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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 2018.1-3 新月 満月

【PS】史穂香[大阪]

【認定】DBR[東]

【認定】DBR[東]

【PS】MIKA[東]【PS】さとうゆうこ[遠隔]

【PS】添田さおり[大]

【PS】ミッシェル[東]

【認定】PLI3[東]【PS】Sasha[東]

【認定】PLI3[東]

【PS】HIDEKO[東]

【PS】Jay[大]

【認定】PLI1B[東]【PS】ちはる[東]

【認定】PLI1B[東]【PS】樋口貴子[大]　【PS】史穂香[福]

【PS】林陽子[東]

【PS】史穂香[東]

【PS】ミラクル[大]

【PS】Jay[東] 

【PS】MIRACLE 貴子[東]　【PS】山本明子[愛]

【旅】セドナリトリート

【旅】セドナリトリート【GS】セドナグループ遠隔

【旅】セドナリトリート

【旅】セドナリトリート【認定】PLI3[東]

【旅】セドナリトリート【認定】PLI3[東]

【旅】セドナリトリート

【旅】セドナリトリート

【旅】セドナリトリート【PS】Jay[大]【PS】史穂香[福]

【PS】史穂香[福]

【PS】Sasha[東]【認定】DBR[東]

【PS】樋口貴子[大]【EV】テーマ瞑想会[大]【認定】DBR[東]

【PS】MIKA[東]【PS】さとうゆうこ[遠隔]

【EV】ドゥーガル[東]

【PS】ドゥーガル[東]

【PS】ドゥーガル[東]

【PS】ドゥーガル[東]【認定】FSP国際認定ヒーラー取得[東]

【GS】ドゥーガル[東]【PS】MIRACLE 貴子[東]

【認定】FSP国際認定ヒーラー取得[東]

【PS】山本明子[愛]【認定】FSP国際認定ヒーラー取得[東]

【PS】ドゥーガル[東]【PS】Jay[東]

【PS】ドゥーガル[東]

【PS】ドゥーガル[東]【PS】ハル[東]

【PS】ドゥーガル[東]【PS】ミッシェル[東]

【メ】ドゥーガル[東]【PS】史穂香[東]【PS】添田さおり[大]

【メ】ドゥーガル[東]【PS】ちはる[東]【認定】PLI3[東]

【メ】ドゥーガル[東]【認定】PLI3[東]

【PS】林陽子[東]

【PS】史穂香[大]

【PS】HIDEKO[東]【PS】ミラクル[大] 

【PS】ドゥーガル[名]

【PS】ドゥーガル[名]【PS】MIKA[東]

【WS】ドゥーガル[名]【認定】DBR[東]

【WS】ドゥーガル[名]【認定】DBR[東]

【PS】ドゥーガル[名]

【PS】Sasha[東]【認定】PLI1[東]

【認定】PLI1[東]

【PS】Jay[大]

【PS】ハル[東]【PS】史穂香[福]

【PS】史穂香[福]

【PS】史穂香[東]

【PS】林陽子[東]【認定】PLI3[東]

【PS】山本明子[愛]【認定】PLI3[東]

【PS】さとうゆうこ[遠隔]

【PS】ミラクル[大]

【PS】HIDEKO[東]【認定】FSP国際認定ヒーラー取得[東]

【認定】FSP国際認定ヒーラー取得[東]【認定】PLI2[東]

【認定】FSP国際認定ヒーラー取得[東]【認定】PLI2[東]

【PS】MIRACE　貴子[東] 【PS】史穂香[大]

【PS】Jay[東]【PS】添田さおり[大]

【PS】ミッシェル[東]【EV】テーマ瞑想会[東]

【PS】ちはる[東]

2  February

3  March
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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12月20日現在の情報です。事情に
より変更になる場合がありますので、ホームページやお電話でご確認ください。
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43Information

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。

A Happy Miracle New Year 2018!!

輝かしい年の扉が開きました！
地球を選んだあなたにとって、無限の可能性が確実に開
いていく1年となることでしょう。

あなたは、無限の可能性というギフトを持って生まれてき
たことを覚えていますか？

今年は、無限の可能性を思い出して、思いっきりあなたが、
望んでいることを叶えていく1年となるでしょう。

そのためにあなたに確信をもって、自分が八百万の神の一
員であるのだと意識して、あなたらしさを曲げずに、
2018年を送っていただきたいのです。

今年も、ダイナビジョンユニバーシティでは、あなたが無
限の可能性を開くために、あなたが、八百万の神の一員
であることを思い出し、あなたの神聖さが実現するため
に、数々のセミナーやリトリートをご用意しています。ぜひ、
オンラインやライブでも繋がっていただければ幸いです。

2018年のモットーは、「無限を生きる！！」
一瞬、一瞬が無限の中で進化しているあなたに出逢える
ことを楽しみにしています！！

ダイアモンドの虹の光の家族のみなさまへ

穴口恵子
Keiko Anaguchi

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

ダイナビジョンユニバーシティ
学長　穴口　恵子

アラン・コーエン認定
ライフコーチ・トレーニング
プログラム第7期募集 12

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®

A Happy Miracle New Year 2018!!

￥ OFF500Special Coupon

有効期限：2018年3月末まで
＊レインボーエンジェルズ東京店・大阪店にて、￥3,000以上ご購入時にお使いいただけます。

穴口恵子
ダイアモンドの虹の光の家族のみなさまへ 03

28

豊かで幸せになるためのスピリチュアルラジオ番
組穴口恵子の「すぴりっち」

Amazon オーディブルで瞑想聴き放題! 
穴口恵子の“たった5分”瞑想

アシュタールフェア

29



無限の可能性がキラキラ輝く2018年。その輝か
しい年の扉をオープンし続けられるお守り、
「Miracle Year 2018 CARD」をプレゼント。
神聖な神とのパイプ役・穴口恵子が、「思いっきり、
望みを叶える」サポートをします。
切り取って、手帳に入れたり、お財布に入れたり…、
持ち歩くのがオススメです。あなたらしさをキープ
して、一瞬、一瞬、無限のパワーで生きていきま
しょう♪

A Happy Miracle New Year 2018!!

￥ OFF500Special Coupon

有効期限：2018年3月末まで
＊レインボーエンジェルズ東京店・大阪店にて、￥3,000以上ご購入時にお使いいただけます。

Miracle Y
ear 2018 CARD

「あなたにもできる！ スピリチュアル・キャリアのつくり方」
～「スピ起業」でだれでも自分の夢が叶えられる本～

創立20年、年商3億を超える、
スピリチュアル企業の女性社長が教える
好きなことをして、豊かに生きる方法。
穴口恵子のように、多くの人々の最高最善の
人生へ導くサポートをして成功を成し遂げた
いあなたへ。スピリチュアル・キャリアを築く具
体的なエッセンスをお伝えします。

巻頭10ページはマンガでわかりやすく解説！

ヒーラー、セラピストに
なりたい人、必読！

廣済堂出版　￥1，500＋税
＊「スピリチュアルな才能に目覚め、あなた
　を最高の気分にしてくれるカード」付き

穴口恵子の最新著書が2017年12月20日に発売いたしました！

キリトリ

Miracle Year 2018

無
限
を
生
き
る



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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あなたの
人生を導く

ドゥーガル・フレイザー特集
幼い頃から、生き物が放つカラフルな光や周囲の人々が抱える問題や秘
密、願望を、たやすく「見る」ことができたドゥーガル・フレイザー。その群を
抜くサイキック能力で、多くの経営者やセレブなどの有名人を魅了し、前
回の来日セミナーやイベントでは、大勢のキャンセル待ちが出るほどに大
盛況でした。なぜ、ドゥーガルはそれほどまでに、世界中をとりこにするの
でしょう。今号では、そのヒミツに迫ります！

Blueprint
誰しもが魂に刻み生まれてき

た、「青写真＝人生の設計図」の

達成をサポートするのが使命と言う
ドゥーガル・フレイザー。独

自のカラーメソッドで、クライアント
のオーラカラーを見ること

により、「内側に持つ真の答え」、「夢
や目標」を明らかにします。

ドゥーガルのカラーメソッドは、どんな
人でも本来備わる、情熱、使命、目的

へと深く繋がるパーフェクトなものです。そのメソッドを持ってすれば、思
うがままの運命を引き寄せられる本来の「あなたがあなたでいる状態」へ
と導くことが可能なのです。

