にも瞑想音源を聴いています。お陰でよい周波
数を保ちやすくなりました。そのためか直感力が
上がり、迷う事が少なくなりました。

朝起きられず4ヶ月あまり登校できなかった息子
が、4月から高校生になり、毎日学校に通っている
のが当時から思うと奇跡のようです。

自分が本当に求めていたものは何かが見えてき
ました。それと同時に、それを実現するパワーが自
分の中からあふれ出てくる喜びを感じました。

毎月のリーディング情報と、毎月
22日22時22分から23時11分
で行われる遠隔セッションの詳細
は随時更新中です。ぜひ一度弊社
ホームページをご覧ください。

毎月わずか9,800円で遠隔セッションを含む7つのプログラムが受講可能です
http://keikoanaguchi.com/miracleremote/

このシートに沿って書き出すだ
けで、その月に大切にすべきポ
イントが分かるように設計して
います。奇跡が起こる流れに乗
れるように設計されています。
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【コラム】
1） スピリチュアルアントレアカデミーとの出会い 
2） 新しいステージへ 
3） みんなが幸福になれる世界へ 

新しいステージへ

Q:　物流関係のお仕事から学習塾を開業されたとうかがいましたが新しい分野に挑戦しようと思っ
たキッカケはありますか？
A:　そうですね、30年間働いた会社を辞めた時は日本での仕事が少なくなって、情熱もなくなって
きていました。元々、勉強のコツ（仕方）を教えることが得意でしたので、学習塾を開業することを決
めました。今考えると子供とコミュニケーションをとる事が苦手でしたので、逆に塾の先生に勉強
の教え方をレクチャーした方が私にはあっていたのかもしれません。

Q:　スピリチュアルアントレアカデミーを受講してからの成果を教えていただけますか？
A:　スピリチュアルアントレアカデミーを受講してから、私の人生は大きく変化しました。端的に言
うと、受講前は無職だった私が、アントレアカデミーを受講後には、従業員400名以上部下を抱える
物流部門の責任者になりました。

Q:　無職からエグゼクティブへ！ どのような経緯でそのお仕事を見つけられたのでしょうか？
A:　転機は今からちょうど１年前のことです。大阪の０期生で直感コンサルティングの練習をして 
いた時にメンバーの一人の携帯電話が鳴りました。すると突然、彼女が「加納さんはもう一度、大企
業で働くべきだ」と言い出したのです。突然そんなことを言い出すので、驚いてその理由を聞いてみ
ると、エグゼクティブ専門の人材ファームに努めている友人から物流関係のエキスパートを探して
いるとのメールがきたとのことでした。内心、「エグゼクティブではないしなぁ」と思いながらもその
方とお会いすると意気投合。そこからのご縁で現在の就職先であるキッチン用品の卸商社へ就職
しました。仕事内容は新規に立ち上げを予定している物流子会社の責任者です。これまで、コンサ
ルタントの仕事はしてきましたが、管理職の経験はありませんでした。入社後、試行錯誤しつつ、一
般のマーケティングや営業方法だけでなく、引き寄せの法則も活用しながらビジネスを進めていま
した。すると、一週間も経たないうちに年間3億円、経常利益6000万円程度のビジネスが決まりまし
た。物流の世界では、経常利益率4%程度が標準で、利益率20%といった数字は普通は考えられな
いことです。これも、スピリチュアルの能力をリアルに活用したからこその成果だと思っています。

みんなが幸福になれる世界へ

Q:　加納さんのこれからのビジョンなどお聞かせいただけますか？　
A:　幸福になれるシステムを作りたいと思っています。
私に瞑想を教えていただいたのは某ランキングチャートの集計を行っている企業の社長でした。
その社長よりロケット開発の糸川博士をご紹介いただいた際、人がどうすれば感動するのか？感動
工学を研究してくれないか？と言われお手伝いしていたこともありました。私はそれをヒントに幸
福工学を作りたいと思っています。今はライフワークとして研究、実験テストを繰り返しております。

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
ご紹介させていただくスピリアル・ライフ・レポート。第４回目は、スピリチュ
アルな能力を高めて、実生活に活かすことを目的にスピリチュアルアントレア
カデミーにて学ばれ、人生のどん底から400名以上の部下を抱える物流部門
のエグゼクティブへと這い上がった加納邦広さまへのインタビューをお届け
いたします。

