
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】史穂香[福]【PS】テリー[大]
【PS】MIRACLE貴子[東]【PS】テリー[大]
【PS】ミッシェル[東]
【PS】MIKA[東]
【認定】PLI1 B[東]【PS】樋口貴子[遠隔]【PS】Sasha[東]
【GS】テリー[東]]【EV】新月瞑想会[大]
【認定】PLI1 B[東]【PS】ちはる[東]【PS】HIDEKO[東]
【PS】ミラクル[大]【PS】テリー[東]
【PS】史穂香[東]【WS】DST瞑想会【PS】テリー[東]
【PS】テリー[東]
【PS】ハル[東]【PS】テリー[東]
【PS】金谷せいこ[東]【WS】テーマ瞑想会[東]
【PS】さとうゆうこ[遠隔]【PS】テリー[東]
【PS】テリー[東]
【認定】PLI3[東]【WS】テリー[東]【認定】クリスタルALW[大]
【認定】PLI3[東]【WS】テリー[東]【認定】クリスタルALW[大]

【EV】トレイシー[東]
【PS】トレイシー[東]
【PS】添田さおり[大]【WS】FSP練習会[大]【PS】トレイシー[東]

【PS】トレイシー[東]
【認定】PLI1B[東]【PS】Sasha[東]【PS】さとうゆうこ[遠隔]
【WS】トレイシー[東]
【認定】PLI1B[東]【PS】ちはる[東]【WS】トレイシー[東]
【PS】Jay[大]【WS】年間コース説明会【EV】満月瞑想会[大]
【PS】トレイシー[東]
【PS】ハル[東]【PS】トレイシー[東]
【PS】ミッシェル[東]
【PS】史穂香[大]【EV】トレイシー[大]
【PS】トレイシー[大]
【PS】MIRACLE貴子[東][【PS】山本明子[愛]【WS】トレイシー[大]
【PS】トレイシー[大]
【PS】史穂香[福]【WS】DST瞑想会[福]【PS】トレイシー[大]
【PS】樋口貴子[大]【PS】史穂香[福]【PS】トレイシー[大]
【PS】添田さおり[大]【WS】テーマ瞑想会[大]【PS】史穂香[東]
【WS】年間コース説明会[東] 
【WS】年間コース説明会
【認定】PLI3[東]
【認定】PLI3[東]
【WS】年間コース説明会[大]【EV】新月瞑想会[大]

【PS】MIKA[東]【WS】テーマ瞑想会[東]

【PS】Jay[東]

【PS】HIDEKO[東]

【PS】ミラクル[大]

12  December

【認定】PLI1 B[東]【PS】史穂香[福]
【PS】史穂香[東]
【WS】DST瞑想会[東]【遠隔】穴口恵子（イスラエル）
【遠隔】穴口恵子（イスラエル）
【遠隔】穴口恵子（イスラエル）
【PS】ミッシェル[東]
【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・東]
【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・東]
【PS】金谷せいこ[東]【WS】DBR体験セッション会[東]

【EV】アラン
【PS】MIKA[東] 
【認定】PLI1 A[東]【認定】クリスタルALW[大]【WS】アラン2DAYS
【認定】PLI1 A[東]【PS】Jay[大]【PS】山本明子[愛]
【WS】アラン2DAYS【認定】クリスタルALW[大]
【PS】史穂香[福]【WS】DST瞑想会[福]
【PS】史穂香[福] 
【EV】アラン
【PS】添田さおり[大]
【EV】新月瞑想会[大]
【認定】PLI1 B[東]【PS】ちはる[東]【PS】さとうゆうこ[遠隔]
【認定】クリスタルALW[大]【WS】アラン2DAYS
【認定】PLI1 B[東]【PS】Jay[大]]【認定】クリスタルALW[大]
【WS】アラン2DAYS

【PS】MIRACLE貴子[東]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[大]【PS】ハル[東]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[大]【PS】史穂香[大]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[大]【認定】PLI1 A[東]
【PS】HIDEKO[東]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[大]【認定】PLI1 A[東]
【PS】Sasha[東]【PS】ミラクル[大]

【PS】テリー[福] 

【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[東]【PS】テリー[福]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[東]【PS】テリー[福]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[東]
【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・東]【GS】テリー[福]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[東]
【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・東]【遠隔】テリー[広]
【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・東]【WS】テリー[広]
【PS】テリー[広]
【PS】テリー[広]
【PS】史穂香[大]【GS】テリー[広]
【PS】Jay[大]
【PS】テリー[大]
【認定】PLI1 A[東]【PS】Jay[大]【WS】テリー[大]
【EV】スピリチュアルフェスタ[大]
【認定】PLI1 A[東]【PS】山本明子[愛]【GS】テリー[大]
【EV】スピリチュアルフェスタ[大]
【PS】史穂香[福]【WS】DST瞑想会[福]【PS】テリー[大]

11  November



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9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

アラン特集
アランマジック 04

プロのヒーラーへと導く
トレイシー・アッシュ 14

アンジェラ・ハートフィールド
オンラインコース 16

44スケジュール・カレンダー

DST：ドルフィンスターテンプル®

人生のミッションを思い出す
Dr.テリー・サイモンズ 12

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

こんにちは！スピリアルライフを実践中の穴口恵子です。
気がついたら、2017年も余すところ3ヶ月となりましたね。
あなたの2017年はどんな年となりましたか？
充分に自分の思い通りになっていましたか？それとも、自
分が思っていた以上にやりたいことをすることができな
かったでしょうか？
実は、2017年の最後の3ヶ月というのは、あなたにとって
とてつもない静寂と平安が訪れるような日々となること
でしょう。この3ヶ月は今年中に何かを成し遂げるために
使うのではなく、2018年のあなたがどのような1年にし
たいかを明らかにして、あなたが完全に来年の先取りをし
て、準備を整える時なのです。そのためにあなたにこの
3ヶ月できることがあります。

① 未来ビジョンを受け取るために自分の潜在意識に働き
　 かける
② 過去にこだわらず、自分の未来を今にフォーカスして
　 築いていく
③ 自由に自分が望む未来の為に、アクションを起こし続ける
④ この時期はフレキシブルで自己主張をしたり、自己表現
　 をする
⑤ 自分のあらゆるパワーを周りに委ねることなく、自分の
　 パワーをじっくりと温める。

このような実践を続けながら、3ヶ月後にくる2018年の
あなたの為に、今できることを着実に冷静に実行に移し
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
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アラン・コーエン10月来日特
集

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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会うだけで奇跡が起こる

アランマジック☆

“メンターズ・メンター” 世界トップライフコーチ、
ベストセラー作家、アラン・コーエンが10 月来日！

アランは地球上のもっとも美しい場所のひとつハワイ島に住んでいます。
アランの存在自体が、まさにハワイ！穏やかでやさしい風のようなアランの愛に
包まれると誰しもが癒やされ、その人に起こるべき奇跡を体験できるのです。

アランマジック

リラックス
しながら
豊かになれる

不安や怖れ
からではなく

『愛』
で選択する

ちょっとだけアランのプライベート情報♪

日本では大ベストセラー
作家、本田健氏やトップモ
デルの道端ジェシカ氏ら
が賞賛の声を表明してい
ます。

「私のセミナーが『体系立てて説明する』といったタイプに比べ、
アランのセミナーは、極めてユーモアと知恵に富んだ「例え話」
が中心で、その話の中にたくさんの気づきが盛り込まれていま
す。アランはまた、人をリラックスさせる達人です。彼の話を聞く
うちに、全身がほぐれて肩凝りが消えてしまうという不思議な
現象があるくらいです。
（アラン・コーエン著「あなたはあなたのままでいい」まえがきより）

（アランの本を）
読むだけで、心が温まります
（アラン・コーエン著「コンパス」帯より）

「アランは最も雄弁なハート（心）の代弁者です」
ジェームズ・レッドフィールド氏『聖なる予言』著者

「わたしの人生の中でアラン以上に、気づきを与
えてくれ、意識を拡大させてくれたい人は他にい
ません。計り知れないほどの影響力をもった人」
ニール・ドナルド・ウォルシュ氏『神との対話』著者

＊アラン・コーエンジャパン代表の穴口恵子と。
　二人で行うハワイリトリートやセミナーも大人気。

アランはバランスを整える達人！
「ただ、一緒にいるだけ」で場は
愛に包まれ「わたしでいいんだ」と
思わせてくれる愛の人…アラン。がんばらなくてよかったの！と日

本人の多くの制限を外したアラ
ンの魔法の言葉。「すでにじゅう
ぶんある」と本来の私達は「豊
かさの泉」だと教えてくれます。
これにより、現実的に自分らしく
豊かな人生へとシフトしていっ
た人達が大勢います。

