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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 2018.7-9 新月 満月

【PS】MIKA[大]

【PS】ドゥーガル[東]【PS】添田さおり[大]

【PS】ドゥーガル[東]

【メ】ドゥーガル[東]

【メ】ドゥーガル[東]

【メ】ドゥーガル[東]【WS】ディバイン・ライトワーカー講座[大]

【PS】ミラクル[大]【オ】ガネーシャカードオンラインコース[WEB]

【WS】マラージュハッピージュエリーメイキング[東]

【オ】ガネーシャカードオンラインコース[WEB]

【リ】ドゥーガル[沖]【オ】ガネーシャカードオンラインコース[WEB]

【リ】ドゥーガル[沖]【オ】ガネーシャカードオンラインコース[WEB]

【PS】ドゥーガル[沖]【オ】ガネーシャカードオンラインコース[WEB]

【PS】ドゥーガル[沖]【オ】ガネーシャカードオンラインコース[WEB]

【オ】ガネーシャカードオンラインコース[WEB]

【PS】ドゥーガル[東]【オ】ガネーシャカードオンラインコース[WEB]

【PS】ドゥーガル[東]【PS】JAY[大]

【オ】ガネーシャカードオンラインコース[WEB]

【WS】マラージュ ハッピージュエリーメイキングワークショップ[大]

【WS】ドゥーガル[東]【オ】ガネーシャカードオンラインコース[WEB]

【GS】ドゥーガル[東]【フェア】いやしスタジアム[大]

【オ】ガネーシャカードオンラインコース[WEB]

【PS】ミッシェル[大]

【PS】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]

【PS】ドゥーガル[東]

【イ】宇宙EXPO[東]

【PS】JAY[大]【旅】シャスタシークレットリトリート

【旅】シャスタシークレットリトリート

【PS】樋口貴子[大]【旅】シャスタシークレットリトリート

【旅】シャスタシークレットリトリート

【旅】シャスタシークレットリトリート

【認定】PL1[大]【旅】シャスタシークレットリトリート

【認定】PL1[大]【旅】シャスタシークレットリトリート

【旅】ハワイスペシャルリトリート

【認定】PL1[大]【旅】シャスタシークレットリトリート

【旅】ハワイスペシャルリトリート

【旅】ハワイスペシャルリトリート

【旅】ハワイスペシャルリトリート

【旅】ハワイスペシャルリトリート

【旅】ハワイスペシャルリトリート

【旅】ハワイスペシャルリトリート

【旅】ハワイスペシャルリトリート

【WS】スピリアル美人塾①[大]

【PS】添田さおり[大]

【PS】ミラクル[大]

【PS】添田さおり[大]

【PS】JAY[大]

【イ】スザンナ[東]

【GS】スザンナ[東]

【PS】スザンナ[東]

【PS】スザンナ[東]【PS】ミラクル[大]

【リ】【遠】スザンナ[富]

【リ】スザンナ[富]【WS】スピリアル美人塾②[大]

【リ】【遠】スザンナ[富]

【PS】スザンナ[東]

【PS】スザンナ[東]

【認】スザンナ[東]【WS】クリスタルボウル特別瞑想会[大]

【認】スザンナ[東]【PS】樋口貴子[大]

8  August

9  September

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.74

Angela Hartfield
Comes back

アンジーがかえってくる
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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2018年6月20日現在の情報です。事情によ
り変更になる場合がありますので、ホームページやお電話でご確認ください。
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39Information

アンジェラ・ハートフィールド特集 6

ドゥーガル・フレイザー 10

40スケジュール・カレンダー

スザンナ・ソフィア・ハート 12

DST：ドルフィンスターテンプル®

穴口恵子
アセンションライトワーカーの家族の皆様へ 3

マラージュ
ハッピージュエリーメイキングワークショップ 15

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」 28

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 29 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。

「こんなにも激変した半年はないのでは？」
2018年も半年が立って振り返ると、そんな目まぐるしい
変化を体験した方々が多いようですが、あなたやあなた
の周りの人たちは
～どのような変化を体験してきましたか？～

7月からは、どんな変化も受け入れて、愛を持って自分
軸で世界を広げていくようなチャンスが訪れています。
これからの3ヶ月を決めるのは、

あなたがどこまで、あなた自身が神聖な存在であると
自覚しているか？
あなたが創造主として、絶対信頼をあなたにおくことが
できているか？
あなたがやってきた変化と共に、自由になれるタイミング
がやってきている　と気づけるか？　
自由なあなたは何をもって、あなたであるか？　

