
4-6
2017.SPRING

【リトリート】2017年スピ旅＜シャスタ/ハワイ島/イスラエル＆地中海＞
【コース】シャスタ集中コース～奇跡のスピリチュアルコース～

　（【イベント】宇宙の高次元ガイド「アシュタール」 講師：Dr.テリー・サイモンズ）
【イベント】世界的ベストセラー作家 ゲーリー＆リンダ来日イベント

【イベント】古代エジプトの神々と繋がる五次元ヒーリング 講師：トレイシー・アッシュ
【イベント】あなたの＜本質の輝き＞が具現化されたジュエリー「アシュタールの光」フェア

＜付録＞「わたし優先チケット」（P3）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 2017.4-6 新月 満月
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【PS】Sasha[東]【PS】樋口貴子[大阪]【認定】PLI1 B[東]
【WS】お金と仲良くなるWS[大]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【WS】ゲーリー2daysセミナー
【PS】Jay[大]【PS】レシェル由美[名]【PS】Keiko[鳥]
【認定】PLI1 B[東]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【WS】ゲーリー2daysセミナー【WS】占星術ミッションセミナー[大]
【PS】山本明子[愛]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【PS】林陽子[東]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【PS】ミラクル[大]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【PS】テリー[大]【PS】HIDEKO[東]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB][大]
【PS】テリー[大] 【フェア】アシュタールジュエリー[WEB][大]
【PS】【イ】テリー[大]【WS】お金と仲良くなるWS[東]
【フェア】アシュタールジュエリー[WEB][大]
【PS】【GS】テリー[大]【WS】占星術ミッションセミナー[東]
【フェア】アシュタールジュエリー[WEB][大]
【PS】テリー[大] 【フェア】アシュタールジュエリー[WEB][大]
【PS】テリー[大]【PS】ちはる[大]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]

【PS】テリー[福] 【フェア】アシュタールジュエリー[WEB][福]
【PS】テリー[福] 【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]
【フェア】アシュタールジュエリー[WEB][福]
【PS】【イ】テリー[福]【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]
【フェア】アシュタールジュエリー[WEB][福]
【PS】【GS】テリー[福]【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]
【フェア】アシュタールジュエリー[WEB][福]
【PS】テリー[福]【PS】MIRACLE 貴子[東]【フェア】アシュタールジュエリー[福]
【PS】テリー[仙] 
【PS】テリー[仙] 【PS】Jay[東] 【PS】史穂香[大]
【PS】テリー[仙] 【PS】ミッシェル[東]
【GS】【イ】テリー[仙]【EV】満月瞑想会[大]【フェア】アシュタールジュエリー[仙]
【認定】PLI1 A[東]【WS】占星術ミッションセミナー[大]
【フェア】アシュタールジュエリー[仙]【認定】瞑想コーチ
【PS】【GS】テリー[東]【認定】PLI1 A[東]【認定】瞑想コーチ
【フェア】アシュタールジュエリー[仙]【WS】占星術ミッションセミナー[東]
【PS】テリー[東] 
【PS】テリー[東] 【PS】ちはる[東] 【PS】添田さおり[大]
【PS】テリー[東] 【フェア】アシュタールジュエリー[東]
【PS】テリー[東] 【フェア】アシュタールジュエリー[東]
【PS】テリー[東] 【フェア】アシュタールジュエリー[東]
【WS】テリー[東]【PS】金谷せいこ[東]【WS】グループヒプノ[東]
【フェア】アシュタールジュエリー[東]
【WS】【遠隔】テリー[東]【PS】Sasha[東]【PS】Jay[大]
【PS】Keiko[鳥]【フェア】アシュタールジュエリー[東]
【PS】山本明子[愛]

【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]
【PS】レシェル由美[名]【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]
【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]

【PS】林陽子[東]

【PS】HIDEKO[東]【WS】テーマ瞑想会[東]
【PS】ハル[東] 【PS】ミラクル[大]【認定】FSP1[シャスタ]
【認定】FSP1[シャスタ]

6  June

あなたの無限の可能性の扉を開くスピリチュアル・フリーマガジン

コスミック・ビジョン・クエスト

vol.69

【PS】Sasha[東]【認定】PLI2[東]
【認定】PLI2[東] 

【PS】ちはる[東] 

【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・東]
【EV】穴口恵子LOVELIFEセミナー[大]
【PS】添田さおり[大]【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・東]

【PS】Jay[東]【EV】満月瞑想会[大]

【PS】トレイシー[東]【PS】KAORI[沖]
【認定】FSP1[国際認定ヒーラー取得・東]
【WS】トレイシー[東]【PS】山本明子[愛]【PS】Keiko[鳥]
【認定】FSP1[国際認定ヒーラー取得・東]
【PS】トレイシー[東]【PS】MIRACLE 貴子[東]
【PS】【イ】トレイシー[東]
【PS】トレイシー[東]
【PS】トレイシー[東]【PS】ハル[東]
【PS】ミッシェル[東]【PS】史穂香[大]【PS】トレイシー[東]
【WS】トレイシー[東]【PS】Jay[大]【認定】PLI1 A[東京]
【認定】瞑想コーチ
【WS】トレイシー[東]【PS】レシェル由美[名]【認定】PLI1 A[東京]
【認定】瞑想コーチ

【PS】林陽子[東]
【PS】金谷せいこ[東]【WS】DST新月瞑想会[東]【EV】新月瞑想会[大]
【PS】HIDEKO[東]

【PS】ミラクル[大]【認定】PLI1 B[東京]
【PS】樋口貴子[大]【認定】PLI1 B[東京]

【認定】PLI1 A[東]
【認定】PLI1 A[東]【WS】クリスタルALW認定セミナー[大]
【認定】PLI1 A[東]【WS】クリスタルALW認定セミナー[大]
【認定】PLI1 A[東]

【PS】Jay[東] 【EV】満月瞑想会[大]

【認定】FSP1[国際認定ヒーラー取得・東]【認定】瞑想コーチ
【認定】FSP1[国際認定ヒーラー取得・東]【認定】瞑想コーチ
【PS】MIRACLE 貴子[東]【PS】添田さおり[大]【WS】FSP練習会[大]

【PS】金谷せいこ[東]【PS】グループヒプノ[東]
【PS】ハル[東京]【PS】ミッシェル[東]【WS】ゲーリーイブニングセミナー
【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【PS】史穂香[大]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]



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2017年3月20日現在の情報です。事情によ
り変更になる場合がありますので、ホームページやお電話でご確認ください。
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39Information

ダイナビジョン・ユニバーシティ学長
スピリアルライフ提唱者
スピリチュアルと現実を統合したスピリアル
ライフを実践することを通し、誰もが無限の
可能性を開き、人生のバランスを取りながら
幸せで豊かに生きることを提唱する。
これまでに人材育成コンサルタントとしてソ
ニー、シティバンク、本田技研、BMWをはじ
めとする数々のグローバルな上場企業のコ
ンサルティングや研修を行う一方で、世界中
に最高のメンターを探し求め、日本でそのプ
ロデュースを行うなど世界最高レベルの活
動を行ってきた。
現在、日本でスピリチュアルスクールや
ショップの運営、セミナー事業を行うかたわ
ら、聖地として名高いアメリカのシャスタ山
でもショップを運営。
フランス、アメリカ、ブラジル、インドにも招か
れ、セミナーや個人セッションを行っている。
スピリアルライフをサポートするセラピスト
の育成に特に注力しており、オリジナルの
ヒーリングやチャネリングメソッドの認定コー
スを全国で開催中。
さらに多くの人にスピリアルライフを広める
ため、2015年大阪でダイナビジョンユニ
バーシティを開校 ！
世界中にスピリアルライフを広めることで世
界平和を実現することを最終目標に掲げ、年
間の3分の1を海外の聖地で過ごし、スピリ
アルライフを楽しみながら、執筆活動・セミ
ナー活動を行っている。

春分の日の祝福の光を受け取って、優しい春の訪れを感じら
れますね。
2017年の春分の日を境目にあなたの魂の目覚めが訪れてい
ます。
魂の目覚めを体験しているあなたをどうか、日々の生活の中
で感じてあげましょう。どんな風に魂の目覚めを感じるか？
について、あなたが毎日実践しながら、魂の目覚めとともに魂
の対話をしてみましょう。魂の対話を通して、夏至の日の地球
と私たちに与えられている偉大なる統合への準備を完了して
いきましょう。
夏至の日の祝福の光は、あなたの神聖な意志と一つとなって、
神聖な運命の中で、ディバインセルフ（多次元に存在するハイ
ヤーセルフが一体したもの）が主導権を担って、地球でのあな
たの天命や天才性を実現していくタイミングがやってきてい
ます。
これからの3ヶ月をあなた自身と神聖な絆を深めてゆく時間
を大切にしましょう。

そのために、以下のことを実践してみましょう。

1.魂と対話する。→　毎日5分ほど、お風呂の中でのんびり
しながら、対話してみましょう。

2.ディバインセルフとひとつになる。→　瞑想会などに参加
して、ディバインセルフと融合する体験を増やしましょう。

3.自分を優先する。→　あなた自身が幸せでわくわくする
ことにエネルギーを注ぎましょう。

これからのあなたの3ヶ月が限りなく幸せにに満ちていますよ
うに祈っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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/