POINT.2
「あなたがあなたでいる」→思うがままの運命を引き寄せられる

Breakthrough
ドゥーガルを体験した
方々が口を揃えて「人生
の滞りから脱出でき、自ら人生の舵をとる行動が始まる」と言
います。ベストな人生のナビにスイッチが入るので、スムーズ
に現実の行動へと促され、魂の筋書き通りのサクセスと富を
手にしていけるのです。

POINT.3
滞りからの脱出

！　

ベストな人生へ
の行動が始まる

I am I

『青写真＝
人生の設計

図』

が明らかに
なる！

POINT.1

魂
の

オー
ラカラーが 世界の数千人の人々を魅了する

全米TOPサイキック、カラーコーチ

カラーメソッド・メモ
ドゥーガル・フレイザーのカラーメソッドより、色のパワーを一部ご紹介します。

エネルギーのクリアリングに最適な色。「私は最高のエネルギーのみ引き寄せます」というアファメーションと共に。

＊これらを含む、10色によりメインカラーのドゥーガル独自のカラーメソッドは、人々に素晴らしい効果を与えると、既にアメリカでは多くのメディアで絶賛されています。魔法のカラーメソッドを手にしたいと想いませんか？

ルビー
レッド

オレンジ

ホワイト
シルバー

ハートのセンサーへ直接繋がる色。根っこにある感情をあらわし、他者と繋がり方を見定めてくれます。

人生の物事の見方やバランスの取り方を整えるサポートカラー。心のスペースの確保を意識すると、穏やかなエネルギーを注ぎ込めます。

幼少の頃から周囲の人が抱えている問題や
ヒミツ、願望を、たやすく見ることができた
ドゥーガル。なんと、初セッションは8歳の頃。
定期的に大人をカウンセリングしていました。
14歳までに、自分自身の能力を理解し、磨き
をかけるために、瞑想や心理学、ヒーリング
についても学びます。

ドゥーガルの歴史

希少稀なその能力は多くの
人を幸せにして、若干20歳
の時にダラスのベスト・サイ
キックに選ばれ、その後、全
米TOPサイキックに選出。

ゾクゾクするような鋭い予知能力で
数えきれないメディアに出演♪
ゾクゾクするような鋭い予
知能力に加え、オープンで
親しみやすい人柄と人を引
き込むリズミカルなトーク、
ユーモアのセンスで、数々
のメディアに大進出。
次々と共演する大物セレブ
達を魅了し、全米で絶大な
人気を得ています。

▲数々のメディアにひっぱりだこ

ベストサイキック！　
全米TOPサイキック100に！

Cosmic Vision Quest   7

愛の人ドゥーガル
どんなことでもお見通し

▲20代の頃

▶ベストサイキック
　TOP100に選出

次のページは

来日
スケジュール

言えずにいたこともお見通し。
正直で誠実な温かいアドバ
イスにより、心配事を解消で
きました。［Tさん（個人セッショ
ン）］

行動力が劇的にUP。ずっと
辞めようと先延ばしにして
いた仕事を手放すことがで
き、大きなステージチェンジ

ができた。［Sさん
（グループセッ
ション）］

どんなことでもポジティブに
変換してくれ、傷つきそうなこ
とは、自分自身の例を出して、
ユニークに伝えてくれる愛の
人。ドゥーガルが鏡となり、真
実を教えてくれます。［Yさん
（カラーコー
チ養成講
座）］

初めてのセッションは8歳頃。

▲声が聞こえたり、他の人
には見えないものが見え始
めた幼少時代。
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サイキック・リーディング 個人セッション
ドゥーガルはセッションについてこう語っています。「私のセッションは、スピリチュアル初心者から上級者ま
で、どんな人でも自身の情熱・使命・目的と深く繋がることのできる、パーフェクトなものです。セッションでは、
あなたが送るべき、ベストな人生へと目覚めさせていきます。過去、現在、未来、どんな質問をしていただいて
もかまいません。 私の目標は、あなた自身の望みを引き出し、本来の運命にいざなうことなのです。」
毎回キャンセル待ちが続出する大人気のセッションです。貴重なチャンスをお見逃しなく。

私たちは誰もが“青写真＝人生の設計図”を持って生まれてきている。サイキック・コーチのドゥーガルはそ
う語ります。来日イベントでの彼の一番の目的は、参加者自身の青写真に刻み込まれている「人生で実現
したい夢や目標を見定め、達成できるようにサポートすること」です。この2月、待望の再来日決定！！

サイキック・コーチング
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。「最高の運命を引き寄せるスペシャリスト」であるドゥーガル
へ、1人1つずつ具体的な質問をするチャンスも！グループに共通
するカラーの瞑想も受け取れる、大変濃密なセッションです。

【東京】全世界で受けられるのはここだけ！
少人数ならではの濃密な時間

2018年2月13日（火）　
19：00～21:00 
5,000円

日程

料金

『ザ・エンパス』
来日トークセミナー in 東京
全米TOPサイキック100に選ばれ、
数々の有名テレビ番組に出演する
ドゥーガルに、気軽に会えるチャンス！共
感力が高く、他者からの影響を受けや
すい私たち日本人にピッタリのトークセ
ミナーを開催します！

色のちからで健全な人間関係を
築けるようになる！

「ブループリント・マニフェスティング」 6ヶ月メンタープログラム

全米トップ・サイキックのドゥーガルが半年間あなたのメンターとなりあなたが生まれる前
に決めてきた「青写真」を読み解きながら、最も叶えたい願いの実現をサポートしていく
メンターシップ・プログラムです。生まれつきのサイキックであるドゥーガルのリーディング
は、未来の一場面を預言するようなものではありません。彼には、クライアントが最高の
未来を引き寄せ、願いを現実化させるために“今”なにをすべきなのか、 そのプロセスまで
青写真のスライドのように一枚一枚見えているのです。そんなブループリント・リーディン
グで生まれる前に決めてきた「人生の目的」を読み取り現在のあなたに「必要な行動計
画」を手に入れ、変化を加速させ、さらにサイキック・リーディングで数年先まで見透して、
「最高の未来を生きるあなた」へと導いていく。あなたの『過去・現在・未来』のすべてを繋
ぎ人生全体を上昇させていく、6ヶ月の超強力なメンタープログラムです。

【先着12名】業界の有名人もこぞってセッションを受けるドゥーガルがあなたのメンターに！

アバンダンス2日間ワークショップ in 名古屋・熱田神宮

1日目の室内ワークでは、宇宙の豊かさとつなが
り、2018年、あなたが豊かさの波に乗っていける
よう、ドゥーガルが誘います。2日目は天照大神と
草薙の剣を祀る熱田神宮にて、あなたが豊かさを
受け取ることを阻んでいる障害を、真実の剣のパ
ワーでもって断ち切り、手放していきましょう。

TOPサイキックのドゥーガルとともに日本屈指の
聖地を訪れ、御垣内参拝や神楽、境内のパワース
ポットを巡れる大変貴重な機会です。要所要所で
メッセージを受け取りながら、遊び感覚のようなリ
ラックスした状態で、あなたの豊かさエナジーと
つながっていきましょう！

【名古屋・初開催】アマテラスと草薙の剣の聖地をドゥーガルと巡り、豊かさの波に乗る！！

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

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。

【満員御礼となりました】

【満員御礼となりました】

「ブループリント・マニフェスティング」6ヶ月プログラム
＆ 天照大神の聖地でのアバンダンス・ワークショップ開催！

ドゥーガルがあなたのメンターになる！
全米TOP

サイキック『ドゥーガル・フレイザー』来日！

【東　京】2018年2月14日（水）～16日（金）、19日（月）～22日（木）
【名古屋】2018年3月1日（木）、2日（金）、5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
62,000円（税込・通訳込み）（通訳なしの場合4,800円引き）