というあなたの神格が表現される時期がきています。
これからの3ヶ月は「あなたの神格」を表に表現すること
に意識を向けてみましょう。そのために、あなたが出来
ることがあります。

この質問に答えながら、3ヶ月を送ってみましょう。

1） 私という神が、何に貢献しているか？
2） 私という神が完全信頼をして、どこに向かうか？
3） 私という神は、誰と共にいることが大事なのか？

この3つの質問に答えながら、あなたの神格を周りに表現
していきましょう。

アセンションライトワーカーの家族の皆様へ

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



4    Cosmic Vision Quest

『わたしの守護天使とつながる』
～あなた以上にあなたを知る守護天使がいる～

今回の特集ページに登場するのは、一流のエンジェル・チャネラーとして世界
各国にファンを持つ、アンジーことアンジェラ・ハートフィールド（P6〜7）。

アンジーはすべての人に「あなた以上にあなたを知る守護天使がいる」と言います。

わたしたちはそんな守護天使の存在を知らずに過ごしてきたのではないでしょうか。
いつもそばにいる、わたしたちの守護天使に息吹を注げるのはわたしたち自身
です。守護天使たちを…思い出すことで、意識することで、天使たちとつなが
れるのです。

①「おはよう」と一日のはじまりに守護天使にあいさつをしましょう。
②あなたの守護天使は何人いる？　その天使たちに抱きしめられているイメージをしましょう。
③守護天使とつながったと実感した後→守護天使たちがあなたに授けた天使の羽が、
　 あなたの背中でイキイキと羽ばたいているイメージをしましょう。
＊今日もあなたは天使に守られています。イキイキ元気に天使と一緒に「いってらっしゃい」。

Cosmic Vision Quest   5

＜守護天使が喜ぶ毎日の習慣＞
あなたの守護天使は、あなたとつながることで喜びます♡。

＜朝＞

①「ありがとう」と一日の終わりに守護天使に感謝をしましょう。
②ベッドに入る時、イキイキと羽ばたいていた羽を静かに閉じるイメージをしましょう。
③ベッドに寝て全身にいきわたるように呼吸をして、「おやすみなさい」と夜のあいさつを。
＊一日の終わりにきちんと守護天使に感謝とあいさつを。寝ている間も守護天使たちは、
あなたにエネルギーを送ってくれていますよ♡。

＜夜＞

大きな深呼吸とともにリ
ラックスしましょう。そして、
六芒星のマークに指を置き、
あなたの守護天使とつな
がっているイメージをして、
次のことをしてみてください。

DUの今月のテーマ
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生まれながらにして天使とつながる能力を持ち、その人その人とつながる守護天使との純
粋な伝達役になれるからです。つまり千差万別の個が抱える多用な状況に、その人の守護
天使とつながることで対応できるのです。人生に起こること、使命やチャンスについて、守
護天使が知っている、あなただけのオートクチュールなメッセージを伝えてくれます。

ひとりひとりの能力に対応する長けたティーチング能力を持つ元プロ教師であり、深い絆
で結ばれたパートナーと子供たちとの家族関係を築いてきた背景を持つアンジー。みん
なを大らかに包み込む教師や母親としての一面や優しくい親しみやすい人柄は、会う人、
会う人を安堵へと導き、多くの人々を魅了していきます。

♡なぜ、アンジーに人々は魅了されるの？

実は2015年にガンをわずらい、それ以降約3年
間、日本を訪れていないアンジー。
現在はガンを克服し、復活しています。その際、
協力にサポートしてくれた存在、それが「ガネー
シャ」でした。

「ガネーシャは一見すると困難に見える現状
でも、私が私らしくいられるように、私の中
にある本質の力につながれるようにサポー
トしてくれます」
とアンジーは言います。

「今がある」のはガネーシャのおかげと、そのパ
ワーを自ら体感したアンジーと「たくさんの人
がガネーシャとつながり、喜びと繁栄とともに、
毎日が過ごせるように」と願い作成したコース
が「ガネーシャオンラインコース」です。

どこにいてもアンジーと学べる、アンジー初のオンラインコース「ガネーシャカード・オン
ラインコース」。あなた本来の力を引き出し、あなたらしい夢や望みがみるみる叶う！　
具現化のスピードが加速する約3ヶ月のコースです。