ダイナビジョンユニバーシティ
学長　穴口　恵子

GOLDEN FLOWER OF LIFE
（By wook）
フラワーオブライフとダイナビジョンのロ
ゴを合わさって金運アップをイメージし
たアート作品。レインボーエンジェルズに
て4月中旬から販売される「オリジナル
デザインの財布（予約受付開始予定）」
に入る金運アップカードのアートです。

Mentor’s Mentor
アラン・コーエン 24

5次元ヒーリング・トレーニング
トレイシー・アッシュ 23

40スケジュール・カレンダー

プロフェッショナル瞑想コーチ養成講座 25

DST：ドルフィンスターテンプル®

11次元からの愛と慈悲のメッセージ
Dr.テリー・サイモンズ 20

♥わたし自身がワクワクするエネルギーを注ぎたいものを書き込みましょう♥

＊さらに♫♪　夢が現実化するショップ「レインボーエンジェルズ」に持って行くと「魂の目覚めのプロセス」を虹の天使たちがサポートしてくれますよ♥

わたし優先チケット♫LOVE me
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■スピリアルライフ＝「スピリチュアル（精神世界）」×「リアル（現実）」の融合

スピリアルライフとは特別なことではありません。
日常生活において、「スピリチュアル(精神世界)」と「リアル（現
実）」の「融合」を意識することを「自分自身が選べば」、誰でも
スピリアルライフを送ることが可能です。

スピリアルライフを意識し始めると、なんでもない日常に「目
覚めの体験」をもたらし、「大好きなこと」を仲間とわかちあえ
る日々が始まります。なぜなら、あなたが何をしようとも、人、
物、事、環境…宇宙にあるもの「すべてとつながっている」と教
えてくれるのがスピリアルライフだからです。スピリアルライフ
を生きると決めるだけで、あなたの想いがどんどん結びつき、
「無から有へと」現実世界が進化していくことでしょう。

■「絶対条件」と「必要条件」を自由自在に操り
　「豊かさと愛に観いた幸せな人生へ」

スピリアルライフは「絶対条件」と「必要条件」の二つの条件を自由自在に操り、あなたが「豊かさ
と愛に満ちた幸せな人生」を送るメソッドです。

「この二つの条件を自由に操るなんて難しそう」と思うかもしれませんが、実はとても簡単！
「本来の自分に戻る」だけ。そもそも、左の図に書いてあるようなパワーが誰しも備わっている
ので、ご安心ください。その能力を再度目覚めさせ、現実世界で活かすことを学べるのがダイナ
ビジョン・ユニバーシティです。

＊次のページからは、スピリアルライフマスターを育む、セッション、ワークショップ、
ツアーなどのプログラムをご紹介しています。ピンと心が共鳴したら真の能力が目覚め
始めた証拠！　ぜひ、体感してみませんか？

①「絶対条件」とは？…

スピリチュアル

リアル

スピリアル
ライフ

1000010000
10000

10000

②「必要条件」とは？…

人生を送るための本質的なもの＝■幸せ■愛■情熱■調和…
という目に見えない、あなたにしか感じることができない内面的なもの。

衣食住に関わる物質的なもの＝■お金■食べ物■住む家■衣服…
という形として目に見える外側にあるもの。
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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 ［2017年4月～6月度］

4月 5月

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

6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。

古代エジプトの神々と繋がる
日本初公開「五次元ヒーリング」 P.23 宇宙の高次元ガイド・アシュタール

あなたの波動を活性化
P.20
  ~21

お金×豊かな自分へ P.11

信頼の整合性のある学び
パートナーシップ♡ P.22

「生命力と健康」「愛と仕事」「大
変容と自由」「感受性と行動」と
いった、様々な側面で奇跡を起こ
すために生み出されたトレイシー
のオリジナルメソッド。多次元の
テクノロジーを複合的に利用し、高い振動のト
レーニングで魔法や奇跡を起こしていきます。

☆個人セッション、1日集中＆イブニングセミナー、プロ
フェッショナルコースがあります。
詳しくはP23を！

トレイシー・アッシュ

お金を呼びこむ豊かな自分を 発見するワーク
ショップが東京・大阪で開催 されます。
講師は穴口恵子。DSTの深い 解放の技術で、
お金にも人にも愛される豊か な人生へ！

累計600万部、32カ国で翻
訳出版される作家ゲーリーと
ソウルパートナーのリンダが
来日。非の打ちどころのない
整合性を基盤に、「魂が目覚
め×新たなパートナーシップ」 を築くオンライ
ンプログラムが日本発売決 定！
☆イブニングセミナー＆2daysセ ミナーが開催され
ます。詳しくはP22を。

アシュタールとはキリストや仏陀 、大
天使ミカエルなどと共に愛と平和の
光で宇宙を守る高次元の存在です。
アシュタールと共に働くチャネラー、
Dｒ．テリー・サイモンズがあなたへ高
波動エネルギーをダウンロードします。「体が震撼
し、人生が好転する！」と世界各国で奇跡が起きて
います。日本でも来日の度にリピーター、キャンセ
ル待ち続出のメニューです。

☆グループセッション、個人セッション、2days&イブニン
グセミナー、遠隔セッションを開催予定です。
詳しくはP20～21を。

『プロフェッショナル瞑想コーチ』養成講座がスタート （講座につい　ての無料映像配信アリ）

アラン・コーエン「運命の約束4ヶ月オンラインコース」

●いつでもどこでも オンライン/ 遠隔 コース

神聖な自分に出逢う魔女入門無料レッスン［全5回］

●無料レッスン

P.25

P.24

P.26~27

P.33

【月々更新】ハッピーミラクル遠隔 （書いて→祈って→予測して→瞑　想→神聖な流れに乗る1ヶ月レッスン）

あなたの魂が
呼応する！

メソッドとの
出会いの
タイミング

日々のレッスンで
運命が変わる！
人生の

流れに乗れる

スキルが
身につく

スペシャル
ギフト

ゲーリー＆リンダ

Dr.テリー・サイモンズ



「一瞬、一瞬にチャンスがある人生」だということ
を忘れていませんか？
そんな日常から一歩離れ、「人生のコース」を見とお
す旅を自分自身へプレゼント。
地球上で最も美しい場所のひとつハワイ島での、世

界的コーチ「アラン・コーエン」と穴口恵子とのリトリート
では、「人間関係、キャリア、健康、スピリチュアルな未知
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、
心躍るワーク、瞑想の時間」を行います。全米No.1のビー
チを眺めながら過ごす極上の環境で、魂レベルでの癒や
しを堪能してください。心が解放され、奇跡の扉が開いて
いると気づくことでしょう。

イエス・キリストが最後の時を過ごし、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、地上に天国を創りあげた
地中海エリアを、豪華客船でめぐる聖地巡礼のリトリート。この
旅を通して、あなたの不要な感情はすべて洗い流され、「あるが

ままの自分で望みを叶える
ことが可能」だという内なる
平安がもたらされていくこと
でしょう。かつてアトラン
ティスの神宮たちが築きあげた歓喜と至福の天国へと、あな
たを誘います。

※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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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8月18日（金）～22日（火）を予定

シャスタという男性性の山とシャスティーナという
女性性の山の二つの山からなるシャスタ山。エネ
ルギー地場が高く、その美しくパワフルかつ穏や
かな自然に包まれると、誰しも否定や抵抗が外
れ、心、体、魂があるがままの自分へ戻らざる得なくなります。そして、山の織りなす形のよう
に、あなたの中の男性性と女性性がハーモナイズされる場所と言われています。

光り輝くハート型の湖、虹に包まれる滝、清らかに流れ
る川…まるで童話のようなファンタジーな世界が目の前
に広がります。そう、ファンタジーの源は自然にリアルに
存在し、ありのままの私達自身が魔法使いであり、自
然、宇宙の一部、「ワンネス」であることを思い出させて
くれる場所なんです。

　
そのバイブレーションは「地球11チャクラ」という、宇宙情報を肉体レベルで理解できる「最も
天に近いバイブレーション」と言われています。
精霊たちで華やぐ夏のシャスタは、プレアデス、シリウ
ス、アンドロメダなどの光の使者たちや、アルクトゥー
ルスの光の大戦士、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。

ここに辿りつけば、もう自分の魂の本当の声に嘘がつけ
なくなり、本当の使命の具現化が加速されます。

シャスタリトリート
【日程】2017年8月4日（金）～10日（木）を予定

『あるがままの自分に戻らざる得ない場所』

癒やしと感動の聖地へ。愛と真実の体験があなたを待っています。
世界中の聖地から愛され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。それぞれの聖地の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ことでしょう。

2017年

スピ旅
あなたの魂の惹かれる聖地はどこですか？
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ただ秘技を学ぶのではなく、「自分自身の人生をいかに自分らしく生きる
か」を学ぶ「人生の学校」。それがドルフィンスターテンプル®ミステリー
スクールです。
1995年にアメリカのカル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年の冬に雑誌の取材のためにアモラのもと

に訪れた時、「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、アモラより秘技の伝授を受け、2000年に日本にてドルフィンスターテンプル®ミステリース
クールを設立したのです。
アモラは地球では創造の完璧さを取り戻し、＜I AM=わたしで在る＞という、互いの存在に敬意を払
い＜多様性の中の一体性＝ワンネス＞という愛に満ちた原理を受け入れて欲しいと願っています。

DST（ドルフィンスターテンプル）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/

ドルフィンスターテンプル®（略：DST）会員募集開始！

そのアモラによるDSTの秘技の内容は…
□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、肉
体を持つリアルな存在として、全ての時空・次元において、神聖な真実と愛に完全につ
ながり、共創創造することで、あなた自身の本質を目覚めさせます。