「その行動や判断は、怖れからきているの？
愛からきているの？」とアランから聞かれ、み
んな、「なんでも選べる自由な心」も持って
いたこと、「人生の本質は愛」だということ…
に気づいたと語ってくれます。「愛の選択」で
「幸せな人生」に好転していくのです！

「いつの間にか…」
「自然と…」
アランと触れた人が
誰しも口にする言葉
です。

アランは具体的なアドバイ
スをするわけではないのに、
接しているうちに…「想像を
越えた豊かにふさわしい自
分」、「大いなる存在の自分」
を思い出せるのです。

アラン・コーエンとは？ 本田健氏（ベストセラー作家）
道端ジェシカ氏（モデル）

世界的で活躍する作家も推薦！

Relax
into
Wealth

Date With

Destiny

Enough
Already

もう…心の扉をひらかずにはいられない
「あなたの中に必ず…答えがあります♡」

パートナーのディーさんと6
匹のワンちゃんと暮らしてい
ます。「二人の深い愛で結ば
れるパートナーシップも素
敵」と二人に会った方々が口
をそろえていいます♡。毎日
の日課は「朝の瞑想」だそう
です。ハワイの沢かな風の
中、一人静かに朝から瞑想…
気持ちよさそうですよね。

♪P20～スピリアルライフレポート、
　P42～SCの部屋も合わせて
　お読みください。
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アラン・コーエンが、最高の人間関係の作り方、賢い時間の使い方、幸せに豊かに
なっていく方法、ライフワークについてお話します。あなたの内側から自然と癒しが
起こり、人生のあらゆる面で豊かさを生み出す方法をお伝えします。

イブニングセミナー
心の内側から豊かさを生み出す
2017年版「新・4つの癒し」

日時：2017年10月12日（木）19:00～21:00
場所：文京シビックセンター　小ホール
■早割価格　１名様　3,900円　※通常5,000円
　　　　　　ペア割　7,500円　※通常8,800円

10月12日（木）

「ありのままのあなたで、完全にあなたらしくいること」それが、あなた自身にとっ
ても世界にとっても最高の癒しになります。他の誰かを癒すことは二の次にして、あ
なた自身を癒すことを第一に考えましょう。これは一見わがままに聞こえるかもしれ
ませんが、あなた自身の心と身体の健康を二の次にしている状態で他人に対して与
えるよりも、はるかに多くの癒しを他人に与えることが可能なのです。自分自身を癒
す方法について、アラン・コーエンがお伝えします。

イブニングセミナー

The Healed Healer
～癒されたヒーラー～

日時：日時：｠2017年10月18日（水）19:00～21:00
場所：フクラシア品川クリスタルスクエア
■早割価格　１名様　早割：7,700円　※通常8,800円
　　　　　　ペア割　早割：13,900円　※通常15,800円

10月18日（水）

人生の問題は全て、あなた自身が作っているものです。だからこそ、偶然ではなく、
あなたの選択で人生を作っていくことができます。
あなたはすでに素晴らしい存在である、ということを心の底から認識するだけで最
高の癒しを得ることができます。この２日間ワークショップで誰もが本当は力をもっ
た存在だということを知りましょう。

2 Daysワークショップ

「人生の答えは全て自分の内側にある」
～アランが伝える癒し・ホリスティックな学び～

日時：10月21日（土）・22日（日）｠
　　　1日目 10：30～18：00（10：20開場予定） 
　　　2日目 10：00～17：00（9：50開場予定）
場所：代官山サロンウエスト（ヒルサイドウエスト内 1F）
■早割価格　１名様　早割：77,700円　定価 88,800円
　　　　　　ペア割　早割：140,000円　定価 159,000円

あなたの人生で起きている出来事を、愛を軸に選択するのか？それとも、怖れを軸に
選択するのか？いずれを軸にして選択するかで、あなたの人生は大きく変わります。ど
うすれば、罪の意識から解放され、ありのままで生きられるのか？頭で理解するだけ
でなく、実際に行動に移すことができるためのヒントを具体例とともにお伝えします。

2 Daysワークショップ
「その選択は愛か？ 怖れか？」
～人生を豊かにする恩寵の法則～

日時：10月14日（土）・15日（日）｠ 
　　　1日目 10：30～18：00（10：20開場予定） 
　　　2日目 10：00～17：00（9：50開場予定）
場所：代官山サロンウエスト（ヒルサイドウエスト内 1F）
■早割価格　１名様　早割：77,700円　定価 88,800円
　　　　　　ペア割　早割：140,000円　定価 159,000円

14日（土）、15日（日）
10月

21日（土）、22日（日）
10月

http://alancohen-japan.com/



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！

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

『Spiritual Partnership Online Course』

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。

（スピリチャルパートナーシップオンラインコース）

累計600万部、32カ国で翻訳出版される世界的
ベストセラー作家ゲーリーとソウルパートナーの
リンダによる、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！

ゲーリー・ズーカフ

スピリチュアルパートナーシップを築く
オンライン・プログラム

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

魂のパートナーシップを結びたいあなたへ
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・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)

プログラム詳細は弊社ホームページにて
『Spiritual Partnership Online Course』

ゲーリー＆リンダを
オススメする
世界のリーダーたち
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♡わくわく感
♡至福感
♡幸福感
満載の周波数で満ちていることを「アロハ次元」と言います。

「アロハ次元」と使うだけで、世界がわくわく至福に満ち、

「幸福感を感じている人」と繋がれると穴口恵子は思っています。

ハワイに行かなくても、アラン・コーエンと日本で触れ合うことで

も、あなたも「アロハ次元」に繋がること間違いなしです。

わくわく　至福　幸福　と心に「アロハ次元」のスイッチ

を入れるのは、いつでも、どこでも、あなた次第。

あなたが「アロハ次元」のスイッチを入れると決めることです。

そう、「人生の舵取り」 は誰でもない、あなたなのだから…。

「アロハ次元」に設定しよう♪

DUの今月のテーマ
「アロハ次元」について

今号の巻頭では、DUにかかせない世界

トップコーチ、アラン・コーエンを特集し

ました。アラン・コーエンはハワイ在住。

そんなハワイに穴口恵子が訪れ「アロ

ハ次元」という言葉が生まれました。

「アロハ次元」とは？

Cosmic Vision Quest   11

＊DUにかかせない世界トップコーチ、アラン・コーエンと繋がるハワイの「アロハ次元」を感じ
に、10月来日のアランに会いに来てくださいね。「わたしでいいんだ」とアランマジックにより、
もっと「人生の舵取り」がシンプルにできるようになれるはずです。

♪ ♪ ♪



Cosmic Vision Quest   1312   Cosmic Vision Quest

11次元の宇宙意識「アシュタール」からの
愛と光のメッセージで
あなたの天命が明らかに！

講師：Dr.テリー・サイモンズ (Dr.Terrie Symons)

銀河司令官と繋がり、人生のミッションを思い出す！

前半は、当日集まったグループ全体のエネルギーを見ながらアシュタールがメッセージを伝えます。後半では参加者から
の質問についてアシュタールがひとつひとつ回答。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。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】11月18日（土） コズミックビジョンスペース
【大阪】11月12日（日） レインボーエンジェルズ大阪店
【福岡】11月3日（金・祝） 西鉄イン福岡
【広島】11月8日（水） 広島市内
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】11月19日（日）～24日（金）  コズミックビジョンスペース
【大阪】11月10日（金）～15日（水） レインボーエンジェルズ大阪店
【福岡】10月31日（火）～11月2日（木） 西鉄イン福岡
【広島】11月6日（月）～11月7日（火） 広島市内
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】11月25日（土） 10：00～17：00 コズミックビジョンスペース　　　
　　　11月26日（日） 10：30～17：00 関東周辺寺社でのフィールドワーク
【大阪】11月10日（金） 16：00～18：00 天満橋周辺
【福岡】11月1日（水）　16：00～18：00 西鉄イン福岡 
【東京】早割58,000円／通常68,000円
【大阪・福岡】早割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！2018年を目前に控える重要な時期に、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。

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

11月4日（土） 満月 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

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。

アシュタールとは！？

愛に包まれたテリー × アシュタールの
　メッセージは「あなたの人生の羅針盤」

愛に包まれたテリー × アシュタールの
　メッセージは「あなたの人生の羅針盤」

■来日の度に体験。自分自身の現在の立ち位置、進むべき方向性が明確になる（T様）
■アシュタールは驚くほど明快で、自分の中から和のように質問が浮かび出し、愛に満ちていた！（K様）
■セッション終了と同時に扉が開いた！ 未来への希望のビジョンを受け取れた（T様）

体験談
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講師：トレイシー・アッシュ

ハイフリークエンシーなエネルギーをマスターする！

この春、日本で初めて公開されたトレイシーの「5次元トレーニング」は、参
加者の方々から絶大なる支持を得て、多数のキャンセル待ちが発生する大
人気イベントとなりました。今回お届けするレベル２では、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
す、この5D ヒーリングを他者へ提供する方法についてトレイシーから学び
ます。人類の新たな可能性の扉を開くこのトレーニングは、世界に加速的な