ガネーシャ とは
アンジーをサポートしたガネーシャとは、美しい象の頭を持つイ
ンドの人々に広く信仰されているヒンドゥー教の神の一柱。
障害を取り除き、成功や商売繁盛をもたらしてくれる幸運な神、
智慧を司る学問の神、文化や芸術を司る技芸の神、病苦からの解
放をもたらす医術の神など、様々な事象を司る万能の神であると
言われています。

アンジェラ・ハートフィールド
特 集

アンジェラ・ハートフィールド
特 集

生まれながらにして天使とつながる能力を持つ生まれながらにして天使とつながる能力を持つ

現在も大人気のエンジェルカードを世に広めたドリーン・
バーチュの右腕としても活躍し、25年以上の一流のエン
ジェル・チャネラーとして世界各国にファンを持つ、アン
ジーことアンジェラ・ハートフィールド。もちろん、日本にも
アンジーファンが大勢います♡。

①アンジーはあなたの守護天使とツーカー！　

②アンジーはやさしさで包んでくれる存在

「こんな男性と結婚し、最初は男の子が生まれる」
40歳目前にし、結婚や出会いをあきらめていた女性は、このアンジーから得たメッセージに号
泣。数年後、言われた通りの人と出会い、本当に男児を出産しました。

「なんでもお見通し！？」
初対面の相手なのに、家の間取りや家族構成、親子の不仲であることなど、次々に言い当
て、「そうそう」と皆を驚愕させるアンジー。もちろん、そんな情報を事前に知るすべはありませ
ん。ただただ純粋に、その人のつながっている守護天使や高次の存在の伝達役に徹するアン
ジーの能力に圧巻。自分以上に自分を知っている高次の存在たちとあなたを、アンジーはつな
いでくれるのです。

♡今が見える・未来が見える・アンジー体験談♡

初のオンラインコース初のオンラインコース
アンジーを救った「ガネーシャ」とあなたを結ぶ

Online Course

♡詳細は次のページで▶
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ガネーシャは、ヒンズー教の神殿に祭られている象の頭を持った神であり、ヒンズー教の
神の中で最も人気があり、愛されている神として知られています。
ガネーシャと調和することで、あなた個人のエネルギー波動と意識は高まり、深いレベル
から宇宙の創造力との繋がりが強化されます。つまり具現化が加速していくのです。約3
か月かけて、アンジェラがあなたとガネーシャの橋渡しのサポートとなります！

◆ガネーシャとは？

ガネーシャカード
オンラインコース

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。

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！

ガネーシャと繋がって、
成功と喜びを手に入れる！

アンジェラハートフィールド 初 のオンラインコース

～ ～

25年以上のキャリアをもつ、一流エンジェルチャネラーであり、オラクルカード
「ウィスパー・オブ・ガネーシャ」の作者、アンジェラハートフィールドが、ガネーシャ
と繋がり、カードリーディング等のワークを通して、あなたの夢や望みを現実化
し、成功と喜びを手に入れるためのオンラインコースが登場します！
「ウィスパー・オブ・ガネーシャ」の日本語版も同時発売予定！！

コースの内容［各約15分］
1. ガネーシャと繋がる瞑想
2. ガネーシャのディープヒーリング
3. 夢日記のワーク
4. 基礎的なカードリーディングの仕方
5. 目的別カードリーディングの仕方～人間関係の悩み編～
6. 目的別カードリーディングの仕方～お金＆仕事編～
7. 目的別カードリーディングの仕方～健康＆美容編～
8. ガネーシャと繋がる祭壇の作り方
※上記の内容を約3か月かけて配信していきます。

こんな方にオススメ！

□ 叶えたい夢や達成したい目標がある方
□ 自分の人生における障害を取り去りたい方
□ もっとスムーズに物事を進めていきたい方
□ ガネーシャと繋がりたい方
□ 自分の人生の主人公として生きていきたい方
□ 自分自身の力を取り戻したい方

8月2日（木）～12日（日）
10日間限定で受付！
参加費：54,800円



TOPサイキック・ドゥーガル・フレイザー来日！
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2018年7月28日（土）　　　　　早割48,800円／通常68,800円（税込・通訳込み）
午前：皇居のパワースポット　午後：皇居付近のセミナールーム

