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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 2018.4-6 新月 満月

【フェア】アシュタールフェア[大]

【フェア】ツーソンクリスタルフェア[WEB]【フェア】アシュタールフェア[大]

【フェア】ツーソンクリスタルフェア[WEB]【フェア】アシュタールフェア[大]

【PS】Sasha[東]【フェア】ツーソンクリスタルフェア[WEB]

【フェア】アシュタールフェア[大]

【フェア】ツーソンクリスタルフェア[WEB]【フェア】アシュタールフェア[大]

【フェア】ツーソンクリスタルフェア[WEB]

【フェア】ツーソンクリスタルフェア[WEB]

【PS】Jay[東]【WS】DST瞑想会【フェア】ツーソンクリスタルフェア[WEB]

【フェア】ツーソンクリスタルフェア[WEB]【フェア】アシュタールフェア[福]

【フェア】ツーソンクリスタルフェア[WEB]【フェア】アシュタールフェア[福]

【認定】FSP1[国際認定ヒーラー取得・東]【認定】PLI2[東]

【フェア】ツーソンクリスタルフェア[WEB]【フェア】アシュタールフェア[福]

【認定】FSP1[国際認定ヒーラー取得・東]【認定】PLI2[東]

【フェア】ツーソンクリスタルフェア[WEB]【フェア】アシュタールフェア[福]

【PS】ミッシェル[東]

【認定】レインボーエンジェルセラピー[東]

【認定】レインボーエンジェルセラピー[東]

【認定】DBR[東]【PS】ミラクル貴子[東]【フェア】アシュタールフェア[東]

【認定】DBR[東]【フェア】アシュタールフェア[東]

【PS】MIKA[東]【フェア】アシュタールフェア[東]

【フェア】アシュタールフェア[東]

【WS】FSP練習会[東]【フェア】アシュタールフェア[東]

【認定】PLI2[東]【PS】HIDEKO[東]

【認定】PLI2[東]

【PS】林陽子[東]

【認定】PLI1[大]

【認定】PLI1[大]

【認定】PLI1[大]【認定】FSP1[国際認定ヒーラー取得・東]

【認定】PLI1[大]【認定】FSP1[国際認定ヒーラー取得・東]

【WS】テーマ瞑想会・MIKA[大]

【PS】Jay[東]【WS】DST瞑想会[東]

【認定】DBR[東]

【認定】DBR[東]

【PS】MIKA[東]【WS】テーマ瞑想会・MIKA[東]

【PS】ミッシェル[東]

【認定】PLI1[東]

【認定】PLI1[東]

【WS】FSP練習会[東]

【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]【フェア】ケイトキングフェア[東]

【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]【PS】HIDEKO[東]

【フェア】ケイトキングフェア[東]

【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]【PS】MIRACLE貴子[東]

【フェア】ケイトキングフェア[東]

【PS】林陽子[東]【フェア】ケイトキングフェア[東]

【フェア】ケイトキングフェア[東]

【フェア】ケイトキングフェア[大]

【認定】PLI1[東]【PS】Sasha[東]【フェア】ケイトキングフェア[大]

【認定】PLI1[東]【フェア】ケイトキングフェア[大]

【フェア】ケイトキングフェア[大]

【PS】Jay[東]【WS】DST瞑想会[東]

【認定】DBR[東]

【認定】DBR[東]

【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]

【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]

【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]【PS】MIRACLE貴子[東]

【認定】FSP1[シャスタ]（6/24まで）【PS】林陽子[東]

【PS】ミッシェル[東]

【PS】Jay[仙]【WS】DST瞑想会[仙]

【PS】MIKA[東]【WS】FSP練習会[東]

【認定】PLI1[大]【PS】HIDEKO[東]

【認定】PLI1[大]

5  May

6  June

あなたの無限の可能性の扉を開くスピリチュアル・フリーマガジン

コスミック・ビジョン・クエスト vol.73

あなたは心の底から

「いま、幸せです」
と言えますか？



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2018年3月20日現在の情報です。事情によ
り変更になる場合がありますので、ホームページやお電話でご確認ください。
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47Information

48スケジュール・カレンダー

DST：ドルフィンスターテンプル®

穴口恵子
ダイアモンドの虹の光の家族のみなさまへ 03

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」 24

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 25

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～！
『ハッピーミラクルゾーン』で幸せ気分をキープする実験をしています。
2018年も3ヶ月が過ぎましたが、あなたの人生をここでちょっと立ち
止まり、振り返ってあげませんか？

この地球では、あなたが本当に実現したいことを叶えていくために今、
次々にあなたのために出来事が起きています。あなたの人生に影響
を最も与えている出来事を少し観察してみましょう。

例えば、家族関係、人間関係、恋愛関係、仕事関係、健康関係、お金
との関係などがあげられます。あなたは、この領域の中でハッピーに
過ごしていますか？それとも、心配や不安や怖れや罪悪感などを感じ
ていることってありませんか？

4月～6月にかけては、特にあなたの中にずっと日の目を浴びることが
なかった領域での出来事が浮上する可能性があります。夏至に向け
てあなた自身の人生を本来の軌道に戻して、あなたが最も輝き幸せと
いう恩寵の中で人生を送るために、あなたが仕組んだ出来事を体験
していくでしょう。

そこで、最も大切なことは、

1） あなたはその出来事に対して、自分がどうしたいかをはっきりと
見極めること。

2） あなたにとっての幸せを選ぶために、どんな気分でいるかを
決めること。

3） 嫌だと感じることにフォーカスせず、好きだと感じることに
フォーカスをすること。

4） 現状維持型では通用しないので、現状打破をして、自分の最高善
を実現するために行動を起こすこと。

5） 自分自身のすべてを魂の愛で包み込んであげて、自分が愛で
満たされている環境を作ること。

ぜひ、あなたにとって、愛と豊かさと幸せに満ちた3ヶ月となることを
心から祈っています。この3ヶ月は、あなたの次の3年の土台になる人
生に必要な絶対条件が整っていくことになるでしょう。だからこそ、愛
という土台を着実に築いて起きましょう。

ダイアモンドの虹の光の家族のみなさまへ

穴口恵子
Keiko Anaguchi

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

ダイナビジョンユニバーシティ
学長　穴口　恵子

Cosmic Vision Quest   3
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ご存知の方もいるかもしれませんが、ある調査では日本人のなかで
「いま幸せ」と感じるのは全人口の4％ほどだと言われています。物質
や情報があふれかえる世の中に混乱し、「幸せ」の感度が鈍くなって
いるのかもしれません。

と、世界的トップスピリチュアルリーダーのアラン・コーエンは言います。

あなたは心の底から

「いま、幸せです」
と言えますか？

あなたにとっての「幸せの周波数」をアランと共に体感しませんか？

LET’s Starting Happy Life

さあ、まずは、あなたがあなた自身に聞いてみてください。

↓

□「何が自分独自の幸せか？」
…誰かのつくった幸せ、何かがあれば幸せといった状態
ではなく心おだやかで、自分も周りも腹の底から幸せを
感じられる状態は？

□どう感じるか？　□どんなネット検索をするか？　□どこへ行くといいか？

このステップとなるアクションが、あなたのエネルギーを上げてくれます。

♥ あなたはそうするだけで、「幸せの磁石」になると約束します。
♥ あなたがあなたを幸せにするには、行動する勇気が必須です。
♥ 世間や親や友人など、外側の評価を気にせず
　 あなたのハートに従って生きていくことが幸せにつながります。

アラン・コーエン来日特集

自分を、自分の幸せな
周波数にあわせること♥

実はその方法は、たった1つ！

ただ、それだけ

お金が
あれば幸せ？

人間関係が
良ければ幸せ？

自由な時間が
あれば幸せ？

あなたは、どうしたら「幸せ」になれると思っていますか？

いったいどうしたら「幸せ」を感じられるのでしょう。

想像した「幸せ」へ「できる」、次の「ステップ」はなんでしょうか？
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アラン・コーエン来日特集

アラン・コーエンとの至福の時を♥
アランを体感した多くの人が、「自分自身の本質を知れた」「人生の難問や転換期を
超えられた」「深い安心感や励ましを得られ、本来の力が蘇った」と、自分自身の「真
の幸せの周波数」へと軌道修正し、現在、魂の望む道を歩まれています。アランの優
しいまなざしと豊かなパーソナリティ、ユニークで分かりやすい語り口は、私たちの
内なる光を輝かせ、純粋な自分を素直に「承認」できるようになるのです。イキイキと
毎瞬、毎瞬、自信を持って生きることに気づかせてくれます。

◆個人セッション【10名限定】
4月10日（火）～4月12日（木）　
http://alancohen-japan.com/kojin.html
68,000円（通訳あり）、63,000円（通訳なし）
※電話やスカイプでのセッションも可能です。

◆2Days
　「幸せの法則を２日間でお届け」
4月14日（土）～15日（日）
１名様 77,700円、ペア 150,000円

◆アランと行く
　ライフコーチングリトリート＠箱根

4月15日（日）～19日（木）
http://alancohen-japan.com/LifeCoach/hakone.html
１名申込：320,000円
※宿泊費・上級コーチングプログラム費用・朝食・昼食・通訳費代含む

特別
イブニ

ング

セミナー
～3人の幸せ賢者が贈る～

「あなた自身の周波数を幸せと豊かさにあわせていること」が、人生を望む現実に変えていく、とアラン

は言っています。4月13日（金）は、あなたがその周波数を体感するギフトの日となることでしょう。｠

「安心感」「愛する人に愛される喜び」「あなたを応援してくれる数々の人々」
「ありがとう、と何度伝えても足りないくらいのお金」
……様々な幸せ、豊かさが、あなたの人生を満たす予感。実際に、その周波数を受け取っていただきま