DSTの伝授を受けると…
神聖な自分が肉体を持ち、この世界で何を表現し、実現していくかを迷わず決断できる
ようになります。損得感情の思考で選ぶことがなくなり、「今ここ」に魂の内側からやって
くる直感に、シンプルに「YES」と従えるようになるのです。遠くにあった目標が、心の
中で湧いたと同時に現実化するようになり、まさに「自分自身が引き寄せそのもの」と
して生きる人生に変わります。

詳しくは　ドルフィンスターテンプル®ミステリースクールのWEBページまで

http://dstjapan.com/

毎月ドルフィンスターテンプル®の手法を使った瞑想会の音声や、グループ多次元ヒプノ
の音声などをお届けし、校長穴口恵子のDSTセミナーなども特別価格でご参加いただ
ける会員さまを募集致します。あなたの日々のメンテナンスとして有効に活用していた
だくために、クリアンリングとヒーリングに役立つ情報を月1,000円という受け取りや
すい価格でご用意いたしました。
どなたでも会員にお申込みいただけます。近日中にメルマガ、ドルフィンスターテンプル®
のサイトにて告知開始します。　年会費12,000円

超古代文明レムリアの"真実の愛の教え"を受け継ぐドルフィンスターテンプル®ミステリースクー
ルの校長となった穴口恵子が、公開する真実の豊かさの秘密を公開します。
どんなに頑張っても、豊かさを得る為にお金儲けの秘訣やお金を稼ぐセミナーに行っても、なぜ
豊かさがやって来ないのか？　それは、本人の潜在意識や多次元的な意識の領域の中に埋もれ
ている課題があるからなのです。
ドルフィンスターテンプル®ミステリースクールの教えの中にある深い潜在意識や多次元的な解
放の技法を活用しながら、あなたが本来受け取れる無限の豊かさの扉を開いて行きます。"お金
は稼ぐものではなく、お金はあるものだ"という真実をあなたの細胞やDNAレベルから引き出し
ていき、あなた自身のお金への概念が根こそぎ変わっていき、日々自分の手にお金も豊かな人間
関係も体験も、どんどんと呼び込んで行くために用意された特別な1日ワークショップ。

［５月東京・大阪開催］　講師：穴口恵子

お金を呼び込み豊かな自分を発見するワークショップ

通常価格 38,000円　⇒　DST会員価格　19,000円

●年末デトックスセミナー （11~12月全国各地開催）
●ドルフィンセッション体験会 （９月、11月東京・大阪開催）



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

Cosmic Vision Quest   1312   Cosmic Vision Quest

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」このシャスタでの日々は、貴方自身への最高のギ
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コース～

日時

料金 料金

7月1日（土）～7月6日（木）
【日本発　6月30日（金）、日本着7月8日（土）】
200,000円（早割価格5月30日（火）まで）
220,000円
（通常価格5月31日（水）から6月20日（火）まで）

FSP1

日時

料金

7月16日（日）～7月24日（月）
【日本発　7月15日（土）、日本着7月26日（水）】
250,000円（早割価格6月15日（木）まで）
270,000円
（通常価格6月16日（金）から7月6日（木）まで）

FSP3

日時 7月8日（土）～7月14日（金）
【日本発　7月7日（金）、日本着7月16日（日）】
210,000円（早割価格6月7日（水）まで）
230,000円
（通常価格6月8日（木）から6月29日（木）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、高次の存在につながりながらも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オススメです。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。）

7月26日（水）～8月2日（水）
【日本発　7月25日（火）、日本着　8月4日（金）】
190,000円（早割価格6月26日（月）まで）
210,000円（通常価格6月27日（火）から7月24日（月）まで）
アメリカ・シャスタ山　　
聖地シャスタ・シティ内を予定
穴口 恵子

日時

場所
宿泊

料金

講師

【シャスタコースの航空券の手配について】

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

アメリカ・シャスタ山
聖地シャスタ・シティ内を予定
穴口恵子

場所

講師
宿泊

共 通

穴口恵子が贈る超古代レムリアの真実の愛の教え
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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）

● ドルフィンムーブ
● 神経系のヒーリング
● 骨髄液のトリートメント
● DNAのクリアリングと脳骨髄液の活性化
● 全脳の活性化

● ドルフィンスターリンキング
　　エネルギーボディーの青写真を再構築し、惑星レベルの繋がりを
　　構築することにより、惑星間のコミュニケーションをとる
● アセンブリッジ・ポイントのシフト（個の進化を司るエネルギーのポイント）　など
（ （

古代レムリア、アトランティス、エジプトの神殿において伝授されていた秘儀です。古代の秘儀を現代社会にマッチングし
たヒーリング手法に変えています。カー経路の活性化（16の経路を開き、ハイヤーセルフのエネルギーと繋ぐ）、聖なる
流れのマトリックス、ハイヤーセルフ、コスミッククンダリーニと地球のクンダリーニの活性化を促します。 ※前半・後半通
してご受講下さい。

【2017年度 PLI1 A 東京コース】前半
4月22日（土）、23日（日）
5月3日（水・祝）、4日（木・祝）、5日（金・祝）、6日（土）
6月10日（土）、11日（日）
7月29日（土）、30日（日）
10:00～18:00 終了時間が遅くなる場合がございます。
210,000円（税込）
中目黒・コスミック・ビジョン・スペース

PLI 1：『カー・アクティベーション』

9月9日（土）、10日（日）、23日（土）、24日（日）
10月14日（土）、15日（日）28日（土）、29日（日）
11月11日（土）、12日（日）
10:00～18:00 終了時間が遅くなる場合がございます。
200,000円（税込）（早割8月9日（水）まで）
210,000円（税込）（8月10日（木）から）
中目黒・コスミック・ビジョン・スペース

【2017年度 PLI1 A 東京コース】後半
日時

料金
会場

日時

料金

会場

【2017年度 PLI1 B 東京コース】前半
4月28日（土）、29日（日）
5月20日（土）、21日（日）
7月1日（土）、2日（日）
8月5日（土）、6日（日）19日（土）、20日（日）
10:00～18:00 終了時間が遅くなる場合がございます。
210,000円（税込）
中目黒・コスミック・ビジョン・スペース

2016年8月6日（土）、7日（日）、9月17日（土）、18日（日）、
19日（月・祝）、10月8日（土）、9日（日）、10日（月・祝）、
11月12日（土）、13日（日）
10:00～18:00 終了時間が遅くなる場合がございます。
200,000円（税込）（早割７月６日（水）まで）
210,000円（税込）（7月7日（木）から）
中目黒・コスミック・ビジョン・スペース

【2017年度 PLI1 B 東京コース】後半
日時

料金
会場

日時

料金

会場

DBR ： ドルフィン・ブレイン・リパターンニング
アモラ・クアン・インが、モーシェ・フェルデンクライスメソッドを受けている時に、チャネリングした手法で、フェルデンクラ
イスメソッドより、より繊細な動きが必要とされます。実際の骨や動きに働きかけることで、内側から気付きを受け取り、自
分の限界や制限に気づき、それを広げていくことができます。私たちが「今」に至るまでに築き上げた様々な抑圧パター
ンに気づき、バランスを整えて開放します。基本的に、静寂の中で行うワークとなるため、リーディングが得意不得意は関
係ありません。

8月11日（金）、12日（土）、13日（日）
9月16日（土）、17日（日）、18日（月・祝）
10月7日（土）、8日（日）、9日（月・祝）
11月3日（金・祝）、4日（土）、5日（日）
※終了時間が遅くなる場合がございます。【対象：FSP1修了者】
250,000円（税込）（早割７月６日（水）まで）
300,000円（税込）（7月7日（木）から）
コスミック・ビジョン・スペース

【東京週末コース】
日時

料金

会場

□ 深いリラクゼーション効果
□ 肉体の内なる声と静寂の中で、自分について深く知ることができる
□ 長い間自分の中で変えられないと思っている自分の制限に気づくことができる
□ 身体からのアプローチで、自分の中に起きていることを観察することができる
□ 思考から離れた部分で自分の体を感じることができる
□ 肉体深くに刻まれている過去の記憶、トラウマの解放
□ 身体にアプローチしていくことで、さまざまな変化を受け取れる方

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】

（FSP1の募集は終了いたしました。）

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。

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

530,000円（税込）（早割5月2日（火）まで）
600,000円（税込）（5月3日（水・祝）から）
東京渋谷

日時 料金

会場

【東京コース FSP2,3】※FSP1受講済の方限定
6月2日（金）、3日（土）、4日（日）、
23日（金）、24日（土）、25日（日） 
7月8日（土）、9日（日）、22日（土）、23日（日）
8月25日（金）、26日（土）、27日（日）
9月15日（金）、16日（土）、17日（日）
10月7日（土）、8日（日）
11月3日（金）、4日（土）、5日（日）
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グループヒプノセラピー■ メニュー2

FSP1練習会■ メニュー4

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】 5月１７日（木）19：00～、6月17日（土）14:00～
金谷せいこ　　　　3,000円　　　　　コスミックビジョンスペース　

