
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 2017.7-9 新月 満月

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

15
16

17

18
19
20
21

22

23

24

25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

sat

sun

mon

tue

wed

thu

fri

sat

sun

mon

tue

wed

thu

fri

sat

sun

mon

tue

wed

thu

fri

sat

sun

mon

tue

wed

thu

fri

sat

sun

mon

tue

wed

thu

fri

sat

sun

mon

tue

wed

thu

fri

sat

sun

7  July 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17

18
19
20
21
22
23

24
25

26
27
28
29
30

mon

tue

wed

thu

fri

sat

sun

mon

tue

wed

thu

fri

sat

sun

mon

tue

wed

thu

fri

sat

sun

mon

tue

wed

thu

fri

sat

sun

mon

tue

wed

thu

fri

sat

sun

mon

tue

wed

thu

fri

sat

sun

mon

tue

wed

thu

fri

sat

【PS】Jay[東]

【PS】ミラクル[大]

【PS】ハル[東]

【PS】山本明子[愛]【旅】アランハワイ
【PS】林陽子[東]【PS】Jay[大]【旅】アランハワイ
【旅】アランハワイ【遠隔】穴口恵子（ハワイ）
【旅】アランハワイ
【PS】史穂香[大]【旅】アランハワイ
【フェア】シャンカリジュエリーサマーフェア9/3（日）まで
＠ＷＥＢオンラインショップ
【PS】HIDEKO[東]【旅】アランハワイ
【PS】ちはる[東]【PS】史穂香[福]

【PS】添田さおり[大]

【PS】史穂香[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】PLI1B[東]
【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・東]【認定】PLI1B[東]
【PS】レシェル由美[名]
【PS】ミッシェル[東]【PS】史穂香[東]

【イ】スザンナ[大]
【PS】スザンナ[大]
【PS】スザンナ[大]
【認定】PLI1A[東]【PS】スザンナ[大]
【認定】PLI1A[東]【PS】Jay[大]【WS】スザンナ[大]
【PS】山本明子[愛]
【PS】スザンナ[東]
【PS】MIRACLE貴子[東]【イ】スザンナ[東]
【PS】ハル[東]【PS】スザンナ[東]
【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・東]【PS】スザンナ[東]
【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・東]【認定】DBR[東]
【認定】スザンナ[東]
【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・東]【認定】DBR[東]
【認定】スザンナ[東]
【認定】DBR[東]【PS】Sasha[東]【認定】スザンナ[東]

【PS】金谷せいこ[東]【PS】添田さおり[大]【PS】スザンナ[東]
【PS】Jay[東]【PS】スザンナ[東]
【遠隔】スザンナ富士山【フェア】シャンカリジュエリーサマーフェア[大]
【認定】PLIA[東]【PS】ちはる[東]【PS】樋口貴子[大]
【WS】スザンナ富士山【フェア】シャンカリジュエリーサマーフェア[大]
【認定】PLI1A[東]【フェア】シャンカリジュエリーサマーフェア[大]
【PS】林陽子[東]【PS】史穂香[大]
【フェア】シャンカリジュエリーサマーフェア[大]
【フェア】シャンカリジュエリーサマーフェア[大]

【PS】ミラクル[大]

【認定】PLI1B[東]【PS】史穂香[大]

9  September

【認定】FSP1[シャスタ集中・7/6まで・USA]【認定】PLI1B[東]
【認定】PLI1B[東]

【PS】ドゥーガル[東]
【PS】ドゥーガル[東]
【PS】史穂香[東]
【認定】FSP2[シャスタ集中・7/14まで・USA]
【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]【PS】レシェル由美[名]
【PS】ドゥーガル[東] 【フェア】瞑想コーチ体験セッション[東]
【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]【GS】ドゥーガル[東]
【PS】山本明子[愛]
【PS】ドゥーガル[東]
【PS】ドゥーガル[東]【PS】史穂香[福]
【PS】ドゥーガル[東]【PS】添田さおり[大]
【PS】ドゥーガル[東] 【PS】Jay[東]
【フェア】イーシャジュエリーサマーフェア[大]
【認定】ドゥーガル[東] 【フェア】イーシャジュエリーサマーフェア[大]
【認定】ドゥーガル[東] 【PS】Jay[大]
【認定】FSP3[シャスタ集中・7/24まで・USA]【PS】Sasha[東]
【フェア】イーシャジュエリーサマーフェア[大]
【認定】ドゥーガル[東]【PS】林陽子[東] 
【フェア】イーシャジュエリーサマーフェア[大]
【PS】MIRACLE貴子[東]
【PS】史穂香[大]
【PS】ミッシェル[東]【フェア】イーシャジュエリーサマーフェア[東]
【PS】ドゥーガル[名] 【フェア】イーシャジュエリーサマーフェア[東]
【PS】樋口貴子[東]【PS】史穂香[東]
【PS】ドゥーガル[名] 【フェア】瞑想コーチ体験セッション[大]
【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]【PS】ちはる[東]
【フェア】イーシャジュエリーサマーフェア[東]
【WS】ドゥーガル[名]【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]
【フェア】イーシャジュエリーサマーフェア[東]
【PS】ドゥーガル[名]【PS】金谷せいこ[東]【PS】ミラクル[大] 
【フェア】イーシャジュエリーサマーフェア[東]
【遠隔】穴口恵子（シャスタ）
【認定】多次元ヒプノ[シャスタ集中・8/2まで・USA]
【PS】HIDEKO[東]

【認定】PLI1A[東]
【認定】PLI1A[東]

【旅】スピリチュアルリトリート（シャスタ）
【認定】PLI1B[東]【旅】スピリチュアルリトリート（シャスタ）
【認定】PLI1B[東]【PS】レシェル由美[名]【旅】スピリチュアルリトリート（シャスタ）
【PS】ミッシェル[東]【WS】テーマ瞑想会[東]【旅】スピリチュアルリトリート（シャスタ）
【旅】スピリチュアルリトリート（シャスタ）
【PS】MIRACLE貴子[東]【旅】スピリチュアルリトリート・バシャール（LA）
【旅】スピリチュアルリトリート
【PS】Sasha[東]
【PS】樋口貴子[大]【認定】クリスタルALW認定講座[大]
【認定】クリスタルALW認定講座[大]

8  August
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【各セミナー・セッションのお申し込み・お問い合わせ】
（株）ダイナビジョン　http://www.dynavision.co.jp/
TEL.03-3791-8466（平日11：00～18：00）
e-mail　cs@dynavision.co.jp

本誌掲載の日程・内容は、すべて2017年6月20日現在の情報です。事情によ
り変更になる場合がありますので、ホームページやお電話でご確認ください。
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43Information

44スケジュール・カレンダー

『あなたの本来の運命』を生きる
ドゥーガル・フレイザー 12

DST：ドルフィンスターテンプル®

アロマオイルの錬金術を伝授
スザンナ・ソフィア・ハート 14

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。

夏至の日は、偉大なる透明化の祝福の光が地球に注がれ
ていました。そして、いよいよ私たちひとりひとりにとって
の神聖な運命の扉が開かれて、自らが八百万の神のひとり
として、神聖さを体現する覚悟の時が訪れています。
これは、あなたにとって、どんな意味があるか？　
あなたが神聖な自分軸を明らかにして、思う存分自分の
人生を自由と自主権を与えて、大きく羽ばたくチャンスな
のです。これからの3ヶ月は、あなたが神聖な自分軸を完
全に確立するために働きかけながら、自分軸をもって、軽
やかに周りも自分も透明化することを手助けしながら、
自分の神聖さを確実なものにしていきましょう。そのため
に、やれることがあります。