す。３人の幸せ賢者から体感する雰囲気、波動、周波数があなたが望む現実を創るサポートをします。

一瞬であなたが幸せになる
ハピネスの法則

スペシャルゲスト：本田健 穴口恵子

4月13日（金） 18：45～
http://alancohen-japan.com/2018/

その３人がこちらです！

☆プラチナ席：通常88,000円⇒特別価格50,000円
 ［シークレットセミナー＋前方のお席を確保＋一般チケット10枚］

☆ゴールド席：通常15,000円⇒特別価格10,000円 
 　※前方のお席を確保

☆一般席：1名様 5,000円／ペア 9,000円
 　今なら特別価格：1名様 4,500円／ペア 8,000円

16：00～17：30　シークレットセミナー
18：45～20：45　イブニングセミナー

※こちらは、コーチング卒業生向けのイベントになります。

私への人生のギフトに！

第7期 ライフコーチトレーニング 【定員24名】
あなたもアランのようなコーチになれる！！！
現在、本国アメリカでも大人気のライフコーチプログラムが2018年春開
催！約半年をかけて、自分自身を癒し、学びを深めながら、個々の「最高のビ
ジョン」へと導く、最善のテクニックを習得できます。あなたがあなた自身
を、あなたが他人を、「最高の人生へ導くコーチ」に育むプログラムです。
＊認定資格を満たした受講生は認定証を受け取り、認定コーチとして活動ができます。

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

4月20日（金）～22日（日）

■受講料 48万円
■再受講価格
6日間のみ参加の場合:138,000円



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！
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クリスタルが含まれる赤い岩の上に転がり、瞑想する
と、身体がどんどん癒されていきました。苦手なはず
の山登りがセドナではひたすら楽しく、心も解放され
ていくのを感じました。（Sさま）

セドナではあんなに歩いたり、登ったり降りたりした
のに、何回も感じました。足がとっても軽やかなこと。
全然疲れを感じていなかったこと！パワースポットの
パワーを頂いていたのですね！（E・Sさま）

カセドラルロックが素晴らしかったです。みんなで登
れたことが嬉しかった！（K・Oさま）

どこも素晴らしかったのですが！中でもカセドラル
ロックのアセンションポイントは、ずっと居たいって思
うくらい素晴らしい場所でした。（K・Nさま）

レッドロック・クロッシングで川を横切るとき、守られ
ている感覚がありました。その後の瞑想では、大きな
存在が現れ、包み込まれるのをハッキリ実感。初めて
の経験でした。（M・Iさま）

赤い岩山に建つホーリークロス教会が大好きでした。
エネルギーが清らかで、神さまに包まれているようで、
とても癒されました。（K・Oさま）

「最高でした！」

「初めての体験だらけ！」

「すべてが偉大！」

聖地フォト集＆体験者の声をお届け♪

セドナ＆LAリトリー
ト編

セドナの4大ヴォルテックスと
極秘パワースポットを巡る、冒険の日々…
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満員御礼につき、受付終了となりました！キャンセル待ち続出中のため2018年
は秋ごろにもエジプトリトリートを開催予定です。詳細は決まり次第メルマガ・
HP等にてご案内いたします。

穴口恵子と行く エジプトリトリート
【日程】2018年4月24日～5月8日

今後の 2018年
スピ旅情報

あなたの魂が惹かれる聖地はどこですか？

☆次回のセドナ＆LAリトリートは2019年2月頃に開催予定！
詳細は決まり次第HPにてお知らせします。

シャスタ山は世界のパワースポットの中でも、最も天に近いバイブレーションと
言われています。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の選りすぐ
りのパワースポットへ、穴口恵子があなたを導きます。

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

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・ハワイ島でのリトリートは、その最適な機会です。
世界的コーチ「アラン・コーエン」と穴口恵子と過ごし、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、青い海を眺める極上の環境で、あなた自身を魂レベル
から解放しましょう！ 

※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。

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

セドナ在住ヒーラー、スザンナとの
《オイル・メイキング＆ファイヤーセレモニー》では・・・

LAでのバシャール・心屋仁之助さん・ドゥーガルの
《スペシャルQ&Aライブ》は・・・

スザンナのオイル作りは新鮮で楽しかったです！
元々香水等は苦手なはずが、作ったオイルは大
丈夫で、嗅ぐと自宅にいてもセドナのエネルギー
に繋がるような不思議な感覚がします。初めてオ
イルの持つパワーを感じました。（K・Nさま）

スザンナの人柄もさることながら、ワークをする場所
の素晴らしさに、感銘を受けました。まるでイギリスの
魔法使いの森に来たような、、、オイルワークはパワフ
ルなオイルの連続でした。私は普段からオイルワーク
を自分でしているのですが、見たことがないホワイト
セージや、ダグラスファーというオイルが非常にパワ
フルでびっくりしました。（M・Iさま）

自分で自分のオイルを作れたことは、感動でした！彼
女のファイヤーセレモニーは、すべての行事の中で、
私が最も心からenjoyできたものでした！（E・Sさま）

スザンナのファイヤーセレモニーはおどろ
おどろしいものではなく、全体的に天使に守
られているような優しいもので、このように
優しい波動のセレモニーは初めての体験で
した。（M・Iさま）

わくわくしました！バシャールに質問できたこ
とが嬉しかったです。私は睡眠について質問
したのですが「常識の時間ではない時間で実
験してみて。」という答えで、帰ってから、24時
間寝て、24時間起きて、という面白い常識外れ
を体験しました～！言われた通りになってる～
＾＾あとアヌンヌキについてのお話しも興味
深く、面白かったです！（K・Oさま）

最高でした！ドゥーガルにも質問できて、誰もが細かい実践としか
回答してくれなかったことを、私の具体的な欠点や、そうなった根
本原因まで言及して教えてくれたことで、自分の状況がハッキリと
自覚できとても嬉しかったです！しかもとても暖かいエールまで
頂いて胸が熱くなりました。仁さんは文句無く最高の癒しのエン
ターテイナーで、あの場に居合わせられたことをとても嬉しく思
います！穴口さんが盛り上げてくれたので、私も心のままにはしゃ
ぐことができて、とても楽しい時間を過ごすことができ、思い残す
ことはありません！（K・Nさま）

満員御礼

have a nice trip



12    Cosmic Vision Quest

DUの今月のテーマ
『ハッピーエネルギーチャージ』
～もう神である本来の自分にそむくことはできない～

桜咲く春から太陽が輝くパワフルな夏に向け、不要なエネルギーは手放し、
あなた本来のハッピーエネルギーをチャージしましょう。
そこで、あなたの絶大なる味方になるのが「ダイナビジョンのロゴマーク」です。

六芒星の逆三角形は「聖杯を司る女性性」。
正三角形は「真実の件を司る男性性」。
中心の点とそれを囲む二重丸は「神」。
外側のサークルは「ワンネス」を現し、

「神とはあなた自身である」を意味しています。

この図の上に、石やアクセサリー、
お金や財布、願いを書いた紙などを
置くことで、神聖な「あなた自身が神」
の状態にエネルギーを変換し、
ハッピーエネルギーチャージすること
が可能です。
ピンときたものを置いてSNSなどで
宣言すると、さらに 願望実現が
加速しますよ♥。

前ページにあるように、この図は、「自分らしい豊かな人生に必要な6つのエッセンス」
をもたらします。 それは

①創造性 ②高次元との繋がり ③無条件の愛 ④行動力 ⑤スキル ⑥自分軸

です。 スピリチュアルとリアルを統合し、人生の流れをスムーズにします。

あなたという神様に、もう… そむくことはできません。
愛そのものである本来の自分自身の人生へと、次元上昇していきましょう。
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キ
リ
ト
リ

◀
切
り
取
っ
て
、使
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。



14   Cosmic Vision Quest Cosmic Vision Quest   15

あなたの振動が持つサインと
調和するジュエリー♥

ケイトキングジュエリーは
『最高の自分』の振動数へと
チューニングできる奇跡の宝石

最高のエネルギーを身にまとえ
進化、成長、学び…

前進し続けるためのジュエリー

宇宙にあるものすべては振動している。
完璧な振動が完璧なあなたを創る！

ケイトキングジュエリーとは？

『魂の望む振動』と共鳴し…愛・お金・仕事・人間関係を最善に誘う…ジュエリー♥

最先端

直感
行動力

量子学
自愛

才能の覚醒
現実化

のスピリチュアル
ジュエリー に基づいている

あなたの幸せの
振動と調和し
奇跡が当然
の人生になる！

誰にも自分を
うばわれない

VOICE
仕事で活躍したくて購入。身に付けるだけで、いつもと自分の思考が違うとすぐに分かり、仕事
の幅が広がるチャンスが到来。今までなら躊躇していたが、すんなりチャンスを活かすことがで
きた。軽やかな行動力を授けてくれたジュエリーに驚いています。（A.Nさま）

ピンクの石は私のお気に入り。自己愛を与えてくれるところが大好きです。落ち込んだ気分に
なる時、頭がクリアになり、幸せな気持ちを思い出すことができます。（M.Mさま）

ジュエリーを身に付けていると自分の波動が上がっているのを感じます。最初に身に付けたと
きには、突然両親のことが頭に浮かび、愛されている自分を感じ涙がこぼれました。（A.Tさま）