日程
会場

料金

【沖縄】2018年7月21日～22日（土日）　　　　　早割68,800円／通常88,800円（税込・通訳込み）
沖縄県本島南部のパワースポット

日程
会場

料金

「リメンバー＆アウェイクン・ロイヤリティ・ウィシン」1日ワーク in 皇居

舞台は、日本の中心である「皇居」。豊かな自然と、泰平の世を築いた徳川家ゆかりの
建造物、皇族の神聖なる高貴な波動がひろがる最強のパワースポットです。陰陽道や
風水をもとに築かれた皇居のパワースポットには、富士山からの大きな龍脈が流れ、
格別なエネルギーが満ちていると言われています。ドゥーガルとPICOさんのガイドで
皇居をめぐり、神宿る国・日本の象徴的なエネルギーに触れるまたとない機会。日本人である私たち1人ひとりの中に宿
る神聖さを思い出し、内なる「高貴な神」を目覚めさせていきましょう。2人と一緒に皇居内で楽しむランチタイム「江戸
行楽重」を、午後の室内ワークでは2人からロイヤリティを活性化させる特別ワークもご提供！
あなたの内側にある本来の高貴さや神意識を目覚めさせる、特別な1日となるでしょう！

東京＆初上陸の沖縄の
パワースポットを巡る
特別ワークショップ開催！

【先着33名】大人気ブロガーPICOさんとの初コラボ実現！内なる「高貴な神」を目覚めさせる！

全米トップ・サイキックのドゥーガルと、月間アクセス数40万PVを超える
大人気ブロガーPICOさんとの特別コラボワークが実現！

聖なる力に触れる2日間リトリート in 沖縄

ドゥーガルが導く2日間のリトリートでは、琉球開祖のアマミキヨゆかりの聖地を訪れ、豊かな
自然の中で瞑想やビジュアライゼーションに取り組みます。古来より平和の祈りと感謝が捧
げられ、レムリアのエネルギーが色濃く残る沖縄の聖地で、愛と統合の意識があなたにもた
らされるでしょう。類まれなるサイキック能力の持ち主であるドゥーガルが、聖地に宿るパ
ワーや宇宙からのメッセージを伝えながら、光りのワークであなたの変容をサポートします。琉球はまた、竜宮（りゅうぐ
う）、龍の島ともいわれるほど多くの龍神の守護する土地。龍神と縁の深い方、自分自身の内なる神意識や宇宙意識と
の繋がりを深めたい方にも、おすすめです。

【沖縄・初開催】神の降り立った場所、琉球伝説の聖地をドゥーガルと巡る！！

神宿る島・沖縄は、内なるパワーを取り戻し、本来の自分に目覚める場所。

【東京】2018年7月12日（木）、13日（金）、26日（木）、27日（金）、31日（火）～8月4日（土）
【沖縄】2018年7月23日（月）、24日（火）　各45分 
62,000円（税込・通訳込み）／（通訳なしの場合4800円引き）
【東京】コズミックビジョンスペース　【沖縄】那覇市周辺

日程

会場
料金

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。

【東京＆沖縄】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》！

【東京】2018年7月29日（日）　11:00～13:30／16:00～18:30　各回15名まで
32,800円（税込・通訳込み）　　　　　　コズミックビジョンスペース

日程
会場料金

サイキック・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

LA在住。生まれながらのサイキックで若干２０歳のときにベスト・サイキックTOP100に選ばれ、アメリカの
人気TV番組に多数出演してきました。初の自著も瞬く間にベストセラーに。オープンで親しみやすい人柄と、
鋭い透視能力は共演する大物セレブや視聴者をつぎつぎ魅了。新しい時代の生き方をこれまでの癒し系リー
ダーとは一味違う、ユーモア溢れる新たな角度から教えてくれ多くの人々を魅了しています。

ドゥーガル・フレイザー Dougall Fraser

すべての来日イベントの詳細・お申し込みはHPから＞＞

※日程等、上記内容には変更が生じる可能性がございます。

http: //dougallfraser.dynavision.co.jp/



秋分の日にスザンナ・ソフィア・ハート来日！
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【東京】2018年9月18日（火）～22日（土）、26日（水）～28日（金）　各60分
【大阪】2018年10月2日（火）～7日（土）　各60分
39,800円（税込・通訳込み）（通訳なしの場合4,800円引き）
【東京】コズミックビジョンスペース　【大阪】レインボーエンジェルズ大阪店