効果をもたらします。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。

現在の3次元の有毒なドラマやパターンを根絶して、本来の高波動の
自分を取り戻せるのが「５Dトレーニング」です。時間と空間を超えた
多次元体験が日常で容易となり、問題を射抜き核心に迫れる「真正の
ヒーラー」になれます！多次元感覚により、すべてが既に「ある」ことに気づけ、「願望」を「今」この瞬間、
「位置」しているポイントを識別し、現実化を加速させることができます。

個人セッション■ メニュー1

【東京】11月29日（水）～12月1日（金）、5日（火）、6日（水）  コズミックビジョンスペース
【大阪】12月9日（土）、11日（月）～13日（水） レインボーエンジェルズ大阪
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）
※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

5次元ヒーリングを体験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。

5 次元ヒーリング・イブニングセミナー■ メニュー2

【東京】11月28日（火）　19：00～21：00　 23区内
【大阪】12月8日（金）  　19：00～21：00　 国民会館
1名 3,900円／ペア 6,000円　　
※会場・日時変更の可能性あり。詳細はHPをご確認ください。

日時 会場

料金

5 次元ヒーリング・グループセッションin 大阪■ メニュー4

2017年12月10日（日）
レインボーエンジェルズ大阪
※詳細はHPにてご案内となります。

日時
会場

レベル2のトレーニングでは、自分自身と他者に５Dヒーリングを浸透させる方法を学びます。プロフェッショナルな
ヒーラーとしての新しいフロンティアとは？この極端に激しい次元のときに、何が必要とされるのでしょうか？3次元
世界でしばしば繰り返される毒性のあるストーリーに役立ち、あな
たが今まで受けてきたスピリチュアリティ、人間の可能性、覚醒、
そして変容に関するトレーニング力を、さらに強化していきます。

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2】■ メニュー3

2017年12月2日、3日（土・日）　10：30～17:30 　
代官山サロンウエスト
■レベル1映像＆レベル2特別セット価格：155,000円

日時
会場
料金

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
愛に包まれたテリー × アシュタールの
　メッセージは「あなたの人生の羅針盤」

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！
5Dヒーリング・プロフェッショナル・
トレーニング【レベル2】

人類に革新的な変容をもたらすヒーリングメソッド

5Dトレーニングとは
～5次元の波動とマインドに繋がり続けること～

■覚醒を起こせないヒーラーのいる中、彼女
のエネルギーワークは革新的！ ずっと求めて
いた効果を得られた（T・R様）
■全力投球で惜しみなく知識を伝えてくれる
トレイシーに大満足！ お腹いっぱいの充実の
内容（ＡＦ様）

■源の愛に繋がれ深く感動♡ 現実化が加速
され、本当にすばらしい変容を起こしてもらっ
た！（H様）
■未体験の濃厚なワークは「自分スイッチオ
ン」の重要さを学べた！ また、瞑想の必要性
を改めて実感（MK様）

体験者の声

キャンセル待ち続出！！ 
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年末年始には、海外ティーチャーが住んでいる世界の聖地と日本を結ぶ、特別イヤーリーディングを行います！ 日
本来日時には満員でなかなか席が取れないような大人気のティーチャーたちとの、貴重なプレイベートセッション
をどうぞお楽しみに！

癒しとマナの気に満ちるパワースポット・ハワイ島。そこに住むアンジェラと繋がり、彼女の神
聖なエンジェルルームからセッションをお届けします。あなたのエンジェルたちに、2018年の

可能性を聞いてみましょう。私たちには誰にでも生まれた時から死ぬ時までずっと、側にいて見守ってくれる守護天
使が最低２人はいるそう。通常、守護天使とあなたはエネルギーレベルで会話をしたり、守護天使の出しているサイ
ンに直感的に気づいたりするものですが、多忙な生活の中にいると、それらの声が聞き取りづらくなってしまいます。
アンジェラはそんなあなたと守護天使の間に入り、会話を仲介してくれるメッセンジャー。どんなご質問でも、時間が
許す限りお答えしていきます。

予定講師：

①アンジェラ・ハートフィールド
［予定メニュー］ハワイアンエンジェルイヤーリーディング2018／イヤーグループセッション

年末年始ワールドイヤーリーディング祭り

from パワースポット・ハワイ島

ハワイ在住　国際的エンジェル・ティーチャー
アンジェラ・ハート・フィールドの最新オンラインコース登場！！

夢を叶える象「ガネーシャ神」と繋がる！
ガネーシャカード・リーディング・オンラインコース

ヒンズー教の神の中でも最も人気があり、愛されているガネーシャ神。
一流エンジェル・チャネラーとして25年以上のキャリアをもち、オラクルカー
ド『ウィスパー・オブ・ガネーシャ』の作者であるアンジェラ・ハート・フィー
ルドから、ガネーシャ・オラクルカードのリーディング方法や、ヒーリング
方法を学んでいきましょう。

ガネーシャ神は、あなたのハイヤーセルフのガイダンスとともに、常にあなたの最高善ために働いてくれる
存在です。ガネーシャ神の高い波動は、あなたの深い傷をも癒していき、ハートの中心深くに繋がること
ができるでしょう。アンジェラがガネーシャ神の美しいヒーリングエネルギーにあなたを繋げ、導きます。

ハワイ在住のエンジェル・セラピスト。 生まれながらに天使とコンタクトする能力を
持ち、『エンジェル・メッセージ』などの著書で世界的に有名なドリーン・バーチュー
氏のビジネスパートナーとして世界中でのワークショップやラジオ番組に出演し、誰
もが高次元のガイドと繋がれることを伝えている。元プロの教師であり、一人ひとり
のレベルに合わせ、丁寧に教えるティーチング能力の高さに定評がある。制作を手
掛けた「ウィスパー・オブ・ロード・ガネーシャ」はベスト・オラクル・アワード
2016を受賞。 

【主なレッスン内容】

【発売時期】　2018 年春頃を予定
【コース受講期間】　4ヶ月／全 12レッスン
【価格】　通常 44,000 円／先行価格 39,000 円
※発売期間や内容には変更が生じる場合があります。詳細はHPにてご確認ください。 

ドリーン・バーチューの右腕的存在！国際的エンジェル・ティーチャー
アンジェラ・ハートフィールド

□ ガネーシャと繋がる瞑想
□ ガネーシャとのデトックスワーク
□ アンジー流オラクルカード浄化方法
□ 目的別カードリーディングの仕方

□ ガネーシャのディープヒーリング
□ 夢からメッセージを受け取る方法
□ 基礎的なカードリーディングの仕方
□ ガネーシャと繋がる祭壇の作り方　　ほか

新発売

このセッションは、美しくポジティブなエネルギー・ヴォルテックスのあるセドナにいるスザンナと
繋がって行われます。レッドロックにあるスザンナの自宅の神殿や祭壇に繋がり、とてもマジカル

で力強く、愛に満ちたエネルギーを感じることができるでしょう。セッション中はスザンナが光のサークルを召喚して、 
あなたのハート、肉体、マインド、ソウルをセドナのヴォルテックスと調和させます。明確かつパワフルなリーディングを
受け取り、 新しい年へ向けて、あなたの最高最善の道が照らされるでしょう！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。

②スザンナ・ソフィア・ハート
［予定メニュー］エンジェルイヤーリーディング2018／シャーマニックセレモニー

from パワースポット・セドナ

※現在スケジュール調整中につき、講師・メニュー等は変更となる可能性があります。決まり次第ダイナビジョン公式ページにて公開予定。

■対応可能分野（一例）
●ソウルメイト、恋愛、パートナーシップ、結婚、離婚について。
●仕事、ライフワーク、使命について。過去世リーディング。

●あなたの守護天使からのメッセージ。
●大天使からのメッセージなど。（基本的に内容は問いません。）

通常、海外に住む講師と通訳、お申込者の方の3者をスカイプで繋ぎセッションを行いま
す。 スカイプとは、インターネット通話のことで、パソコンやスマートフォン（機種による）
に無料のアプリをダウンロードすると、無料で海外と日本とをつなぐことができる便利な
システムです。ウェブカメラがついている場合には映像で、ついていない場合には音声 
（電話と同じ）でのセッションが可能です。講師陣の住むパワースポットや現地のエネル
ギーを感じながらのライブセッションは、きっと日本での対面セッションとはまた違った恩
恵が得られるでしょう。

遠隔セッションの受講方法について
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成功する人たちは

実はスピリチュアル?!

◀QRコードからアクセス

番組や穴口恵子への“リクエスト”は cs@dynavision.co.jp まで。

i-Phone の方 アンドロイドの方

これまでいちども瞑想したことのない方でも

世界で一番やさしく気軽に始められる
瞑想シリーズ!!