日程

料金
会場

2018年2月17日（土）　
11:00～13:30／16:00～18:30　各回15名まで 
コズミックビジョンスペース
28,800円（税込・通訳込み）

日程

会場
料金

2018年2月23日～25日（金土日）～2018年7月までの半年間　
【対面クラス会場】代官山サロンウエスト　
※その他詳細はHPにて公開となります。

日程
会場

2018年3月3日（土）、4日（日）
名古屋駅周辺 ＆ 熱田神宮
早割 68,800円／通常 88,800円
（税込・通訳込み）

日程
会場
料金

すべての来日イベントの詳細・
お申し込みは HPから

【東京＆名古屋】圧倒的な情報量と精密なメッセージで《キャンセル待ち70名超え》！



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。20年以上シャスタを訪れ続けてきた穴
口恵子いわく「シャスタ山は、自分自身が呼ばれていると感じた時に
初めて多次元のポータル（入り口）を開いてくれる場所。」
そんな呼ばれた人しか行けない聖地シャスタ。
●シャスタ山と聴いて、なんとなく懐かしく感じる。

●レムリアや最高神官アダマについ
て、もっと知りたいと思う。
●目を閉じたら、シャスタ山のエネル
ギーを感じる。
そんな風に感じるなら、あなたのもとへシャスタからの招待状が
届いたサインです。20年以上の訪問経験を持つ穴口恵子が選り
すぐりした、とっておきのシャスタの聖地へあなたを導きます。

日常から一歩離れ、人生のコースをより高い視点から見と
おす…地球上もっとも美しい場所の1つであり、島全体が漆
黒の溶岩というパワーストーンで形成された聖地ハワイ島
で世界的コーチ「アラン・コーエン」と穴口恵子と過ごすリト
リートは、その最適な機会です。 

あなたの人間関係、キャ
リア、健康、スピリチュアルな道において最高の運命を生きる
ためのパワフルなセミナー、楽しいワーク、瞑想の時間をもっ
ていきます。見たこともないような美しい夕陽、満天の星空、
青い海を眺めながら過ごす極上の環境で、あなた自身を解放
しましょう！魂レベルでの癒しとリラックスを堪能してくださ
いね。 

※上記日程は、すべて予定となっており、記載日程は日本発・日本着の日時となります。詳細は、決定
次第HPにて発表いたします。どうぞ楽しみにお待ちください。
※世界情勢等やむを得ない事情により、開催延期または中止となる可能性もございますこと、あらか
じめご了承くださいませ。
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穴口恵子が導く シークレット・シャスタリトリート
【日程】2018年8月上旬～1週間開催予定

アラン・コーエン ＆ 穴口恵子の
ライフマスタリーリトリート in ハワイ島
【日程】2018年8月25日～30日予定

地球上、最も初めに宇宙からの叡智が降ろされる『聖地セド
ナ』。赤い大地からはヴォルテックスと呼ばれる磁場エネル
ギーが吹き出し訪れた人の古い思考や不必要な鎧を取り除く

と言われています。セド
ナ在住のヒーラー、スザ
ンナおすすめのパワースポットで聖なるアロマオイルづくり
をスザンナから受け取り、穴口恵子のガイドで、知る人ぞ知
るセドナのアセンションポイントを訪れ、しずかな瞑想の時
間を持ちましょう。世界的に有名なチャネラーもシークレッ
トゲストで登場予定！

穴口恵子 ＆ スザンナ・ソフィア・ハートの
アセンションリトリート in セドナ
【日程】2018年1月31日～2月5日予定

古代エジプト文明の大いなる叡智
が宿るピラミッドや神殿を穴口恵
子のガイダンスで巡る聖地巡礼の
リトリート。あなたの不要な感情は
すべて洗い流され、あるがままで、望みは叶えることが可能なのだ
という宇宙からの導きの光がもたらされていくでしょう。かつてエ
ジプトの神官たちが築き上げた偉大なる叡智と目覚めへと、あな
たを誘います。

穴口恵子と行くエジプトリトリート
～あなたが神と女神と共同創造する時代を生きる旅～

【日程】2018年4月24日～5月8日予定

2018年 前半

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

あなたの魂が惹かれる聖地はどこですか？



アランの教えるライフコーチングの手法は、仕事・恋愛・家族関係・健康・収入といった、人
生のあらゆる領域に深い癒しと変化をもたらします。
30年以上、第一線で活躍してきたアランから直接、珠玉の叡智の数々を受け取り、あなた
自身、そしてクライアントの人生を変えるライフコーチの手法を半年間、直接じっくり学べ
る大変貴重な機会です。
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大人気の認定プログラム、ついに2018年4月スタート！

【主な学習内容】

□　ライフコーチとしてのビジョンの組み立て方

□　セルフケアと、他者への奉仕のバランスを取る方法

□　ライフコーチングと、カウンセリングやセラピーの違い

□　実用的で、目に見える結果に到達するためのコーチングスキル

□　健全で適切な境界線を設定する/難しく抵抗的な相手に対応する

□　完全に存在するとは/積極的に傾聴する/クライアントの真の情熱を見つける

□　ジャッジせず、指示しない対話の仕方/安心感を与え、相手の心を静める方法

□　クライアントとの間に流れるようなエネルギーを生み出すには

□　プログラム後も相互サポートできるネットワークを築く

□　お金の問題や価格設定、あなたのサービスの価値に対する料金体系について

□　マーケティングや運営、ビジネス上で『引き寄せの法則』を活用する

□　ライフコーチとしての成功の中心に、スピリチュアルな原則を活用する

□　形式的なスキルの補完として、あなたの直感的なガイダンスを活用する

□　コーチング市場の中で、あなたを活かせる場所を見つける　　他

体験者達の声

前半2018年4月20日～22日、後半2018年10月
計６日間の対面トレーニング
・ コーチングトレーニング用ウィークリーオンラインコース（全30レッスン）
・ 半年間、毎日学べるデイリーオンラインコース（全６テーマ）
・ 毎月１回のテレセミナー：90分×６回　 
・ 電話／スカイプ個人セッション1回（60分間)

★プログラムにはすべて日本語の通訳がつきます。
★卒業試験に受かるとアラン・コーエン認定コーチとなることができます。

プログラム概要

来日イベント予定

【イブニングセミナー】
２０１８年４月１３日（金）　１９：００～２１：００

【２Ｄaysワークショップ】
２０１８年４月１４日（土）　１０：３０～１７：００（予定）

２０１８年４月１５日（日）　１０：３０～１７：００（予定）

公私ともに、
即使える実践的な
スキルやツールが
多く手に入った。
（T様）

自分自身が
癒されることで、
相手に対する深い心の
持ち方、愛の伝え方を
学べた。（S様）

時間やお金には
代えることができない
人生の大きな宝
を得た。（H様）



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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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。

設立者はアモラ・クァン・イン
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。

I AM＝わたしで在る→愛に満ちたワンネスの原理へ
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

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！

さあ、DSTの扉を開きましょう！



透視コースFSP-2

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。

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。

カリキュラム概要
一人一人が人生のマスターとなるサポートをする人生の学校ドルフィンスターテンプルミステリースクー
ル。全能や超能力（透視・透聴など全感覚が開かれた状態）を使い、人生の苦しみや恐れを根源から原因
を解放し、あなたの「最高の人生の実現化」が可能となります！

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

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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ステップアップ方式で「最高の自己実現をしていくマスター」をめざす。
透視コースFSP-1

マスタリーコースPLI-2

全てのコースの登竜門。グラウディングの方法、オーラの見方とヒーリングを学ぶ。

FSPマスタージャパンコース インナーチャイルドセラピスト
養成コース

多次元ヒプノセラピスト
養成コース

理解と実践スキルを深め、自己と各能力の開放し、無意識レベルに存在する問題まで開放する。

透視コースFSP-3
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実現化できるようになる。

マスタリーコースPLI-1（前半・後半）
カー経路の活性化　他

古代レムリア、アトランティス、エジプトの神殿の秘儀

マスタリーコースPLI-3

細胞のリコネクションヒーリング　他

ダイヤモンドライトボディの活性化　他
アシスタントティーチャーコース

ティーチャーになるためのコース

アシスタントティーチャーになるためのコース

ティーチャーコース



2018年2月より、ドルフィンスターテンプル校長穴口恵子の直伝による、国際認定ヒーラー資格取得
コースがスタートします！FSP1～3のコースに加え、穴口恵子直伝コースならではの充実のカリキュラムが
満載！最新の情報は、ドルフィンスターテンプルミステリースクールジャパン公式サイトをご確認ください。