日程

料金
会場

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

植物界のディーバたちから
恩恵を受け取る
アロマとクリスタル・グリッドの錬金術！

【東京＆大阪】

【大阪】2018年10月8日（日） 10:00～18:00 
早割38,000円／通常48,000円（税込・通訳込み）　　　　　天満橋周辺

日程
会場料金

神聖なる女性性をエンパワーメントする１日ワークショップ

パワフルなスザンナ特性オイルを用い、ワークを通して神聖なる女性性を高める方法、子宮を癒やす巫女ワーク、体の
繊細さや気づきを高めるワークをスザンナがお伝えします。

【大阪限定】

シャーマニックな叡智と巫女ワークで、あなたの女性性を完全開花！

【東　京】2017年9月29日～30日（土日）
代官山サロンウエスト

日程
会場

【全国から参加可能！】

秋分の日にスザンナと行く！ 富士山2DAYSリトリート

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

スザンナと聖地を巡り、富士山のふもとでパワフルなワークを受け取ります

純粋な成分が脳を刺激し、子宮にたまった先祖代々のカルマを癒し、高次元意識が目覚め、あなたが今ここに目覚めた
意識で存在することをうながします。血液をとおして全細胞が活性化され肉体レベルからあなたのアセンションとグラ
ウンディングをサポートするでしょう。

アロマを学ぶことはアセンションへと繋がります。

秋分・満月・新月の日に送る聖地遠隔セッション

スザンナが秋分の日と満月・新月の日にパワフルな聖地を巡り、訪れるすべての聖地で参加
者のハイヤーセルフと繋がり、必要なワークを行う遠隔セッションです。
コノハナサクヤヒメ、富士山にゆかりの高次の存在とスザンナが富士山の聖地で繋がり、セ
レモニーを行いながら、あなたの無限の扉を開くエネルギーをお届けします！

富士山と月のパワーと繋がり、宇宙のサポートを受け取る！

ディバイン・フェミニン・オイル＆クリスタルグリッド ３日間認定コース

このコースでは、植物界のディーバたちと繋がりながらあなたの聖なる女性性と男性性を統合
し、内側から溢れ出る美しさと、ゆるぎない自己信頼へつながるアロマの錬金術をスザンナから
学びます。高潔性と気品を持って自分自身の女神性を開くアロマとクリスタルグリッドの作り方
を習得していきましょう。具体的には、子宮を輝かせるオイル、愛を引き寄せるオイル、インナー
ビューティーのオイルといった、あなたの内なる女神性に光を与えるオイルを作成していきます。
オイルやクリスタルを使って日常的にセルフワークする方法や、植物界のディーバたちからのメッセージを受け取る方
法、インナービューティーを開き自己信頼を高めていくワーク、他者へセッションするスキルを手に入れていきましょう。

2018年9月23日（日）～24日（月）
早割58,000円／通常77,000円（税込・通訳込み）　　　　　　富士山の聖地巡り＆室内ワーク

日程
会場料金

2018年9月23日（日・秋分）、25日（火・満月）、10月9日（火）　10:33～11：33 　
1ヶ所10,800円（税込・通訳込み）／3ヶ所セット29,800円　　　　　　
ご自宅などお好きな場所で

日程

会場
料金

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

スザンナ・ソフィア・ハート Susanna Sophia Hart

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

こちらのコースはスザンナ特製【オイル＆クリスタルキット付き】です。

※すべての日程、内容等には変更が生じる可能性がございます。HPでの詳細発表をどうぞお楽しみに！

アロマとクリスタルグリッドの高周波数であなたの子宮を癒し本来の女神性を開く！
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Kate King Jewelry

あなたは人生に、満足していますか？
私たちも含め、宇宙のすべては振動していること
が、量子物理学によって明らかにされています。
そして、同じ振動をもつ人、仕事、お金、家族関係、
パートナーシップなど、自分自身の振動が現実に
反映されています。

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

2018年9月、ジュエリーフェア開催予定！
詳細が決まり次第HPやメールマガジン等でお知らせいたします。

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

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

～創始者ケイト・キングからメッセージ～

最高の自分をコントロールできる
量子学に基づいた最先端ジュエリー

ケイト・キング・ジュエリー

クリスタルの知識がなくても大丈夫？
ブレスレットを作ったことがなくても大丈夫？

さらに、クリスタルを感じて仲良くなる時間を設けていますので、
そちらも合わせてお楽しみください。

内

から
輝き
、愛さ

れる歓び
と幸せをあなたに集めていくジュエリー

ハッピージュエリー
メイキング

ワークショップ
いくら探しても自分にピッタリのものが見つからない。
サイズやデザインがほんの少し気に入らない。
結局のところ、あなたが欲しいものはあなたが１番知っているのです。
それならば、あなたがご自分で作ってみてはいかがでしょう？
このワークショップではマラージュ専属デザイナーのミッシェルが、あなたに
ブレスレットの作り方をレクチャーいたします。