日時

講師 会場料金

高次の存在と繋がりながら退行していくこの方法は、 普通のヒプノとは大きく違います。
アモラ・クァン・イン直伝の多次元ヒプノの手法を用いて、多次元ヒプノセラピーファシリテーターが誘導し、ドルフィンス
ターテンプルの光でシールドされた空間で行うグループヒプノです。横になって目を閉じて頂き、安心感を伴う誘導瞑想
にて、深いリラクゼーションにいざないます。深い癒しが行われますので、自然に流れ出る涙や、言いたいことが言えずに
飲み込んでしまった際などに、喉に溜まったエネルギーが咳となってでることがありますが、我慢せずにその状態を感じ
て下さい。誘導されていく中で、 あなたのハイヤーセルフ（大いなる自己）やガイド達に会い、必要なメッセージを受け取
り、潜在意識の開放を行いましょう！ 比較的にご自身でハイヤーセルフやガイドからのメッセージやビジョンを受け取りや
すい、おすすめのワークショップです。

ドルフィン　新月瞑想会■ メニュー3

【東京】 4月26日（水） 19：00～　
金谷せいこ
3,000円　
コスミックビジョンスペース　

日時
講師

会場
料金

【大阪】 5月15日（月） 16:00～
添田さおり
3,000円
レインボーエンジェルズ大阪店

日時
講師

会場
料金

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、ハイヤーセルフと繋がり、究極の癒しの時間を体
験してください。また、この日は新月。ドルフィンスターテンプル®の神聖
な空間で新月のパワフルな周波数を浴びながら、新しい自分に会って
みませんか。

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

6月29日（木） 19：00～　※遠隔参加 可能
MIKA　　　　　3,000円　　　　
コスミックビジョンスペース

講師：MIKAによる「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。剣と対をなす女性の側面が聖杯であり、それは
女神と聖なる結婚のシンボルです。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。
そして、アストラル界や四次元、五次元の闇の側面に囚われることなく次元を移動するためには真実の剣と聖杯を使える
ようになる必要があり、そのためのイニシエションがこの瞑想です。
剣は大天使ミカエルから、聖杯は大天使ミカエラから授けられ、この瞑想を通して大天使ミカエル・ミカエラとの繋がりが
深まっていくことでしょう。
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。

MIKA プロフィール
【資格】
□DST認定講師（PLI全コース、FSP1コース）
□DST国際認定ヒーラー
□DST FSP/PLI/ティーチャー全コース修了
□DSTドルフィンブレインリパターニング（DBR）・プラクティショナー
□ジャーニー（アドバンススキル・キッズ・アバンダンスワーク）修了
□フラワーエッセンスセラピー、瞑想によるフラワーエッセンスの作成
□アバンダンティア・アバンダンスレイ伝授
□セントジャーメイン・バイオレットエクスカリバー伝授

【得意とするメニュー】
●チャクラのリーディング＆クリアリング
●細胞のクリアリング など

瞑想CDの紹介
名古屋

光の瞑想会

5月11日（満月/木）、6月6日（九星隠遁始め/火）
19:00～20:45 
ウインク愛知（愛知県産業労働センター）1206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

ボウル状に作られたのクリスタルをファシリテーターがス
ティックを使って奏でることで、その倍音の波動を浴び、スト
レスが緩和されていく瞑想会です。
瞑想が苦手な方もで脳波がα派となり、心身が緩みやすく、
深い意識へとつながりやすい環境を作り出します。グループ
ヒーリングでは、気づかずに他者や自分自身の間に制限など
を生み出した「契約」の解除などもしていき、最後に全体へ
の高次の存在からの祝福メッセージをそのまま伝えます。盛
り沢山の瞑想会です！皆さまのお越しをお待ちしております。

◆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。

☆こんな方におススメ☆

「真実の剣と聖杯を受け取る瞑想（CD）」

□ 優柔不断だと感じている方
□ 自分自身への信頼をもっと高めたい方
□ ミカエルと繋がりたい方
□ 委ねることが出来るようになりたい方
□ 神聖なパートナーシップを手に入れたい方
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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
4月1日（土） Sasha※A
4月4日（火） ちはる※B
4月11日（火） Jay※A
4月17日（月） MIRACLE 貴子※B

4月20日（木） ハル
4月21日（金） ミッシェル 
4月25日（火） 林 陽子
4月26日（水） 金谷せいこ
4月27日（木） まえひでこ※A

2017年
5月11日（木） Jay※A
5月15日（月） MIRACLE 貴子※B

5月17日（水） 金谷せいこ
5月18日（木） ハル
5月18日（木） ミッシェル
5月20日（土） Sasha※A
5月25日（木） まえひでこ※A
5月23日（火） 林陽子
5月30日（火） ちはる※B

2017年
6月5日（月） MIRACLE 貴子※B

6月7日（水） Jay※A
6月8日（木） ミッシェル
6月13日（火） ちはる※B
6月17日（土） 金谷せいこ
6月18日（日） Sasha※A
6月27日（火） 林 陽子
6月29日（木） まえひでこ※A
6月30日（金） ハル

■ 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
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）

※A…2016,2017年間コース特典 対象
※B…2016年間コース特典 対象

日程

時間
料金
会場

【大阪】
2017年
4月9日（日） 添田さおり
4月21日（金） 史穂香※A

4月22日（土） Jay※A
4月29日（土・祝） ミラクル※B

4月30日（日） 樋口貴子

2017年
5月15日（月） 添田さおり
5月19日（金） 史穂香※A

5月20日（土） 樋口貴子
5月24日（水） ミラクル※B

5月21日（日） Jay※A

2017年
6月7日（水） 史穂香※A

6月13日（火） 添田さおり
6月18日（日） Jay※A
6月30日（金） ミラクル※B

12：00～18：00
17,500円（60分）　　　　
レインボーエンジェルズ大阪店

日程

時間
料金
会場

※…年間コース特典 対象　
※A…2016,2017年間コース特典 対象　
※B…2016年間コース特典 対象

時間
料金
会場

【名古屋】
2017年
4月23日（日）　レシェル由美※B

5月21日（日）　レシェル由美※B

6月24日（土）　レシェル由美※B

12：00～18：00
17,500円（60分）　　　　
名古屋市東区周辺

日程

時間
料金
会場

【愛媛】
2017年
4月16日（日）　Keiko※B
5月21日（日）　Keiko※B
6月18日（日）　Keiko※B

12：00～18：00
17,500円（60分）　　　　
愛媛県今治市周辺

日程

時間
料金
会場

【鳥取】
2017年
4月16日（日）　山本明子※B

5月22日（月）　山本明子※B

6月19日（月）　山本明子※B

12：00～18：00
17,500円（60分）　　　　
鳥取県米子市周辺

日程

【沖縄】
2017年
4月15日（土）　KAORI※

12：00～18：00
17,500円（60分）　　　　
沖縄　中部

日程 時間
料金
会場
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時空を超え、銀河からの
高波動エネルギーをダウンロード！
アシュタール・アクティベーション

講師：Dr.テリー・サイモンズ (Dr.Terrie Symons)

宇宙の高次元ガイド「アシュタール」があなたの波動を活性化！

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

スターシードとは！？
遙か昔にアシュタールが伝えた地球の話を聞いて「地球を助けるための行動をする」と決意した魂に宿っている
種（シード）のことです。アシュタールはスターシードのキーパー（守り手）であり、スターシードを持っている人は世
界中に約100万人ほど存在しています。セッションなどでアシュタールが「スターシード」に点火すると、そこから物
事が大きく変わり始めることがあります。自分の人生が少しずつ軽くすっきりとしてきて、いろんなことが明確になっ
てくるのです。自分がスターシードかも？と思う人も、ぜひ直接テリーのセッションを受けてみてはいかがでしょうか？

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

グループセッション■ メニュー1

【東京】6月11日（日） コスミックビジョンスペース
【大阪】5月28日（日） レインボーエンジェルズ大阪店
【福岡】6月4日（日） 西鉄イン福岡
【仙台】6月9日（金） 仙台市内
各セッション時間：10：30～13：30（東京のみ13：30～16：30、18：30～21：30）
20,000円（税込・通訳あり）

日時 会場

料金

テリーがチャネリングするアシュタールによるセッションです。アシュタールからあなただけへの
メッセージを伝え、あなたからの質問にもお答えします。

個人セッション■ メニュー2

【東京】6月11日（日）～16日（金） コズミックビジョンスペース
【大阪】5月25日（木）～30日（火） レインボーエンジェルズ大阪店
【福岡】6月1日（木）～5日（月） 西鉄イン福岡
【仙台】6月6日（火）～8日（木） 仙台市内
各日 10:00～、11:00～、12:00～、14:30～、15:30～、17:00～、18:00～（各50分）
41,000円（通訳あり）／36,200円（通訳なし）

日時 会場

料金

※日時は変更となる可能性があります。詳細はHPからご確認ください。

銀河司令官アシュタールが、時空次元を超えて高波動エネルギーを降ろし、あなたの全細
胞とDNAと、多次元レベルに渡って活性化していきます。ディープなクリアリングで、ため込
んだカルマやネガティブなエネルギーコードを癒し、その後、高波動の宇宙エナジーをたっ
ぷりチャージしていきます。あなたのマインド・ハート・ボディすべてを目覚めたクリアーな状
態へと導く、パワフルなアクティベーションです。東京では1日目に室内ワーク、2日目には
関東近郊の寺社でのフィールドワークも。大阪・福岡・仙台ではイブニングセミナーでの開催
となります。