例えば 
朝、目覚めてすぐに…
通勤電車の移動中に…
ちょっとした休み時間に…
○○したい、その時に…

インターネットで　　　　　　　　　　　 を検索

→ トップページから　　　　　　 を検索

聴き方はこちらから!

穴口恵子

Googleストアから
「podcast Addict」をインストール。
アプリをひらいて、右上の「+」ボタンを
押下。

“たった5分”瞑想シリーズが
Amazonオーディブルで販売開始！
月額で聴き放題!! １カ月の無料体験可能!!ぜひお試しください

たとえばこんなテーマの番組を配信！
第1回 「すぴりっち」って？
第5回 チームを成功に導く「究極の聴き方」
第7回 “欲深い女”ほど上手くいく!?
第9回 『7つの習慣』を世界に広めた“3つの正しさ” 

ロイス・クルーガさん、心屋仁之助さん、
和田裕美さん など豪華ゲストとの対談形式
で続々配信！ 
第一線で活躍する人たちとの対話を通して
その成功の元にある、
「それがスピリチュアル！」を解き明かして、
お届けます！ 

※ネットラジオなので視聴無料!  

を検索＆登録 穴口恵子 を検索＆登録

ラジオ番組の聴き方
～とっても簡単！～

または ポッドキャストアプリ から

穴口恵子の
ネットラジオ番組開局！！
いつでも！ どの回からでも！ 何度でも！好きな時に聴ける！

穴口恵子の

聴きながら誘導の声に合わせて
イメージするだけ

もっと身近に
もっと手軽に
これまで一度も瞑想したとがない
パートナや、お子さまにもぜひ
おススメしてみください。

アマゾンオーディブル

穴口恵子

…



Cosmic Vision Quest   2120   Cosmic Vision Quest

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7回目はダイナビジョン
が運営するアラン・コーエンジャパンのアラン・コーエン認定ライフコーチの
松下マサさんのインタビューをお届けします。

インタビュー：

松下 正（マサ）さま  Masa Matsusita

「がんばらなくても、リラックスしながら豊かになれる」というアラン・コーエンの考えと出会い、「アラン・コーエン
ライフコーチ講座」に参加を決めました。それは、ちょうど、仕事を周りの部下にまかせればまかせる程、自分が出
世し稼げるようになっていたからです。みんなに「忙しいでしょ？」と言われる度に、「人に頼んで、ラクして、ズルし
ているんじゃないか？」と罪悪感を覚えていたのです。しかし、アランにより、「あれ？　やっぱり間違ってなかった
んだ！」と今まで抱えていた罪悪感を許せ、自分の感覚を認め、さらに自分を解放できたのです。

Spireal Life Report

【主な資格】
アラン・コーエン認定ライフコーチ

“ R e・s t a r t ”

「え？　ラクして稼いでよかったの？」と罪悪感が消えたアランとの出会い

実のところ、「アラン・コーエンライフコーチ講座」というのは、アランがみんなにコーチングしてくれる講座と勘違
いしていて、自分がコーチになるなんて微塵も思ってもいませんでした。この勘違いにより導かれた講座は、私を
さらに飛躍させ、収入は倍以上、部下を出世させたり、希望の部署へ異動させたり、私と私の関わる人達の人生が
アップグレードされていきました。その理由は、アランの「傾聴→承認→共感→捉え直し」と、安心して心を開き吐
露できる場作り、今までの概念を超え自己価値を高められるコーチング手法により、自分自身や関わる部下達を
コーチング可能になったからです。
その後、人生の流れはどんどん加速し、VicePresidentやアジアの子会社の社長を経験するなど、2度の転職を経
て年収3000万円を超える程に！　収入と自由な時間が増えると同時に、解放された自由な心で、家族との時間も
楽しめ、旅や趣味などの時間も楽しめ、アランと会う前から意識していた「サラリーマン自由人」としての生き方を
多いに謳歌できるようになっていました。そのヒミツは、ハワイで受講したメタフィジックスの考え方などを活用
することによって、人生の流れに乗ること、豊かさ、愛を無限に享受する、すべてを身につけられたことにもあると
思います。

「独立した方が自分も人もハッピーになれる」とアランが本物と、推薦するサイキックコーチ、ドゥーガル・フレイ
ザーの個人セッションでお墨付きをもらい、2017年3月に「サラリーマン自由人」から、「パーソナル・ビジネスコー
チ」へ独立しました。それは、さらに条件のいい転職先が目の前に現れた時でしたが、「独立して、個々のサポート
をした方がいいのでは？」と自分の心の声に従うことにしました。講座を初受講してから、年に1,2度は会う、今で
はメンターであり友人であるアランも「素晴らしい！ 成功するよ！」と、独立を祝福してくれました。

勘違いからアランの手法を手に入れ「サラリーマン自由人」を謳歌！

現在、コースをお申込みいただいた方の中に「マサさんは今に満員になり、簡単に受けられなくなると思うから、
すぐに申し込みました」という人がいます。「なんで、そう思うの？」と聞くと、「コーチの方は誰かを出世させたこと
はあっても、自分自身が企業において出世した成功体験を持っている人はあまりいないから。さらに、関わった部
下も出世させ、夢を叶えている」と言われ、「なるほど」と自分でも納得しました（笑）。アランが人を癒す達人なら、
私はそれぞれの人を照らす「太陽のようなコーチ」を目指し、個々の本来の才能、本当の望みを輝かすサポートを
させていただきます。

2017年3月の独立　ビジネス／ライフコーチとして生きることを決める

アランを始め、世界中の様々なメンターから学んで、成功者は「ものの見方」が違
い、それを培う土台に「瞑想」の習慣があることを知りました。現在、成功する人、成
功する企業は、「瞑想の効用」にリアルに気づいています。私自身、その学びに基づ
き、クライアントに「瞑想」を提供し、ご好評をいただいています。さらに、みなさん
を「瞑想へと導く力」を強化するために、穴口恵子さんの「マスター・プロフェッショ
ナル瞑想コーチ養成コース」も受講し始めました。瞑想は、感性を磨く教育の1つだ
と感じています。私自身、馬車馬のように働いていて競争社会を勝ち抜き、物質的な成果を出すことが幸せだと
思っていた時期がありました。しかし、心は満たされず、結果、がんばらずに人に依頼したら、その時より出世し、自
由な時間もでき、ようやく幸福感を得られるようになりました。そう、究極、「幸せは感じることしかできない。豊か
さは感じることしかできない」と確信したのです。日々、プロとして「瞑想力」を鍛え、「幸福感」を得られる「感受性
の土台作り」もバックアップさせていただきます。

幸せは感じることしかできない！　瞑想力を鍛え「感じる心」をバックアップ

「高度に熟練した、輝くエネルギーにあふれたコーチです。私はマサを尊敬しており、彼がユ
ニークな卓越したサービスを提供することにワクワクしています」とアラン・コーエンも認める
松下正（マサ）さん。「組織をリアルに成長させ続け＋スピリチュアルの叡智」を得た、言わば、
正真正銘のビジネス・スピリアリスト。そんな正さんのサービスを個人が得られるなんて魅力
的！　悩めるビジネスマンは「ラクして豊かになったマサのところに行け！」と世界に広まる日
も近いはず。ぜひ、お早めに「マサ体験」を。
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幸せな成功をサポートするパーソナル・コーチ/アラン・コーエン認定ライフコーチ
松下正（マサ）official Site ［ http: //masamatsushita.com/ ］

詳しくは

☆HPでは【今なら、松下マサとアランコーエンの対談動画無料プレゼント中！】TOPページの「お知らせ」からクリック！



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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ただ秘技を学ぶだけではなく、「本人にしか分からない謎が解け、真の自分
に戻り、自分らしく生きること」を学ぶ『真実の人生の学校』。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/

アモラによるDSTの秘技の内容は…
□透視　□透聴　□チャネリ
ング　□クリアリング　□
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
実を愛に完全につながり、共
同創造することで、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…
「今ここ」に魂の内側からやってくる直感に「YES」と従えるようになり、迷わず決断できるようにな
ります。これまで遠いと思っていた願望が、心の中で湧いたと同時に現実化するようになり、「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/

本来の自分
を生きる神聖な空間

全領域で
クリアリング
ヒーリング

ハイアーセルフ
との一体化

高次の存在
とのつながり

完全形の
セッション
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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。

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）

● ダイヤモンドライトボディの活性化
● マカバの教えと瞑想
● 聖なる幾何学のヒーリングと活性化
● ドルフィンムーブ
● ドルフィンスターリンキングアドバンステクニック
● 神経系のヒーリングと再構築
● アドバンスクンダリーニの活性化
● ハイアーセルフの活性化
● 多次元的ホログラフィックリコネクション　他