ケイトキング ジュエリーフェア
レインボーエンジェルズ

東京　2018年5月25 日（金）～
大阪　2018年5月31 日（木）～



FROM
レインボーエンジェルズ

あなたをひらく
ツーソン石図鑑

グリーンクンツァイト
（ヒデナイト）

No.001

《愛の奇跡に目覚めて、
再誕生する》

愛の神をハートに宿す
石。感謝の周波数をも
たらし、日常に喜びを
発見できる石。大きな
原石は希少。新チャレ
ンジのサポ－ター。

《自己信頼を高めて、自
分という存在を受け入
れる》

オールマイティーの石。
エネルギーの増幅や
設定も可能。神の意識
を肉体へと降ろし、高
次の存在と強く繋がる
サポートになる石。

《魂のユニークさを表
現し、笑顔で新たな道・
扉が開かれる》

増大の周波数を持つ。
喜びや、豊かさ、健康
などの願望実現をサ
ポート。豊かさの源泉
に直結し、愛の周波数
へとあなたを導く。

《次元上昇の道を進展
させ、自己愛・慈愛軸を
もたらします。》

シリウスの惑星の名前
が由来。女神イシスに
由来する錬金術やマ
ジカルなエネルギーを
得れる石と言われる。
発信＆具現力が拡大
し、自分力を強化。

《自他共に輝く力を引
き出しあい　新しい世
界へ未来創造の大飛
躍・大革命》

他のレムリアンとは全
く違う独自の「光の周
波数」を持つ石。あな
たの周波数を引き上
げ、この地球に生まれ
た使命、道標を教えて
くれる石。

《神・女神となって共同
創造し、神聖な運命を
軽やかに地に足をつ
けながら楽しむ》

「神の愛」と呼ばれ
ハートチャクラを活性
化。アゾゼオという特
別な方法でエネル
ギーが超活性化され
たパワフルな石。真の
愛と愛の喜びに開眼！

ピラミッド型
クリアクォーツ

No.002

ペリドット
No.003

シリウスイシス
クリスタル

No.004

ディバインレムリアン
No.005

ピンクファイヤー
アゼツライト

No.006

2018年のテーマは「自愛・慈愛軸」
あなたの本質が透明である状態になると、どんど
んと自由自在にあなたらしさが具現化していきま
す。自分に偽ったり、世間や誰かに合わせたりして
いると、モヤモヤ、イライラと透明感が濁るもの。
ですが、美しいクリスタルと同様の透明感が、わ
たし達人間の本質です。

そのための最も大事なことが

「自愛軸・慈愛軸」なのです。

【自愛軸】＝どんなときも自分という存在を
愛し受け入れていく

【慈愛軸】＝相手があなたの期待に応えてく
れなくてもあなたの周りの環境があなたの臨
んだ通りにならなくても環境や誰かの責任に
することなく最善を創造することができる

この２つの軸のバランスをとって毎日を生きること
があなたが自由に本来の才能を発揮して望む豊
かな現実を創造していけるようになるのです。

「自愛軸・慈愛軸」をサポートするためのクリス
タルをたくさんツーソンから連れてきました。

ダイナビジョンのショップ、レインボーエン
ジェルズでは毎年1月末からアメリカの
アリゾナ州ツーソンで開催される「世界一の
ミネラルショー」に行き、その年にお客様に
お届けするクリスタルを仕入れています。

クリスタルの選び方

直感

クリスタルとのつきあい方

次元上昇

クリスタルを選ぶときに一番大事な
のが「直感♪」
なんとなく気になる…。目について離
れない…。
そんな自分の感覚を大切に選ぶと、
今の自分にとって必要なサポートと
なるクリスタルと出逢うことができま
すよ。
もし、どうしても自分では選べない、、、
という方は、ぜひレインボーエンジェ
ルズのコンシェルジュにお声かけくだ
さい。クリスタルを選ぶのが得意なコ
ンシェルジュがあなたに必要なクリス
タルをお選びします。

クリスタルはあなたの思考や意識、
環境を次元上昇させるためにもたら
しています。
そしてクリスタルを通してあなたの
中にある輝き（才能）などを発見す
ることができるので、クリスタルを自
分自身と思って大切に扱ってみてく
ださい。
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ヒマラヤクォーツ
No.007

ヘルデライト
No.008

マザーズライト
No.009

クリアクォーツ
クラスター

No.010

スモーキー
ルチルクォーツ

No.011

スーパーセブン
No.012

今回のツーソンのミネラルショーでは、ふと
「天界の音楽」のような響きを感じました。
立ち止まると、キラキラ輝く水晶のクラス
ターたちがいっぱい！天界の音を響かせ、見
えない光で、空間に聖なる周波数をもたら
すクラスターとの出逢いに感動。

「聖なる周波数」を持つ、石たちをたくさん
連れて帰ってきましたよ。あなたの「聖なる
本質の周波数」とピタリとくる石と出逢いに、
レインボーエンジェルズに来てくださいね！
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石が奏でる聖なる周波数を
聞き逃さない♥《地球・宇宙・神聖さと

つながり・慈愛・慈愛軸
の誕生》

最も波動の高い聖地、
世界最高峰のヒマラヤ
山脈で採掘された希少
な水晶達。霊力が高く、
特別の力を秘め、邪気
払い、心の浄化に最適。

《ハッピーミラクルゾー
ンの流れに乗る》

アセンションストーン
として非常にパワフル
な石。不使用だった脳
の部分に隠さた才能を
開花。サイキック能力
を向上さす高波動の
貴重な石。

《ありのままの自分で
日々を送り、感謝して
恩寵の循環を体験》

ヒーリングストーンで
もあり肉体に神の至福
の光をもたらす。肉体
にたまった滞りを光で
優しく流し、バイブレー
ションを高める。

《本質に繋がって情熱
を掘り起こし、無限のギ
フト天才性を実現する》

天界の周波数を宿し、
空間のエネルギーを
高める石。エネルギー
の増幅にも適し、共に
ある石達のエネルギー
も活性化させていく石。

《本質に繋がって情熱
を掘り起こし、無限の
ギフト天才性を実現》

全ての次元に浄化と解
毒、グラウンディングを
促す。ネガティブにな
るのを防ぎ、ポジティ
ブな波動を宿す。金運
を招く引き寄せの石。

《偉大な自分に目覚め
続ける》

水晶・アメジスト・カコ
クセナイト・ゲーサイ
ト・クピドクロサイト・ス
モーキークォーツ・ル
チルの7つの鉱物が一
つに集結した石。全
チャクラを活性。制限
を超越する石。

FROM
レインボーエンジェルズ

AKIのツーソン
買付日記

ツーソンは石を愛する人々の特別な場所。
世界中からたくさんの「石の業者さん」が
集っていて、本当にいくら時間があっても
足りないくらい～たくさんの天然石と出会
える場所です。
その年その年の、「今、地球に必要な石」が
集っている感じです。

石を選ぶときは、七色の才能を開花するレ
インボーエンジェルズとともに、レインボー
エンジェルズのショップにいらっしゃるお客
様が「本質の輝き」を思い出し、「次元上昇」
できるクリスタルを選んでいます。

ツーソンでの買付は今年で5回目です。1日
中ひたすら歩き周り、毎晩、ほぼ徹夜作業
なのですが…笑。大好きな石たちに出会え
るのに夢中になり、元気に楽しく買付をさ
せてもらっています。

世界一のミネラルショー♪
ツーソンはどんな場所？

石を運ぶときの心がまえは？

徹夜でも元気！　
石に夢中の買付魂♪

石が入っているなら♬♪

いくら重くてもウキウキ♡
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（11:00～19:00 / 定休日：第1、3火曜日）

パワフルなヒーラーが、あなたのお悩みに答えたり、ヒーリングをしたり
あなたの魂の本質を輝かせるセッションを開催しています！
もやもやがある時こそ、お気軽にお越しください。
■ 10分3000円～ 当日受付より

店頭セッション随時開催しています ！

瞑想することによって、たくさんの気付きがもたらされます。お店で開催する
瞑想は誘導瞑想となっており瞑想が初めての方でもご参加していただけま
す。様々なテーマの瞑想会がございますので沢山受けとって高次元と繋がっ
てくださいね！
■ 3500円（予約制）

よくばり美人になる！
そんなテーマで開催する美人塾ですが、3回の連続講座となります。
1回ずつ受けるたびに美人に、そして次 と々夢を叶えていきましょう！

新月・満月瞑想会～様々な瞑想会も開催しています ！

ワンコイン瞑想会がお勧めです！
ブログ等であがってなくても、お問い合わせください！
ワンコインで開催いたします！
■参加費：ワンコイン500円（当日受付）

ちょっと…癒されたいなあ…って時には ！

スピリアル美人塾開講 ！

その他お勧めイベント ！

あなたの無限の可能性をひろげる
愛と光に溢れた大阪のパワースポット

【クリスタルと仲良くなる！】
■クリスタルグリッド体験会
【スピリアル健康美！】
■ヴォイスピラティス

イメージ画像です

■日程：4/22（日）・5/27（日）・6/24（日）＊1回のみのご参加も可能です。
■価格：3回セット48,000円（1回参加18,000円）
　○3回セットにはご希望のフローラコロナ１本とオーラを綺麗にするツールをプレゼント！
　○1回参加にはオーラを綺麗にするツールをプレゼント！
■講師：ミラクル（美人DSTヒーラー）

☆サロンのレンタルもしております！ お問い合わせください☆

イベントのご案内・詳細は、大阪店ブログにて！
https://ameblo.jp/rainbowangels-osaka/

レインボーエンジェルズ東京 ショップ紹介

レインボーエンジェルズ
～願いを叶える 天使のいるお店～

今号でもご紹介した、パワフルなツーソンのクリスタルたちや、ミラクルなケイトキ
ングジュエリーなど、あなたを「幸せの周波数」へ誘うアイテムと出会える場所。それ
がレインボーエンジェルズ。その秘密は…願いを叶える「レインボーエンジェルズ」
の宿る場所で、天使と繋がるスピリチュアルコンシェルジュたちが魂を込めて、今、
あなたに必要な「お守り」や「魔法」のアイテムをお選びさせていただくからです。

～訪れた人は聖地と呼ぶ…「レインボーエンジェルズ」の秘密～

オーナーである穴口恵子が、世界の聖地巡り中、ペルーの原住民の町に訪れた際、ふと…
「あなたがもし、準備が出来ているのなら、あなたのライフワークを応援したい」
「人類と母なる地球の目覚めを助けたい」
とレインボーエンジェルと名乗る声が聞こえてきたのです。

「レインボーエンジェル？」と半信半疑ながら現地の人たちに聞いてみると、確かに「レインボーエンジェル」という
存在との交流があったことを物語る書籍と出会ったり、古くから伝わるインカの予言にも通じるメッセージだった
り･･･という驚きの事実が分かり、その声に耳を傾けることにしました。