2DAYS＆イブニングセミナー：アシュタール・アクティベーション

【東京】6月17日（土） 10：00～17：00  コスミックビジョンスペース
　　　6月18日（日） 10：30～17：00 関東周辺寺社でのフィールドワーク
【大阪】5月27日（土） 18：00～20：30 天満橋周辺
【福岡】6月3日（土）　18：00～20：30 西鉄イン福岡
【仙台】6月9日（金）　18：00～20：30 仙台市内 
【東京】早割58,000円／通常68,000円
【大阪・福岡・仙台】早割12,000円／通常18,000円
※会場・日時変更の可能性もありますので、詳細はHPをご確認ください。

日時 会場

料金

毎回大人気の遠隔セッション！はじまりの年である2017年の夏にむけて、あなたの波動を劇的に上昇させ、人生に変化
と変容を起こすサポートエナジーをお届けします！聖地から、テリーとアシュタールがあなたのハイヤーセルフに繋がり、
必要なヒーリングとアクティベーション、チャネリングメッセージをお届けするパワフルな遠隔セッションです。

変容と革新的な進化の夏へむけて
～アシュタール波動上昇遠隔グループセッション■ メニュー4

2017年6月18日（日）　9：00～10:00
ご自宅などお好きな場所で受け取っていただけます。
1ヶ所10,800円（税込・通訳あり）

日時
会場
料金

アメリカ・オレゴン州出身。地球のアセンションを見守り、私たち地球人を愛と平和へと導くためにキリスト
やブッダと共に活躍している11次元の存在「アシュタール」と共に働くチャネラー。
テリーが本格的にアシュタールと繋がるときには、体に震えが走るほど。アシュタールの波動に触れたことを
きっかけに人生が好転したという人は多く、アメリカ、ヨーロッパ、日本といった、世界各地からたくさんの
ヒーラー、チャネラー、ライトワーカーたちがテリーの元を訪れてきた。日本でも来日の度に全国各地でイベ
ントへのリピーターやキャンセル待ちが続出している。

Dr. テリー・サイモンズ Dr. Terrie Symons

■ メニュー3
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講師：トレイシー・アッシュ

古代エジプトの神 と々繋がり超強力なヒーリング技術を習得！

【東京】4月15日（土）、17日（月）～21日（金） 　　　　コズミックビジョンスペース
各日 10:00～、11：00～、12:00～、13:50～、14:50～（各50分）
54,800円（通訳あり）／50,000円（通訳なし）　※日時変更の可能性あり。詳細はHPからご確認ください。

日程

料金

会場

2017年4月22日、23日（土・日） 10：30～17:30　　　　代官山サロンウエスト
【レベル1のみ】早割77,000円／通常88,000円 
【レベル1＆2セット】早割133,000円／通常155,000円
※レベル2の開催は2017年12月を予定しております。

日程
料金

会場

4月16日（日） 11：00～17：00
サロンウエスト
早割28,000円／通常38,000円

日程
会場
料金

日程
会場
料金

個人セッション

この春、日本で初めて公開される「5次元トレーニング」は、私たちに素早い変容と覚醒をもたらし、様々な側面で奇跡を
起こすために生み出されたトレイシーの《オリジナル・メソッド》です。人類の新たな可能性の扉を開くこのトレーニング
は、あなた個人、そして世界にも加速的に効果をもたらします。多次元の
テクノロジーを複合的に利用し、高い振動のトレーニングで魔法や奇跡
を起こしていきます。「生命力と健康」「愛と仕事」「大変容と自由」「感
受性と行動」といった、様々なパートでエネルギーを上昇させる、この新
たなヒーリングメソッド。あなた自身、そしてあなたのクライアントや周囲
の方の現実に、革命的な効果をもたらすでしょう。

世界的ビジョナリーがあなたを
プロのヒーラーへと導く！
5次元ヒーリング・トレーニング・レベル1

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。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。世界的に有名な「カ
レッジ・オブ・サイキック・スタディーズ」（イギリス、ロンドン）の上級霊能者、講師を務め、著書に「ライフヴィジョン
－あなたの世界を変える」「セレスティアルヒーリング」がある。

トレイシー・アッシュ

■ メニュー1

5次元ヒーリング1日集中セミナー＆イブニングセミナー
5次元ヒーリング・トレーニング・レベル1の内容を凝縮した体験型の1日セミナーと、ヒーリング体験をできるイブニ
ングセミナーが開催！ 波動を瞬時に変えてくれるというトレイシーの強力な5次元アクティベーションを受け取るチャ
ンスです。

■ メニュー2

5次元ヒーリング・プロフェッショナル・トレーニング【レベル1】
レベル1のステージでは、どのように現実が創り出されるかを学び、あなたの今までの思考を吹き飛ばし、革命を起
こすトレーニングや、あなたの意識、エネルギーフィールドに覚醒を起こすトレーニングを行います。さらにプロフェッ
ショナルなヒーラーとして卓越した結果を出すため方法や、高い振動数を保ちながら正確にクライアントの情報を診
断する方法も！

■ メニュー3

人類に革新的な変容をもたらすヒーリングメソッド

【1日集中セミナー】
4月18日（火）19：00～21：00
きゅりあん
1名3,900円／ペア6,000円

【体験イブニング】

※会場・日時変更の可能性あり。詳細はHPをご確認ください。

ゲーリーとリンダがあなたを導くプログラムが遂に日本発売決定！

世界的ベストセラー作家 ゲーリー・ズーカフとリンダフランシスの
2人によるオンライン・プログラム

日本発売決定！

『Spiritual Partnership Online Course』

ゲーリー・ズーカフをご存知ですか？
1979年『The Dancing Wu Li Masters』でアメリカン・ブック・アワード科学部門賞を受賞。量子物理学を学
ぶためのバイブル的な存在となる。89年に発表された、人類の進化と魂に関する『THE SEAT OF SOUL』
（日本語版：「魂との対話」）は瞬く間にベストセラーとなり、ニューヨークタイムズベストセラー1位を31回獲得。
その後刊行した『SOULSERIES』『SOUL STORIES』ソ
ウルパートナーのリンダ・フランシスとの共著2冊もいずれも
ベストセラーとなる。2010年に刊行した『Spiritual 
Partnership』においては、パートナーシップの新しいあり
方を示し、多くの人に感動を与えた。現在、著作は累計600
万部、32カ国で翻訳出版。

ゲーリーとリンダをオススメする世界のリーダーたち

ゲーリー・ズーカフは、地球上の偉大なスピリチュアルティーチャーのひとりです。彼
の整合性は、非の打ちどころがなく、ハートもオープンです。冒険に一緒に参加してく
ださることを望んでいます。（アラン・コーエン）
“私はゲーリーの言葉はギフトだと信じています。それを、受け取るかどうかはあなた
次第。私は、彼の言葉をより多くの方へ届けたいと思います。彼の著書である『魂との
対話』は、私が一番大好きな本よ。（オプラ・ウィンフリー　全米人気No.1司会者）

スピリチュアルパートナーシップを築くプログラム
このオンラインプログラムによって魂を目覚めさせて新たなパートナーシップを築く
方法をステップ・バイ・ステップでお伝えします。このプログラムは７つのレッスンで構
成されています。
１）真実のパワーへの旅の準備　２）外側のパワーから内側のパワーへの移行　３）
内側の感情に気づく　４）意図を認識する　５）責任のある選択をする　６）直感にア
クセスする方法　７）毎日スピリチュアルパートナーシップを生きる　

“Authentic Power shows you how to create relationships of substance and
depth, of meaning and purposethat we call spiritual partnerships.”  Gary Zukav

世界的ベストセラー作家 ゲーリー・ズーカフと
リンダフランシスの2人によるオンライン・プログラム
日本発売決定！
『Spiritual Partnership Online Course』

プログラム詳細は弊社ホームページにて
公開予定！

真の力というのは、あなたに本質的で深い関係性や、意味と目的を持った関係性をどのように築けば良いのかを教えてく
れます。それこそが私たちの言うスピリチュアルパートナーシップです。 ゲーリー・ズーカフ

Information
ゲーリーとリンダの来日イベントが開催決定！
[日　時]
5月18日（木）19~21時　イブニングセミナー
5月20日（土）11~19時　2daysセミナー Part1
5月21日（日）10~18時　2daysセミナー Part2
[会　場]
イブニングセミナー：大井町きゅりあん小ホール
2daysセミナー：代官山サロンウエスト



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再販売決定！

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。
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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」が再販売決定！
Date with Destiny Online 4months Course

新たに17本の映像が追加されて再登場！

現在スピリチュアルなスキルが様々な業界で求められています

最近、「瞑想」について新聞、テレビ、雑誌などのマスメディアで連日のように取り上
げられています。グーグル、アップル、Facebook、ナイキ、インテルなどのアメリカ大
企業が次々と「瞑想」を研修に取り入れているのはご存知でしょう。NHKでも何度
も「瞑想」について特集を組まれて日本においても大きな反響を呼んでいます。す
でにアメリカでは人口の8%(1800万人もの人)が瞑想を生活に取り入れており、ま
た92万人もの子どもが瞑想しています。さらに瞑想を社員訓練プログラムとして提
供する大企業、中規模企業の割合は、アメリカ全体のなんと35%にもあたります。

瞑想だけに頼らないコーチングスキルも併せ持つ新たなキャリア

私たちがお伝えしたいのは、瞑想をただ指導して終わりという従来のファシ
リテーターではなく、新たなキャリアです。つまり、瞑想だけにとどまらずに、
コーチングスキルも同時に持ち合わせることで、掛け算によりクライアントに
結果を得ていただくようにサポートすることです。瞑想スキルだけでは不足し
ていたクライアントの長期サポート、セッションを通じた効果測定、継続セッ
ションの設計などもします。そして効果をクライアント自身が実感しながら改
善していく方向へ導くことができるのです。