① 神聖な自分軸の周波数を感じ続ける。
② 神聖な自分を表現するコミュニティと関わる。
③ 周りの神聖さに目を向けて、真実を伝える。
④ 日々の中で瞑想を体験して、神聖な自分軸を確立する。
⑤ 神聖な自分軸を持って、行動に移し続ける。

このような実践を続けながら、あなたがこの地上に降り
た神・女神であることを実体験していきましょう。

ダイアモンドの虹の光の家族のみなさまへ

穴口恵子
Keiko Anaguchi

穴口恵子 公式HP　http://www.keikoanaguchi.com/
株式会社ダイナビジョン 公式HP　http://dynavision.co.jp/

愛と感謝と平和と共に
ダイナビジョンユニバーシティ

学長　穴口　恵子

Cosmic Vision Quest   3
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シャスタ山は、セドナに次ぐ、
ここ最近人気急上昇のパ
ワースポットで、アメリカは
カルフォルニア州北部に位置
します。

シャスタ山って

どこにあるの？

嘘は崩壊！　
レムリアの愛で

「内なる神聖ワンネス」
が目覚める

魂に刻まれた天命を思い出すしかない場所

シャスタジャンプ！
次元上昇できる場所

今の人生に違和感だらけのあな
たは、「こんなの私じゃない」と外
側に向かい「天命探し」をしていた
かもしれません。でも、どこにも見
つからなかったのではないでしょ
うか？　ある日、私に「天命は探す
ものじゃない」という言葉が降り
てきました。天命とは自然に発見
できるもの。発見するもの。既に

「あなたの魂に天命は刻まれているもの」なのです。発見方法はたった一つ「魂を解き放
つこと」。まさに、シャスタ山は魂を解き放てる愛に包まれた空間。ピンと来た方は、あな
たの魂が刻まれた天命を思い出したがっているのです。

シャスタ山に最初に訪れたのは20年前。
ある雑誌の取材でした。そこから、毎年、
訪れては次元上昇の旅を続けています。
その度に自分の可能性が開き、自分が自
分を超えるシャスタジャンプが起きるので
す。細胞からイキイキと輝き、魂に潜む多
様な才能が目覚め、偉大な宇宙との共同
創造が始まります。

＊次のページでは、レムリアの波動が流れ
るシャスタ山の次元上昇ポイントをご紹介

スピ旅
シャスタリトリート

2017
シャスタ
リトリート

ナビゲーター：スピリアルライフ提唱者 穴口恵子

ここに辿り着くと

誰もが使える

シャスタマジック

それは…誰しもの

「魂に刻みこまれた天命」

を目覚めさす魔法

内なる神聖ワンネスに目覚め、輝く

　偉大な宇宙との共同創造が始まる旅

細胞イキイキありのままの私

私が弾ける！ シャスタジャンプ！

mt.shasta
2017

mt.shasta
2017

シャスタ山は愛あふれるレム
リア時代に繋がり、偽りの自
分ではいられない場所。なぜ
なら、レムリア時代とは自ずと
「宇宙も自然界も自分の中に
存在する」のが「あたりまえ」
だった時代。だから、その周波
数が流れるシャスタ山では、
誰もが「魂を解き放ち、自然と
宇宙と一心同体」の「内なる
神聖ワンネス」に目覚め、「あ
りのままの自分でいること」が
あたりまえとなるのです。
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レムリアの愛の光が降り注ぐシャスタ山には、レムリアの愛の神殿があり、そこへ行
くと「自分の魂の声」が聴こえてきます。「自分自身が完全に愛されていること」を魂
が思い出してくれます。愛の光に包まれ心から自分を愛せるようになれる場所だと
お約束します。もう、自戒からは脱出。自分を愛で満たす旅に出かけませんか？

レムリアの愛が流れる次元上昇ポイント

レムリアの愛の光が降り注ぐシャスタ山

行くのが最も簡単な次元上昇ポイント。草原の奥にある、シャスタ山の雪溶け水が湧き
上がる場所が鍵。多次元のドアが開かれ、レムリアの最高神官アダムとラ・ムーに招かれ
る奇跡が起こることでしょう。また、近くには9本のアセンションツリーもあり、本来のあ
りのままの自分に戻り、進化の波に乗せてくれる場所です。

多次元のドアが開くパンサーズメドゥーズ

その他、聖水が流れるサクラメント・リバー、天
然のソーダー水、マジカルヒーリングウィー
ターが湧き上がる場所、心身が浄化できるス
チュワートミネラル温泉、ネイティブアメリカン
が儀式を行っていた虹の滝・バーニーズフォー
ル、雄大な岩壁に包まれ鉱山植物や野鳥、妖精
や精霊と出会えるキャッスルレイクなど、パ
ワー溢れる場所がたくさん。そんなスポットか
ら、旅に参加された方々へ最適な場所へお連
れする予定です。

あなたに最適な場所へと誘います

「日々、愛を選択して生きる」という、ハートの根底に眠るレムリア時代に体験した
ストーリーを思い出せる伝説の場所。シンプルに愛の存在として目覚め、素直に
魂に従う人生へとシフトし、あなたが身をおくすべての世界は「愛の世界」となる
ことでしょう。

愛の存在として目覚める…ハートレイク

スピ旅
シャスタリトリート

mt.shasta
2017

☆P42の「SCの部屋」のゲストはシャスタリトリート担当の米津史穂香さんです。
　実際に彼女が体験したシャスタリトリートの奇跡を掲載しています！！

降り注ぐレムリアの愛の光

伝説の場所 ハートレイク

多次元のドアが開く

キャッスルレイク

みなさんに必要な情報が降臨

サクラメントリバーヘッドウォータースチュワートミネラル温泉

今年の数秘は「1」という新しいスタートです。
あなたが神聖な存在として「偉大なる始まり」を
創造する光のマスターとして完全に目覚める時です。

スピリチュアル界の第一人者
穴口恵子と行く、世界の7大聖山、シャスタへ行く

スピリチュアル界の第一人者
穴口恵子と行く、世界の7大聖山、シャスタへ行く

バシャールのスペシャルグループセッションも実現！！
「2017年の秋から何が始まるのか？」

バシャールのスペシャルグループセッションも実現！！
「2017年の秋から何が始まるのか？」

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。
なぜなら、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。また、地球に残されているレムリアのバイブレーショ
ンが最も根強く残っているパワースポットです。
スピリチュアルリトリートはシャスタマジックの中で、レムリアの最高神官と繋がり、あなたの多様で
多次元的な才能を開くチャンスの旅となることでしょう。

2017年 8月4日（4日・日本発）～ 8月10日（11日・日本着）

特別豪華ゲスト　
バシャールの少人数セッション
8月9日、ロサンゼルスにて、バ
シャールの少人数スペシャルグ
ループセッションが実現可能に！
日々、波動上昇か感じられる2017
年。最高のエナジーを直接バ
シャールから受け取れるチャンス
です。

■参加費：260,000円
《参加費に含まれるもの》
○宿泊費（シェアーハウスでの滞在がメインとなります。一人部屋と二人部
屋の場合があります。） ○メドフォード空港からの送迎、現地での陸上移動
費 ○8月4日のウェルカムディナー料金 ○パワースポットでのワーク代、現
地ワーク時の通訳代 ○LAでのバシャールグループセッション代 ○LAで
の1泊宿泊料金