コースのスタート時に、「自分自身の内側」とつながり、「今ここ」にある感覚を定着させていくために感情や肉体の状態を確
認し、わかちあうチェックインという時間を持ちます。その後、グループのメンバーにとって必要なヒーリングやアクティベー
ション（活性化）を行うグループ瞑想へと進みます。午後に、FSPの手法のレクチャーへと進み、受講生同士でペアや、3人一
組となり、リーディングやヒーリングの
実習を行います。
最後に当日のコースの感想や感情、ボ
ディの状態など、ひとりひとりシェアし
ながら、お互いがお互いにあたえた影
響をクリアにする「チェックアウト」を
行って終了です。コース中には随時Q
＆Aの時間が設けられますのでご安心
ください。
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で検察

どんな人にでも、全感覚認知は開くことが出来ます。もちろん、スキルを習いたての頃は不慣れさから、ぎこちなさが残るこ
ともあります。手法の手順を覚えていないと、集中力が途切れたりすることもあるでしょう。しかし、しっかりと練習を積む
ことで、必ず出来るようになります。

１．レクチャーパートの映像視聴権（45万円相当）
全18日間の、穴口恵子によるレクチャーを全て！撮影し、穴口恵子直伝コースのご参
加者様にメンバーサイトを通じてご覧いただけます。通常穴口のセミナー映像は、
もっともリーズナブルなコースにおいても1日あたり2.5万円相当をいただいていま
す。そのレクチャー映像が12日分、つまり、2.5万円×18日＝45万円相当の映像が参
加費用に含まれています！ こちらは、再受講の方も同様にご覧いただけます。

２．グループヒーリングの瞑想プレゼント（27万円相当）
同じく、18日間行われるグループヒーリングの瞑想についても、音声を収録し、コー
ス開催の1週間後を目処に、同じくメンバーサイトから音声をお聞きいただけます。 
何度もお聞きいただくことで、よりクリアリングを進められるようお役立てください。
通常、穴口のグループヒーリングは1.5万円～3.6万円相当となっておりますが、こちらも18回分、つまり、1.5万円×
18回＝18万円相当のグループヒーリング音声となっています。

３．各レベルにおけるスキルアップ集中クラス
従来のコースでは、「第1チャクラに限ってリーディ
ングを行う」といったように、1つのスキルに集中し
て実習の時間を設けていました。この穴口恵子直
伝コースでも、レクチャー時には同様の進行になり
ますが、後日、複数のスキルを組み合わせたセッ
ションを行う日程を設けています。

４．Facebookグループ
ご参加いただいたみなさま限定のグループです。一生の仲間が共に学び成長する
環境が整っています。

【会場】東京（渋谷）
【日程】講師：穴口恵子
【FSP1】2/16（金）17（土）18（日）、3/23（金）24（土）25（日）　
　　　　4/14（土） 15（日）、5/5（土） 6（日）…スキルアップ集中コース
【FSP2】5/25（金）26（土）27（日）、6/15（金）16（土）17（日）
　　　　7/21（土）22（日）、8/18（土）19（日）…スキルアップ集中コース
【FSP3】9/15（土）16（日）17（月・祝）、10/4（金）5（土）6（日）
　　　　10/20（土）21（日）、11/2（金）3（土）…スキルアップ集中コース
【DST体験会】4（日）

ドルフィンスターテンプル

一日のコースの流れはどのようになっているのですか？

コースでは分かりやすく、体系立ててリーディングを行えるようにお伝えしています。私たち一人ひとりには直観が備わってい
ます。よく虫の知らせや、理由はよくわからなくてもワクワクするとか、逆に、なぜかモヤモヤすっきりしないということがよくあ
るかと思います。ただ、気のせいだと言ってやり過ごしてしまうことがあるのですが、そのような感覚こそが大切なメッセージ
なのです。コースではその感覚の磨き方を学びます。人によってはスピードや感じ方の差はありますが、必ず直観力が鋭く
なっていきます。FSP1では、DSTの基本的なテクニックをすべて学び、主に顕在意識領域のリーディングとヒーリング

リーディングが苦手なのですが大丈夫でしょうか？

はい、誰もがオーラを視ることが出来るようになります。「あの人って、なんかオーラあるよね？」、「なんか、輝いているよね」
といった会話をしたことはありませんか？　オーラを視るという言葉にあるように「視覚」にこだわらず、ご自身が感じる感
覚を開いていくことで、必ずオーラなどの物理的な視覚、聴覚を超えた感覚を感じられるようになります。ドルフィンスター
テンプル®では、ご自身のオーラを保護することを講師の誘導瞑想を通じて学び、さらに光の空間を設定し、光のスクリーン
を通してオーラの情報を受けとります。そのため、安全に情報を受け取ることが出来るのです。

オーラなどを感じたことがないのですが、それでも大丈夫でしょうか？

④デモンストレーションデモンストレーション ⑤実 習実 習
※リーディングとヒーリングを
　ペアを組んで行います。
※リーディングとヒーリングを
　ペアを組んで行います。

⑥フィードバックフィードバック

①シェアリングシェアリング ②瞑 想瞑 想 ③レクチャーレクチャー

誰もが本来持っている、スピリチュアルな感性と才能を開花させ
他人からの目や意見から自由になり、完全に自分軸をもっと生きる。
スピリチュアル必須5大スキル、チャネリング、リーディング、クリアリング、
ヒーリング、グラウディングの手法を身につけ、ハイアーセルフと肉体を
もって一体となることで、あなたの人生の神聖な目的を生きる、
穴口恵子直伝1年コースに参加してみませんか？

穴口さんや特別な人だから出来ることではないですか？

穴口恵子直伝コース138万円　　　特別価格72万円 ※コース1日あたり約24,000円

・ FSP1＋FSP2＋FSP3…66万円相当
・ 直伝映像レッスン…45万円相当（2.5万円×18回）
・ 瞑想音声…27万円相当（1.5万円×18回）

・ フェイスブックグループ…価値：無限大　
・ 穴口恵子直伝コース…合計：138万円

穴口恵子直伝集中コースだけの特別カリキュラム

を学びます。FSP2は、潜在意識や無意識まで読み取り開放・浄化していき、ハイヤーセルフとの繋がりを強化します。 FSP3
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
グを行っていきますので、通してお受けいただくことでより深い自己の目覚めとヒーリングが行われます。
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日時

料金
講師
会場

随時受付 【対象】DST受講生・卒業生
東京・大阪
MIKA、ハル、樋口貴子、ミッシェル、添田さおり
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。
【PLIマスタリーコース】 
カーアクティベーション（PLI1）・原初の8細胞の浄化（PLI2）・ダイヤモンドライトボディの活性化（PLI3）

■ マスタリーコース Pleiadian Lightwork Intensives（PLI）

● カーアクティベーション
　（16の経路を開き、ハイアーセルフのエネルギーとつなぐ）
● 神聖なる流れのマトリックス
● ハイヤーセルフ・コスミッククンダリーニと
　 地球のクンダリーニの活性化
● ドルフィンムーブ
● ディパターニングとリパターニング
　（自分の固執したパターンを解放する）

● アクティベーション（活性化）の瞑想
　 （6次元のチャクラシンボル、9次元の光の柱、13の地球のチャクラと繋がる）
● 原初の8細胞のクリアリング＆ヒーリング
● 細胞および内臓と内分泌系のクリアリング&ヒーリング
● 細胞のリコネクションヒーリング
● 魂のヒーリングと魂と肉体の繋がりを強化する
● 魂のマトリックスの再構築
● 魂のマトリックスとエネルギーボディとの繋がりを構築する

● DNAのクリアリングと脳骨髄液の活性化
● 骨髄液のトリートメント
● 横隔膜と神経系のクリアリング・ヒーリング
● 全脳の活性化
● ドルフィンスターリンキング
　（エネルギーボディの青写真を再構築し、惑星レベルのつながりをとり戻す）
● アセンブリッジ・ポイントのシフト
　（個の進化を司るエネルギーのポイントのシフト）