一人のお客様から紹介で広がっていくセルフプロモーションの技法

さらには、この講座では、「あなたから買いたい」と思ってもらうことで「お客様に
とってのオンリーワン」になり自然と紹介が生まれる手法もお伝えします。穴口恵子
は企業研修の講師として駆け出しの頃、この手法を使って一社から紹介で様々な
企業に入って研修を行っていました。BMWジャパン、ジャガージャパン、ローバー
ジャパン、本田技研、日産、ソニー、キリンビール、三菱電機、東芝、NECなど多数あ
ります。一人のお客様から自然と口コミで広げていきビジネスを2倍3倍と伸ばして
いく方法をお伝えしていくのでぜひセミナーに来てほしいと思います。

講座についての無料映像配信もご用意しています。詳細は、弊社HPをご覧ください。

瞑想とコーチングのスキルを掛合せた新たなキャリアを身につけた

『プロフェッショナル瞑想コーチ』
養成講座がスタートします！
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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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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5回目はスピリチュア
ルアントレアカデミーで学び、苦労しても顧客が母一人だった副業時代を克
服し、ラクにお金にも愛にも満たされる「引き寄せマーケティングコーチ」とし
て活躍中の和田麻美子さんのインタビューをお届けします。

インタビュー：

和田 麻美子さま  Mamiko Wada

5時間￥3500のセミナーでさえお金がもらえなかった私が、その十倍以上するコースの契約をい
ただき、自分史上最高の高額収入を得ています。２年続けた副業では、顧客が母一人と絶望を味わ
いました。スピリチュアルアントレアカデミーにより、本業一本で「人を幸せにして高額収入」という
最高の喜びがめぐり始めました。

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

“ R e・s t a r t ”

3倍、5倍と自然に売れる魔法♪　引き寄せマーケティングコーチ
和田麻美子ブログ…http://ameblo.jp/raku-feeling
メルマガのご登録…http://smart.reservestock.jp/subscribe_form/index/57360

人を幸せにして♥自分史上最高の高額収入！

私は熊本在住で講座の初日は熊本震災の余震が始まった日でした。本震があった日は東京にて講
座を受け、帰宅後も被害はありませんでした。当時、学習塾の校長だった私は、学級閉鎖中の被災
した子供達のために無料で開校。そんな時、シャスタ山で瞑想する恵子さんと満月が２つ浮かぶ
夢を見ました。するとNHKと民法の合計２社（満月の数と一緒）から取材が来て、その効果で大手の
学習塾も無料で開校し、より多くの子供達のサポートが叶いました。奇跡の連続に引き寄せ力が再
生したと実感しました。

再生した「引き寄せ力」は熊本震災時に奇跡を起こす

新月、満月には「無料遠隔ヒーリング」を行い、大勢の方が参加して
くださっています。嬉しいことに個人セッションは常に満席、さらに、
仲間とのイベントを精力的に行っています。自分自身もそうだったのですが、「がんばらないと」と
力んでいた時こそ、夢を成し遂げられませんでした。「引き寄せマーケティング」でそんな方々の夢
を叶えています。「ラクな気分で自然に売れる魔法」を多くの方に手にしていただきたいです。

遠隔ヒーリングが大人気♪　
自然に売れる魔法をあなたに届けます

「先をよみ、オンリーワンを見つけてポジショニングする」と北野さんに教わり、「引き寄せマーケ
ティングコーチ」という独自のポジションを見出し、夢が叶いだしました。オンリーワンの自分の魂
の欲にフタをしがちな私達。引き寄せやマーケティングの手法で、そのフタを取り除き、それぞれの
欲を叶える力が自分にはあると確信できたのです。その結果、「一ヶ月で売上2倍」、「売上0から翌月
20万の売上」、「占い師部門のブログランキング一位」などなど、コーチングさせていただいた方々
の成果がどんどん現れています。

誰でもないオンリーワンの自分が夢を叶えてくれた

超現実主義でド根性派だった私は、かつて英会話教室に勤務していた時に5名から500名に生徒
を増やした経験があり、北野さんからリアルなマーケティングを学ぶために入りました。さらに、恵
子さんにより皆無だったスピリチュアルの扉が開き、そもそも備わっていた「引き寄せ力」と、クライ
アントからイメージを描ける「直感力」が鍛えられました。起業や副業、したいことを成就させるの
に欠かせない「自信」を、教わった「ブロックシフティング」で「ある状態」を常に保ち、成長し続けて
います。

リアルなマーケティングを学びたくて入ったら
そもそも備わる「引き寄せ力」＋「直感力」がアップ

詳しくは
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アシュタールの光は、あなたを映し出す鏡です。

あなたの《本質の輝き》が具現化された光のジュエリー

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

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

望むものすべてが、あなたにふさわしい愛の世界から降り注ぐ、宇宙の祝福

≪かけがえのない唯一のあなた≫
すべての出来事は、かけがえのない特別なあなたを輝かせるための出来事なのです。
「どうしてうまくいかないのだろう？」「あの人みたいになりたい・・」「どうせ叶わない・・・」
そんな制限された状態からあなたの≪本質の輝き≫≪本質が価値≫で生きることを力強く
サポートします。人生を楽しく優雅に生きていくために意識をより至高レベルへと引き上げて
いくのであなたは自分が望むものすべてにふさわしいのだということを体感していくのです。
世界に一人だけの特別なあなたが、愛の世界から降り注いでいる、宇宙の祝福を一身に
受けて、あたりまえに起こる奇跡を体験していくのです。
心から惹かれるアシュタールの光は、あなた本来の≪本質の輝き≫なのです。あなたの本質
の輝きを思い出してください。
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2017年5月、「オンラインショップ」「東京」「大阪」「福岡」にて開催予定！
望むものすべてが　あなたにふさわしい
愛の世界から降り注ぐ　宇宙の祝福

※詳細は決まり次第ホームーページやメールマガジン等でお知らせします。

穴口恵子が一目惚れしたイーシャジュエリー。レインボーエンジェルズで取り扱う他ブランドとは少し趣
向が違い、ナチュラルで野生の感覚が宿るハイセンスでカジュアルなデザインです。

あなたの制限の枠を外し、内なる魅力を発揮させてくれ…「より自然体のわたし」にな
れます。身に付けると「緊張がほどけ、心身が軽やか」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ます！

詳細は決まり次第ホームページやメールマガジン等でお知らせします。お見逃しなく！

ISHA JEWELRY FAIR
2017 Summer

デザイナー・イーシャ 来日予定！

開催決定

フェア開始後、いつも売り切れ続出の大人気イーシャジュエリー。
3月に開催されたオンラインショップでのジュエリーフェアも、次から次に持ち主さまが決まっていき
ました。「もっとイーシャがみたかった！」「再入荷はないんですか？！」といった熱いご要望にお応え
し、今年の夏、実店舗でイーシャジュエリーをご覧いただける機会を設けさせていただきました！
ジュエリーの持っているエネルギー同様、デザイナー・イーシャは本当に自然体で、植物を見つけると
キスをしたりと、本当に自然と共に生きているチャーミングな女性です。彼女がその場にいるだけで、
周囲の人たちの肩の力が抜けていくような、不思議な力を持っています。そんな彼女だからこそ紡げ
るジュエリーを、是非体感しにいらしてくださいね。

＊イーシャジュエリーとは？

東京 & 大阪
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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

最近レインボーエンジェルズに新たに加わった、人生の地図を明らに導く「ザ・マップ」という
オラクルカードなのですが、このカードの解説書には、「正位置」と「逆位置」、それぞれの解説
が書かれています。逆位置だから悪いということは決してなく、そのテーマをより意識すること
を促してくれるんです。
私がこのカードを引き続けた感覚からお話すると、正位置だと「よし！今日はこの心意気で行
こう！」というような軽やかな足取りになるイメージで、逆位置だと「そのメッセージと深く静か
に繋がってみよう」と人生において大きな気づきを得

られるきっかけを頂くことができるのです。たった1枚引くだけで、大きな学
びを得ることの出来る画期的なカードです！

ピースフルで愛に満ちた、パワフルな波動を持っています。宇宙からの直感、頭で考える
マインド、ハートの感情を穏やかに調和させます。
直感で降りてきた知恵はワクワクしますが、現実的な形にしようとする時には、「自信が
ない」とハートが弱くなったり、「やり方がわからない」と古い思考パターンが足かせにな
りがちです。この石とワークしていくことで、あなたが感情的に振り回されることなく、合
理性にとらわれ過ぎることなく、心から納得して本当の豊かへとガイドしてくれるでしょう。
この石は、スピリチュアル・ストーン界の第一人者、ロバート・シモンズが数年前に南インドで発見＆発表しました。

直感＆マインド＆感情を調和させる！

『サチャロカ・ローズ・アゼツライト』

☆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☆

〒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

レインボーエンジェルズ、スピリアルコンシェルジュが、今本気で夢中になっている商品をご紹介します！

【ザ・マップオラクルカード／作者・コレット・バロン－リード】

このシューマンブレインチューナーは、私が今虜になっている商品です！両手
に１本ずつ持ち、チューナーの平らな部分を優しくぶつけ合い、音を響かせ
ます。それから、それぞれの耳に近づけ、音の響きに意識を集中すると、脳も
心も整えられる感覚があり、一瞬にして心地よくなりリラックスできます。
7.8Hzのシューマン共振は、地球が発する基本周波数なので、母なる地球と
繋がりたいなと思った時、リラックスしたい時や、深い瞑想に入る前などにオ
ススメです。私の手放せないアイテム