《参加費に含まれないもの》
○先着8名様以降は追加金額が発生いたしますので、別途お問い合わせくだ
さいませ。 ○日本～アメリカ間の国際線航空券代 ○メドフォード～LA間の
アメリカ国内航空券代 ○お食事代（1食15～30ドル程度） ○チップ代 ○お
みやげ代  ※リトリートにお申し込みいただいたあと、日程に合わせた航空券
をご購入ください。

穴口恵子からのメッセージ

今年のシャスタリトリートは限りなく飛躍する光に満ちています。
テーマは「内なる神聖ワンネスに目覚め、輝く」×「偉大なる宇宙と共同創造すること」です。高次元の存
在と出会える多次元のドアが開くシャスタでは、あなた自身の多次元レベルのハイヤーセルフ（ディバイン
セルフ）一体となれ、とてつもない無限の可能性の中で、「私こそが神聖な存在」であると魂レベルで味
わい生きることが可能となるのです。その場で受け取れるメッセージや高周波のエネルギーを神の道具と
して私が降ろし、みなさまへと分かち合わせていただきます。私と共に、神聖なあなた自身として生きるビ
ジョンを受け取り、新たな人生の扉を開きましょう！　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛と感謝と光を込めて　穴口恵子

詳しくは　http://keikoanaguchi.com/shasta_retreat/



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

自分が　どう生きるのか？　なぜ存在するのか？
その答えを知る「あなたの魂」が共鳴する場所が必ずある…　
～ダイナビジョンのスピ旅～

今後も…あなたと繋がる世界の旅を
ご提供していきます。お楽しみに♡

【リトリート代金に含まれるもの】
アラン＆穴口恵子のセミナー代、通訳代、宿泊代、初日ディナー・2日目＆4日目のランチ代、初日
ディナー会場への移動代
【含まれないもの】
航空費、現地空港⇔宿泊施設までの交通費（片道約35～105ドル前後）、別途料金のオプション各種、
フリータイム時の食事・おみやげ代

2017/8/20（日本発）～8/26（日本着）／5泊７日

～日常から一歩離れ、ありのままの自分に戻る～

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

～理想の自分を追い求めるのを止めた時、本物の人生が見えてくる～

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

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

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

アランの住む癒しのハワイ島【随一の名門ホテル】で過ごす5日間！

アラン・コーエン＆穴口恵子
『The Grace Factor』 リトリート in ハワイ島

~ハワイの恵みに満たされ【恩寵の法則】で過ごす５日間~
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つまり、良い悪いという二元性の罪にハマることなく、「すべての人・物・事」に
神聖を見出し、目覚めた状態でいる意識を言います。「分離」した状態で、ひと
りでなにかをする時代は終わり、魂から繋がる仲間と共に人生を共同創造す
る「神聖な運命の輪の中に入る時代」がやってきています。この流れに乗ること
で、本来の運命、天命を生ききる「超現実化の時代」を体感できるのです。

＊DUでは「神聖ワンネス」の意識にスイッチを入れる講座をご提供し、「誰しもが自分の可能性
を開き、自分らしく生きる世界」を目指しています♡。選択はあなたの自由。さあ「神聖ワンネス」で
生きることを選びませんか？

①魂の声に耳を傾け「神聖な自分本来の周波数」で

　生きることを選ぶ！

②今、この瞬間、瞬間に身を置き①を選択することで

　「宇宙と地球と自分」が「共鳴」を起こし、運命、天命と繋がる。

③すると、産まれた時から誰しもの魂に刻まれている

　「八百万の神としての原型（無限の可能性）」が目覚める。

「神聖ワンネス」に目覚め輝くために…

難しいことではありません。「ありのままの自分」を受け入れ、まずは自分自身と
「神聖ワンネス」で繋がると決めるだけ。今まで、あなたが「良い悪い」と判断し
「分離」させていた「人・物・事」も、自分同様に受け入れられ調和されていきま
す。そこでは「恐れ」が一切消え、「愛」だけが残ります。愛に包まれる世界には
「絶対信頼」が生まれ、「絶対平安」の中で自分の天命・運命を仲間と共同創造
しながら、魂に刻まれた「神聖な自分の輝き」を取り戻せるのです。

DUの重要なテーマ
「神聖ワンネス」について

今回の巻頭特集、シャスタリトリートの
テーマでもある「神聖ワンネス」とは。

「神聖ワンネス意識」とは？

私たちが徹底して体験してきた二元性の世界（男性
性と女性性、光と陰、ウラとオモテ、善悪など）を超えて、すべ

てはワンネス（ひとつ）であるという意識を指します。



講師：ドゥーガル・フレイザー (Dougall Fraser)

DUカリキュラム／宇宙のサポートを得たい
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【東京】2017年7月6日（木） 19:00～21:00
1名：5,000円　2名ペア：8,000円（税込・通訳込み）　　　　　　四谷区民ホール

日程
料金 会場

スペシャルトークセミナー with ドゥーガル・フレイザー

「全米TOPサイキック100」に選ばれ、数々の有名なメディアに出演するドゥーガルがパワフルなトークセミナーを開催。
ドゥーガル独自の「魂の振動数のカラー」を知れるメソッドで、人生の舵取り名人への道が切り開かれることでしょう。セミ
ナー後半では、選ばれた方のオーラの情報を伝える公開セッションも！

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

名古屋でも初開催！ 生まれる前から決めてきた
『あなた本来の運命』を生きるサポートに！
～この７月 待望の再来日決定！～

【東京】全米TOPサイキックからの最新情報満載！

一瞬にして人生に変化を起こす！ カラーの力

【東　京】2017年7月5日（水）、6日（木）、8日（土）、11日（火）～14日（金）　各45分
【名古屋】2017年7月21日（金）、22日（土）、24日（月）　各45分
【東　京】コズミックビジョンスペース　【名古屋】名古屋駅周辺
58,800円（税込・通訳込み）（通訳なしの場合4,800円引き）

日程

会場

料金

【東京】2017年7月9日（日） 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・リーディング少人数グループセッション

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。1人1つずつ具体的な質問をするチャンスも！

【東京】少人数だから叶う…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？

サイキック・リーディング 個人セッション

個々に異なるオーラや人生の青写真を読み解く、オートクチュールな個人セッション。あなたの情熱・使命・目的と深く繋が
ることが可能なパーフェクトなものです。あらゆる問題から抜け出すサポートをし、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。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。 彼の目標は、あなた自身の望みを
引き出し、本来の運命にいざなうことなのです。

【東京＆名古屋】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　精密かつ具体的なメッセージ

【名古屋】2017年7月23日（日） 10:00～17:00 
早割38,000円（7月1日まで）／通常48,000円（税込・通訳込み）　　　　Time Office 名古屋　Eルーム

日程
会場料金

ユア・ライフ・イン・カラー１日セミナー

オーラ・カラーには、その人だけが持っている特別な強み・弱み、今置かれている現状がぎっしりと詰まっています。
この１Dayセミナーでは、ドゥーガルが貴重なカラーの情報を一挙公開！ 各カラーの最適な使い方、効果についてお伝
えし、あなたのオーラを変えるパワフルな瞑想ワークにも取り組みます。自分にぴったりのカラーを知り、最大限に活用
するだけで、人生は驚くほど変化していくことでしょう！

【名古屋】ドゥーガル独自のカラーメソッドを大公開！

【東京】2017年7月15日～17日（土日月・祝）
早割111,000円（7月1日まで）／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・コーチ3日間認定コース ～ソウル・スピリット編～