PLI最初のコースとなるPLI1では、あなたの電気的光の身体（エレクトリカル・ライトボディ）であるカーボディに、宇宙の
生命エネルギーを流し、活性化していきます。カー経路の活性化が始まると、高次元の光のハイアーセルフが肉体と融合
され、高い周波数が肉体に維持されていきます。カー・エネルギーはハイアーセルフや宇宙からの愛のエネルギーそのも
の。カー経路を活性化した私たちは、肉体を持つ自らの神聖さに目覚めていくのです。

■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。

【東京週末コース】前半
2018年
2月17日（土）、18日（日）
3月10日（土）、11日（日）
5月19日（土）、20日（日）
6月2日（土）、3日（日）
7月28日（土）、29日（日）
10:00～18:00 終了時間が遅くなる場合がございます。
200,000円（税込）（早割1月17日（水）まで）
210,000円（税込）（1月18日（木）から）
コスミック・ビジョン・スペース
※前半・全10日間
※PLI1前半と後半は同じ年にご受講ください。

PLI 1：『カー・アクティベーション』

2018年
8月25日（土）、26日（日）
9月8日（土）、9日（日）
9月29日（土）、30日（日）
10月13日（土）、14日（日）
11月10日（土）、11日（日）
10:00～18:00 終了時間が遅くなる場合がございます。
200,000円（税込）（早割1月17日（水）まで）
210,000円（税込）（1月18日（木）から）
コスミック・ビジョン・スペース

【東京週末コース】後半
日時

料金

会場

日時

料金

会場

2018年
3月24日（土）、25日（日）
4月14日（土）、15日（日）
4月28日（土）、29日（日）
7月7日（土）、8日（日）
8月11日（土）、12日（日）
※全10日間
10:00～18:00 終了時間が遅くなる場合がございます。
240,000円（税込）（早割2月26日（月）まで）
250,000円（税込）（2月27日（木）から）
コスミック・ビジョン・スペース

【東京週末コース】
日時

料金

会場

【大阪週末コース】前半
2018年
5月3日（木・祝）、4日（金・祝）、5日（土・祝）、6日（日）
6月30日（土）、7月1日（日）
7月14日（土）、15日（日）
9月1日（土）、2日（日）
10:00～18:00 終了時間が遅くなる場合がございます。
200,000円（税込）（早割4月3日（火）まで）
210,000円（税込）（4月4日（水）から）
レインボーエンジェルズ大阪店
※前半・全10日間
※PLI1前半と後半は同じ年にご受講ください。

2018年
9月22日（土）、23日（日）、24日（月・祝）
10月27日（土）、28日（日）
11月23日（金・祝）、24日（土）、25日（日）
12月8日（土）、9日（日）
10:00～18:00 終了時間が遅くなる場合がございます。
200,000円（税込）（早割4月3日（火）まで）
210,000円（税込）（4月4日（水）から）
レインボーエンジェルズ大阪店

【大阪週末コース】後半
日時

料金

会場

日時

料金

会場

《全20日間コース（前・後半各10日間）》

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。
【PLIマスタリーコース】 
カーアクティベーション（PLI1）・原初の8細胞の浄化（PLI2）・ダイヤモンドライトボディの活性化（PLI3）

■ マスタリーコース Pleiadian Lightwork Intensives（PLI）

PLI中級コースとなるPLI2では、細胞レベルのクリアリングを行います。細胞に残された記憶は、私たちが肉体を持って
生きることの決意と直結しています。どんなに意識の上でクリアになっていても、それが細胞レベルから取り除かれてい
なければ同じ現実が繰り返されてしまうもの。だからこそ、肉体すべての細胞から、残されてきた痛みの記憶やカルマが
取り除かれたとき、私たちのエネルギーが宇宙やハイアーセルフと調和し、肉体に神意識が降ろされると言われているの
です。細胞レベルのワークは、あなたに本当の自己愛とはなにかを教えてくれるでしょう。

■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。

PLI 2：『原初の8細胞の浄化』《全10日間コース》

＜PLI2コースカリキュラム＞
● 魂のパターンの解放と魂のリカリブレーション
● 肉体のシステムと脳の繋がりを強化する
● カーのポイントと経絡のポイントを繋ぐ
● 体と神経の活性化（ハンズオンヒーリング）
● 視神経のトリートメント
● 6次元と9次元のハイアーセルフの活性化
● 多次元ホログラフィックヒーリング
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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！！■ 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】
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♪

【福岡】1月21日（日）、2月7日（水）、3月13日（火）　18:00～20:00
【東京】2月23日（金）、3月16日（金）　19:00～21:00
史穂香
3,500円　※遠隔も可能です。
【東京】中目黒・コスミックビジョンスペース　【福岡】福岡県市内（お申込みの方へ随時お知らせ）

日時

料金
講師

会場

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】 1月21日（日） 15:00～ 講師：樋口貴子
２月23日（金） 16:00～ 講師：添田さおり
3月２８日（水） 16:00～ 講師：添田さおり
3,000円
レインボーエンジェルズ大阪店

日時

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

2月14日（木）　15：00～　※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

【東京】 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。

3月30日（水）　19：00～　※遠隔参加できます。
ミッシェル　　　　3,000円　　　　　目黒銀座会館

【大阪】 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。 

瞑想CDの紹介

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
ボウル状に形成さてたクリスタル（複数のアルケミークリスタウボウル）の、振動性のある音響、その倍音の波動
を浴び、ストレスが緩和されていく瞑想会です。瞑想が苦手な方も脳波がリラックス状態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、氣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！どなた様もご参加頂ける瞑想会です。皆さまのお越しをお待ちし
ております。

201８年1月30日（満月・ひらく・/火曜日）　1106号室
3月29日（庚申；かのえのさる/木曜日）　1106号室
19:00～20:45（開場18:30位～）　
ウインク愛知（愛知県産業労働センター）
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］樋口貴子

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
ヒーリング＆誘導瞑想

ミッシェル

地球上にある太陽の神殿と
繋がるための儀式の瞑想
ヒーリング＆誘導瞑想

日時

会場

料金

各3,024円 お求めはレインボーエンジェルズ Online Shopまで。http://www.rainbowangels.jp/
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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！

【東京】
2018年
1月8日（月・祝） MIKA
1月11日（木） ミッシェル
1月13日（土） Sasha 
1月17日（水） HIDEKO
1月20日（土） ちはる
1月22日（月） 林陽子
1月24日（水） 史穂香
1月27日（土） Jay 
1月28日（日） MIRACLE 貴子　 

2018年
3月2日（金） MIKA
3月10日（土） Sasha
3月13日（火） ハル
3月16日（金） 史穂香 
3月17日（土） 林陽子
3月23日（金） HIDEKO
3月26日（月） MIRACE　貴子 
3月28日（水） Jay
3月30日（金） ミッシェル
3月31日（土） ちはる

■ 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）

日程

時間
料金
会場

【大阪】
2018年
1月5日（金） 史穂香
1月10日（水） 添田さおり
1月18日（木） Jay
1月21日（日） 樋口貴子
1月25日（木） ミラクル

2018年
2月7日（水） Jay
2月11日（日） 樋口貴子
2月23日（金） 添田さおり
2月27日（火） 史穂香
2月28日（水） ミラクル

2018年
3月12日（月） Jay
3月22日（木） ミラクル
3月26日（月） 史穂香
3月28日（水） 添田さおり

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

時間
料金
会場

【愛媛】
2018年
1月28日（日）　山本明子
2月18日（日）　山本明子
3月18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】
2018年
1月8日（月・祝） さとうゆうこ
2月12日（月・祝） さとうゆうこ
3月21日（水・祝） 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】
2018年
1月21日（日） 史穂香
2月7日（水） 史穂香
2月8日（木） 史穂香
3月13日（火） 史穂香
3月14日（水） 史穂香

12：00～18：00
17,500円（60分）　　　　
福岡県博多市内

日程

2018年
2月10日（土） Sasha
2月12日（月・祝） MIKA
2月17日（土） MIRACLE 貴子
2月19日（月） Jay
2月21日（水） ハル
2月22日（木） ミッシェル
2月23日（金） 史穂香
2月24日（土） ちはる
2月26日（月） 林陽子
2月28日（水） HIDEKO
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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８回目はドルフィンス
ターテンプルを学び、DSTアシスタントとして活躍するヒーラーのSasha
（サーシャ）さんのインタビューをお届けします。