インタビュー：
加納 邦広さま  Kunihiro Kano

スピリチュアルアントレアカデミーとの出会い
Q:　北野さんとの出会いがご縁で恵子さんとも出会えたと伺いましたが、それはどんな時だったの
でしょうか？
A:　私が北野さんと出会ったのが今から5年前、2011年9月に起業塾へ申し込んだ事がキッカケで
した。当時の私は大学を卒業して30年余り、外資系物流企業へ所属しておりましたが、ある時を境
に新卒でもできるような事務作業が中心になり、働くことに生きがいを感じられず2012年に退職し
ました。2013年からは学習塾の経営をスタートさせましたが、集客に苦戦した結果、1年足らずで
廃業。2014年より法人相手の物流コンサルタントとして活動するも1年で契約満了となり、2015年
からは無職になりました。そんなある日、北野さんのメルマガにてスピリチュアルアントレアカデ
ミーの存在を知り、大阪の説明会に足を運んだ際に穴口恵子さんと初めてお会いしました。

Q:　恵子さんとの出会いで印象的なことはありますか？
A:　大阪の説明会の会場で、せっかくだからと穴口恵子さんの本を購入。サインをいただく際、穴口恵子
さんは私の番になるとふいに顔を見上げて「大丈夫だから、あなたは守られているから、大丈夫だから」
とメッセージをいただきました。その言葉がその時の自分にとても響き、救われた気持ちがしました。

Q:　スピリチュアルアントレアカデミーの説明会に参加してから受講を決断するまでお時間はかかり
ましたか？
A:　いえ、説明会終了と同時に「受講したい」と思いました。しかしながら、当時は収入もない状況
でしたので、受講料を支払える目途もありませんでした。そんな状態でスタッフの方へ相談しても
当然ながら申し込みはできないといわれましたが、それでも受講をあきらめる事ができずにいま
した。そこで「絶対に完済するので受講させてください！」と北野さんに懇願し、無事受講の許可を
いただけました。それを機に、仕事にも恵まれるようになり、無事に返済することができました。

Spireal Life Report

【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

【著書】
人生をリセットする150時間勉強法
～デキない人は一人もいない
（フォレスト出版）

“ R e・s t a r t ”

Blog ： 幸福になる方法　How to be happy ?

http: //graceuniverse.com/
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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

レムリアンシードという天然石はご存知ですか？
レムリアンシードは、無条件の愛の波動に満ちた超古代文明「レムリ
ア」の知識や叡智、波動を宿している、とても高波動のクリスタルです。
そのレムリアンシードはクリスタルヒーラーのカトリーナラファエル氏
が名付けたクリスタルで、ブラジルのカブラル山脈と、ロシアのごく限
られた地域でのみ産出されます。
カブラル山脈の方はもうクリスタルがとれなくなっているそうなのです
が、その貴重なカブラル山脈のレムリアンシードの砂がこれなんです！

その使い方はというと、基本的に水晶のさざれと同じように、クリスタルの浄化や盛り塩のかわりにご使
用いただく…というのもひとつ。
そして特におすすめなのは、土地にまく！という使い方…。
家系のクリアリングや、家の氣を良くしてくれるんです。浄化してその土地のエネルギーを愛のエネル
ギーに変えてくれます。自宅の庭や駐車場などはもちろんのこと、お墓にもいいです。
もしこれから家を建てるという方は、家を建てる前にその土地にまくといいですね～。
マンションなどでまくところがないという方は、盛り塩のようにお皿に入れて、玄関などに置いておいてく
ださいね。
家の中の氣の流れを良くしたい、夫婦仲や親子仲を良くしたい、という方にはピッタリです！

茶色がかった落ち着いた色の水晶なので、地味な印象をもたれやすいスモー
キークォーツ。。。実は相当デキる子です！
気持ちや感情など、あなたの顕在意識だけでなく、潜在意識や無意識、オー
ラ、チャクラ、エネルギー体、プラーナ、インナーチャイルドに至るまで、ありとあらゆる次元において、浄化と
解毒、グラウンディングをもたらします。
再びネガティブなエネルギーに引き込まれるのを防ぎ、持ち主の環境や心にポジティブな波動をもたらします。
尾てい骨にあるチャクラを司る石なのですが、ぼくはスモーキークォーツを持つと、なぜか第3の目のチャクラ
が活性化されます。全く共感されません（笑）。石との付き合い方は人それぞれだから楽しい♪