そこで穴口恵子は一つ実験してみました。その頃、穴口は趣味で集めていた神秘的なクリスタルやスピリチュアル
グッズを欲しがるクライアントさんのために「お店をつくりたい」と考えていて、その開業をレインボーエンジェル
に助けてもらうことにしたのです。そのおかげで、お店が持てるようになるんだったら、これは本物だろうと！　当時
の穴口は生活に不自由はなかったが、ショップ開店の資金はなく、貸してくれるあてもありませんでした。レイン
ボーエンジェルに相談すると、何度聞いても「大丈夫」の一点張り。その度、穴口は「なにが大丈夫やねん！」と突っ
込んでいました（穴口は大阪出身）。

ですが、さすがのレインボーエンジェル！　このタイミングで企画したセミナー
が大ヒット！
あっという間に開業資金が工面できたのです。しかも、出店を期に、翌年には売
上が5倍になり、さらに10倍と、どんどん発展していきました。
現在でもお店では、レインボーエンジェルが祝福し続けてくれています。
だから、お店に置いてある商品は、実はコンシェルジュですら知らない間に、レ
インボーエンジェルズがレインボーのエネルギーを降り注いでくれているので
す。おもしろいことに、天然石の中には、レインボーのなかった石にまで、レインボーが宿ったりと、ミラクルがたく
さん起きています。

それもすべて、レインボーエンジェルがレインボーのエネルギーで満たしてくれてい
るおかげなのです。

どこの店とも違う唯一無二の「レインボーエンジェルズのサポート」が宿るパワース
ポット、中目黒のレインボーエンジェルズに、あなたの本当の望みを叶えにきてくださ
い…。「大丈夫」の一点張りで、あなたを全力でレインボーエンジェルズたちが応援し
てくれますよ！

詳細はレインボーエンジェルズブログをチェック！▶https://ameblo.jp/rainbow-angels
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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9回目はドルフィンスター
テンプルを学んだ後、JSEA（一般社団法人スピリチュアルアントレアカデミー
協会資格）も取得し、10年後もイイ女でいるために、あなたの心と身体を幸せ
にするセラピストとして大活躍し、アラン・コーエンも絶賛する、下釡かずよ（サ
ロン「マイカイ　ハナマナ」主宰）さんのインタビューをお届けします。

インタビュー：

下釡 かずよ さま

穴口恵子さんと出会って10年。お客様から「凄い人が福岡でセミナーを開催する」と聞いて行ったのが、穴口恵子
さんのセミナーでした。そこからドルフィンスターテンプルを学び、人生に大変化が起こりました。一人が好きで
孤独感が強く、人前が苦手でしたが、その恐れが消え、人と接することが好きになれました。これは「自己信頼」が
増して起きた進化。見える、見えないに関わらず、メッセージを受け取る感覚が洗練されました。「変わったね」と
身近な友人も驚くほど、自己エネルギーの波動が増し、提供するセッションへのクリアリング力も高まり、引き寄
せの力も身につきました。

Spireal Life Report

【主な資格】
・ JSEA（一般社団法人スピリチュアルア
ントレアカデミー協会認定資格）
・ ドルフィンスターテンプル３・PL
・ ハワイ・ロミロミ
・ アーユルヴェーダ・アドバイザー

“ どんな現実も幸せにする「ウルトラC」 ”

穴口恵子との出会いにより変化した「自分の波動」

さらに三年前、私自身の気持ち、スキル、生き方を、一旦、すべてリセットしたいと思い、発足されたばかりのJSEA
の説明会に参加しました。患っていた癌の一つの治療が終わった時期でもあり、強烈なエネルギーが流れる説明
会を受ける中、この「生かされている命」を0に戻って見直したい！　自分と向き合う「再スタート」だと感じたので
す。そしてJSEAをきっかけに私には「３つのC」が起こりました。①チャレンジのC…説明会へ参加するといった１
つのチャレンジ→②チャンスのC…するとどんどんチャンスがやってきました→③チェンジのC…どんどん望む自
分自身へとチェンジしていきました。私はこれを「ウルトラC」と名づけ、人生を切り開く味方にしています。

三年前、JSEAにより一旦リセット→自分を再スタート

スピリチュアルをリアルな現実で活かし世界に貢献する「スピリアルライフ」を提唱するJSEAで学んだ後、現実の
世界に私が生み出すステージ、与えられるステージが「スピリチュアル＋リアル」なものへ変化しました。例えば、
「魂塾」という10年後もイイ女でいるための塾を開催（アーユルヴェーダに基づき、アンチエイジングのセルフ
マッサージや自己ヒーリングなど、月に2回×半年の女磨き塾）。その他、ビューティカレッジの非常勤講師、スリラ
ンカリトリート、ランチクルーズセミナー、ビューティクリエイターTAKAKOさんとのコラボセミナーなど。見えない
心（スピ）と見える身体（リアル）から、多くの女性を幸せにする活動が、美しい花のように開いていきました。

JSEA後…花開く「スピリチュアル＋リアル」なステージ！

今後の活動の目標は、セラピストとして長年携わっているアーユルヴェーダ（スリランカ）の架け橋になることと、
癌を克服した「癌サバイバー」としてのスピリアルな活動をすることです。辛い放射線治療をしていた頃、恵子さ
んの瞑想会に参加し、本当に身体がラクになったのです。また、5年前、癌の疑いを持ち受けた、検査結果を待つ
10日間のこと。「もし寿命3ヶ月と言われたらどうしよう。一番したいことは何？」と自問自答しました。答えは「旅行
がしたい」。「なぜ、こんな目にあうの」と自責することなく、ネガティブになりませんでした。「心の声」をまず聞い
て結果を待てたのは、ドルフィンスターテンプルのおかげです。同じ病気のお客様からも「下釡さんが元気だから
私も大丈夫と思える」というお声をいただきます。癌という現実も受け入れ方次第で「克服できたという経験」を
基に、幸せのサポートをしていきたいと思っています。

癌サバイバーとしてスピリアルな活動をしていく

長崎市出身。OL生活から癒しの世界でセラピスト＆ヒーラーとし
て活躍。ハワイのロミロミとインドのアーユルヴェーダ2か国の手
技を使いわけ施術をする。身体の疲れをクリアにすることはもちろ
ん、心やエネルギーレベルまでヒーリングしながらマッサージする
ことを得意とする。心・体・魂を癒しほぐすことをミッションとしてい
る。 2012年に癌を克服。その後、幸せマインドを高めるライフスタ
イルを推進。セラピストだけではなく、カウンセラー講師の顔もも
つ。麻生ビューティーカレッジ非常勤講師 老人施設でのボラン
ティアマッサージ。福岡を拠点に月に一度は東京・白金にて受付。

マイカイ ハナマナ … https://www.hanamana-tokyo.com/

下釜かずよ情報
＜下釜かずよさんに会える！＞
■4月15日
自分を知るアーユルヴェーダレッスン
 in 東京
■4月29日
名古屋姫コラソン
初出展
■7月 
魂塾 in 東京
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→ →・ すべてをリセット！

0 から自分見なおし

・ 具体的なアイデア ・ 望む自分が現実に！

や依頼がくる 可能性が開かれていく

例えば…わたしのウルトラ C 体験♪　C で幸せになろう！
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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!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

人気タイトルはこちら！
ぜひ一度お聴きください！
［第14回］
　そのお金の価値観、早く捨てた方がいい
［第15回］
　天命・使命の正体は
［第21回］
　変えるのは、なんとかしようとしないこと？
［第25回］
　起きている引き寄せを見逃さないために
［第27回］
　やっぱり魂がそうしたかった
［第32回］
　幸せのありか
［第33回］
　私という価値をお金に換えたら

豪華ゲストが続々登場！
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
してお届けいたします。

※ネットラジオなので視聴無料!  

を検索＆登録 を検索＆登録

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
パートナーや、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
穴口恵子 穴口恵子

…

心屋仁之助さん＆智子さん、
小坂達也さん、すみれちゃん、
子宮委員長 はるさん…

ラジオ
番組
の

聴き方

とっても
簡単！

★おかげさまで15万ダウンロード！！



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
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透視コースFSP-2

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

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



世界有数のパワースポット、聖地シャスタで穴口恵子からチャネリング、
ヒーリング、リーディング、チャネリングを直接学べる認定コース。
聖地でのワークがあなたの人生にとって最高のギフトとなるでしょう。

世界有数のパワースポット、聖地シャスタで穴口恵子からチャネリング、
ヒーリング、リーディング、チャネリングを直接学べる認定コース。
聖地でのワークがあなたの人生にとって最高のギフトとなるでしょう。

シャスタ集中コース
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ドルフィンスターテンプルの神殿が確立されたシャスタ山で、ドルフィンの教えである「自ら神意識に目
覚めるワーク」を行います。神聖なるパワースポットを訪れ、最高のエネルギー領域内で光の叡智の伝
授を受け取ってください。「真実の自分に目覚める」このシャスタでの日々は、貴方自身への最高のギ
フトになるでしょう。

シャスタ山集中コース
穴口恵子がシャスタ山で贈る～奇跡のスピリチュアルコース～

日時

料金 料金

6月18日（土）～6月24日（日）
【日本発6月17日（日）、日本着6月26日（火）】
210,000円（早割価格5月18日（金）まで）
230,000円（通常価格5月19日（土）～6月12日（火）まで）

FSP1

日時

料金

7月5日（木）～7月12日（木）
【日本発7月4日（水）、日本着7月14日（土）】
250,000円（早割価格6月5日（火）まで）
270,000円（通常価格6月6日（水）～6月29日（金）まで）

FSP3

日時 6月26日（火）～7月3日（火）
【日本発6月25日（月）、日本着7月5日（木）】
210,000円（早割価格5月25日（金）まで）
230,000円（通常価格5月26日（土）～6月19日（火）まで）