インタビュー：

Sasha（サーシャ）さま

はじまりは、友人に誘われて行ったDST（ドルフィンスターテンプル）の瞑想会でした。
とにかく心地良かったのです。それは、DSTの秘技「場の設定」によるもので、まるで神殿のような、波動の高い安
心安全のエネルギーに溢れる環境にホールドされます。そこに身を置いただけで、魂のドアが開くのでしょう。そ
の後、穴口恵子さんのセッションを受け、DSTのコースを受けることにしたのです。

Spireal Life Report

【主な資格】
・ DST国際認定ヒーラー
・ DST FSP1-3／PLI1-2修了
・ DSTドルフィンブレインリパターニング
   （DBR）プラクティショナー
・ シータヒーリング基礎DNA/応用DNA
   プラクティショナー
・ ヒプノトレーニングコース修了
・ マトリックス・エナジェティクス　
   レベル1-3修了

“ Who am I ?  答えは「無限の可能性」 ”

場のエネルギーが魂の扉を開くドルフィンスターテンプル

DSTの創設者であるアモラ・クァン・インの最期となったFSP-1のコースを奇跡的に受講できました。彼女は本当
に神聖な存在で、降ろす情報量もすさまじく、あっという間に場はクリアになり、キラキラとした光で溢れさせてい
ました。その後、すぐに事故でアモラは帰らぬ人となり、その衝撃に、一旦、DSTの学びをやめようかと迷ったので
すが、DSTの教えでもある「広大なスピリットの宿る肉体を有意義に生きたい」という気持ちに後押しされ今にい
たります。DSTを学び続けると決めた時から、そのために仕事の休みが取れるなど、様々なシーンで人生の流れ
がスムーズになりました。

DSTと出会い、生きるのがラクになりました。重荷になっていた外側の価値判断にふりまわされることがなくなり、
目の前の「競争の世界」が「共創の世界」へと変化したのです。その理由は、「本質の自分を阻害する制限をクリ
ア」するDSTの技の習得。これにより、真の「魂の望む道」を許可でき、現実を「望むように自由に創造できる」よう
になります。周りにあわせて我慢することはなくなり、真の自分自身を大切に活かすことで、より周りに貢献でき

「共同創造」できると分かりました。

アモラ・クァン・インとの出会いと別れ→DSTで人生がスムーズに…

本質の自分を阻害し続ける制限をクリアにでき人生がラクになる♥

現在、ダイナビジョンでDSTの個人セッションをしています。そこではクライアントのハイヤーセルフに繋がって、
内側に潜む小さな声をキャッチし、「魂の望む道」へと軌道修正するサポートをさせていただいています。例えば。
普段OLをしていた方でも、隠されていた魂の声を聞き、現在はサウンドヒーリングの道を歩んでいる方もいらっ
しゃいます。DSTの個人セッションは、真の思いを邪魔していたものを溶かし、無意識に封印していた、最高最善
の「魂の望む道」に進むことを許可できるのです。

小さな声をキャッチして魂の望む道へ誘う個人セッション

現在、わたしはヒーラーをしながら会社員を続けています。そこで、DSTの手法を使い、仕事場でも自分の本質を
活かし、周りとの共同創造を謳歌しています。昇給はもちろんのこと、まかせていただく仕事の質も向上しました。
スピリチュアルを普段の日常生活で活かしてこそスピリアル！ セッションする上でもクライアントが抱えそうな問
題が身近に転がっているのが職場。やってきた問題をリアルに解消でき、その経験がDSTのセッションや瞑想会
でも活かされ、どんどん幸せが循環し、自分自身の器が拡大しています。
今、誰かに「WHO AM I?」とたずねられたら、「無限の可能性」と答えます。本当のところ、肩書はいりません。DSTに
より自分の内側と常に向き合い「わたし自身」で在れば、その時、その時の思いを創造できる「無限の可能性」を手
に入れたのです。

わたしは「無限の可能性」　日常生活を幸せにするDST

聡明で透明感のある、静寂の森のようなSasha。一緒に居
るだけで、心が穏やかになるから…不思議。だからこそ、
微細な魂の声を繊細にキャッチできるのでしょう。きっと、
Sashaの前なら、隠れていたカラフルな無限の可能性が顔
を出すはずです。

DST個人セッションでSashaをチェック…http://dynavisionshop.com/dynavision/9.

＊得意とするメニュー＊
□ 多次元レベル・潜在意識・過去生・細胞の
　 リーディングとヒーリング　
□ カルマの解放（クリアリング）　
□ ヒプノセラピー

Sasha（サーシャ）情報

可
能
性
が
開
き
・

自
分
を
活
か
せ
る

ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
ハ
イ
ヤ
ー
セ
ル
フ

と
つ
な
が
り

魂
の
望
む
最
善
最
高
の
道
へ

サ
ポ
ー
ト
し
ま
す

個人セッション

会社員

ヒーラー

DST を学びは
どこでも活かせる！

共
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造

真の自分で在れば自然と貢献できる

HAPPY

Sasha さん
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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!! 3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5回］
　チームを成功に導く「究極の聴き方」
［第14回］
　そのお金の価値観、早く捨てた方がいい
［第18回］
　パートナーといると収入が上がる理由
［第21回］
　変えるのは、なんとかしようとしないこと？ 

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
のもとにある「それがスピリチュアル！」を解き明かして
お届けします！ 

※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

…

ロイス・クルーガーさん、心屋仁之助さん、
和田裕美さん、マツダミヒロさん 
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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。

2018年春、全国各地にて開催予定！
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

地球の鼓動やクリスタルの波動と共鳴し、物質・空間・肉体・
意識・チャクラの働きを整える4096㎐のチューナーです。こ
のチューナーで凄いのは、なんと付属のクリスタルがレムリ
アンシードクリスタル！しかも豊かさや活力を高めるゴール
ドカラーのチューナーで、こんなチューナー欲しかった！とい
うような商品です♪

はるか昔より魔術からの守護や予言をもたらす特別な宝石として
扱われ、最古のエメラルド鉱山は紀元前3000年のエジプトまで遡
ります。完全性を象徴する気高い石です。リーダーシップの発揮、
豊かな自己表現、美しい優雅な生き方をサポートし魅力を引き出し
ます。また成長の中で現れる痛みや傷を治し、持ち主を護ります。
癒された人間関係を結ぶ力にも優れており、無条件の愛や無償の
愛によって、異性のパートナーシップや家族関係、友情を深めま
す。5月の誕生石です。 

完全性を象徴する気高い石！

『エメラルド』

☆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］11:00～19:00　［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

ハリウッドセレブや海外モデルも取り入れているとい
うエプソムソルトが、レインボーエンジェルズにも登場
しました！ソルトとはありますが、塩分は含まれておら
ず、海水や天然温泉に含まれるミネラルの一種である
硫酸マグネシウムで、身体の芯から温まる温浴効果、
デトックス効果、美肌効果、神経の興奮を抑えるリラッ
クス効果など、嬉しい効果が沢山です♪

東京店&オンラインショップ

オススメ新商品のご紹介

ゴールデンレムリアンチューナー

エプソムソルト
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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 ： 2018年3月7日（水）8日（木） 11:00～17:00
■会　場 ： レインボーエンジェルズ大阪店
■講　師 ： 米津史穂香（国際認定ヒーラー、クリスタルアセンションライトワーカー) 
■受講費 ： 78,000円 ［瞑想、テキスト、クリスタル付］

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）

クリスタルのなかでもマスタークラスの石たちと星のエネルギーと石のチカラをつなげる手法をまなぶ

マスタークリスタルと星とつなげるクリスタル講座
クリスタルの中には、マスタークリスタルとよばれる特別なクリスタルが存在し、その使い方を
知ることでわたしたちを目覚めさせることに役立ちます。さらに、惑星の役割を知りクリスタル
で惑星とつながることで、行動や表現など人生の加速を上げていく方法を学ぶコースです。

ドルフィン・スターテンプル®「多次元ヒプノセラピー」
■日　程 ： 毎月開催（日程はお問い合わせください）
■会　場 ： レインボーエンジェルズ大阪店
■講　師 ： ミラクル（大阪店店頭ヒーラー）
■参加費 ： １回90~120分　20,000円
■定期セッション ： 90~120分×3回　55,000円