実は相当デキる子！
あらゆる次元のエネルギーを浄化＆グラウンディング！
「スモーキークォーツ」

☆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☆

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）

〒153-0051  東京都目黒区上目黒2-15-6 川鍋ビル5F　TEL：03-3791-8465
営業日：平日11:00～17:00　 定休日：土・日・祝日

本当にやりたいことを後回しにしていませんか？今こそ行動の時です！
やりたいことの為にエネルギーを注ぎましょう！

今こそあなたが、あなた自身の為に情熱を持って行動していく時です！！

○ハーキマーダイヤモンド
才能の種を開かせ、チャンスを呼び込み、夢の実現を助けてくれる石です。
持ち主の本来の輝いた姿を具現化し、胸の内に眠っている才能や希望を開花させ
ることから、『ドリームクリスタル』とも呼ばれています。枕の下に置いて寝ることで、
持ち主の本来の輝いた姿を夢に見ることができるとも言われます。

○カーネリアン
新しいことを始めようとする時の”迷いの心”を振り切り、積極性を高めてくれます。
自信をつけ、生きること、喜び、目標に向かって行動する勇気をもたらします。
これから何かを始めようとする人の背中を、そっと後押ししてくれるでしょう。
自分自身が持つ能力を十分に発揮できるように導いてくれます。

○ルビー
赤色というと何を思い描きますか？
情熱の赤、愛の赤、血の赤といったものがまさしくルビーの象徴する「情熱」、「愛
情」、「生命」に直結します。夢や願望を叶えるために、現実的な目標設定ができるよ
う、明確なビジョンの視覚化を促し、具現化をサポートします。ルビーは非常にエネ
ルギー的活性作用の強い石です。７月の誕生石でもあります。

○白雪姫ブレンド（パワーオブフラワーヒーリングエッセンス）
魂のフィールドでエネルギーに弾みをつけてくれる素晴らしいエッセンスです。
目標を立て、それをやり遂げられるよう、ハッピーで楽しい影響を吹き込んでくれま
す。ボトルのイラストもとても可愛らしいです♪お子様にもお使いいただけます。

○フェニックス・ライジング（不死鳥復活）（アンシェント・メモリー・オイル）
新たな世界が開く直前は、困難な状況や不安、恐怖が湧き上がることが多いですよ
ね。このオイルは、困難な状況を越えて、古い観念をスムーズに捨て去るサポートを
します。自分のやりたいことに向かって、パワフルに最大限の行動がしていけるよう
なパワフルなオイルです！

レムリアンシードサンドレムリアンシードサンドレインボーエンジェルズ
押し商品



◆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

穴口恵子直伝の宇宙の法則を使った“コスモフュージョン”で潜在意識レベルを癒しながら、
無限の可能性を受け取ります。自分軸を持って生きることを選択したい方へのセッション
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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 ： 2017年1月5日より販売開始
■会　場 ： レインボーエンジェルズ大阪店　※福袋ご予約のお電話番号06-6943-8458
■金　額 ： 5,500円　11,000円　22,000円
※全セットの内容が異なりますので、組み合わせてご購入いただくことも可能です。

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

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 ： 1月2月3月　各月開催（2日間コース）両日 11:00～18:00
■会　場 ： レインボーエンジェルズ大阪店
■講　師 ： 史穂香（SHIHOKO）（ダイナビジョン大阪責任者）
■参加費 ： 50,000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。
■個人セッション ： 60分16,000円（ホロスコープ付）

コスモフュージョン・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

クリスタルは感情と肉体のデトックスに働きかけます！
「クリスタルヒーリング」
■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。

■日　程 ： 毎月開催（要予約）
■会　場 ： レインボーエンジェルズ大阪店
■講　師 ： 大阪店スピリアルコンシェルジュ ちはる（ヒーラーネーム 知花茉奈）
■参加費 ： ①アップ7,000円②クレンジング8,000円③アバンダンス12,000円　
　　　　　（各60分）　①②セット価格　13,000円

2017年から22年に向けてさらなる神聖なる流れを、あなたの魂に働きかけて導いていくことができる商品を選びました。
「浄化→ヒーリング→受け取る」流れに添ってセレクトしているパワフルな効果を期待できるお得なセットとなっています。
ご予約も可能です。お名前、生年月日をお伝えいただきますと、あなたにぴったりのセットを大阪店の神殿にてアチュー
メントしてお届け致します。　（1月中に受取が可能な方に限ります、配送可）