FSP2

透視を通してクライアントを的確に誘導し、魂からの真の癒しを行う多次元ヒプノセラピー。この手法を
行う多次元ヒプノセラピストを育成する養成コースです。参加者がまず潜在意識の解放を行い、自らの
深い癒しを体現していきます。光の空間を作り、高次の存在につながりながらも退行していくこの方法
は、通常のヒプノ技術と大きく違い、プロのヒプノセラピストの方々にもオススメです。FSP1を受講さ
れた方ならどなたでも受講できます。
※受講後には認定証を発行します。

多次元ヒプノセラピスト認定コース in シャスタ
魂からの真の癒しを行う多次元ヒプノセラピー

【料金に含まれるもの】
授業料・教材費

【料金に含まれないもの】
●現地までの航空運賃 ●空港送迎費（片道1台150～240ドル目安） ●食費 ●お小遣い
●宿泊費（先着11名様は会場隣接の宿泊施設がご案内可能です。別途お問い合わせ下さい。）

7月14日（土）～7月20日（金）
【日本発7月13日（金）、日本着7月22日（日）】
190,000円（早割価格6月14日（木）まで）
210,000円（通常価格6月15日（金）～7月10日（火）まで）
アメリカ・シャスタ山　　
聖地シャスタ・シティ内を予定
穴口 恵子

日時

場所
宿泊

料金

講師

【シャスタコースの航空券の手配について】
航空券のご手配は、各自でお願いしております。ご
手配の際には、別途ホームページのモデル便を参
照のうえ、最寄りの旅行会社にお問い合わせくださ
い。メドフォード空港から、シャスタ市内までは、送
迎をご用意いたします。

アメリカ・シャスタ山
聖地シャスタ・シティ内を予定
穴口恵子

場所

講師
宿泊

共 通

穴口恵子が贈る超古代レムリアの真実の愛の教え

シャスタ集中認定ヒーラー取得
FSP1～3 申込セット！

多次元ヒプノセラピスト養成コースを除く
FSP1、FSP2、FSP3コースを合わせてお申込みいただくと、

国際認定ヒーラー取得割引として
8万円引き の65万円
でご参加いただけます！

1

通常価格

73万円 が

シャスタ集中認定ヒーラー取得
全コース 申込セット！

この夏のシャスタ集中コースをFSP1⇒FSP2⇒FSP3⇒多次元ヒプノ
セラピスト養成コースとすべてのコースをお申込みの場合、

スペシャル認定コース割引として
16万円引き の78万円
でご参加いただけます！

2

通常価格

94万円 が



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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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）

● 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。

PLI 1：『カー・アクティベーション』

【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。
210,000円（税込）（早割4月3日（火）まで）
220,000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）》

対象：FSP3修了者

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。
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ドルフィンスターテンプル®瞑想会全国各地で開催！！■ メニュー2

【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。そして、瞑想だけではなく、ドルフィンスターテンプルミステリース
クールやコースに関するお話も聞けたり、その時に必要なチャネリングメッセージもお届けいたします。
盛りだくさんな瞑想会です！お楽しみに♪

グループヒプノ■ メニュー3

【大阪】 5月20日（日） 16：00～　　　樋口貴子　　　3,500円　　　レインボーエンジェルズ大阪店　日時 講師 会場料金

ドルフィンスターテンプルの光でシールドされた安全な空間の中、グループで行う多次元ヒプノセラピーです。安心感を
伴う深いリラクゼーションの中、あなたの魂の内側へと誘っていきます。あなたの大いなる自己（ハイヤーセルフ）やガイ
ド達に会い、必要なメッセージを受け取りましょう！

日時

料金

会場

FSP1練習会■ メニュー4

FSP1受講中の方、FSPを修了された方ならどなたでも参加できます。しばらくリーディングする機会がなかった方も、
せっかく修得したドルフィンの手法を復習してみませんか？みんなで集まって練習しましょう。

【大阪】
4月 29日（日）　16:00～ 　講師：樋口貴子
5月11日（金）　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

【東京】
4月25日（水）　14:30～　講師：MIKA
5月21日（月）　14:00～　講師：ミッシェル
↑※目黒銀座会館
6月27日（水）　14:30～　講師：MIKA
3,000円
中目黒・コスミックビジョンスペース
5月21日（月）のみ目黒銀座会館　　

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

5月7日（月） 16：00～　※遠隔参加できます。
MIKA　　　　　3,500円　　　　レインボーエンジェルズ大阪店

【大阪】 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、あなたのオーラの境界線を、虹の7色の炎で包み浄化します。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。虹色の炎は、体やチャクラの部分的なクリアリングにも活用できます。不
要なエネルギーからあなたを守り、自分自身の純粋なエネルギーを保つことをサポートしてくれるでしょう。

5月15日（火） 19：00～　※遠隔参加できます。
MIKA　　　　　3,000円　　　　中目黒・コスミックビジョンスペース

【東京】 講師：MIKAによる「真実の剣と聖杯を受け取る瞑想」

日時
講師 会場料金

ドルフィンスターテンプル・ミステリースクール創始者アモラ・クァン・イン著書より、「真実の剣を受け取る瞑想」を抽出
した瞑想会です。
真実の剣と聖杯は、神聖なる真実とつながり、護るためのシンボルです。真実の剣を受け取ると、自分が発することすべ
て、自分が受け取ることのすべての中で判断するのではなく、識別することができ、また、真実ではない、全ての幻想を
断ち切ることも可能です。真実の剣と聖杯を受け取るということは、自分自身の内なる男性性と女性性の統合でもありま
す。真実の剣と聖杯を受け取り、光そのものである神聖なる真実を受け取ってみませんか。

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

4月26日（一粒万倍日/木曜日）　1106号室
6月1日（天恩/金曜日）　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椅子の
準備が出来てありがたいです。

会場

料金

申込

日時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。

◆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

メール：kmdtf651@ybb.ne.jp まで（樋口貴子）
又はフェイスブックのイベントページにて検索可能です。

MIKA プロフィール

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

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

みなさまへのメッセージ
今自分ができることを、今の自
分のベストを尽くして実行す
ることを毎日実践しています。
自分以外の誰かになろうと
せずに、自分らしくいること
をサポートします。

★ご参加の皆様へ★●受付手続きはしません。●参加費は当日
現金にてお願いします。卓上の箱へお入れ下さい。そばに領収書
を置いてますので、必要な方はご記入してお持ち帰りください。

【東京】4月11日（月） 19:00～21:00 担当講師：Jay
【大阪】4月24日（火） 16:00～18:00 担当講師：添田さおり
【東京】5月9日（水） 19:00～21:00 担当講師：Jay
【東京】6月6日（水） 19:00～21:00 担当講師：Jay
【大阪】6月11日（月） 16:00～20:00 担当講師：添田さおり
【仙台】6月24日（日） 18:00～20:00 担当講師：Jay
3500円　※遠隔も可能です。
■東京会場：コスミックビジョンスペース
東京都目黒区上目黒2-15-6 川鍋ビル3F　　
【地図】http://dynavision.co.jp/map.htm　

■大阪会場：レインボーエンジェルズ大阪店
大阪府大阪市中央区大手前1-4-2 都住創大手前103
【地図】http://www.rainbowshop.jp/rainbowangel/
　　　 shop_int/osaka_map.html

■仙台会場：宮城県仙台市（お申込みの方へ随時お知らせ）
http://www.dstjapan.com/ 

map
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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
4月7日（土） Sasha 
4月11日（水） Jay
4月16日（月） ミッシェル
4月21日（土） MIRACLE 貴子　
4月23日（月） MIKA
4月28日（土） HIDEKO
4月30日（月・祝） 林陽子

2018年
6月2日（土） Sasha
6月6日（水） Jay
6月17日（日） MIRACE 貴子 
6月18日（月） 林陽子
6月22日（金） ミッシェル
6月27日（水） MIKA
6月30日（土） 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）

日程

時間
料金
会場

【大阪】
2018年
4月3日（火） ミラクル
4月6日（金） Jay
4月24日（火） 添田さおり
4月29日（日） 樋口貴子

2018年
5月7日（月） MIKA
5月11日（金） 添田さおり
5月18日（金） Jay
5月20日（日） 樋口貴子
5月30日（水） ミラクル 

2018年
6月8日（金） ミラクル
6月11日（月） 添田さおり
6月28日（木） Jay
6月30日（土） 樋口貴子

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
4月15日（日）
5月20日（日）
6月24日（日）

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

【仙台】
2018年
6月24日（土）　Jay

12：00～18：00
17,500円（60分）　　　　
宮城県仙台市内

日程

2018年
5月9日（水） Jay
5月15日（火） MIKA
5月18日（金） ミッシェル
5月19日（土） Sasha
5月26日（土） HIDEKO
5月27日（日） MIRACLE 貴子
5月28日（月） 林陽子
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講師：トレイシー・アッシュ

日常的に高周波数を保つ生き方をマスターする

このトレーニングは、あなたの課題と自分史の問題解決に役立ちます。あなたが洗練された、より高い周波数の輝き
を解き放つために、デトックス・プログラムであなたのエネルギーシステムを徹底的に見直します。あなたの人生と現
実のマスター性を目覚めさせる方法をお伝えします。輝きや知性を損なうような感情を変容させる方法を学び、あな
たの現実、目に見えるものに影響を与えている「思考」や「感情」を深く観察するための気づきを、どのように高める
かを学んでいきましょう。トレーニングを通して、高い周波数の視野、パワフルな引き寄せの法則、シンクロニシ
ティーやソウルグループとの共鳴を高められます。