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。
彼のクライアントはセレブやCEO、コーチやヒーラーなど多岐に渡りますが、こ
のカラーシステムを実生活に活用することで、対人関係に置けるストレスや上手
くいかないパターンから抜け出し、信頼あふれる人間関係、収入を一気に上げる
ビジネスチャンス、心と体の健康を手にしてきました。
この3日間コースでは、そんな数々の奇跡を起こしてきたドゥーガル独自のカラーメソッドを習得し、クライアントのソウル
エネルギーと繋がりながら、コーチングする方法をドゥーガルが直接伝授！ あなた自身や周りの人々、クライアントへ
『目覚め』をもたらすパワフルな認定コースです。

全米TOPサイキックからカラーコーチングの手法を受け取れる！

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。

こんなことを受け取れます 3つの豪華特典付き！
【特典1】 強化フォローアップ3回（39,800円相当）
【特典2】 オンライングループ参加権
【特典3】 セミナー音声または映像のデータ配信

・ エネルギーを浄化し、高次の情報と繋がる方法
・ ハイヤーセルフと出会う、ソウルセンターへの導き方
・ 生命エネルギーを活性化する方法　他

※詳細はお申し込みの方へメールにて直接ご案内となります。



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

DUカリキュラム／才能を開きたい
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【東京】2017年9月７日（木）～９日（土）　各60分
【大阪】2017 年9月12日（火）14～15日（木金）20～21日（水木）　各60分
39,800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

料金
会場

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

植物界のディーバたちから恩恵を受け取る
アロマオイルの錬金術を伝授！

【東京＆大阪】

【東京】2017年9月6日（水） 19:00～20:30 　
【大阪】2017年9月13日（水） 19:00～20:30 　
1名：5,000円　2名ペア：9,000円（税込・通訳込み）
【東京】コズミックビジョンスペース　【大阪】 国民会館

日程

会場

料金

穴口恵子＆スザンナのエネルギーチャネリング＆アロマセミナー

チャネリングのエキスパートである穴口恵子とスザンナが、スザンナ特製のアロマを用いながら、香りを通して精油の情
報を読み解く方法や、まだ未発表の情報を明らかにしていくパワフルなセミナーです。

【東京＆大阪】

あなたのチャネリング力を開花させるアロマのパワー

【東京】2017年9月16日～18日（土日月）
早割300,000円（8月5日まで）／通常330,000円（税込・通訳込み）　　　　　　代官山サロンウエスト

日程
会場料金

セイクレッド・バランス・オイル＆クリスタルグリッド３日間認定コース

このコースでは、植物界のディーバたちと繋がりながらあなたの男性性、女性性のバランスを高
め、軸を築き、高次元からのメッセージを受け取るチャネリング力を活性化するアロマオイルの作
り方をスザンナから学びます。さらに、その場の空間をある一定の周波数に保つクリスタルグリッ
ドのスザンナから学びます。オイルやクリスタルを使って日常的にセルフワークする方法や、チャ
ネリングメッセージを受け取り、他者へセッションするスキルを手に入れていきましょう。

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

《チャネリングマスター４ヶ月プログラム入門編》

【全国から参加可能！】

アロマとクリスタルグリッドの高周波数であなたのチャネリング力を活性化！

スザンナと行く！ 富士山１DAYリトリート

スザンナとともに富士山のパワースポット巡る特別リトリート。コノハナサクヤヒメゆか
りの神社など、選りすぐりの聖地をめぐります。松果体やDNAのクリアリングと活性化
がおこなわれ、自分自身の本質に目覚め、本来の使命を生きるための宇宙の聖なる
メッセージを受け取ることができるでしょう。

スザンナと聖地を巡り、富士山のふもとでパワフルなワークを受け取ります

富士山からの遠隔グループセッション

スザンナが1日かけて富士山のパワースポット巡り、訪れるすべての聖地で参加者のハイ
ヤーセルフと繋がり、必要なワークを行う遠隔セッションです。コノハナサクヤヒメ、富士山に
ゆかりの高次の存在とスザンナが富士山の聖地で繋がり、セレモニーを行いながら、あなた
の無限の扉を開くエネルギーをお届けします！

富士山の高次のエネルギーと繋がり、宇宙のサポートを受け取る！

【大阪】2017年9月10日（日） 10:00～18:00 
早割68,000円／通常78,000円（税込・通訳込み）
国民会館

日程

会場

料金

神聖な人間関係の錬金術オイル１日ワークショップ

パワフルなスザンナ特性オイルを用い、ワークを通して、意識的に他者と繋がり親密性を創造する方法、効果的なコミュ
ニケーションの取り方、体の繊細や気づきを高める方法をスザンナがお教えします。

【大阪限定】

具現化を促す叡智と、無から有を生み出す錬金術をあなたに！

2017年9月23日（土） 10:00～17:00　
早割44,000円／通常55,000円（税込・通訳込み）　　　　　　富士山の聖地＆PICA山中湖ヴィレッジ

日程
会場料金

2017年9月22日（金） 14:22～15:22 　
10,800円（税込・通訳込み）　　　　　　ご自宅などお好きな場所で

日程
会場料金

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

スザンナ・ソフィア・ハート Susanna Sophia Hart

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

こちらのコースはスザンナ特製【オイル＆クリスタルキット付き】です！

本コースは穴口恵子とスザンナによる４ヶ月（全９日間）に及ぶチャネリングマスター認定コースの入門編となります



Cosmic Vision Quest   1716   Cosmic Vision Quest

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！

プログラム詳細は弊社ホームページにて

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

夫婦や恋人同士だけでなく、上司と部下、親子の間など、人間関係の悩みにはパート
ナーシップの問題がつきないのでは？　この二人は年を重ねるごとに、愛が深まって
いると言う。どうしても相手軸に飲み込まれ、自分を責めがちな私達。恐れや不安が悩
みの関係から魂のパートナーシップを結ぶ関係へとシフトしていきましょう。

魂のパートナーシップを結びたいあなた…
魂のパートナーシップを築きたいあなたへ
魂のパートナーシップを結びたいあなた…
魂のパートナーシップを築きたいあなたへゲーリー

＆リンダ

来日ルポ

①まずは自分。ずっしりと自分の中心で「神聖な自分をホールド」する周波数で居ること。
相手の顔色ばかり気にする、相手軸ではなく、自分と自分が一番に繋がり、常に自分軸で
居ることが大事。

②地に足をつけ、肉体を持った人間である自分に目覚めていく。魂の声に耳を傾け、魂の
成長にコミットをする。それは常に「今ここ」に居ること。

③完全無欠の自己愛で自分自身と分離なく、相手と対等な関係を築くと決めること。自
分を下にする時、相手を恐れている。そんな不健全で真実でないことを手放し、愛を選
択すること。すると、対等な魂の繋がりが生まれ、魂の成長が育まれていく。

5月中旬、日本に来日した「魂のパートナーシップ」の伝道師、ゲーリー＆リンダ。そこで紐解かれた「魂のパートナーシップ」
とは？

『Spiritual Partnership Online Course』

人を愛することに上も下もありません
互いの「神聖な自分軸をホールド」した状態で
恐れではなく、今ここで「愛」を選択し続ける

「魂の成長」を目的とした真のパートナーシップ！

ゲーリー＆リンダのオンライン・プログラブはあなたの救世主となることでしょう。



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！ 人生を一瞬で変化させる世界的コーチ　アラン・コーエンが10月に来日！