2017年レインボーエンジェルズ大阪店の『福袋』
穴口恵子のクリスタルアワーカ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。

☆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！ ぜひご来店ください。

＜★予告＞穴口恵子認定のクリスタルヒーリングのプロフェッショナルコース
【クリスタルアセンションライトワーカー育成講座】が2017年春にレベルアップをして開催致します。クリス
タルをヒーリング手法のひとつとして扱えるようになりたい方。プロ知識を学びたい方におすすめです。

ホロスコープから読み取れる本来の才能を自覚し、これからの道に活かしていくための具体的なブランディングと
日常のマインドセットなど遠隔ヒーリングを入れながら、3ヶ月をかけてマンツーマンで行います。（マンツーマンの
ため日程等お問い合わせください）

3ヶ月間ブランディングコース ： 12万円
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Channeling by Keiko Anaguchi

幸せな
ビジョンを描く

January

2017年のスタートは誰もが望んだ人生を送ることが約束されています。
ハッピーを選択しているあなたはどんな1年を過ごしていきますか？あなたら
しい幸せの在り方を深めて行く時間を取りましょう。そして、2017年の幸せな
ビジョンを描いて、1年間の宝地図を作るのもいいでしょう。あなたを応援して
くれる周りの人にもあなたの幸せなビジョンを語ってみましょう。

１月のサポートカラー ： 白とゴールド
応援にくる高次元の存在 ： 女神アルテミス、天照大御神、サナトクマラ

今の自分に
素直になって、
自己信頼を深める

February

いよいよ本番の2017年がスタートするのも2月です。あなたのことを一
番応援してあげられるのは、あなたです。そのためにも、素直な気持ち
をあなた自身が汲み取って上げる時なのです。あなたが素直に望んで
いることを周りに伝えながら、自分の本心を確かめてあげましょう。もし、
自信喪失になっているあなたがいたら、この時期は、もっとあなたのこと
を認めてあげるようにしてあげて、自信を回復して、本来の自信を取り戻
しましょう。

２月のサポートカラー ： ロイアルブルーとイエロー
応援にくる高次元の存在 ： 大天使ミカエル、大天使ガブリエル、
大天使サンダルフォン

応援の循環をする

March

この時期は、いよいよ新芽が現れるように、2017年のあなた自身のゴールを明
らかにしておきましょう。周りの人達にも何を望んでいるのか？それを叶えるた
めにあなたがサポートできることに気づいたら、心からの応援をすることで、あ
なたも気づいたら応援されるようになっています。お互いの出し合うエネル
ギーは循環するのです。惜しみなく、あなたらしい協力を周りに与えることをし
て、その向こうに見えてくるあなたへの後押しを感じてみましょう。

３月のサポートカラー ： エメラルドグリーンとオレンジピンク
応援にくる高次元の存在 ： ジャンヌダルク、マスターヒラリオン、女神ダーナ、
光の魔法使いマーリン

ダイナビジョンのコンシェルジュが厳選した、1月・2月・3月にぴったりのレインボーエンジェルズ
クリスタルカードとサポートアイテムをご紹介します！

～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/

《石の名前》 
《メッセージ》

オベリスククォーツ
ハートの奥にある願望を現実へ

フローラコロナ/マニフェストユアドリーム
サポートアイテム：

１月にぴったりのカードは・・・

《石の名前》 
《メッセージ》 

ロードクロサイト
愛の循環

「私の願いは、すべてうまくいきます」

神聖な自己を目覚めさせるためのアファメーション

３月にぴったりのカードは・・・

たくさんのお客様から、使用した期間に
かかわらず様々な夢が叶ったご報告を
いただいている大人気商品です！朝出
かける前などにエッセンスを摂取し、ア
ファメーションを唱えるといいでしょう！

サポートアイテム：
ロードクロサイト
愛情のエネルギーを司るクリスタ
ルです。クリスタルを手に持ちハー
トに当てて、愛の
エネルギーが身
体にめぐっていく
ことを感じてみて
ください。 