5次元トレーニング【意識と現実の革命】■ メニュー4

日時
会場

このトレーニングでは、最も重要なスピリチャルの教えのひとつー「神聖な運命」を扱います。これは、確固とした内
的平和と心の声を聴く能力を高めるトレーニングです。雑音やチャレンジの多い現代生活において、日常的に高い周
波数を保つために、必須とも言える内容をトレイシーがお伝えしていきます。あなたの日々の生活において、効果的
なスピリチャルな実践法となるでしょう。
あなたの「神聖な運命」を知ることは健康、幸福、霊性、あなたの地域社会、そして奉仕にどんな意味を持つでしょう
か？「神聖な運命」に生きていると何が起こるでしょうか？あなたのエネルギーシステムと現実に何が起こるでしょうか？
あなたの「神聖な運命」を発見し、神聖な旅をどのように進むべき
か再定義していきましょう。トレイシーとの５Dトレーニングを通し
て、従来のプログラミングではなく、独自の運命の契約が奇跡の
入り口であるということを知ることとなるでしょう。非物質的なギ
フトと、最高の進化の可能性を活性化する、あなたの「神聖な運
命」へのイニシエーションとなるトレーニングです。

5次元トレーニング【神聖な運命】■ メニュー3

2018年6月23日（土） 11：00～17:30  　
23区内 ※詳細はHPにてご案内となります。

日時
会場

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

あの世界的ビジョナリーが再び来日！
5Dトレーニング
【神聖な運命・意識と現実の革命】

人類に革新的な変容をもたらす5Dトレーニング

■知性に欠け、地に足のついていないニューエイジや、相手にきちんとした癒しやエネルギーを与えず、覚醒を起こさ
ないヒーラーもいる中、彼女のエネルギーワークとメッセージは革新的で、私がずっと求めていた効果を与えてくれ
ました。（T・R様）

■トレイシーはいつも全力で持っている知識を伝えてくれます。充実の内容でついていくのがやっという感じでした。
盛りだくさんで大満足です！（ＡＦ様）

■本当にすばらしい加速された変容をおこして頂けました。源の愛につながれて、とてもとても感動しています。（H様）

個人セッション■ メニュー1

【東京】6月17日（日）～22日（金） 
各日 10:00～、11：00～、12:00～、13:50～、14:50～（各50分）
コズミックビジョンスペース
54,800円（通訳あり）／50,000円（通訳なし）
※日時変更の可能性あり。詳細はHPからご確認ください。

日時

会場
料金

2018年6月24日（日） 10：30～17:00 
23区内 ※詳細はHPにてご案内となります。

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。今回のイブニングセミナーでは、奇跡が現実に起こることの背後に
ある科学について探究します。どのような次元の奇跡的な変容を求めていようと、愛やキャリアの方向性において具
現化を求めていようと、あなたの目標を現実化させるために、ぜひこのイベントへ来てください。非常に実践的で効
果的な具現化ツールである5Dが、あなたの人生を変容させるでしょう！

イブニングセミナー 【5Dの奇跡】■ メニュー2

6月16日（土） 16：00～18：00
23区内
1名 5,000円　※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

トレイシーの「5次元トレーニング」は、参加者の方たちから絶大なる支
持を得て、毎回、多数のキャンセル待ちが発生する大人気イベントと
なっています。今回お届けするトレーニングでは、最も重要なスピリチャ
ルの教えのひとつー「神聖な運命」を扱います。多次元のテクノロジーを
複合的に利用し、高い振動のトレーニングで魔法や奇跡を起こす方法
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、あなた自身の現実に、
革命的な変化をもたらすでしょう。

体験者の声



激動と激変が相次ぐこの時代には、「常識」や「目に見える世界」だけでは解決できない課題がおしよせて
きます。目に見える物理的な方どうしても解決策が見つからない…といった状況でも、「潜在意識」や「集合
意識」といった「スピリチュアルな情報」にアクセスすることで、一瞬にして解決策が見出されたり、問題その
ものが解消されたりしてしまうことがあります。
「目に見えない…科学的に根拠がないものは信じられない」と言った意見もありますが、「スピリチュアリ
ティ」にまつわる研究は、世界中、あらゆる分野で進められています。WHO(世界保健機関)における「健康
の定義」には、既に「スピリチュアルな健康」を採択しようという提言を何度もなされています。また、医療、
科学、宇宙物理学の分野においても、「スピリチュアル」な領域を前提とせずには説明のつかない現象も数
多く報告されています。 もはや世界の最先端の分野では、「スピリチュアル」は絵空事ではなく、真剣な研究
対象となっています。

リアルな現実を動かす背景にある、人間心理を超越した「目に見えない力」や「生命エネルギー」をはじめ
とする、あらゆる無形のエネルギーに意識を向け大切にすることが、ますますこの時代に必要だと明らかに
なることでしょう。

すべての人に、生まれ持っての「スピリチュアルなスキル」が宿っています。スピリチュアルアントレアカデ
ミー協会では、世界で注目されるその力を引き出し、リアルな現実社会で分かち合い、活かす、スピリチュ
アルとリアルな現実を統合する「スピリアルライフ」を基盤に活躍する、スピリチュアル起業家(スピリチュア
ルアントレプレナー)の育成とプログラム開発を行っています。
当アカデミーのメンバーの活動により、個人から企業、自治体などの組織にも啓蒙活動を行い、すべての人
のスピリチュアルとリアルな現実を統合する「スピリアルライフ」をサポートすることが当協会の使命です。 

すべての人に『スピリアルライフ』を…

般社団法人スピリチュアルアントレアカデミーとは？般社団法人スピリチュアルアントレアカデミーとは？
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理事長/穴口恵子

スピリチュアル（目に見えない世界）とリアル（現実）を統合して、日々の生活
の中で実践するスピリアルライフを通し、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第一人者。

理事/北野哲正

（株）ワコール、（株）リクルートを経て、コピーライターとして独立。その後、
コーチ、コンサルタント、セラピスト、セミナー講師、整体師などの“コンサルタ
ント型ビジネス”での独立・起業・集客支援に特化した活動に主軸を移し「コン
サルタントを創り出すコンサルタント」として活躍する。

理事/加藤秀之（あさがお整骨院院長）
35年間携わっている治療の世界がスピリチュアルそのものであることに気づき、自らを
深めるべくJSEAに参加。穴口恵子から多くの学びを得て、半年間で収益倍増を体験。そ
の後、「一人治療家が、奥様起業で年収を1,000万円増やす方法」を出版し、amazon 
kindle 3部門で1位を獲得。現在は「セラピスト1,000万円増収コンサルタント」としても
活躍。HP:「あさがお整骨院」で検索

才能豊かで無限に光輝く『あなた』
という“綺羅星”、この地球上での実
現へ。2013年才能・本質開花に特
化したチャネリングで活動開始。
JSEAへ参加し、地に足のついた
クリアリング・ヒーリングやスピリ
チュアルコーチング・マーケティングなどを包括的
に学び、現在『PRISM Salon』（川崎）でセッション、
瞑想会、講座を提供中。
HP…http://metamo888.com/

理事/岸本祐子
（具現化のミューズ・スピリチュアルコーチ）

福岡市出身 英会話講師、事務職、
塾講師を経てスピリチュアルの世
界へ。JSEAの参加を機に、リアル
ライフにスピリチュアルを活かし
てラク~に3倍5倍望みの成果、売
上をあげるセッションを開発。ベス
トなタイミングを経て、現在は投資と資産運用へ移
行。自由な時間とお金をリアルに手にして、本当の
夢を100倍速で叶える手段を伝授中。

理事/和田麻美子
（投資ビジネスアドバイザー、引き寄せマーケティングコーチ)

企業における人財育成の経験とス
ピリチュアルな学びを融合したセッ
ション、セミナー、企業研修を提供。
多くの人が「スピリアルライフバラ
ンス」を実践し、周囲の人たちと共
に喜びや幸せを広げる未来を実現
することで、子供達の未来にも貢献することを目指し
ている。協会HP:http://1jsea.com/keiko/

理事/福田恵子
（セミナー・研修講師、インフィニティソウルコーチ)

人も自然の一部であることを思い
出し、本来の自分に還り自分らしく
生きることを提唱。自然と深くつな
がり、それぞれ個々の「自然回帰・
自分回帰」のサポートを得意とす
る。L森林セラピストとしてお気に
入りの「めぐみの森」へといざない、人も森も癒し
癒され、世界中の森を楽しみながら情報発信して
いる。

理事/安田恵（森林セラピスト）



おかげさまで2018年3月に一般社団法人スピリチュアルアントレアカデミー（JSEA）は3周年を迎え
ました。「すべての人にスピリアルを！」をテーマに毎年JSEAではイベントを開催しています。今年は
2月24日に「スピリチュアルアミューズメントDay」＆「ハピネスの法則」の2本柱でお送りしました。
その一部を、ここでルポさせていただきます。

イベントのテーマは「スピリチュアルアミューズメントデイ「ハピネス」A day to be happy.「あ
なたが幸せになれる日」。そのテーマを通して「遊び、学び、体験」を通して、グッとスピリチュ
アルを身近に日常に引き寄せる多種多様の出店ブースは大盛況。今回、ブースのコンテンツ
を「4つのエレメントエリア」にわけ、●「火」～精神～直感、情熱、ポジティブ、使命、自己肯定
を満たすエリア。●「地」～肉体～ボディワーク、感覚（音、動き、香り）を満たすエリア。●「風」
～知識～思考、マネー、物質（鉱石、生物、植物）を満たすエリア●「水」～情緒～感情、共同体、
愛、運気を満たすエリア。とご紹介。

セミナーフロアでは、1日を通じて『ハピネスの法則』を体
感、参加していただける映画上映、トークショー、セミナー
を実施。ありがたいことに会場は各コーナ、満員御礼。どん
どん会場はハピネスの周波数に包まれ、お客様それぞれ
の魂がキラキラ輝き、素晴らしいひとときとなりました。

人生はあなたが描いた冒険物語…だと思い出せる映画と、胎内記
憶、前世記憶を持つ、かみさまことたまメッセーンジャーのすみれ
ちゃんと穴口恵子とのトークにより、観た人に「自分の本当は？」「幸
せの源は自分」ということを、
味わっていただけたのでは
ないかと思います。スミレ
ちゃんと穴口とのトーク
ショーは、お客様の幸せの笑
いに包まれ、温かさとやさし
さで満ちていました。