PLI 3：『カー・アクティベーション』

このコースでマスターするのは、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。
この秘儀を再び現代文明にもたらしたのは、プレアデスとシリウスの光の大天使たちです。
古代文明でもそうであったように、ドルフィンスターテンプル®の創始者であるアモラ・クアン・インのチャネリングにより紹
介されました。
今地球は、悟りを開く黄金の時代であり、光の周波数が加速され ている時期です。
そして、人類が今まさに目覚めるときに到来しました。言い換えると、神意識をこの肉体に統合し、この地球とともに覚醒
して生きることです。
そのための秘伝がこのプログラムに含まれています。

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

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】

2018年度　
FSP国際認定ヒーラー取得コース開催決定！！

本年度の国際認定ヒーラー取得コースもいよいよ11月で修了致します！今年もまた数多くの国際認定
ヒーラーが誕生致します！そして！来年2018年度　FSP国際認定ヒーラー取得コースも開催が決定致
しました！！現在、スケジュールを調整している状態ではありますが、コース開催決定に合わせて、今年
の11月～12月にかけて「FSP国際認定ヒーラー取得コース説明会」を全国の主要都市にて行う事が
併せて決定いたしました！

〇パワーポイントを使用したコースのご説明
〇コースにて受講生の為に行われている瞑想を実際に体験
〇質問タイム
〇ご希望の方にはミニセッションを行います。
※コースに参加したいが何かがブロックしている。というコース受講に対してのお悩みのみ
ドルフィンのスクール内容のご説明はもちろん！私たちの考える「スピリチュアル」そのものに関するお話や、受講生のビ
フォーアフターの感想、「ヒーラー」への道のりのお話など、お役に立つ情報も盛りだくさんです！

日時

料金

会場

【東京週末コース】

2017年　　
11月25日（土）、26日（日）、12月16日（土）、17（日）、
2018年
1月13日（土）、14日（日）、2月3日（土）4日（日）、
2月24日（土）、25日（日）、3月17日（土）、18日（日）　※12日間
250，000円（税込）（早割10月25日（火）まで）
260，000円（税込）（10月26日（水）から）
コスミック・ビジョン・スペース

【対象】FSP3修了者／PLI2修了者／PLI2で課題となっていたオリジナルの
8つの細胞のセッション（8回）が全て終わっている方

【説明会の内容とは・・・】

現在スケジュールを調整しております。
近日中にWEBサイトにてお知らせさせて頂きます！

[ドルフィンスターテンプル®ミステリースクール　公式WEBサイト]

http://www.dstjapan.com
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ドルフィンスターテンプル®瞑想会　東京＆福岡　開催！！
新メニュー！
■ メニュー2

史穂香がファシリテートする【DST主催　ドルフィンスターテンプル®瞑想会】
新たにスタート！各地で開催します。あなた以外のさまざまなエネルギーを手放し、ピュアな本質に還り、高次元にい
る愛に目覚めた意識の存在であるあなた自身のハイヤーセルフと深くつながる瞑想会です。
瞑想だけではなく、コースの関するお話も聞けたり、その時に必要なエネルギーをアチューンメントした特典プレゼン
トも考えています！盛りだくさんな瞑想会です！お楽しみに♪

史穂香
3,500円　遠隔も可能です。
中目黒・コスミックビジョンスペース
福岡県市内（お申込みの方へ随時お知らせ）

講師

会場
料金

FSP1練習会■ メニュー3

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】 11月30日（木） 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

11月23日（木・祝）　19:00～　※遠隔参加できます。
金谷せいこ　　　　　3,000円　　　　コスミックビジョンスペース

【東京】 講師：金谷せいこによる「両親との関係をクリアにし、スピリットの母や父と結びつく為の瞑想」

日時
講師 会場料金

ドルフィンスターテンプル・ミステリースクール創始者アモラ・クァン・イン著書「プレアデス　神聖なる流れに還る」より、
「両親との関係をクリアにし、スピリットの母や父と結びつく為の瞑想」を抽出した瞑想会です。
この瞑想は、肉体上の母親とのエーテルレベルでの臍の緒をクリアにするプロセスです。子供は生まれる時に、生存の為
に母親とのエーテルレベルでの臍の緒を持っています。その両親のもとで、どんな気づきや学び経験をするかを決めて
くるのです。この瞑想を通して、大人のあなたがインナーチャイルドを癒す為に、聖なる母、聖なる父と繋がり、そして自
分の魂の目覚めを体感して下さい。

12月20日（水）　19：00～　※遠隔参加できます。
MIKA　　　　　3,000円　　　　コスミックビジョンスペース

【東京】 講師：MIKAによる「虹色の炎の瞑想」

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

12月14日（木）　16：00～　※遠隔参加できます。
樋口貴子　　　　　3,500円　　　　レインボーエンジェルズ大阪店

【大阪】 講師：樋口貴子による「執着のフックをはずすためのクリアリング・プロセス瞑想」

日時
講師 会場料金

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

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

■光の瞑想会 ＋ オーラをみる（なおす）教室 ■光の瞑想会

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。

11月23日（木祝）　13:15～１６：４５
ウインク愛知１１０６室
JR・名鉄・近鉄・地下鉄「名古屋」駅下車 徒歩2分
4,500円　定員：10名位

12月１８日（新月/月）　19:00～20:45
ウインク愛知1206室
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Facebookイベントページにて

◆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

日程は現在調整中！詳しくはDST公式WEBまで！
http://www.dstjapan.com/ 

日時
会場

料金

日時
会場
料金
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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
10月2日（月） 史穂香※

10月6日（金） ミッシェル
10月9日（月・祝） 金谷せいこ
10月13日（木） MIKA
10月21日（土） ちはる
10月22日（日） Jay※
10月25日（水） MIRACLE 貴子　
10月26日（木） ハル
10月28日（土） HIDEKO※
10月29日（日） Sasha※

2017年
12月2日（土） Sasha※
12月3日（日） ちはる
12月6日（水） ハル
12月7日（木） ミッシェル
12月10日（日） MIRACE 貴子 
12月14日（木） 史穂香※

12月20日（水） MIKA
12月23日（土・祝） Jay※
12月25日（月） HIDEKO※

■ 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）

※…2017年間コース特典 対象

日程

時間
料金
会場

【大阪】
2017年
10月15日（日） Jay※
10月19日（木） 添田さおり
10月27日（金） 史穂香※

10月29日（日） ミラクル

2017年
11月8日（水） 史穂香※

11月11日（土） Jay※
11月18日（土） 樋口貴子 ※遠隔のみ
11月19日（日） ミラクル
11月30日（木） 添田さおり

2017年
12月4日（月） Jay※
12月13日（水） 樋口貴子
12月14日（木） 添田さおり
12月26日（火）  史穂香※

12月27日（水） ミラクル

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

※…2017年間コース特典 対象

時間
料金
会場

【愛媛】
2017年
10月15日（日）　山本明子
11月12日（日）　山本明子
12月10日（日）　山本明子

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

【遠隔】
2017年
10月21日（土） さとうゆうこ※
11月23日（木・祝） さとうゆうこ※
12月2日（土） さとうゆうこ※

12：00～18：00
17,500円（60分）　　　　
遠隔セッションのみ。
（電話もしくはSkype）

日程

時間

料金

会場

【福岡】
2017年
10月16日（月）　史穂香
10月17日（火）　史穂香
11月13日（月）　史穂香
11月14日（火）　史穂香
12月12日（火）　史穂香
12月13日（水）　史穂香

12：00～18：00
17,500円（60分）　　　　
福岡県博多市内

日程

2017年
11月17日（金） MIKA
11月22日（水） ハル
11月23日（木・祝） 金谷せいこ
11月16日（木） ミッシェル
11月15日（水） MIRACLE 貴子
11月18日（土） Sasha※
11月9日（木） Jay※
11月19日（日） HIDEKO※
11月19日（日） ちはる　
11月20日（月） 史穂香※
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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、宇宙のすべては振動していることが、
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」
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。

東京店フェア：11 / 1（水）～4（土）
大阪店フェア：10 / 2 6（木）～29（日）

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。

レインボーエンジェルズでフェア開催決定！

DST認定ティーチャー紹介

ドルフィンスターテンプル®・ジャパンは、皆
さまの神聖さをより現実生活の中で実践
できる人生の学校として運営して参りまし
た。いよいよ、世界の金融危機や経済崩壊
という体験をしている中で、真実の「豊か
さ」や「幸福」というテーマを目の前にして、
人生の選択をしていく時がきました。そん
な中、何が最も大切かを問いかけてみた
時に、どんな言葉が湧きあがってきます

か？ 今こそが、自らの神聖さを知る時です。そして、その神聖さを
実践することが、人生を豊かで幸せな状態で、この地球において、
皆さまがひとりひとり、あるがままの状態で輝き、肯定し合い、平
安な社会が築き上げられる原因を作ることができるのです。神聖
な自分を存分に発揮していきましょう。