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！

世界のトップライフコーチから学ぶ
リラックスしながら豊かになる成功へのコーチング

2017年10月来日イベント開催決定！
講師：アラン・コーエン（Alan Cohen）

時間：2017年10月12日（木）19:00～
場所：文京シビックホール / 小ホール

時間：2017年10月14日（土）～15日（日）
　　 2017年10月21日（土）～22日（日）
場所：代官山サロンウエスト

※上記の詳細はあくまでも予定です。開催日程、内容は変更の可能性もございますことを予めご了承ください。

世界のトップリーダー達が導きを求めるアランのコーチングスキル

イブニングセミナー

2Daysセミナー

世界トップクラスのライフコーチ、そしてベストセラー作家として活躍するアラン・コー
エン。アランの元には世界のトップリーダー・経営者・セミナー講師・ヒーラーなど様々
なバックグラウンドを持つ人々が世界中から訪れます。今回の来日イベントでは、人を
導き豊かさを分かち合うコーチングについて3月の来日時のテーマでもあった「恩寵の
法則」と共にお伝えする予定です。また、これまで語られてこなかったアランがコーチに
なるまでのライフストーリーを元に、あなたが宇宙からの恩寵の法則を受け取り、リ
ラックスしながら豊かになる方法をお伝えします。

「恩寵の法則」とは…
恩寵とは、一見そうとは思えない時で
さえ深いところで愛されていること、
与えられている、気にかけてもらって
いることです。私たちは純粋で許され
る存在です。罪悪感・恐れ・処罰とい
うものは、私たちのマインドで創り上
げられているもので、限定付けした
思い込みをクリアーにすることで、い
つもそこにあった、そしてこれからも
ある恩寵の光へと踏み出すことがで
きます。

http://www.alancohen-japan.com/



2017年4月より、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のメンバー会員システ
ムをスタートすることになりました。

穴口恵子がドルフィンの教えを受け継ぎ、日本にドルフィンスターテンプル®ミステリースクール
ジャパンを設立したのが2000年。

これまで多くの方がドルフィンのスクールで学び、ヒーラーとしてセッションを提供し続け、光の瞑
想会を各地で開催しています。今ではスピリチュアルな世界だけでなく広い世界で力を発揮され
ている方たちの中にも、ドルフィンのスクールに参加した卒業生が多くいらっしゃいます。

確かな教えが世界から日本に入り、そしてまた日本で広まり続けているドルフィンの教えにさらに
多くの方に触れ続けていただいたならば、この世界が瞬く間により素晴らしい世界へと変わって
いくことも夢ではなく、現実になる。という目標の元にみなさんと分かち合いのDSTJメンバー会
員システムを設立しました。

DSTJメンバー会員登録になると、 どんなサービスが受け取れるの？ 
会員さまだけの特別な特典もご用意しました。

〇ドルフィンスターテンプルの講師やアシスタントティーチャーによる 
『光の瞑想』音声が届きます！ 

（約15～20分間　通常価格3,000～3,500円相当）

年会費　12,000円

穴口恵子が講師をつとめるドルフィンの手法によるワークショップに特
別価格でご参加できます！
ドルフィンスターテンプル®ミステリースクールの卒業生たちがヒーラー
を担当するセッション体験会に半額でご招待！
東京・大阪で開催されるドルフィン事務局主催の各種セミナーに特別価
格にてご参加できます！
宇宙の流れや時流に添った節目のタイミングで高次の存在たちから
チャネリングメッセージをお届けします！

1
2
3
4

特典

詳しくはドルフィン会員WEBページまで！
http://dstjapan.com/DST_Membership/
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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/

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/
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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・福岡
金谷せいこ、MIKA、ハル、樋口貴子、ミッシェル
17,500円（～90分）／21,800円（91分～180分）

フォローアップリーディング
FSP1～PLI3の内容を講師がマンツーマンでサポートするシステムです。コース中や修了後など、理解を深めた
い部分に焦点をあて、講師が受講生のハイヤーセルフと繋がってリーディングし、そのガイダンスに従い伝授して
いきます。卒業生・受講生はどなたでも受講可能です。

□ ボディーワーカー
□ 肉体に刻まれた古い痛みやトラウマを解放したい方
□ 肉体のバランスを整えたい方
□ 身体の声を聞きたい方
□ 自分の制限を外したい方
□ 自分で自分の変化を楽しんで受け取りたい方
□ 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

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。

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）
2018年
1月6日（土）、7日（日）、8日（月・祝）
※終了時間が遅くなる場合がございます。【対象：FSP1修了者】
超早割価格　250,000円（税込）（2017年7月16日（水）まで）
早割価格　　280,000円（税込）（2017年8月16日（水）まで）
通常価格　　300,000円（税込）（2017年8月17日（木）から）
中目黒・コスミックビジョンスペース

【東京週末コース】

料金

日時

会場

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）

こんな方にオススメ！

□ 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

こんなことを受け取れる！

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国際認定ヒーラー取得コース】

（※FSP1、2の募集は修了致しました。）

FSP3

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。

●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

230,000円（税込）（早割8月1日（火）まで）
250,000円（税込）（通常8月2日（水）から）
東京AP渋谷道玄坂

日時 料金

会場

【東京コース FSP3】※FSP1,2受講済みの方限定

9月1日（金）、2日（土）、3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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FSP1練習会■ メニュー2

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。

【大阪】 8月29日（火） 16:00～
添田さおり
3,000円
レインボーエンジェルズ大阪店

日時
講師

会場
料金

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

8月7日（月） 19：00～　※遠隔参加 可能
ミッシェル　　　　　3,000円　　　　
コスミックビジョンスペース

講師：ミッシェルによる「地球上にある太陽の神殿と繋がるための儀式の瞑想」

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、「地球上にある
太陽の神殿と繋がるための儀式の瞑想」を抽出した瞑想会です。

この瞑想では、太陽の神殿と繋がります。
あなたが日常で見ている太陽からエネルギーが降り注いでいることに気付いて、“あなたの本質を生きる”ことができるよ
う導きます。すべてと繋がっていることを思いだし、至福のエネルギーに包まれることでしょう。 
私たちはしばしば自分の本質と掛け離れた生き方をしています。それにより、生きることが辛くなったり、生きることに価
値が見出せなくなったり、孤独、恐怖、不信感、悲しみなどに人生を支配されているような感覚に陥り、そのような現実を
作リ出すように思考を働かせてしまいます。そういった思考を使うことに８０％～９０％のエネルギー使ってしまい、本来の
自分を生きることへ１００％エネルギーを注げなくなっています。太陽と繋がることで、肉体を持って地球に降り立つ前に
あなたが決めていた情報を受け取り、今この地球で肉体を持ってあなたの人生を１００％生きることが可能になります。
人によっては瞑想の中で少し苦しい感覚を体験するかもしれませんが、瞑想後、何かの変化が起こるかもしれません。内
側を観察して自分の変化を楽しんでください。どんな自分がいても良い悪いはなく素晴らしい存在であることを、あなた
自身が一番の理解者になり、この地球で肉体を持って生きる喜びを体験しましょう。

ミッシェル プロフィール
【資格】
□DST認定講師（FSP1コース）
□DST国際認定ヒーラー
□DST FSP全コース/PLI2/ティーチャー全コース修了
□DST多次元ヒプノセラピー　ティーチャー
□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
□DSTインナーチャイルドセラピー　プラクティショナー
□レインボーエンジェルセラピー®セラピスト

【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
●多次元レベルのリーディング＆クリアリング
●本来の自分を取り戻し、無限の才能を発揮するためのサポート
●真実のパートナーと出会う為のリーディング&クリアリング