です！！ お店にいらした際は、この癒しの響きをぜひお試しくださいね♪

【シューマンブレインチューナー2本セット】

レインボーエンジェルズ
店長　ゆき

レインボーエンジェルズ
副店長　あやみ

神聖な自分に出逢う魔女入門無料レッスン ［全5回］

すでに、あなたの手元にありますか？
実は…穴口恵子の新刊「神聖な自分に出逢う魔女入門」には、毎日の生活に魔法をかけ、あなたを魔女に
する一冊です。どんな時でも、あなたが幸せゾーン（状態）にいることをサポートします。
そう、「本当のわたしに宿る豊かさ＆満ち足りた愛の意識」にフォーカスしながら、「自分らしく日常を自然
体で送る」ことを願い書き下ろした一冊なのです。
今回は新刊を手にしていただいた方々へ、この本ではお伝えしきれなかった、さらに実践的な「魔女にな
れる５回のレッスン」をお届けします！毎日、毎瞬、自然界と宇宙も味方につけ、あなたの望む世界を実感
していただこうと準備させていただきました。

レッスン１.　自分に愛を循環する魔法のレッスン
レッスン２.　自己信頼を深める魔法のレッスン
レッスン３.　スピリチュアルパートナーシップを育む魔法のレッスン
レッスン４.　神聖な自分に出逢う魔法のレッスン
レッスン５.　神聖な運命を開く魔法のレッスン

魔女入門の無料レッスンの受け取り方

「神聖な自分に出逢う魔女入門」をアマゾン、又は
最寄りの書店にてご購入をお願いします。

～穴口恵子からのギフトをぜひ受け取ってください～

本を購入後、
①以下のフォームへアクセスする。
　又は、ページ右下のQRコードでアクセスする。
　https://asp.jcity.co.jp/FORM/?UserID=dynavision&formid=174
②質問に回答をする。
③お名前とメールアドレスを入力する。

魔女入門無料レッスンメルマガへ登録されます。
魔女入門無料レッスンが登録完了後、7日後に
スタート致します。

ステップ
1

ステップ
2

ステップ
3



◆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

ホロスコープは人生の設計図
あなたの才能に気づいて活かし、ミッションを生きたい人のための2日間セミナー
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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 ： 7月1日（土）、2日（日）　11:00~17:00
■会　場 ： レインボーエンジェルズ大阪店
■講　師 ： ちさと（国際認定ヒーラー、クリスタルALW、看護師）
　　　　　瞑想担当 ： 史穂香（国際認定ヒーラー、クリスタルALW、空間アルケミスト）
■受講費 ： 78,000円（ヒーリング用クリスタルセットを含む）
①②③セット価格188,000円（ヒーリング用クリスタルセットを含む）
※8月12日（土）、13日（日）開催「③精神・感情のヒーリング編」とセットのお申込みがお得です

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、
自分の強みを天命として形にするためのセミナー。

占星術から自分の才能を知り、天命を生きるセミナー（ブランディング編）

占星術ミッションセミナー@東京会場

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）／
■ドルフィンスターテンプル®の個人セッション：17,500円（要予約）

クリスタルは感情と肉体のデトックスに働きかける！
「クリスタルヒーリング」
■日　程 ： 毎週開催（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 ： 5月28日（日）11時～17時／6月11日（土）11時～17時
■講　師 ： 史穂香（ダイナビジョンユニバーシティ大阪責任者）
■受講費 ： 50,000円
　　　　　（テキスト、ホロスコープ付、生年月日、出生時間、出生地が必要です）

レムリアやアトランティス時代のクリスタルヒーリングの才能を取り戻す！
日常にもプロのヒーラーにも使える効果的なヒーリング手法を学びます

新・クリスタルアセンションライトワーカー認定講座②（肉体のヒーリング編）

新・クリスタルアセンションライトワーカー認定講座①（チャクラヒーリング編）

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ヒーリング、日々のメンテナン
スにおすすめです。
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認定講座】の体験版としてもご利用ください。

☆新着のお知らせ☆
レインボーエンジェルズ大阪店では2017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
「ディヴァインクォーツナチュラルポイント」「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

■日　程 ： 5月4日（木祝）、5日（金祝）　11:00~17:00

■日　程 ： 5月21日（日）10:00～15:00／6月10日（土）10:00～17:00 2日間コース
■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 ［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）
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Channeling by Keiko Anaguchi

ダイナビジョンのコンシェルジュが厳選した、4月・5月・6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！

《石の名前》 
パイライト
《メッセージ》
すべての願いが叶う

「アバンダンティアの錬金術
～Alchemy of Abundantia～」

「私が願えば叶います」

神聖な自己を目覚めさせるためのアファメーション

豊かさの源泉につながる豊穣の女神アバ
ンダンティアのメディテーションCD。いつで
もどこでも聴ける穴口恵子の誘導瞑想音声
により、アバンダンティアの錬金術がそなわり、あなたはもち
ろん周りも豊かになっていきます。

April

新緑の季節には、種まきしたものが芽吹いて育っていきます。あなた自身が過
去から大切に育て続けてきたことが形になって、人生に確実に豊かさを与え
てくれるチャンスがやってきています。あなたの人生に限りない豊かさを呼び
込むために、あなたが主導権を持ってやり通すことを、優雅に軽やかに行動に
移していきましょう。あなたならではの独自性にも注目をして、あなたが人生の
どの領域に豊かさを手にしたいかを明らかにしましょう。

サポートカラー ： ゴールドとロイヤルブルー
応援にくる高次元の存在 ： 
女神アバンダンティア、弁財天、豊受の大御神、女神イシス

4月
豊かさを
呼び込む！

あなたの中から湧き上がってくる無条件の愛を自分自身が気づいてあげる時
です。あなた自身が無条件の愛の存在、愛の基盤として、人間関係を育むこと
ができます。どんな関係を築き、何を達成したいか？決めていくようにしてみま
しょう。人間関係で絆を深めていけばいくほど、あなたにとってワクワクと喜び
が増してく時間に満たされていくことでしょう。

サポートカラー ： エメラルドグリーン、ミントグリーン、ピンク紫
応援にくる高次元の存在 ： レディビーナス、女神ハトホル、女神フレイア

5月
愛ある行動で、
絆を深める

May

いよいよ夏至の日の輝かしい運命の勝利を手にするタイミングが訪れていま
す。現実的に神聖な自己を取り戻し、完全信頼を受け取って、あなたが本気で
天才性を発揮する時です。神聖な流れが訪れる夏至の祝福とともに、魂の約束
を果たす時となります。そのためにも、自分自身が完全であることを意識して、
あなたのやりたいことをやり遂げていきましょう。躊躇することなく、実現してい
きましょう。

サポートカラー ： ゴールデンダイアモンドレインボー、ターコイズ
応援にくる高次元の存在 ： 
女神フォーチュナ、女神アフロディーテ、女神ブリジッド

6月
絶対信頼の中で
神聖な計画の
実現者となる！

June

サポートアイテム

4月にぴったりの
カードは・・・

《石の名前》 
セレナイト
《メッセージ》
時は満ちた

「私の夢や理想を、行動にうつします」
神聖な自己を目覚めさせるためのアファメーション

6月にぴったりの
カードは・・・

《石の名前》 
カーネリアン
《メッセージ》
愛の力

「カーネリアン」

「私は、愛そのものです」

神聖な自己を目覚めさせるためのアファメーション

カーネリアンは大切な人と
の絆を深めるパワーのあ
る天然石です。また目標達
成や、成功に向かって歩む
力強さや勇気を与えてく
れます。

「セレナイトタワー」
家の四隅にセレナイトタワーを置くこと
で、家に光の神殿が建つと言われてい
ます。また、あなた
のハートの神聖さ
も思い出させてく
れることでしょう。

サポートアイテム

サポートアイテム

5月にぴったりの
カードは・・・

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▶ http://www.rainbowangels.jp/

～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～

オンラインショップ
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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

★レインボーエンジェルズは願いが叶うパワースポット！

統括マネージャーを務めるレインボー
エンジェルズ東京とはどんな場所ですか？

実は「願い事が叶う場所」なんですよ。
そもそも、レインボーエンジェルズとい
う虹の天使たちと恵子さんが出会って
つくったのがレインボーエンジェルズというショップなんで
すが、その天使達が「人の想いを具現化させるのが得意」
なんです。そして、常に虹の光を恵子さんが降ろし、店内は
虹色の無限の可能性のスポットライトで照らされているん
ですよ。だから、それぞれの持つ可能性が開き、願いが具現
化されるんです。

わあ！　何度かショップに伺っていたのに、一度も願った
ことなかったです。
具体的にどんな願いが叶った方々がいるんですか？

いっぱいあるんですが、特に多いのは「自分のやりたいこと
がわかった！」という声です。取り扱っているジュエリーや天
然石たちは、その人の才能だったり、内なる輝きをみせてく
れるもの。「気づいて！」と石が、内なる魂の声と向き合う機
会をくれ、思っても見なかった才能や可能性が開いていく
んです。ある控えめだった人も自分自身と共鳴するジュエ
リーと出会い、「ありのままの自分を認める」ことができたこ
とで、パートナーと出会い幸せな結婚をしました。