穴口恵子

こんにちは！　金谷せいこです。
あなたは、自分が好きですか？
セッションやワークを通して自分の内側を
感じていくと、色々な時の自分を見つめる
ことが出来ます。その時々の自分を認めて
あげたり、許してあげたり、愛したり。
自分を好きになることでたくさんの可能性
を手に入れたくさんの才能が開花されご
自身の変容を楽しむことができます。

ぜひ、ご自分を好きになって欲しいな～と感じています。

金谷せいこ

皆さんが今感じている気持ちは本当に、皆
さん自身の気持ちでしょうか。今までの習
慣や、誰かからの感情を受取ったりしてい
ない本当の、心の声に耳を傾けてそして、
罪悪感なく生きていくことが出来るように
なると残念なことに、全て人生で起きるこ
とが自分の責任であることからは逃れられ
ないのですがその分、自分自身の本当の
気持ちに気付きながら生きていくことが出

来るようになります。それこそが、自分自身の人生のマスターでは
ないでしょうか。もちろん、私自身も常にその状態でいられるわけ
ではない、まだ人生経験中の身ですが少しでも、皆さんの人生の
力を取り戻すお手伝いが出来たらと考えています。

MIKA

真実の探求に、ハートが燃えるのを感じま
す。リーディングが得意です。
チャクラ、オーラから、細胞、臓器、前世（過
去世）、平行現実、ご先祖まで、 未来を除い
て何でも見ます。が、見ることそのものが
目的ではありません。私はアセンション
ワーカーです。愛と光とすべての存在に
とっての最善の名のもとに、第7階層の完
全なる無条件の愛の光をおろし、セッショ

ンやワークを行うことをここに宣言します。

ハル

みなさんは今、幸せですか？
私も以前は、自分が幸せだと感じられず、
幸せを外にばかり求めていました。それ
に、自分のことが好きではなかったので、
誰かに認めてもらうことや、誰かの期待に
応えることで、自分の価値を見出そうとし
ていました。そうするうちに、自分がどうし
たいのか、わからなくなってしまいました。
それはそうですよね。自分の人生の主導権

を手放してしまっていたのですから。そんな時にドルフィンスター
テンプルと出会ったことで、私は変わりました。幸せは外ではなく、
自分の内にあったのです。自信を失っているあなたも、痛みを抱え
ているあなたも、それが本来のあなたの姿ではありません。幸せ
や夢を実現化したいあなたは、更に加速することができるでしょ
う。みなさんも、見つけませんか？自分の内にある神聖な輝きを。

森田さおり私は「自分の人生を自由に生きたい！」と
思ったときにドルフィンに出会いました。
ドルフィンの良さを一言で表すと、「生きる
のが楽になる！」ドルフィンに出会う前の数
年間は、まさに自分の人生の暗黒の時代
が続いていました。自分ではどうしようも
ない苦難が重なって、死んだら楽になれる
かもと思っていた頃、ハイヤーセルフが私
の目の前に現れて暗闇に見える1点の光

と、その先にあるビジョンを見せてくれました。これからは自分の
人生を自由に生きたい！と思った頃にドルフィンに出会い、自分の
目の前に起こる様々な事が問題集の問題だとすると解答は自分
の内側にある！ということに気付いたときに、いつでも自分の内側
を見れば答えがあるなら、今まで出来ないと思っていたこと、あき
らめていたことにチャレンジしたり、自ら作り上げた制限や幻想、
信念や思い込みをクリアにして、無限の可能性がある自分の人生
を楽しもう！と思えるようになりました。あの頃の自分によく頑張っ
たね！って言ってあげたいな～と今は穏やかな気持ちでいます。
毎日色んなことに気付き、学び、奇跡を起こしながら自分の人生
を自由に楽しんでいます。自分の目の前に問題が起きたときに、
今度は自分がどんなことを体験し、どうやってこの問題を乗り越
えていくのだろうと武者震いしながらワクワクしている自分に笑
えます。まだまだこの地球で経験、体験することが満載です。

ミッシェル

只今、樋口貴子はドルフィンスターテンプ
ル ミステリースクールと出遭ってから現在
までの時間軸の中で、一番良い状態で皆
様の心身、魂（霊）と向かい合ってます。
数年前、私は透視コースは修了したのに、
ハイヤーセルフとの繋がりに自信が持て
ず、毎日1時間の瞑想時間を大事にしてい
たら、それまで聞こえていた「光とは言い
切れないけど、少し意地悪だけどズバリな

アドバイス」の声が消えました。そしたら、周囲の人間関係も変
わっていました。お釈迦さまの言うように、この世は「原因と結果」
で出来ていると共感しています。いつでも、良かれ悪しかれ結果
が付いてきます。でも、したいことが分からなくなっちゃってハイ
ヤーセルフと迷子状態な方、つい同じパターンをくりかえしちゃう
方、直感が良いのに素直に幸せに生きれない方…お気持ち、分か
ります。私も同じだったから…ドルフィンスターテンプルヒーラー
のセッションや、ＦＳＰコースにご参加をお勧めします。それだけで
も、あなたは今の派動とは違う「結果」を体験しますよ。

樋口貴子
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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。

≪かけがえのない唯一のあなた≫
すべてのできごとは、かけがえのない特別なあなたを輝かせるためのできごとなのです。
「どうしてうまくいかないのだろう」「あの人みたいになりたい・・」「どうせ叶わない・・・」
そんな制限された状態から、あなたの≪本質の輝き≫≪本質が価値≫で生きることを力強く
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年秋、「東京」「大阪」「福岡」「仙台」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。

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

キラキラと強い光を放ち、まるでダイヤモンドのような美しい天然石です。
滞っているエネルギーや凝り固まった思考やビジョンを穏やかにし、霊的な力、直
感力やポジティブなビジョンをもたらします。そして、あなたの胸の内に眠ってい
る才能や希望を開花させます。チャンスを呼び込み、夢の実現を助けます。

たくさんの特殊な条件がそろった自然環境で、クォーツに雷が落ちることで
生まれる奇跡の石。強力なパワーを宿し、すべてのチャクラに対応します。
成長、変容、壁や常識を壊す、困難を突破する、生まれ変わる、発信する 
など、自分自身の積極的な激変を可能にします。今の自分から、現状を打破
するパワーがほしい時におすすめです。
主な産地はブラジルで、恐竜よりも太古の時代、20億年前の地層から見つかります。ライトニング・クォーツに
は、動物が爪で引っ掻いたようなクラックがあり、これは雷が走った跡です。また、表面がすりガラス状なのは
高電圧による影響、内部の透明度が高いのは落雷で高温となった影響による特徴です。

20億年前の地層から発見！

『ライトニング・クォーツ（雷水晶）』

☆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

～今回は、夢や目標に向かって一歩前進したい時に、後押しをしてくれる商品をご紹介します～

今年の集大成を迎える時期になりました。今年の初めに立てた目標は、どのくらい達成できていますか？
まだまだ間に合いますから、やりたい事や夢に向かって進んできましょう！

熟成に至るプロセスのスピードアップをサポートします。心の滋養が必要な時、じっくりとこれ
からを向き合うサポートをしてくれます。フルーツ（果実）は秋に実ります。完熟した果物が滋養
を助けます。人として更なる成長を望む方、取り組んでいる事をさらに一歩前進させたい方へ。

東京店&オンラインショップ

￥5,076

軽く叩いて音を出し、耳元で聴くと「ブーーーン」と、とても低い音が響きます。振
動を直接骨に当てることで、音が身体に染み渡り、筋肉をリラックスさせ、体の緊
張や痛みをほぐします。特に腰椎、仙骨、尾骨に当てることで、交感神経と副交感
神経のバランスを整えます。とても気持ちが良いので、一度使えば病みつきにな
ること間違いなし！のおすすめ商品です。

新商品のご紹介 ￥16,848

新商品のご紹介

ハーキマーダイヤモンド

フルーツオブライフ　ジオフローラウォーター

オットーチューナ―64Hz
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あなたの手元にあるクリスタルを、ヒーリングのため、人を目覚めさせ、人生に光を当てるための道具と
して使いこなせるようになります。小さなクリスタルも大きなクリスタルも、すべてひとつひとつに役割が
あります。その役割や特徴を知識として学ぶことから、実際にクリスタルを体に置いて使うことまでをこ
のコースでは学びます。
ヒーラーとしての心構えをはじめ。たくさんのペアワークをして実践をお
こないますので、ヒーラーとしての活動にも役立てることができます。
またこのコースでは、受講するみなさんがアセンションを導くライトワー
カーとしての役割がしっかりと担えるようにするために、ドルフィンスター
テンプル®ミステリースクールの瞑想を取り入れて、光の存在とクリスタ
ル界の精霊たちとのつながりを深めてコースで学んでいきます。