《石の名前》 
《メッセージ》

アネラ
素直な気持ち

穴口恵子著/「正直」な女が幸せになる!
サポートアイテム：

２月にぴったりのカードは・・・

「私は、自分の気持ちに素直になります」

神聖な自己を目覚めさせるためのアファメーション

「私は、喜びから愛を与え、喜んで愛を受け取ります」

神聖な自己を目覚めさせるためのアファメーション

今の人生をより自分らしく自由に幸せにす
るために書かれた一冊です。あなたの心が
あなたの「正直」に従った時、ゆるぎない幸
せがあなたの人生にももたらされるように
なるでしょう。
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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

それではまず、史穂香さんとダイナビジョンとの出会いにつ
いてお聞かせください。

私は元々、建築業界で仕事をしていて、スピリチュアルとは
対極的な、とてもリアルな毎日を送っていました。
ストイックに仕事をしていた20代に出会った、とある1冊の
本に書かれていた「人生は生まれる前からすでに決まって
いる」という内容に大きな衝撃を受けました。「全ては自分
次第。頑張らなければいけない」と思っていた人生が、「実
はすでに決まっている」と知った瞬間、生き方のスイッチが
切り替わったのです。その時から、自分の本当の人生の目
的や使命について考えるようになりました。スピリチュアル
に全く興味のなかった私が、だんだんとスピリチュアルな
存在を受け入れるようになりました。
そんな折、人からの紹介がきっかけで恵子さんの個人セッ
ションを受けるようになり、さらにスピリチュアルな学びを
深めていきました。
その後、経営者の一人としてマネジメントにも携わった後
に、「自分らしく本当にやりたいことをやる」と決めて独立。
空間アルケミストとして風水やエネルギーの知識を取り入
れた「人を幸せと豊かさに導くための空間デザイン」を提供
していました。ちょうどそのタイミングで、恵子さんからダイ
ナビジョンユニバーシティ大阪（DUO）の理事としてのポジ
ションのお話をいただき、直感で引き受けることを決め、今
に至ります。

元々リアルな部分が多かったという史穂香さんですが、史
穂香さんにとっての「スピリアルライフ」とはどのようなも
のでしょうか？

スピリチュアルな側面から自分にエネルギーを与えること

ダイナビジョンユニバーシティ大阪の理事としてマネジメントをしながら、エネルギーワー
カーとして関わるクライアントの方の人生がより望む方向に加速するように導くことを目
的として活動している。DSTや占星術を用いた個人セッションなど、様々な手法を複合的
に使ってセッションも提供しており、占星術講座や風水セミナーの開催もしている。

米津史穂香　
スピリアルコンシェルジュ／ダイナビジョンユニバーシティ大阪（DUO）理事

このSCの部屋では、毎号ダイナビジョンで活躍する
スピリアル・コンシェルジュにインタビューをしてい
きます。今回はダイナビジョンユニバーシティ大阪
（DUO）理事、米津史穂香さんです。

史穂香さんはDST®国際認定ヒーラー、アセンションライトワーカー認定、クリスタルヒーラーととても多彩な
スピリチュアル能力をお持ちなので、元々はスピリチュアルに全く興味がなかったと聞いてとても驚きました。
「スピリアルで大切なのは本質を磨くこと」という言葉がとても心に響きました。

によって、自分の人生が具体的にどう変わるかを体験する
ことがスピリアルなのではないかと思います。
例えば、私はスピリチュアルな学びのおかげで、「自分がど
う考えているかによって、目に見える世界が変わる」「スピリ
チュアルがリアルな世界のベースになっている」ということ
に気がつきました。スピリチュアルな視点を取り入れたこと
によって、リアルが変わっていったのです。もし、私があのま
まリアルな世界だけに固執していたら、もっと苦しい現実
だったと思います。
そして、私はスピリアルで大切なのは「本質を磨くこと」だと
思っています。
本質とは、余計なものが削ぎ落とされ、磨いてある状態で
す。その状態であればあるほど、リアルも変わってくると
思っています。それこそが、スピリチュアルとリアルを連動さ
せるということではないかなと思います。本質を磨き、自分
の持っている素材を知るということから、天命も見えてくる
と思っています。

そんな史穂香さんがダイナビジョンの中で1番おすすめし
たい商品 / サービスは何でしょうか？

やはり、ドルフィンのプログラムが1番のおすすめです。
私自身も現在受講中ですが、ドルフィンのプログラムを受
講することが、「スピリチュアルな学びによって、リアルが変
化する事」を実際に体感してもらいやすいかと思います。
ドルフィンのプログラムは、受講するごとに、生きやすさと
手応えを感じられるようになります。
先ほど、私は「本質を磨くことを大切にしている」とお話し
ましたが、このドルフィンのプログラムは、まさに、自分を本
質に近づけるためのプログラムだと思います。
興味のある方はぜひ、ご覧になってみてください。