亜樹さんもここで願いが叶っていますか？

もちろん！　たくさん叶っていますが、自分でも一番ビックリ
したのは、パートナーと出会い、結婚、出産ができたことで
す。実は、幼い頃から両親の喧嘩を見て育ったので「結婚は
面倒臭そう…仕事していければいい」と思っていました。で
も、今は「結婚ってこんなに楽しくて幸せなものなんだ～」と
180度結婚観は変わり、仕事の方でもツーソンに大好きな
天然石の買い付けに行けたりと満たされた毎日を送ってい

2005年にアルバイト入社して以来、延べ10年以上レインボーエンジェルズのショップを盛り
上げ続けている。ドルフィンスターテンプルFSP1・2・3、ドルフィンスターテンプルPLI1レイ
キ・カルナレイキ、ACCエンジェリックチャネル認定コースACC（入門）などの資格も持ち、ヒー
ラーとしても活躍し、その人自身の本来持っている無限の可能性を開くサポートをしている。

永井亜樹　
レインボーエンジェルズ統括マネージャー

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のショップ、レインボー
エンジェルズ統括マネージャー、永井亜樹さんです。

♥レインボーエンジェルズ自体が「願いを叶えるパワースポット」だったんですね。ぜひ、P3に付いている「わたし優先
チケット」を持ってショップへ！ 亜樹さんと虹の天使たちが、あなたの魂の望みを叶えるサポートをしてくれますよ。

ます。また、こんな感覚になれたきっかけは、DSTのセッショ
ンで「私はどこにも属せない」という気持ちがあることを知
り、その気持ちと契約解除できたことも大きな要因です。そ
のおかげで家族と仲間に恵まれる今があると思います。

そもそも、ダイナビジョンとの出会いについてお聞かせく
ださい。

スピリチュアルに興味を持ち出した時、ある雑誌で穴口恵
子さんを知りました。私は沖縄出身で、その頃、沖縄に住ん
でいたのですが、「恵子さんのセッションを受けてみたい」
と思った時、たまたま沖縄に来ることが分かりセッションを
申し込みました。生まれて初めてのチャネリング体験は涙
が止まりませんでした。頭ではまったく理解できないのに、
感情は揺さぶられ、味わったことのない解放感に包まれま
した。「気持ちいい～、この世界に入りたい」と思いました。
でも、そこからすぐにダイナビジョンに勤務したわけではな
く、東京に上京してからも2,3年は派遣社員をしながら、
DSTの瞑想会などに参加するだけでした。そんなある日、
たまたまダイナビジョンのHPをチェックしたら求人募集し
ているのを目にして、勤めることになりました。

亜樹さんがSCとして一番オススメしたものはなんですか？

人それぞれに合うものが違うので、まずはレインボーエン
ジェルズのショップに足を運んでいただきたいです。そこ
で、その人の感覚に寄り添い、自然と真の望みを開く、石
やジュエリーを一緒に探すお手伝いをさせていただきま
す。ここで出会ったものにより「自分の想像を超えた人生
を送っている方々が本当に多いです。特に、ライトオブア
シュタールのジュエリーはつけた瞬間から、「自分の波動
が変わる」ので、「自分の子だ！運命の子だ！」と分かること
でしょう。そう、「人生を変えていきたい」という時の大き
な変化のサポートになるジュエリーです。私自身、アシュ
タールにより、人生のステージがグレードアップしました。
もう、ただのジュエリーというより、カラダの一部と感じる
程、かかせないものになっています。

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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【リトリート】2017年スピ旅＜シャスタ/ハワイ島/イスラエル＆地中海＞
【コース】シャスタ集中コース～奇跡のスピリチュアルコース～

　（【イベント】宇宙の高次元ガイド「アシュタール」 講師：Dr.テリー・サイモンズ）
【イベント】世界的ベストセラー作家 ゲーリー＆リンダ来日イベント

【イベント】古代エジプトの神々と繋がる五次元ヒーリング 講師：トレイシー・アッシュ
【イベント】あなたの＜本質の輝き＞が具現化されたジュエリー「アシュタールの光」フェア

＜付録＞「わたし優先チケット」（P3）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】Sasha[東]【PS】樋口貴子[大阪]【認定】PLI1 B[東]
【WS】お金と仲良くなるWS[大]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【WS】ゲーリー2daysセミナー
【PS】Jay[大]【PS】レシェル由美[名]【PS】Keiko[鳥]
【認定】PLI1 B[東]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【WS】ゲーリー2daysセミナー【WS】占星術ミッションセミナー[大]
【PS】山本明子[愛]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【PS】林陽子[東]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【PS】ミラクル[大]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【PS】テリー[大]【PS】HIDEKO[東]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB][大]
【PS】テリー[大] 【フェア】アシュタールジュエリー[WEB][大]
【PS】【イ】テリー[大]【WS】お金と仲良くなるWS[東]
【フェア】アシュタールジュエリー[WEB][大]
【PS】【GS】テリー[大]【WS】占星術ミッションセミナー[東]
【フェア】アシュタールジュエリー[WEB][大]
【PS】テリー[大] 【フェア】アシュタールジュエリー[WEB][大]
【PS】テリー[大]【PS】ちはる[大]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]

【PS】テリー[福] 【フェア】アシュタールジュエリー[WEB][福]
【PS】テリー[福] 【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]
【フェア】アシュタールジュエリー[WEB][福]
【PS】【イ】テリー[福]【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]
【フェア】アシュタールジュエリー[WEB][福]
【PS】【GS】テリー[福]【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]
【フェア】アシュタールジュエリー[WEB][福]
【PS】テリー[福]【PS】MIRACLE 貴子[東]【フェア】アシュタールジュエリー[福]
【PS】テリー[仙] 
【PS】テリー[仙] 【PS】Jay[東] 【PS】史穂香[大]
【PS】テリー[仙] 【PS】ミッシェル[東]
【GS】【イ】テリー[仙]【EV】満月瞑想会[大]【フェア】アシュタールジュエリー[仙]
【認定】PLI1 A[東]【WS】占星術ミッションセミナー[大]
【フェア】アシュタールジュエリー[仙]【認定】瞑想コーチ
【PS】【GS】テリー[東]【認定】PLI1 A[東]【認定】瞑想コーチ
【フェア】アシュタールジュエリー[仙]【WS】占星術ミッションセミナー[東]
【PS】テリー[東] 
【PS】テリー[東] 【PS】ちはる[東] 【PS】添田さおり[大]
【PS】テリー[東] 【フェア】アシュタールジュエリー[東]
【PS】テリー[東] 【フェア】アシュタールジュエリー[東]
【PS】テリー[東] 【フェア】アシュタールジュエリー[東]
【WS】テリー[東]【PS】金谷せいこ[東]【WS】グループヒプノ[東]
【フェア】アシュタールジュエリー[東]
【WS】【遠隔】テリー[東]【PS】Sasha[東]【PS】Jay[大]
【PS】Keiko[鳥]【フェア】アシュタールジュエリー[東]
【PS】山本明子[愛]

【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]
【PS】レシェル由美[名]【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]
【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]

【PS】林陽子[東]

【PS】HIDEKO[東]【WS】テーマ瞑想会[東]
【PS】ハル[東] 【PS】ミラクル[大]【認定】FSP1[シャスタ]
【認定】FSP1[シャスタ]
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【PS】Sasha[東]【認定】PLI2[東]
【認定】PLI2[東] 

【PS】ちはる[東] 

【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・東]
【EV】穴口恵子LOVELIFEセミナー[大]
【PS】添田さおり[大]【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・東]

【PS】Jay[東]【EV】満月瞑想会[大]

【PS】トレイシー[東]【PS】KAORI[沖]
【認定】FSP1[国際認定ヒーラー取得・東]
【WS】トレイシー[東]【PS】山本明子[愛]【PS】Keiko[鳥]
【認定】FSP1[国際認定ヒーラー取得・東]
【PS】トレイシー[東]【PS】MIRACLE 貴子[東]
【PS】【イ】トレイシー[東]
【PS】トレイシー[東]
【PS】トレイシー[東]【PS】ハル[東]
【PS】ミッシェル[東]【PS】史穂香[大]【PS】トレイシー[東]
【WS】トレイシー[東]【PS】Jay[大]【認定】PLI1 A[東京]
【認定】瞑想コーチ
【WS】トレイシー[東]【PS】レシェル由美[名]【認定】PLI1 A[東京]
【認定】瞑想コーチ

【PS】林陽子[東]
【PS】金谷せいこ[東]【WS】DST新月瞑想会[東]【EV】新月瞑想会[大]
【PS】HIDEKO[東]

【PS】ミラクル[大]【認定】PLI1 B[東京]
【PS】樋口貴子[大]【認定】PLI1 B[東京]

【認定】PLI1 A[東]
【認定】PLI1 A[東]【WS】クリスタルALW認定セミナー[大]
【認定】PLI1 A[東]【WS】クリスタルALW認定セミナー[大]
【認定】PLI1 A[東]

【PS】Jay[東] 【EV】満月瞑想会[大]

【認定】FSP1[国際認定ヒーラー取得・東]【認定】瞑想コーチ
【認定】FSP1[国際認定ヒーラー取得・東]【認定】瞑想コーチ
【PS】MIRACLE 貴子[東]【PS】添田さおり[大]【WS】FSP練習会[大]

【PS】金谷せいこ[東]【PS】グループヒプノ[東]
【PS】ハル[東京]【PS】ミッシェル[東]【WS】ゲーリーイブニングセミナー
【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]
【PS】史穂香[大]【フェア】アシュタールジュエリー[WEB]