占星術をシンプルにとらえて、自分を知り、天命を生きていくためのツールとして使う2日間のセミ
ナーです。この世に産まれた瞬間の惑星の位置を示している「ホロスコープ」とは、わたしたちが生
きていく上での「羅針盤」のようなもので、自分でも気づかない驚くほどの情報があります。ホロス
コープを使い、自分の才能、生きていく上での性質やパターンを読み取ることができるため、惑星
と星座の位置から、人生が向かう方向を導き、心理ワークをしながら人生を振り返ります。
このコースを学ぶことで、占星術の基本を学びながら同時に自分の才能を実感でき、これからは自
分自身で自分の人生をクリエイトできるようになります。天命を生きたい方、そのためにも、まずは
自分を知りたいという方に、おすすめです。
このセミナーではドルフィンスターテンプル®ミステリースクールの瞑想を取り入れて、「自分のホ
ロスコープ＝宇宙の中の自分」と積極的につながり、自分発見の学びが、より深まるように構成し
ています。

ユニット①　日常のケア、肉体のヒーリング編
■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。

ユニット②　心のケア、思考・感情のヒーリング編
■受講費：78,000円（ヒーリング用クリスタルセットを含む）
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。

ユニット③　エネルギー体のケア、チャクラとオーラのヒーリング編
■受講費：78,000円（ヒーリング用クリスタルセットを含む）
チャクラとオーラレベルのクリスタルヒーリングを学びます。各チャクラの特徴を学び、チャクラを整えて行く方法
や、チャクラバランスを整えるにより望みを実現化していく方法を学びます。

東京、大阪開催

ユニット①②③
セット価格
18万円

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

2017年10月開講予定

■講師：米津史穂香
（国際認定ヒーラー、ドルフィンスターテンプル®
ミステリースクールアシスタントティーチャー）
■アシスタント：東京・大阪スピリチュアルコン
シェルジュ

占星術ミッションセミナー［基礎編］

「占星術で自分の才能を知り、天命を生きる！」
大阪・東京開催

こんなことを学ぶことができます。

①ホロスコープとはなにか？
②自分のホロスコープを見て、宇宙とのつながりを感じる
③水星、金星、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星の影響を知る
④「基本の力」と「命を運ぶ力」をホロスコープから読み取る
⑤心理ワークで自分の才能や生きていく上でのパターンを知る
⑥他の人とのシェアで、他者と自分を受け入れることを学ぶ

【日　時】大阪：12月16日（土）17日（日） 11:00～17:30
　　　　東京：1月20日（土）21日（日） 11:00～17:30
【会　場】大阪：レインボーエンジェルズ大阪店
　　　　東京：中目黒近辺
【参加費】50,000円（テキスト、ホロスコープ付）

ご参加者の声

「これまでの生き方でよかったんだ。と、納得できました。」

「自分にはやりたいことがない、と思っていましたが、本当はあったことを思い出しました。」

「小さい頃からの悪いクセが、ホロスコープにも出ていたので、納得しました。

このセミナーで気づけたので、これからは改善できるのではないか、と思います。」

【講　師】米津史穂香（国際認定ヒーラー、ドルフィンスターテンプル®アシスタントティーチャー、
　　　　  ダイナビジョン大阪責任者）

占星術ミッションセミナー（基礎編）



◆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

アロマオイルとクリスタルそしてドリームノートであなたの願いを具現化する講座
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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12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

アロマクリスタルマニュフェスト講座（初開催）

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 ： 10月22日（日）　14:00～17:00
■会　場 ： レインボーエンジェルズ大阪店
■講　師 ： 史穂香
■受講費 ： 18,000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。
自分を知り受け入れることで、人生が流れに乗って行きます。

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 2日間

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 ： 15万円（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。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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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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Channeling by Keiko Anaguchi

ダイナビジョンのコンシェルジュが厳選した、10月・11月・12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》 
ステラビームカルサイト
《メッセージ》
最高のタイミング

「ステラビームカルサイト」

「私の願いは、最高のタイミングで叶います」

神聖な自己を目覚めさせるためのアファメーション

意識に新しい光をもたらして、潜在
意識を目覚めさせ、現状を変えて
いく強さと確固たる行動力をサ
ポートします。これまで越えられな
かった壁を超えて、夢や目標を具現
化させる強力な石です。

October

今月は、あなたがこれほどまでに「運がいい」ということを確実に受け取ること
ができる一月となるでしょう。あなたが今まで意識してこなかった、あなたが宇
宙の循環の法則が働いていることに気づくことができるチャンスです。あなた
自身が強運の持ち主となって、周りにも幸運をもたらすような流れをキャッチ
していきましょう。

サポートカラー ： ゴールド、エメラルドグリーン、レモンイエロー
応援にくる高次元の存在 ： 
女神アバンダンティア、セラピス・ベイ、女神フォーチュナ

10月
運の流れに
乗って
日々を送る

今月は、あなた自身が自分の内なるパワーと完全に繋がって、思い通りの結果
を出せる時が来ています。あなたが今まで決断できなかったことさえも、容易
く決断をくだすように意識しておきましょう。そして、何よりも、自己責任と自立
をした自分を自覚しながら、自分の道を切り開き、周りにも影響を及ぼすよう
なリーダーシップを発揮してみましょう。

サポートカラー ： 紫、白、ロイヤルブルー
応援にくる高次元の存在 ： お釈迦様、空海、天照大神

11月
人生の主人公
として、自分や
周りを導く

November

今月は、すでにあなたの未来ビジョンを描きながら、あなたが思う存分、自分の
希望を叶えていくために、自己表現をしながら、周りからの応援を受け取ってい
きましょう。あなたにとっての2018年に向けての準備が完全に整っていき、あな
たらしく自由奔放に望み未来へとステップアップしていきましょう。

サポートカラー ： ダイアモンドライト、ゴールデンレッド、ブルー、ピンク
応援にくる高次元の存在 ： 
聖なる恩寵のエロヒム、イエス・キリスト、大天使ザドキエル

12月
自由と希望を
手にして、
未来を開く
December

サポートアイテム

10月にぴったりの
カードは・・・

《石の名前》 
エンジェルオーラ
《メッセージ》
祝福の光が降り注ぐ

「私は、いつも祝福されています。」
神聖な自己を目覚めさせるためのアファメーション

12月にぴったりの
カードは・・・

《石の名前》 
ゴールデンヒーラー
レムリアン
《メッセージ》
あなたなら出来る

「ゴールデンヒーラーレムリアン」

「私は、日々、進化し続けています」

神聖な自己を目覚めさせるためのアファメーション

それぞれの持つ個性を、欠点では
なくオリジナリティへと昇華し、好
奇心や情熱など、ポジティブなエネ
ルギーで未来を切り開くサポート
をしてくれます。

「エンジェルオーラクォーツ」
エンジェルオーラクォーツは、天使たち
が好む波動を持っています。天使たちの
サポートにより、ライトボディ（スピリチュ
アルな次元の体）と肉体を統合し、宇宙
意識と地球意識に深い絆と祝福をもた
らします。あなたが
幸せに生きるため
に、天使たちは歓び
のエネルギーをサ
ポートしてくれるで
しょう。

サポートアイテム

サポートアイテム

11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

鈴木トシロウ プロフィール…2011年、アラン・コーエンのコーチングプログラム（2期生）への参加をきっか
けにダイナビジョンを知る。レインボーエンジェルズ東京店スタッフの面接を受けるが落ちる！しかし、ちょう
どWEBショップが人員を増やすことになったためギリギリで採用される。最初はお手伝いスタッフとして入
社するが、商品の写真を撮るようになってカメラが好きになったり、お話会を開催するほど石が好きになる。
また、もともと書くことやトークは好きだったが、その道のプロからアドバイスをもらいながらメルマガやイン
タビュー動画を作ることでより洗練されていく。ダイナビジョンで活動する中で、いつの間にか、著しく、スキ
ルも生き方もバージョンアップされ続けている。

アラン初体験は、2011年の震災の後。舞い降りてきた「人を癒
す仕事がしたい」気持ちを占い師に話すと「今すぐやれ」と後
押しをされビックリ！　俄然ヤル気にスイッチが入り、イブニン
グセミナーに参加し、質疑応答では一番に手を上げ、アランに
気持ちを伝えました。アランは僕の二つ横の席にいた、既に認
定コーチの女性をあて、「今、どうしているか教えてあげて」と
言いました。彼女は「100人無料コーチングをやっています。や
る度にスキルアップしています」と答えました。要するに、アラ
ンは僕に、「できることからひとつひとつやればいい」と伝えてく
れたのです。僕は、その日に「コーチング・プログラム」に申し
込み、二日後には、講座に出席していました。驚くことに、「人
生、終わった」と絶望した日から、二ヶ月もたたずして、人生が
ラクになり始めていました。