S C S C ’ s  r o o m

の部屋
スピリアル・コンシェルジュ
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2017年 リトリート情報
FSP 2017 国際認定ヒーラー資格取得コース
ドゥーガル・フレイザー来日イベント
アラン・コーエン来日イベント
アントレ・アカデミー　スピリアルライフフェスタ 2017

【リトリート】
【認定コース】
【イベント】
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【PS】Jay[大]

【認定】PLI2[東]【PS】まえひでこ[東]【PS】KAORI[沖]

【認定】PLI2[東]

【PS】MIRACLE 貴子[東]

【PS】金谷せいこ[東]

【PS】樋口貴子[東]【WS】テーマ瞑想会[東]

【GS】穴口ミラクルハッピー遠隔[遠]

【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・東]

【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・東]

【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・東]

【PS】ハル[東]

【認定】PLI2[東]

【認定】PLI2[東]

【PS】MIRACLE 貴子[東]【PS】山本明子[愛]

【PS】Jay[東]【PS】ミラクル[大]

【PS】ミッシェル[東]

【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・東]

【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・東]

【PS】添田さおり[大]

【PS】金谷せいこ[東]

【PS】林陽子[東]【PS】Jay[大]

【認定】FSP1[国際認定ヒーラー取得・東]【PS】【EV】アラン

【認定】FSP1[国際認定ヒーラー取得・東]【PS】Sasha[東]

【PS】レシェル由美[名]

【認定】FSP1[国際認定ヒーラー取得・東]【PS】Keiko[鳥]

【PS】史穂香[大]【PS】【GS】アラン【GS】穴口ミラクルハッピー遠隔[遠]

【PS】【GS】アラン

【PS】RISA[東]【PS】樋口貴子[大]【PS】【GS】アラン

【WS】アラン2daysWS[東]【認定】PLI2[東]【PS】KAORI[沖]

【WS】テーマ瞑想会[大]

【WS】アラン2daysWS[東]【認定】PLI2[東]

【PS】まえひでこ[東]【PS】アラン

【PS】ちはる[東]

【PS】ハル[東]

2  February

3  March

【PS】Jay[東]

【PS】Keiko[鳥]

【PS】Jay[大]【PS】レシェル由美[名]

【PS】ミッシェル[東]【PS】ミラクル[大]

【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・東]

【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・東]

【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・東]

【認定】ドルフィンAT【PS】山本明子[愛]

【認定】ドルフィンAT

【認定】ドルフィンAT【PS】史穂香[大]【PS】ドゥーガル[東]

【PS】ドゥーガル[東]

【PS】ドゥーガル[東]

【PS】KAORI[沖]【GS】ドゥーガル[東]

【PS】Sasha[東]【WS】スピリアルフェスタ[東]

【GS】穴口ミラクルハッピー遠隔[遠]

【PS】林陽子[東]

【PS】金谷せいこ[東]【PS】添田さおり[大]【PS】ドゥーガル[東]

【PS】ドゥーガル[東]

【PS】ドゥーガル[東]

【PS】MIRACLE 貴子[東]【認定】ドゥーガル[東]

【認定】PLI2[東]【PS】まえひでこ[東]【認定】ドゥーガル[東]

【イ】サンセットクルーズ【認定】PLI2[東]【認定】ドゥーガル[東]

【PS】RISA[東]

【PS】ちはる[東]

【PS】ミラクル  [大]

【認定】FSP1[国際認定ヒーラー取得・東]【PS】樋口貴子[大]

【PS】ドゥーガル[大]

【認定】FSP1[国際認定ヒーラー取得・東]【PS】ドゥーガル[大]

【認定】FSP1[国際認定ヒーラー取得・東]【WS】ドゥーガル[大]

【PS】山本明子[愛]【PS】ドゥーガル[大]【旅】セドナ2/6～2/12

【PS】Jay[東]【PS】ドゥーガル[大]

【PS】ちはる[東]

【PS】ミッシェル[東]

【PS】Sasha[東]

【PS】史穂香[大]【PS】レシェル由美[名]

【PS】RISA[東]

【PS】林陽子[東]【PS】添田さおり[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 2017.1-3 新月 満月