※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。

◆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

2018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
スタルを店頭にてお披露目致します。大阪店にあるクリスタルをぜひ、手に入れて愛や豊かさ、ブレイ
クスルーを起こしてください。きっとあなたに必要なパートナーが見つかるはずです！クリスタルたちと
共に心からお待ちしております。
※イーシャジュエリー、スターボーンのお披露目会も同時に開催いたします。

毎月参加をすることで、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。

☆2月開催！ツーソンからの新着クリスタルお披露目会☆
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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、1月・2月・3月にぴったりの
レインボーエンジェルズクリスタルカードとサポートアイテムをご紹介します！

《石の名前》 
クォンタムクアトロシリカ
《メッセージ》
幸せの循環

「オーラソーマエアコンディショナー
  ・ レディナダ」

「私は、幸せです」

神聖な自己を目覚めさせるためのアファメーション

無条件の愛を司る、レディナダのエアコン
ディショナーです。愛からの繋がりを深めて
いけるようサポートします。愛と調和の世界
へと導いてくれることでしょう。

January

2018年のスタートは、あなたが幸せである瞬間を数々味わうことで、自分の幸
せが周りの幸せになっていく体験が待っています。純粋なあなたの魂の深い
部分から湧き上がる幸せに意識を向けてみましょう。幸せであることを感じな
がら1月を送ることで、高周波で日々を送る習慣をつけていきましょう。

サポートカラー ： マジェンダ、ゴールド、エメラルドグリーン
応援にくる高次元の存在 ： 
天照大神、女神ダーナ、幸福の女神（Goddess of Happiness）

1月
幸せを
循環する！

2月が2018年の本番となります。あなたの意識は、あなたを大切な場所へと向
かわせてくれます。あなたというかけがえのない存在が生きがいを感じ、生か
されているという感覚を思い出します。あなたの中のヒーローやヒロインが目
覚めて、本気になって取り組めることにフォーカスすることで、あなたが人生の
主人公としていきるチャンスが訪れます。

サポートカラー ： ロイヤルブルー、ラベンダー、オレンジゴールド
応援にくる高次元の存在 ： 
ジャンヌ・ダルク、イエス・キリスト、マグダラのマリア

2月

心ゆくままに
主人公となる

February

3月は、あなたの行動が多いもよらないチャンスや才能を開くことになる一ヶ
月です。気づいたら行動に移すことを繰り返しながら、あなたが最も開きたい
才能を開くことに意識を向ける時です。あなたが気づかない才能は、あなたの
周りが気づいてくれるので、周りとのコミュニケーションも頻繁におこなうこと
をしていきましょう。

サポートカラー ： イエロー、ディープレッド、レインボーカラー
応援にくる高次元の存在 ： 
虹の光の同胞団、サナトクマラ、女神アテネ

3月

行動することで、
才能を開く

March

サポートアイテム

1月にぴったりの
カードは・・・

《石の名前》 
シトリン
《メッセージ》
輝きだす才能

「私の才能が、どんどん目覚めていきます」
神聖な自己を目覚めさせるためのアファメーション

3月にぴったりの
カードは・・・

《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

「ハーキマーダイヤモンド」

「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

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。

「シトリン」
意志、創造力、顕現
力を増強させ、今ま
での自分の範囲を
はるかに超えた可
能性を開くクリスタ
ルです。
太陽、光、黄金の高波動エネルギーを心
身に送り活性化をします。

サポートアイテム

サポートアイテム

2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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Miracle happy 2018
スペシャルギフト

【虹の天使とクリスタルとの共同創造】
多次元エネルギーを映し出すアーティストSYLPH（シルフ）の写真と穴口恵子が出会ったことがきっかけ
で生まれたオリジナルのオラクルカードです。５人のコンシェルジュが、願いを叶えることが得意の虹の天
使とクリスタルと繋がり、一つ一つメッセージを創造した渾身の錬金物。数万年の時を経た地球の産物、
クリスタル達が自然体の自分へと誘い、あなたが創造主として人生を育むサポートをします。人生という
旅のお供に、44枚のクリスタル達を味方につければ向かうところ敵なし！　幸せなワンネスの世界が広
がることでしょう。

【コンシェルジュが教えてくれたカードのヒミツ】

オラクルカードの基本の使い方

さあ、カードを切り取って、実践してみましょう

虹の天使と石とチャネリングして

1 枚、 1 枚、 一語一句…細かく作成！♥

44枚のカードは「人生の季節」をあらわしています

春 夏 秋 冬
はじまり 希望 ・ 夢 実り ・ 収穫 再生と最期

→ → →

1〜11 枚 12〜22 枚 23〜33 枚 34〜44 枚

導かれるように自分自身の本質と出会える…

「人の一生」を旅するカードが誕生したのでした！

入魂 直感 情熱

＊今回、それぞれの季節から1枚ずつカードを選びました。

新年1冊目を記念して、44枚ある「レインボーエンジェルズクリスタルカード」から、2018年
をHAPPYに誘うカードを4枚選ばせていただきました。これは、ダイナビジョンからの
お年玉！　珠玉の言葉を纏うクリスタル達の光のパワーであなたを輝かせます。ぜひ、切り
取って使ってみてください。

レインボーエンジェルズ
クリスタルカード特集

カードを
切り取ります。

カードをシャッフル
して、カードを1枚
利き手と逆の手で
引きます。

カードを扇状に広げ、胸
の上にかざし、虹のエン
ジェルとクリスタルに感謝
をし、聞きたい質問やお
願いごとを心の中で伝え
ます。

4枚のカードと自分の
波長を合わせるため、
利き手と逆の手でカー
ドを持ち、もう片方の手
をグーにしてカードを
ノックします。

１
２ ３

４

キリトリ

キリトリ

キ
リ
ト
リ

キ
リ
ト
リ
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【ミラクルなカードのパワー♪　つくったコンシェルジュも号泣！】

カードを選びましたか？
キリトリ

キリトリ

キ
リ
ト
リ

キ
リ
ト
リ

書かれている文字と写真をじっくり観察しましょう。そこから感じるイメージや言葉がやってきたら、
それもヒントとして受け取ってくださいね。

メッセージ ラッキーアクション

1◆エンジェルオーラ
「祝福の光が降り注ぐ」

コンシェルジュYUKIのおすすめ
の使い方は、「相手から受け
取っているギフトはなんです
か？」とカードに聞いて1枚引く
方法。

そのメッセージから、相手に対
する感謝が湧き、好意的にふる
まえ、ぐんと繋がりが深くなるそ
うです。「この人はムリ」という苦
手な相手にこそ、この方法を試
してみてください。怒りが緩和
し、ネガティブな思いの浄化を
サポートしてくれますよ。まさ
に、周りの人すべてを味方にで
き、絆が深まる魔法の裏ワザで
すね。

カ
ー
ド
が
完
成
し
て

数
ヶ
月
た
っ
た
あ
る
日

コンシェルジュ同士で食事をしていて

食べ終わった頃にカードを引いてみることに！

はあ…
おなかいっぱい

ねえ♪
カード引こう

な
ん
と
、
自
分
た
ち
が
つ
く
っ
た
の
に…

号泣！

心に響く…

言葉です！

□レインボーエンジェルズ店頭＆個室セッション
クリスタルカードを使用したセッションも提供いたしております。
詳しくは… http://www.rainbowangels.jp/?pid=116438692

この地球に生まれてきてくれてありがとう！今、ここ
にいてくれてありがとう！あなたはいつどんなとき
も祝福されています。

自分が赤ちゃんだっ
たころの写真をみて
みましょう。

14◆ターコイズ
「やりたいことをやりましょう」
時には最も心地よい状態を望んでよいのです。イル
カが自由に美しい海を泳ぎまわるように、あなたも
自分が好きな事を思いっきり楽しんでみましょう。

好きなことしかしな
い１日をすぐに決め
て、思いっきり自分
を喜ばせましょう。

31◆パイライト
「すべての願いが叶う」
夢を生きるあなたの姿は、多くの人に、あらたな希
望を与えることでしょう。
思いのまま、具体的に望んでください。

すべての夢が叶った
自分になりきって、
日記を書いてみま
しょう。

37◆ユーディアライト
「可能性が目覚める」
あなたの可能性が目覚めたがっています。
あなたの胸に宿っている夢や、やりたいこと。
その想いを行動にうつしましょう。