アランマジックのはじまり…たった二ヶ月で
人生の舵が幸せを向いていた！

アランに「リラックス」を暖簾分けしてもらったかのごとく、時を
重ねるごとに独自の「リラックス道」を極める精進をしていま
す。アランのように、リラックスした人といると、自ずと、リラック
スしちゃうもの。怒りや悲しみなどの気持ちこそ、アランに伝授
されたように、「今、そうなんだよねOK」と、バンバン「承認」し
て、「リラックス優先」で生きています。そのおかげで一度は落
ちた、ダイナビジョンにも採用され、今、この取材を受けるSCも
やってますからね～！　さらに、個人的に、僕が住む千葉から
少し離れた、「隠しお宝聖地」へお連れする「リ道」なツアーもイ
メージしています。僕自身、承認できなかった以前のクセがで
たら、リラックスして「自分調整」する所です。みなさんも、絶対
リラックスできる「自分聖地」を持つのをオススメします。もちろ
ん、アランは、あなたの聖地になってくれること間違いナシ！　
ぜひ、10月のイベントにアランに会いにきてくださいね♪

アランから暖簾分けされた「リラックス」を
「リ道（リラックス道）」として極める！

上記の言葉が掲載のアラン・コーエン著2冊
「魂の声に気づいたら、もう人生に迷わない」
（徳間書店） 
「頑張るのをやめると、豊かさはやってくる」
（PHP）

「魂の声はあなたを驚かせたり、焦らせたりしない。穏やかな力
で脇立たせる…」、「リラックスしながら豊かになれる」これは、
アラン・コーエンの本に書いてある言葉です。その頃、僕は人
生をかけてやっていたバンド活動をやめ、誰にも頼れず苦しく
て、「もう、人生…終わった」という絶望の淵にいました。初めて
聴く言葉に「がんばらなくていいんだ」救われた気持ちになり、
大好きだった旅にでかけるまでに至ったのです。旅の途中、ふ
と、「人を癒す仕事がしたい」という魂の声が聞こえました。そ
して現在、SCとして、個人として、その夢は現実化されていま
す。実際に、アランを生で体験したことが大きいと思います。か
つての僕のように、今、生きることに苦しい人は、あきらめずに
アラン本人や本を体感して欲しいです。

「人生、終わった…」という絶望を
救ってくれたアランの言葉

アランの愛にあふれた存在感に触発され、誰しもが「本来の自
分に戻る」、「このままの自分でいい」という気持ちになれます。
これはアランによる、目に見えない「承認」の「見える化」です。
現在、「自己承認」というテーマの本がヒットする中、どうしても
できないとお悩みの方も多いと思います。僕自身、アラン以前
は、「お前の演奏聞いているとムカつく」とか、「現状ではダメ、
もっと頑張れ」という先生しかいませんでした。しかし、アラン
に「私は苦しむクセがあるんです」と言うと、「あなたは苦しく
なるクセがあるんですね」と、ただ、微笑むだけ。ただ、それだ
けなのに、「お～受け入れられた」と魂は総立ちで大喜び！　
それも自分だけではなく、参加者の多様な「承認」を目撃でき
るんです。誰一人、脱落者をつくらない「真の承認」だと実感し
ました。そんなアランの、一人の人間（天使や精霊とかではな
く）として、受講者と大いなる宇宙を繋ぐ「神のパイプ役」に徹
する姿こそ、「達人」と言われる所以だと思います。ず～と、自分
にOKを出せない人は、達人アランの「承認力」を味方にしませ
んか？　リラックスしてアランといるだけで、間違いなく、あな
たらしい豊かな幸せが現実になります。

アランの「真実の承認」を体感すれば
「リラックスしながら豊かになれる」

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。今回はアラ
ン・コーエン認定ライフコーチでもあり、
SCとしてプロモーション他、本誌のレイ
ンボーエンジェルズのページのクリスタ
ルの連載をするなど、多岐に渡り活躍す
る鈴木トシロウさんです。

SCの部屋
スピリアル・コンシ

ェルジュ



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】史穂香[福]【PS】テリー[大]
【PS】MIRACLE貴子[東]【PS】テリー[大]
【PS】ミッシェル[東]
【PS】MIKA[東]
【認定】PLI1 B[東]【PS】樋口貴子[遠隔]【PS】Sasha[東]
【GS】テリー[東]]【EV】新月瞑想会[大]
【認定】PLI1 B[東]【PS】ちはる[東]【PS】HIDEKO[東]
【PS】ミラクル[大]【PS】テリー[東]
【PS】史穂香[東]【WS】DST瞑想会【PS】テリー[東]
【PS】テリー[東]
【PS】ハル[東]【PS】テリー[東]
【PS】金谷せいこ[東]【WS】テーマ瞑想会[東]
【PS】さとうゆうこ[遠隔]【PS】テリー[東]
【PS】テリー[東]
【認定】PLI3[東]【WS】テリー[東]【認定】クリスタルALW[大]
【認定】PLI3[東]【WS】テリー[東]【認定】クリスタルALW[大]

【EV】トレイシー[東]
【PS】トレイシー[東]
【PS】添田さおり[大]【WS】FSP練習会[大]【PS】トレイシー[東]

【PS】トレイシー[東]
【認定】PLI1B[東]【PS】Sasha[東]【PS】さとうゆうこ[遠隔]
【WS】トレイシー[東]
【認定】PLI1B[東]【PS】ちはる[東]【WS】トレイシー[東]
【PS】Jay[大]【WS】年間コース説明会【EV】満月瞑想会[大]
【PS】トレイシー[東]
【PS】ハル[東]【PS】トレイシー[東]
【PS】ミッシェル[東]
【PS】史穂香[大]【EV】トレイシー[大]
【PS】トレイシー[大]
【PS】MIRACLE貴子[東][【PS】山本明子[愛]【WS】トレイシー[大]
【PS】トレイシー[大]
【PS】史穂香[福]【WS】DST瞑想会[福]【PS】トレイシー[大]
【PS】樋口貴子[大]【PS】史穂香[福]【PS】トレイシー[大]
【PS】添田さおり[大]【WS】テーマ瞑想会[大]【PS】史穂香[東]
【WS】年間コース説明会[東] 
【WS】年間コース説明会
【認定】PLI3[東]
【認定】PLI3[東]
【WS】年間コース説明会[大]【EV】新月瞑想会[大]

【PS】MIKA[東]【WS】テーマ瞑想会[東]

【PS】Jay[東]

【PS】HIDEKO[東]

【PS】ミラクル[大]

12  December

【認定】PLI1 B[東]【PS】史穂香[福]
【PS】史穂香[東]
【WS】DST瞑想会[東]【遠隔】穴口恵子（イスラエル）
【遠隔】穴口恵子（イスラエル）
【遠隔】穴口恵子（イスラエル）
【PS】ミッシェル[東]
【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・東]
【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・東]
【PS】金谷せいこ[東]【WS】DBR体験セッション会[東]

【EV】アラン
【PS】MIKA[東] 
【認定】PLI1 A[東]【認定】クリスタルALW[大]【WS】アラン2DAYS
【認定】PLI1 A[東]【PS】Jay[大]【PS】山本明子[愛]
【WS】アラン2DAYS【認定】クリスタルALW[大]
【PS】史穂香[福]【WS】DST瞑想会[福]
【PS】史穂香[福] 
【EV】アラン
【PS】添田さおり[大]
【EV】新月瞑想会[大]
【認定】PLI1 B[東]【PS】ちはる[東]【PS】さとうゆうこ[遠隔]
【認定】クリスタルALW[大]【WS】アラン2DAYS
【認定】PLI1 B[東]【PS】Jay[大]]【認定】クリスタルALW[大]
【WS】アラン2DAYS

【PS】MIRACLE貴子[東]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[大]【PS】ハル[東]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[大]【PS】史穂香[大]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[大]【認定】PLI1 A[東]
【PS】HIDEKO[東]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[大]【認定】PLI1 A[東]
【PS】Sasha[東]【PS】ミラクル[大]

【PS】テリー[福] 

【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[東]【PS】テリー[福]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[東]【PS】テリー[福]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[東]
【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・東]【GS】テリー[福]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[東]
【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・東]【遠隔】テリー[広]
【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・東]【WS】テリー[広]
【PS】テリー[広]
【PS】テリー[広]
【PS】史穂香[大]【GS】テリー[広]
【PS】Jay[大]
【PS】テリー[大]
【認定】PLI1 A[東]【PS】Jay[大]【WS】テリー[大]
【EV】スピリチュアルフェスタ[大]
【認定】PLI1 A[東]【PS】山本明子[愛]【GS】テリー[大]
【EV】スピリチュアルフェスタ[大]
【PS】史穂香[福]【WS】DST瞑想会[福]【PS】テリー[大]

11  November