瞑想CDの紹介

大　阪

満月・新月瞑想会

7月11日（火）、8月8日（火）、9月6日（水）、9月26日（火）　
13:30～15:30／16:30～18:30 
添田さおり・史穂香
昼夜各部 3,500円　昼夜セット 6,000円
レインボーエンジェルズ大阪店

ご参加者のエネルギーを読み取り、クリアリングやヒーリングを行いながら不要となったエネルギーを軽やかに
解放をすることを意図した瞑想会です。
ドルフィン・スター・テンプル・ミステリースクール®の手法を使い、瞑想会は初めてという方でも、誘導瞑想をしな
がら丁寧に手順をご説明しますので、お気軽にご参加ください。

各地情報 ※こちらのイベントのお問い合わせ・お申し込みは、各連絡先へ直接お問い合わせ下さい。

名古屋

光の瞑想会

８月１０日（己己弁財天の縁日/木）:１２０６ 室
９月６日（満月/水）：１２０６室
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
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）
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。

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］

☆太陽の神殿と繋がると・・・？☆
「地球上にある太陽の神殿と繋がるための儀式の瞑想」

□ 普段の生活においても、太陽
からのエネルギーを感じられ
るようになり受け取れるよう
になる

□ 本質を生きられるようになる

□ 分離している意識・パワーが集約
され、より一層自分の内側から光
を放つことができるようになる

□ 人の目が気にならなくなる
□ 自分を許せる状態になる

日時

講師
料金
会場

日時

会場

料金

申込
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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
7月7日（金） 史穂香※A

7月14日（金） Jay※A
7月16日（日） Sasha※A
7月17日（月・祝） 林陽子
7月18日（火） MIRACLE 貴子※B

7月20日（木） ミッシェル
7月21日（金） 史穂香※A

7月21日（金） 樋口貴子
7月22日（土） ちはる※B
7月24日（月） 金谷せいこ
7月27日（木） HIDEKO※A

2017年
9月4日（月） ミッシェル
9月4日（月） 史穂香※A

9月13日（水） MIRACE 貴子※B

9月14日（木） ハル
9月18日（月・祝） Sasha※A
9月20日（水） 金谷せいこ
9月21日（木） Jay※A
9月23日（土・祝） ちはる※B
9月25日（月） 林陽子
9月30日（土） HIDEKO※A

■ 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
7月13日（木） 添田さおり
7月16日（日） Jay※A
7月19日（水） 史穂香※A

7月24日（月） ミラクル※B

2017年
8月12日（土） 樋口貴子
8月16日（水） ミラクル※B

8月21日（月） Jay※A
8月24日（木） 史穂香※A

8月29日（火） 添田さおり

2017年
9月10日（日） Jay※A
9月20日（水） 添田さおり
9月23日（土・祝） 樋口貴子 
9月25日（月） 史穂香※A

9月28日（木） 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

※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
7月8日（土）　レシェル由美※B

8月6日（日）　レシェル由美※B

9月3日（日）　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
7月10日（月）　山本明子※B

8月20日（日）　山本明子※B

9月11日（月）　山本明子※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

【福岡】
2017年
7月12日（水） 史穂香
8月26日（土） 史穂香
8月27日（日） 史穂香
9月30日（土） 史穂香

12：00～18：00
17,500円（60分）　　　　
福岡県博多市内

日程

2017年
8月7日（月） ミッシェル
8月9日（水） MIRACLE 貴子※B

8月11日（金・祝） Sasha※A
8月14日（月） Jay※A
8月18日（金） ハル
8月21日（月） 林陽子
8月25日（金） HIDEKO※A
8月26日（土） ちはる※B
8月31日（木） 史穂香※A
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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6回目はスピリチュア
ルアントレアカデミーで学んだ後、現在は日本スピリチュアルアントレアカデ
ミーの理事も勤める「あさがお整骨院」の院長・加藤秀之さんのインタ
ビューをお届けします。

インタビュー：

加藤 秀之さま  Hideyuki Kato

バブル真最中、今後やってくる高齢化社会に向け健康ビジネスを志してはじめた「あさがお整骨
院」も20年以上たった頃、スピリチュアルアントレアカデミーの講座に出会いました。トップクラス
のマーケッター北野哲正さんに興味を惹かれ、商品紹介の動画を見たのですが、「私はすべての
源で愛そのもの」という穴口恵子さんの言葉に衝撃が走り受講を決めました。技術重視の施術を
行う中、不思議に感じていた「理論を超えて治っていくケース」が、その言葉により腑に落ち、そもそ
も自分には「スピリチュアルの種」があったんだ！　と気づいたのです。

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 ”

あさがお整骨院…http://asagao.biz/
［セラピストとしてのHP］
ソリューセラピー東京…http://soryutherapy.com/

「私はすべての源で愛そのもの」という言葉がきっかけだった…

スピリチュアルに興味がない妻に心配され飛び込んだ講座でしたが、3ヶ月目には売上が上昇し、
受講料のもとがとれビックリ。ドルフィンスターテンプルの教えによるブロックシフティングで「お金
をもらうのは申し訳ない」という根底にあった「お金のブロック」を溶かすことができたのです。

3ヶ月で受講料のもとがとれビックリ！　お金へのブロックが消えた

私の目に見えるリアルな結果と、目に見えない心の成長を垣間見た妻は「スピリアル」の精神に賛
同し、今では穴口恵子さんが二人にとってのメンター。気づけば、全身全霊で互いを尊重し、魂で繋
がるパートナーシップを育めるようになっていました。さらに京王線下高井戸駅において夫婦で営
む整骨院の加圧部門を妻にまかせてみると、「なんと！　1年で売上1千万」という奇跡が起きていま
す。「愛であり、すべての源である人間」に信頼を寄せる私達夫婦とお客様とのパートナーシップが
実を結んだ結果でもあると実感しています。

魂で繋がるパートナーシップで妻も売上1千万

歩けるようになった80代のおばあちゃんや原因不明の不調が改善した40代のOL。世代関係なく
「ど～せ私なんか」という殻をやぶってダイエットに成功した方々。日々、「カラダの声を聴いて」大
勢の「本来の健康と美を目覚めさせるサポート」をさせていただいています。カラダの声はその人
自身の真の答えであり、結局、自分の可能性を開けるのは自分しかいないんですよね。ぜひ、私達
にそのお手伝いをさせてください。

カラダの声を聴いて…本来の美しさを目覚めさせるカラダ調律師

また、売上上昇のヒミツは、お金のブロックがとれただけでなく、技術優先の施術から、恵子さんか
ら学んだ「内なる魂（源）の声に繋がる聴き方」をはじめたことが大きいです。「もう無理」とあきらめ
たお客様の「深い部分へ聴きにいく」と「健康だった私に戻りたい」という本音と笑顔が引き出され
ます。そうして目覚めたお客様の自然治癒力に施術を施すことで、口にした通りの現実がやってく
るのです。

お客様の本音を引き出す「深い部分へ聴きにいく施術」へ

詳しくは

ぜひ、あさがお整骨院へ

カ
ラ
ダ
の
声
を
聴
い
て…

　
本
来
の
健
康
と
美
を
目
覚
め
さ
せ
る
カ
ラ
ダ
調
律
師

＊理想のカラダは十人十色。健康と美容、ケガのケアまで。
　笑顔になれる場所です！＊



Cosmic Vision Quest   3332   Cosmic Vision Quest

扉は開かれ
あなたが夢を現実化する準備は整っています。
私たちが自分自身のパワーを信頼し発揮し

人生の主人公として現実を創造していくときは「今」なのです。
聖なるビジョンが具現化されたジュエリー『シャンカリ』は
あなたの行く先を眩しく照らす道しるべとなります。