当たり前にやってい
ることを変えてみる
としたら、何を選択
するか？想像してみ
ましょう。

コンシェルジュ
おすすめの使い方
絆が深まる裏ワザ！
受け取っているギフトは

なんですか？

＊ご購入・お問い合わせについては P37「Rainbow Angels Crystal Card Message」 をチェック！

ヒーラー：
岸本祐子
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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

山下沙織…大学院時代に、本田健氏とアラン・コーエンとのセミナーのボランティアスタッフをしたことを
きっかけにダイナビジョンで約1年のインターシップを経験。その後、大学院の中退を決意し、正社員として入
社する。約5年間、様々なセミナーの企画・運営に携わりながらメルマガ・ブログ記事等のライティングスキル
について学び、2015年にフリーランスのライターとして独立。現在ダイナビジョンでは主に、海外講師のセミ
ナー企画とマーケティングを担当し、スピリアルな情報を日々発信している。趣味はヨガと旅行とフィギュア
スケート観戦。

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。今回はドゥーガ
ル・フレイザー他、海外講師のセミナー企画、マーケティングを
担当し、ライターとして情報発信している山下沙織さんです。

アラン・コーエンと本田健氏のセミナーに、本田氏の会社の学
生ボランティアで参加したのが、ダイナビジョンとの出会いで
した。自信喪失していた時期で「意識高い系」が勢揃いのボラ
ンティアスタッフの中に身を置き、居心地の悪さを味わってい
ました。ですが、そのセミナーでアラン・コーエンジャパンを運
営するダイナビジョンのスタッフの方と、打ち上げでお話した
ら、「素晴らしい！　どんな自分もOK」と、フレンドリーにわたし
を受け入れてくれたんです。その時、心の闇がかすかな自信の
光に照らされ、傷が癒やされました。これがきっかけで、ダイナ
ビジョンに携わり通算8年。あの頃より随分、自己肯定力が高ま
り、素晴らしい環境の中で希望の仕事を楽しませてもらってい
ます。

自己肯定力が高まると共に、やりたいこと、できることが拡大
し、現在、海外講師担当として、様々な国の方と関わらせても
らっています。そんな中、今号のメインであるドゥーガル・フレ
イザーには、いつも仮面を剥がされてしまいます。LAで彼と打
ち合わせをする際、満面の笑みで挨拶をしたにもかかわらず、
「沙織、ムリしなくていいよ（ニコッ）」と、本当は疲れていること
を見抜かれてしまいました。世界でも群をぬくサイキック能力
を持つドゥーガルはセッションでも、まっすぐ正直に、その人

居心地の悪さを癒してもらった
ダイナビジョンとの出会い

ドゥーガルの前では誰もが嘘をつけない！
真の人生の青写真が手に入る

めざすは
スピリチュアル・エンターテインメント♪

スピ

エンタメ

さおりさん★

から見えた情報を丁寧に降ろしてくれます。「勇気を持って正
直に在る」その愛ある在り方を目撃すればする程、わたし自
身、自分へ嘘がつけなくなりました。オーラカラーをベースに、
なんでもお見通しのごとく、聞きたかったことを話してくれま
す。その時は受け入れられないことさえ、きちんと話してくれま
す。わたし自身、「休め」と言われて働いていたら、突然倒れて
しまいました。ですが、もらっていたドゥーガルの情報のおか
げで、安心して対処できたのです。さらに彼と会うと、「好きな
人に会える」、「臨時収入をもらう」など、良いことが必ず起こり
ます。彼の幸せの周波数と同調するからでしょうね。多くの皆
様にドゥーガルを体感いただき、真の「人生の青写真」を手に
入れて欲しいです。

「魂の故郷」。自分自身を認めてもらい、安心・安全にワクワク
働けるダイナビジョンのことを、そう思っています。まるで、懐
かしいおばあちゃんの家のように、穴口恵子をはじめとするダ
イナビジョンのスタッフ達は、「無条件の愛で受け入れる人」ば
かりです。ご紹介している講座やイベントにピンとくるのは、魂
が里帰りしたがっているというサインかも。お気軽にいらして
ください。かけがえのない仲間に出会えることでしょう。そし
て、将来はセミナーやイベントだけでなく、もっと身近になる情
報番組や、子どもたちにも伝えられるアニメなどで、情報発信
する「スピリチュアル・エンターテインメント」を創っていきた
いと思っています。
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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 2018.1-3 新月 満月

【PS】史穂香[大阪]

【認定】DBR[東]

【認定】DBR[東]

【PS】MIKA[東]【PS】さとうゆうこ[遠隔]

【PS】添田さおり[大]

【PS】ミッシェル[東]

【認定】PLI3[東]【PS】Sasha[東]

【認定】PLI3[東]

【PS】HIDEKO[東]

【PS】Jay[大]

【認定】PLI1B[東]【PS】ちはる[東]

【認定】PLI1B[東]【PS】樋口貴子[大]　【PS】史穂香[福]

【PS】林陽子[東]

【PS】史穂香[東]

【PS】ミラクル[大]

【PS】Jay[東] 

【PS】MIRACLE 貴子[東]　【PS】山本明子[愛]

【旅】セドナリトリート

【旅】セドナリトリート【GS】セドナグループ遠隔

【旅】セドナリトリート

【旅】セドナリトリート【認定】PLI3[東]

【旅】セドナリトリート【認定】PLI3[東]

【旅】セドナリトリート

【旅】セドナリトリート

【旅】セドナリトリート【PS】Jay[大]【PS】史穂香[福]

【PS】史穂香[福]

【PS】Sasha[東]【認定】DBR[東]

【PS】樋口貴子[大]【EV】テーマ瞑想会[大]【認定】DBR[東]

【PS】MIKA[東]【PS】さとうゆうこ[遠隔]

【EV】ドゥーガル[東]

【PS】ドゥーガル[東]

【PS】ドゥーガル[東]

【PS】ドゥーガル[東]【認定】FSP国際認定ヒーラー取得[東]

【GS】ドゥーガル[東]【PS】MIRACLE 貴子[東]

【認定】FSP国際認定ヒーラー取得[東]

【PS】山本明子[愛]【認定】FSP国際認定ヒーラー取得[東]

【PS】ドゥーガル[東]【PS】Jay[東]

【PS】ドゥーガル[東]

【PS】ドゥーガル[東]【PS】ハル[東]

【PS】ドゥーガル[東]【PS】ミッシェル[東]

【メ】ドゥーガル[東]【PS】史穂香[東]【PS】添田さおり[大]

【メ】ドゥーガル[東]【PS】ちはる[東]【認定】PLI3[東]

【メ】ドゥーガル[東]【認定】PLI3[東]

【PS】林陽子[東]

【PS】史穂香[大]

【PS】HIDEKO[東]【PS】ミラクル[大] 

【PS】ドゥーガル[名]

【PS】ドゥーガル[名]【PS】MIKA[東]

【WS】ドゥーガル[名]【認定】DBR[東]

【WS】ドゥーガル[名]【認定】DBR[東]

【PS】ドゥーガル[名]

【PS】Sasha[東]【認定】PLI1[東]

【認定】PLI1[東]

【PS】Jay[大]

【PS】ハル[東]【PS】史穂香[福]

【PS】史穂香[福]

【PS】史穂香[東]

【PS】林陽子[東]【認定】PLI3[東]

【PS】山本明子[愛]【認定】PLI3[東]

【PS】さとうゆうこ[遠隔]

【PS】ミラクル[大]

【PS】HIDEKO[東]【認定】FSP国際認定ヒーラー取得[東]

【認定】FSP国際認定ヒーラー取得[東]【認定】PLI2[東]

【認定】FSP国際認定ヒーラー取得[東]【認定】PLI2[東]

【PS】MIRACE　貴子[東] 【PS】史穂香[大]

【PS】Jay[東]【PS】添田さおり[大]

【PS】ミッシェル[東]【EV】テーマ瞑想会[東]

【PS】ちはる[東]

2  February

3  March