本郷綜海と穴口恵子の7年ぶりの共演。すべてを受け入れる穴口と少しの違和感も見逃さ
ない本郷が、会場にいる人々の魂に迫り、見事に「本来持つ自分の本音」へと導いていま
した。「ハピネスの法則」とは、地に足をつけ、「今、何が起きているか？」と常にハートと繋
がる対話をすること。「何が起きているか？」と闇に光をあてジャッジしないことでガイダン
ス（実験）に繋がり、「闇＝幻ストーリー」であること、「ハートの本音を引き出し、ハピネス
の周波数へと変換」することができると分かったセミナーでした。抱えていた闇はハピネ
スへのギフトだったのです。
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2018 スピリアルライフフェスタ
～すべての人にスピリアルライフを！～

スピリチュアルアミューズメントDay
ハピネスの法則を体感しよう♡ ルポ

午前の部は「かみさまとのやくそく(ダイジェスト版)」上映
＆ 「すみれちゃん & 穴口恵子のトークショー」。

本郷綜海×穴口恵子の「光と闇の中に幸せが見つかる」セミナー

JS
EA
三周年

記念

この他、Ryncoさんによる音や色のマジックで「平な時間～こころにお花畑を～」と題したセミナー、グランドフィナーレは穴口
恵子＆本郷綜海＆Ryncoのオンステージが開催されました。

2018年2月24日 シダックスカルチャールーム（渋谷）

「スピリチュアルコーチ養成講座」
オリジナルスキルのご紹介

「プロフェッショナル瞑想コーチ養成講座」
オリジナルスキルのご紹介

直感コンサルティング
五感すべてを使って潜在意識にある膨大な情報、可能性、アイデアと繋がるスキル。

未来ビジョンファシリテーション
顕在意識の制限やブロックを超えた…直感コンサルティングの応用編。

瞑想コーチング
「瞑想」と「コーチング」をかけ合わせたスキル。クライアントの目的にあわせた瞑想を提供。

天命発見瞑想コーチンググループ体験 （マスター体験習得スキル）
瞑想する中で、あなたの天命と繋がり、明確にすることができる。自分自身の心の声を聞いたり、心を軽くしたり、リア
ルな行動を起こせる、天命を発見できるグループセッション体験。

サブパーソナリティーセラピー
誰の心にもあるサブパーソナリティと言われる複数の人格を探り、和解するスキル。

プロックシフティング （スピリチュアル・マーケティング講座受講生も習得）
真実ではない思い込みやパターン化してしまった負のサイクルをクリアにするスキル。

ハイヤーセルフ覚醒スキル
自分をすべて理解し、答えを見いだせる存在、「ハイヤーセルフ」と一つになれるスキル。

ポテンシャルエッセンスリーディング
クライアントの才能にフォーカスし、情報を読み取るスキル。

瞑想セミナー （アントレコース習得スキル）
大企業が取り入れる「瞑想」。ストレス・マネジメント、集中力向上に役立つなど、様々な効果がある。

♥次回はあなたもJSEAのメンバーとして参加しませんか？　2018年・第2期生募集が始まります→　

『一般社団法人　スピリチュアルアントレアカデミー協会』認定資格発行
スピリチュアルコーチ養成講座

スピリチュアルとマーケティングのスキルを同
時に身に付け、周りも自分も“幸せな成功”に導
きながら、世界の聖地・パワースポットを旅する
“スピリチュアルコーチ”として自由で豊かなラ
イフスタイルをあなたも実現してみませんか？

2018年・第２期生募集開始予定
詳しくは、コチラのページからメールアドレスをご登録
ください。最優先でご案内をお届けします！

http://1jsea.com/
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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。

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）

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。

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

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。

もし、あなたが現在・・・
□ 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

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。

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

毎日の習慣が毎瞬を幸せにする♥

書く 祈る

お告げ 瞑想

ワーク セミナー

ヒーリング

お客様の声
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Channeling by Keiko Anaguchi

ダイナビジョンのコンシェルジュが厳選した、4月・5月・6月にぴったりの
レインボーエンジェルズクリスタルカードとサポートアイテムをご紹介します！

《石の名前》 
クォンタムクアトロシリカ
《メッセージ》
幸せの循環

「誘導瞑想CD Rainbow Angel 
Therapy & Healing （穴口恵子）」

「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

レインボーエンジェル（虹の天使）たちと
仲良くなり、ヒーリングとメッセージを受
け取る誘導瞑想です。あなたは今そのま
ま、ありのままで、愛と調和に満ち溢れた
光の存在であることを思い出しましょう。

April

「どんな時でも、自分独自の幸せの周波数の中で『自由自在』に、自分のありの
ままを感じること」を優先して…と、2018年の4月は教えてくれています。
今まで誰かの影になっていたり、自分を呪縛していたり、していたことから解き
放たれて、魂が望んだ通りに毎日を送りましょう。さらに、軽やかで幸せな気分
を自分にも周りにも与えていきましょう。

サポートカラー ： フューシャピンク、レモンイエロー、パステルラベンダー
応援にくる高次元の存在 ： 
お釈迦様、観音様、天宇受賣命、猿田彦之命

4月

自由自在に
幸せを循環する！

「あなたの魂は愛に満たされ、さらに自分が何者であるかを深めていくタイミ
ング」が来ています。自分軸を育てながら、揺るぎない自己信頼を感じている
あなたに出逢いましょう。あなたが自分の『魂の愛』を表現するとしたら、どん
な出来事をあなたが引き寄せるか？　あなたが望んでいることを自由に「言
葉と行動」で表現してあげましょう。

サポートカラー ： オレンジ、ゴールド、ロイヤルブルー、エメラルドグリーン
応援にくる高次元の存在 ： 
女神ヴィーナス、女神ダーナ、女神イシス、ホルス神

5月

自己愛で包まれて
自己実現をする！

May

夏至に向けて、あなたが益々軽やかになっていくタイミングです。あなたの中
にある制限から自由になって、「次元上昇のボルテックス」を自らが創造する力
を持っていることに気づきましょう。自分や周りも巻き込んで、この上ない至福
の中に過ごすあなたを発見してみましょう。気づいたら、あなたは次元上昇す
る波に乗っていることに気づくでしょう。

サポートカラー ： マジェンダ、シルバー、レインボー、ダイアモンドライト
応援にくる高次元の存在 ： 
天照大神、瀬織津姫、レムリアの最高神官アダマ、レムリアの最高女神官ラ・ムー

6月

次元上昇の
波を起こす！

June

サポートアイテム

4月にぴったりの
カードは・・・

《石の名前》 
スペサーティンガーネット
《メッセージ》
無限の創造力

「私は、人生を自由に創造します！」
神聖な自己を目覚めさせるためのアファメーション

6月にぴったりの
カードは・・・

《石の名前》 
サチャロカローズアゼツライト
《メッセージ》
愛に包まれる

「サチャロカローズアゼツライト」

「私は、どんな時も護られています」

神聖な自己を目覚めさせるためのアファメーション

とても平和的で愛に満ちた波動を持
ちながらも、パワフルで非常に強い
エネルギーを備えています。マインド
を活性化させるサチャロカイエロー
アゼツライトと共に使用すると、相乗
効果で波動の上昇が起こります。

「マジックマーメイドドロップ
パワー・オブ・フラワー・ヒーリング」

本当の自分を表
現し、創造力を高
め、内なる天才性
と魔法の扉を開く
エッセンスです。
お子さんにもお
すすめです！

サポートアイテム

サポートアイテム

5月にぴったりの
カードは・・・

レインボーエンジェルズクリスタルカードは、あなたがいつでもレインボーエン
ジェルと繋がってサポートを得られるよう、クリスタルの光を降ろして生み出さ
れた魔法のカードです。44個のクリスタルが放つ輝きは、あなたが本当の自分
を思い出せるよう、ベストなメッセージを届けてくれるでしょう。
レインボーエンジェルズ店頭またはオンラインショップにて好評発売中！

Rainbow Angels Crystal Card

価格：4,104円（税込） 全44枚

ご購入・お問い合わせはこちらから▶ http://www.rainbowangels.jp/

～クリスタルから放たれる虹の光は、あなたそのものの輝き～

オンラインショップ
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Information インフォメーション

【セミナー・セッションのお申し込み・お問い合わせ】
株式会社ダイナビジョン　
http://www.dynavision.co.jp/ 
E-mail：cs@dynavision.co.jp
TEL:03-3791-8466（平日11:00～18:00）／FAX:03-3791-8486

セッション・ワークショップのお申し込み、お振込み
【お申し込み】弊社ホームページ、またはお電話にてお申込みください。
　　　　　　（お電話でのお申し込みの場合、お支払方法は銀行振込みのみとなります）
【お振込み】お申し込みいただいてから7日以内にお振込をお願いします。

７日以内にお振込がなかった場合にも、自動的にキャンセルにはなっておりませんので、キャンセルご希望の場
合には、その旨をメールやＦＡＸにて、必ずご連絡下さい。

※開催日が７日を切っているものに関しては、お席確保の都合上、急ぎお振込みいただいた上、メールにてご一報下さい。
※お振込の際には、注文完了時にお手元に届く『注文番号』を振込名義の後ろにお書き添え下さい。
　　　　　　　　　　例)　メグロハナコ　2012040101234
【お振込先】 ジャパンネット銀行　本店営業部　普通　2369817　カ）ダイナビジョン
※全てのワークショップ・セミナーについてはチケットはございません。当日、受付にてお名前をお伺いします。