シャンカリ・ジュエリーシャンカリ・ジュエリー

2017 Summer Fair

シャンカリジュエリー 2017 Summer Fair
8月開催決定！！

神々の住む島、バリ島でジュエリーを創作しているデザイナー、シャンカリによって
創られるジュエリー。数々のスピリチュアルな修行に取り組み、導きを示してきた
シャーマンであり「ソウル・アルケミスト（魂の錬金術師）」と呼ばれています。その
ジュエリーの特徴は、他に類を見ないデザイン性と美しさだけではなく、身に付ける
ことで、持ち主に今必要なアルケミー（錬金術）を起こし変容をもたらすことです。そ

のため、「創られた瞬間から持ち主が決まっている」と言われています。国内外の多くのセレブからも信頼
を集めており、数々の女性誌や雑誌などで取り上げられています。シャンカリジュエリーは、本質を輝か
せ、神聖なるエネルギー・安心感と共に進むべき方向へ導いてくれる、魔法のジュエリーなのです。そん
な身に付けて起こる大きな変化は「シャンカリ・マジック」と呼ばれています。

シャンカリ・ジュエリーとは？？

～あなただから起こせるシャンカリ・マジックを手に入れて♡～

《日　程》
WEB ： ８月24日（木）～９月３日（日）
大阪店 ： ９月22日（金）～９月26日（火）

Kate King Jewelry
ケイト・キング・ジュエリー

あなたは人生に満足していますか？

私たちも含め、宇宙に存在するすべてが振動してい
ることは、量子物理学によって明らかにされています。
そして、同じ振動をもつ「人、仕事、お金、家族関係、
パートナーシップ」など、自分自身の振動が現実に反
映されています。

ケイト・キング・ジュエリーは、あなたの振動を上げるも
のではありません。あなたの中に元々ある完璧な振動
をコントロールするためのジュエリーです。
「もっと、こうなればいいのに」と感じることはありませ
んか？
あなたの振動が変われば現実も変わっていきます。

2 0 1 7年1 0月、ジュエリーフェア開催決定！

私たちの宝石は、あなたの振動エネルギーに共鳴します。あなたが最
高の振動で生活することによって、人類の集合意識と地球の周波数
を、美しい光とともに上げることができます。つまり、あなたが自分の振
動をコントロールすることで、あなたの大切な誰かの振動も喜びと恵
みに変えられるのです。

私たちの宝石はすべて手作業でカットされ、人生に革命を起こすパワーとのつながりを強化するため、
神聖な幾何学模様に基づいてデザインされます。私たちは、あなたがより大きな喜び、恵みと調和を
もって人生を進めるように力を注ぎ続けています。

～創始者ケイト・キングからメッセージ～

最高の自分へコントロールできる
量子学に基づいた最先端ジュエリーが
レインボーエンジェルズに登場！
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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

自分自身が人生の主人公となり、生きていくことをサポートします。
このキャンドルに火を灯し、夢や目標を発信したり、アファメーションを唱えると良いでしょう。
※今年のツーソンクリスタルフェアでお問合せが殺到した、イエミンジュのエネルギーが入っ
たキャンドルも、同シリーズで取り扱いがあります♪

アメリカで行われた世界一の「ツーソンミネラルショー2017」でお迎えしてき
ました！　ブルー・アラゴナイトは固まりで見つかることが多く、このような美し
いドゥルジ―状のミルキーブルー、しかもこのサイズで発見されるのはとても
稀です！　二度と手に入らない品質ですね。とても優しい波動を持つ、この石
と共に、自分の人生を眺めれば、見える世界が「思いやり」に包まれることで
しょう。そうして自分自身とのコミュニケーションを深めることで、「私の人生で最も大切なものは何か？」と石が
教えてくれます。あなたが「本当に望んでいる幸せの形」を、この石と一緒に見つけてください。

超レア！ 二度と手に入りません！

『ブルー・アラゴナイト』

☆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2-25-10　TEL：03-3791-8465
営業時間：［東京店］12:00～20:00　［オンラインショップ］11:00～17:00
定休日：［東京店］毎月第3火曜日　［オンラインショップ］土日祝

～情熱に火をつけて♡ 「火のエネルギー」を取り入れる！～

勇気、信念、行動力、集中力な
ど、あなたの願いや目標を達
成するパワーを引き出すオ
イルです。夢や目標を書いた
紙にオイルを染み込ませた
り、この香りを楽しみながら
瞑想することで、そのパワー
が発揮されます。

カーネリアンは、強力な
エネルギーと安定作用
があります。夢や目標
を、想像の中だけで終
わらせるのではなく、現
実にしっかりつなぎと
める役割となります。豊

かさを象徴するクリスタルでもあります。アファメー
ションを唱える際、手に持つと良いでしょう。

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

最近、「情熱の炎がくすぶっている気がする…」と、一歩行動が起こせないとお悩みの方々を多くお見か
けします。そこで、情熱の炎をボッと燃え上がらす着火剤の役割が可能な「火のエネルギー」を持つアイ
テムをご紹介します。

スーパーヒーローキャンドル

アンシェントメモリーオイル ： ドラゴン カーネリアン

穴口恵子からの
ギフトをぜひ

受け取ってください

すでに、あなた
の

手元にあります
か？

神聖な自分に出逢う

魔女入門無料レッスン 全5
回

「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。

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。

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。

ステップ1

ステップ2

ステップ3

東京店&オンラインショップ

￥3,990

￥2,592 ￥8,301
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新・クリスタルアセンションライトワーカー認定講座①
～肉体のヒーリング編～

■日　程 ： 2017年7月1日（土）、 2（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
■受講費 ： 78,000円 （ヒーリング用クリスタルセットを含む）

日々の疲れや肉体に現れる症状を、改善するためのクリスタルヒーリングを学びます。
このコースでは肉体のヒーリング用のクリスタルセットをおつけするため、ご自身のカラダのメンテ
ナンスはもちろんのこと、クライアントの体の上に乗せる方法や、カウンセリング方法を学びます。基
礎を身に付けることで、クリスタルの使い方についての応用もすぐに理解ができるようになります。

新・クリスタルアセンションライトワーカー認定講座②
～精神感情のヒーリング編～

占星術とクリスタルーヒーリングオプション講座

■日　程 ： 2017年8月12日（土）、13（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）

■日　程 ： 2017年8月11日（金）　13:00～17:00
■会　場 ： レインボーエンジェルズ大阪店
■講　師 ： 史穂香
■受講費 ： 22,000円

現代社会の問題でもある精神、感情の不調和。ここにアプローチするクリスタルヒーリングを学びま
す。過去世のカルマの影響による精神や感情へのアプローチも手法の中のひとつです。ヒーラー意
識を高めていく瞑想も合わせておこなうことで、より神聖な空間でヒーリングを学び、ペアワークを
行います。

クリスタルと星には仲良しな関係があります。こ
の関係性を学び、人にとって必要な占星術的な
要素を読み取り、クリスタルのパワーを使って
ヒーリングを起こすことを学びます。クリスタル
ALWコースを学んだ方が選択できるコースです。

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！
日常的にもプロのヒーラーとしても使える効果的なヒーリングズキルを学びます

認定証発行



◆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

レインボーエンジェルズ大阪店では、スピリチュアルコミュニティーを作っています。あなたに
必要なエネルギーを受け取り、あなたの能力をアップグレードするために定期開催します！
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レインボーエンジェルズ大阪店は『ダイナビジョンユニバーシティ大阪＜ＤＵＯ＞』となりスピリアルライフ
マスター育成と活動支援を目指しています。イベント情報は、大阪店のアメブロ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10月、11月開催予定
■会　場 ： レインボーエンジェルズ大阪店
■講　師 ： 史穂香（SHIHOKO）（国際認定ヒーラー、ダイナビジョン大阪責任者）
■受講費 ： 50,000円 ［テキスト、ホロスコープ付］

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

占星術個人セッション

エネルギー伝授会　
テーマ：「穴口恵子直伝　天照大御神アクティベーション」

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 ： 2017年9月24日（日）　14:00～16:00
■会　場 ： レインボーエンジェルズ大阪店
■ファシリテーター ： 史穂香
■受講費 ： 15,500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。

占星術ミッションセミナー　ホロスコープで自分の才能を知る

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。

■参加費 ： 60分 18,000円（ホロスコープ付）

わたしたちは二つの力を使うことで自分らしく人生を生きることができます。ただ占星術の知
識や神話を理解することではなく、【星を味方につけて人生を成功していけるかどうか】。本
当の自分が決めてきた人生を占星術の基礎知識の学びをとおして知っていきます。最終的
にはあなただけの人生の羅針盤（設計図）を手に入れて、自分の強みを生かすことを決めて
行動するための意識改革、ブランディングにもつながるセミナーです。

ドルフィンスターテンプルⓇの神聖な空間の中で、ホロスコープをとおして見えるあなたの素晴らしい才能や超える
必要のある課題のポイントをリーディングします。

3ヶ月間ブランディングコース
■参加費 ： 15,000円（新月満月遠隔ヒーリング付）
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を
作っていきます。はやく自立して夢を現実にするために、日常のマインドセットの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一生をかけて起こってくる波を超えるための習慣化をお伝えします。マンツーマンの
ため日程等はお問い合わせください。
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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、７月・８月・９月にぴったりの
レインボーエンジェルズクリスタルカードとサポートアイテムをご紹介します！

《石の名前》 
カテドラルクォーツ
《メッセージ》
さぁ、あなたの出番です

「MANIFESTATION 
 「現実化」のための誘導瞑想」

「私は、あらゆるチャンスを受け取ります」

神聖な自己を目覚めさせるためのアファメーション

自己エネルギーの中心であるエネルギー
センターの”チャクラ”が持つ、「具現化」
のためのパワーを開放し、あなたの人生
の具現化させる誘導瞑想です。あなた自
身が望むあなたの現実を一緒に創造していきましょう！　

July

この時期は、いよいよ透明化がどんどんと進んでいる中でも、自分が感情のマ
スターとなっていることが7月にハッピーミラクルを起こす鍵となります。感情
をマスターするとその向こうには、自分の魂と一つとなって、その魂の本質を
感じ取り、魂が表現者となるタイミングとなります。透明化の中で魂が選んだ
本当のあなたの人生を実現していきましょう。

サポートカラー ： ターコイズブルー、パステルグルーン、オレンジゴールド
応援にくる高次元の存在 ： 
大天使ガブリエル、女神ペレ、マグダラのマリア

7月
感情を超えて、
本質を体現する

いよいよあなたの更なる次元上昇のターニングポイントがおきてきます。だか
らこそ、あなたの内側から無尽蔵に溢れてくる豊かさそのものにアクセスして、
豊かさの循環をする意図を持ちましょう。あなたがどこまで本気になれること
があるかも豊かさの一つです。あなたとう紛れもない神聖な存在が、豊かさを
この社会に発信して行くときです。

サポートカラー ： ゴールド、ダイヤモンドライト、パステルブルー
応援にくる高次元の存在 ： 
女神アバンダンティア、プレアデスの大天使アンラー、
聖なる豊かさを司るエロヒム（神の本質の一員）

8月
次元上昇の
波に乗って、

豊かさを循環する
August

9月でほぼ2017年が締めくくりとなるぐらいあなたの進化が現れる時です。そ
の進化は、あなたが自主権を持って、人生の主人公としての役割を果たすこと
からスタートします。目覚めた存在として、あなたが何をいつどのように貢献し
ていくかが明らかになます。主人公である自分に迷わずにあなたらしく、自分ス
ペースとペースを保ちながら、周りに貢献していきましょう。

サポートカラー ： ピンク紫、ホワイト、オパールの光
応援にくる高次元の存在 ： 
エジプトの女神たち：女神イシス、女神セキメット、女神ハトホル

9月
人生の主人公である
自分に目覚めて
貢献する

September

サポートアイテム

7月にぴったりの
カードは・・・

《石の名前》 
ハーキマーダイヤモンド
《メッセージ》
あなたが人生の主人公

「私の人生の主人公は、私です」
神聖な自己を目覚めさせるためのアファメーション

9月にぴったりの
カードは・・・

《石の名前》 
ナミビアクリスタル
《メッセージ》
人生は神さまからの
贈り物

「エロヒムとヴィクトリア」

「私は、人生のご褒美を受け取ります」

神聖な自己を目覚めさせるためのアファメーション

マリウス・マイケル・ジョージのアート
プリントです。ヘブライ語で「神」を意
味するエロヒムヴィクトリア、セント・
ジャーメイン、大天使ザドキエル、そし
てアメジストが 地球のまわりに集って
います。

「ハーキマーダイヤモンド」
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
も呼ばれており、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。

サポートアイテム

サポートアイテム

8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

SCの部屋
スピリアル・コンシ

ェルジュ

私にとって恵子さんは幸せのドアを開ける鍵。彼女は世界中を旅していますが、その多くが彼女の過去性が味
わった国、場所であり、だからこそ、そこに居る「神の道具」となることができるのです。私達参加者へ、それぞれの
「魂のルーツ」や「本来の天命」を伝えてくれます。そう、「誰と行くか？」で、ただの旅となるか？　魂の旅となる
か？　大きく左右するのです。
穴口恵子のガイドで「魂の初心」を思い出す「細胞レベルのブレイクスルー」が起こり、個々の「シャスタストー
リー」が紡がれる旅となるのです。

ダイナビジョンでは「個々のブレイクスルー」を生む非日常の旅を提供しています。ピン
ときた国は「魂の初心＝天命」と出会える場所。目先の不安や恐れがバカらしくなるく
らい、愛と可能性に溢れた人生が手招きしていますよ。

史穂香さん

恵子さん

米井史穂香…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。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大勢の方々を「望む人生」へと加速させている。DST、占星術、風水
など様々な手法を複合的に使う個人セッションや、占星術講座、風水セミナーも人気。

②誰と行くかが大事！

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。今回は巻頭特集
のシャスタリトリートの担当をしている米津史穂香さんです。
シャスタリトリートの魅力を教えていただきましょう。

①人生が大きく進化することを確証する旅

今、人生に「ズレ」を感じている方は、シャスタに呼ばれているかもしれません。
絶対的に「人生が大きく進化する旅」になると確証します。私自身、ダイナビジョ
ンに勤める前に参加して、「真実を生きるシナリオ」に現実の世界が書き換えら
れました。「もう、自分に嘘はつけない」と、がむしゃらにがんばっていた少しズレ
た人生から目覚め「ありのままの自分で進化する真の人生」に変わったのです。
具体的に言うと、当時、社員として働いていた建築会社を独立し、自ら「スピリチュ
アル建築」を提案し、たくさんの目覚めた方々のお家をつくることができました。そ
こからどんどん導かれるように現在の仕事に就くことになったのです。