【キャンセル規定】 http://dynavision.co.jp/cancel
■キャンセルによる返金対応
　＜セミナー、ワークショップ、イベント、個人セッション＞
　原則としてご注文後はキャンセル料100%となります。ただし、他人への譲渡は可能です。
　＜海外リトリート＞
　ご注文後からキャンセル料が発生します。
　注文後～開催3週間前まで（21日）▶30%　20日前～開催前日まで▶50%　開催当日▶100%
　ただし、他人への譲渡は可能です。
　＜長期コース＞
　キャンセル理由の如何に関わらず、開催3週間前から（21日）キャンセル料が発生します。
　開催3週間前（21日）～1週間前（7日）▶20%　開催6日前～前日▶50%　当日キャンセル▶100%
　ただし、他人への譲渡は可能です。
　※イベントによっては、独自のキャンセル規定がある場合がございます。お申込みの際に、必ずご確認の程、よろしくお願い致します。

お申込み・ご入金・キャンセル規定につきまして

※コスミック・ビジョン・スペース（ワークショップ会場）は3Fになります。

グローバルスピリチュアルオーガナイゼーション
あなたの無限の可能性の扉を開く

株式会社ダイナビジョン
ワークショップ・個人セッション
TEL：03-3791-8466
FAX：03-3791-8486
受付/11:00～18:00（月～金）
E-mail : cs@dynavision.co.jp

【オフィス】
〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-15-6 川鍋ビル5F

【Rainbow Angels】〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-25-10　TEL：03-3791-8465
【Rainbow Angels 大阪店】〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前1-4-2 都住創大手前103　TEL：06-6943-8458

SCの部屋
スピリアル・コンシ

ェルジュ

渡辺彩美…レインボーエンジェルズ副店長。ＯＬ時代に体調を崩し、一旦全てを手放すことに。その後、1冊
の引き寄せの本に出会い、たくさんの引き寄せを経験したことをきっかけにスピリチュアルの世界に導かれ、
ダイナビジョンに入社。日々、自分の体験を通して『スピリアル』を提供。好きなことは、旅行・アクセサリー作
り・食べること・ネコ。

このSCの部屋では、毎号ダイナビジョンで活躍するスピリアル・
コンシェルジュにインタビューをしていきます。今回はダイナビ
ジョンのショップ、レインボーエンジェルズの副店長・渡辺彩美
さんです。

OLとして忙しく働いていたある日、突如、体調を壊し、会
社に行けなくなったんです。無意識にがまんを重ねてい
たせいか…パッと一瞬で強制終了。その日を境に私は、
仕事を筆頭に、一人暮らしをしていた家など、すべてを手
放してリセットしました。しばらくゆっくりと過ごすうちに、
何とか動けるようになって図書館に通い始めました。そこ
で出会ったのが、スピリチュアルという世界。その中でも、
「引き寄せの法則」にピンと来て、行きたかった劇団のチ
ケットが取れたり、家でもできる内職を得られたりと、成
果を体感できるようになっていました。

「引き寄せの法則」からスピリチュアルのとりこになった
私は、「スピリチュアルの世界で働きたい」という望みが
芽生えました。そこで、就きたい仕事の条件を箇条書き
し、さらに、「スピリチュアル」「求人」とネット検索しまし
た。検索ボタンを押した途端、目に入ってきたのが、「ダイ
ナビジョン」でした。ですが、残念ながら求人はナシ。でも
なぜか、気になって次の日から、ダイナビジョンのサイト
をチェックすることにしました。なんと2日目に求人が出た
んです。その後、面接で初めてレインボーエンジェルズに
行き、すんなり採用！　箇条書きした条件とまるっきり一
緒の仕事内容で、さらにビックリしました。

レインボーエンジェルズに勤務して、現在、二年弱。毎日、
ウキウキと出勤でき、ノンストレスの日々が続いています。
レインボーエンジェルズは宝箱！　「引き寄せのパワー」

スピリチュアルの世界で働きたい～♬

を強化してくれるアイテムにあふれています。務めて最初
に手に入れたジュエリーは「アシュタールジュエリー」。大
人気な上、その頃の私には高価で手が出ませんでした。
どうしても欲しくて、不要なものを斬ってくれる大天使ミカ
エルに「私のお金のブロックを斬ってください。その証拠
にアシュタールジュエリーを買えるお金をください」とア
ファメーションしました。なんと、その後、直感的に１枚だ
け買ってみた宝くじが当たり、手に入ったのです。また今
回来日する「ケイトキングジュエリー」では、魂の望みを叶
えました。それは愛、パートナーシップ。まず、ケイトオリジ
ナルの「自己愛＝自己承認」できる石のネックレスにより、
なかなか認められなかった自分自身にYESを出せるよう
に進化しました。自分を認められるようになるとパート
ナーが欲しくなり、ケイトのピンクサファイヤのピアスを
身につけ誘われた会食に行き、今のパートナーに出会え
ました。「理想のパートナーの条件15」のうち13がピタリ
と合う人でした。レインボーエンジェルズには、「それぞれ
の魂の望みを叶えるアイテム」がいっぱいですよ！

レインボーエンジェルズとは、ただならぬご縁を感じてい
ます。なぜなら私の名前「彩美」は、「七色の虹の才能を美
しく輝かせて！」という、両親の願いが込められているから
です。レインボーエンジェルズには、穴口恵子が交信して
やってきた、七色の才能を開花させるレインボーエンジェ
ルズが宿っています。来店した皆様が言いますが、レイン
ボーエンジェルズは「引き寄せの聖地」です！　あなたの
引き寄せたい望み、引き寄せた出来事、などを、どんどん
彩美に話しにいらしてくださいね。自分自身を「引き寄せ
の磁石」に設定できるのがレインボーエンジェルズなん
です♥。どんどん、一緒に幸せになっちゃいましょう♬。

さらに、レインボーエンジェルズの
魔法のアイテムで愛もゲット！

ようこそ！　引き寄せのボルテックスへ♬　
一緒に幸せになりましょう♥

あやみさん★

何もできなくなったら、
「引き寄せ」と出会えた…

このSCの部屋では、毎号ダイナビジョン
で活躍するスピリアル・コンシェルジュに
インタビューをしていきます。
今回はダイナビジョンのショップ、レイン
ボーエンジェルズの副店長・渡辺彩美さん
です。
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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 2018.4-6 新月 満月

【フェア】アシュタールフェア[大]

【フェア】ツーソンクリスタルフェア[WEB]【フェア】アシュタールフェア[大]

【フェア】ツーソンクリスタルフェア[WEB]【フェア】アシュタールフェア[大]

【PS】Sasha[東]【フェア】ツーソンクリスタルフェア[WEB]

【フェア】アシュタールフェア[大]

【フェア】ツーソンクリスタルフェア[WEB]【フェア】アシュタールフェア[大]

【フェア】ツーソンクリスタルフェア[WEB]

【フェア】ツーソンクリスタルフェア[WEB]

【PS】Jay[東]【WS】DST瞑想会【フェア】ツーソンクリスタルフェア[WEB]

【フェア】ツーソンクリスタルフェア[WEB]【フェア】アシュタールフェア[福]

【フェア】ツーソンクリスタルフェア[WEB]【フェア】アシュタールフェア[福]

【認定】FSP1[国際認定ヒーラー取得・東]【認定】PLI2[東]

【フェア】ツーソンクリスタルフェア[WEB]【フェア】アシュタールフェア[福]

【認定】FSP1[国際認定ヒーラー取得・東]【認定】PLI2[東]

【フェア】ツーソンクリスタルフェア[WEB]【フェア】アシュタールフェア[福]

【PS】ミッシェル[東]

【認定】レインボーエンジェルセラピー[東]

【認定】レインボーエンジェルセラピー[東]

【認定】DBR[東]【PS】ミラクル貴子[東]【フェア】アシュタールフェア[東]

【認定】DBR[東]【フェア】アシュタールフェア[東]

【PS】MIKA[東]【フェア】アシュタールフェア[東]

【フェア】アシュタールフェア[東]

【WS】FSP練習会[東]【フェア】アシュタールフェア[東]

【認定】PLI2[東]【PS】HIDEKO[東]

【認定】PLI2[東]

【PS】林陽子[東]

【認定】PLI1[大]

【認定】PLI1[大]

【認定】PLI1[大]【認定】FSP1[国際認定ヒーラー取得・東]

【認定】PLI1[大]【認定】FSP1[国際認定ヒーラー取得・東]

【WS】テーマ瞑想会・MIKA[大]

【PS】Jay[東]【WS】DST瞑想会[東]

【認定】DBR[東]

【認定】DBR[東]

【PS】MIKA[東]【WS】テーマ瞑想会・MIKA[東]

【PS】ミッシェル[東]

【認定】PLI1[東]

【認定】PLI1[東]

【WS】FSP練習会[東]

【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]【フェア】ケイトキングフェア[東]

【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]【PS】HIDEKO[東]

【フェア】ケイトキングフェア[東]

【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]【PS】MIRACLE貴子[東]

【フェア】ケイトキングフェア[東]

【PS】林陽子[東]【フェア】ケイトキングフェア[東]

【フェア】ケイトキングフェア[東]

【フェア】ケイトキングフェア[大]

【認定】PLI1[東]【PS】Sasha[東]【フェア】ケイトキングフェア[大]

【認定】PLI1[東]【フェア】ケイトキングフェア[大]

【フェア】ケイトキングフェア[大]

【PS】Jay[東]【WS】DST瞑想会[東]

【認定】DBR[東]

【認定】DBR[東]

【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]

【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]

【認定】FSP2[国際認定ヒーラー取得・東]【PS】MIRACLE貴子[東]

【認定】FSP1[シャスタ]（6/24まで）【PS】林陽子[東]

【PS】ミッシェル[東]

【PS】Jay[仙]【WS】DST瞑想会[仙]

【PS】MIKA[東]【WS】FSP練習会[東]

【認定】PLI1[大]【PS】HIDEKO[東]

【認定】PLI1[大]

5  May

6  June

あなたの無限の可能性の扉を開くスピリチュアル・フリーマガジン

コスミック・ビジョン・クエスト vol.73

あなたは心の底から

「いま、幸せです」
と言えますか？