今回は穴口恵子とミッシェルが厳選して仕入れてきた、高品質で、エネルギー
の高いクリスタルビーズの中から好きなクリスタルを選び、あなた自身の手で
ブレスレットを作っていただきます。もちろん当日に作成したブレスレットは
お持ち帰りいただけます。

ハッピージュエリーメイキングの目的
□ あなただけのブレスレットをあなたの手で作成する
□ 自己信頼と自己表現で具現化のパワー増大！
□ 創造性、クリエイティブな才能を開花！
□ 自分の意図することを明確にする。
□ 不必要な思い込みを手放す。
□ クリスタルからのメッセージを感じ受け取る。
□ 今の自分をもっと大好きになる。
□ 自分の人生を作り上げる力を呼び覚ます。

テーマ
【東京】「仕事・豊かさ・ソウルミッション」
【大阪】「パートナーシップ・愛」
【東京】7月19日（木） 11：00～17：00
【大阪】7月28日（土） 11：00～17：00
48,880円（材料費・お昼のお弁当込）
限定　12名様
ミッシェル

日　程

価　格
定　員

ナビゲーター

今、大人気の
パワーストーンブレスレットを
あなたも作ってみませんか？

あなたもオリジナルブレスレットを
作れるようになる！

パワーストーンの
ブレスレットは

ご家族、ご友人、
恋人へのプレゼントにも

最適です！



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

オラクルカードにも使用されているマリウス・マイケル・ジョージのアートに、クリスタル
シリーズが新たに加わりました！その中から特に人気の4種類をご紹介いたします。

クリアな意識、迷いのない意志、魂の声に気づくなど、マインドとハー
トに透明性をもたらす石です。人生において重要な選択を、あなたに
とっての最善に導きます。また優柔不断な気持ちや、自分を抑え込ん
でしまう癖を改善し、「私は何者か？」「何がしたくて、何をしたくない
のか？」など、シンプルに自分らしい生き方を叶えるサポートをもたらし
ます。スキャポライトは産出量が少ないレアクリスタル。しかも普通、
透明感のある石は価格も高いのですが、なぜかスキャポライトは手頃
なお値段で、そういった意味でもレアな石です！

魂の羅針盤！
『スキャポライト』

☆ご購入は、レインボーエンジェルズ オンラインショップまで☆

〒153-0051  東京都目黒区上目黒2-25-10　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

東京店&オンラインショップ
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冷静な思考力や判断力を高めてくれる
サファイアと、真実のみが存在出来るよ
うサポートしてくれる大天使ミカエルの
アートです。自分自身の望みなど、ハート
の声と繋がりたいとき、頭が混乱してい
るときにこのアートを見つめることで、頭
や心がクリアになっていくことを感じる
ことが出来るでしょう。

サファイア ［大天使ミカエル］
情熱を思い出させたり、勇気を高めてくれ
るルビーと、逆境に直面する時、大きな勇
気をくれる大天使チャミュエルのアートで
す。夢や目標に向かって進んでいくにあた
り、自信を失ってしまった時や、心が折れ
そうになってしまった時、前に進むパワー
をくれ、自分自身の生まれ持ったパワーを
思い出せるようサポートしてくれます。

ルビー ［大天使チャミュエル］

ときめきや愛を思い出させてくれるロー
ドクロサイトと、愛と錬金術の女神イシ
スのアートです。恋愛など愛にまつわる
トラウマがある方や、孤独感や欠乏感を
感じている方にオススメです。このアー
トを見ながら、全身に愛のエネルギーが
ひろがっていくことを感じてみてくださ
い。

ロードクロサイト ［女神イシス］
自分らしい生き方をしようとする過程であ
らわれる痛みや傷を癒すエメラルドと、天
界の医者として知られる大天使ラファエ
ルのアートです。自分や他者に許しが必要
な方、悲しみや怒りで胸を痛めている方
は是非、アートの前で目を閉じて、エメラ
ルドグリーンのエネルギーが自分の痛み
を癒していくことを感じてみてください。

エメラルド ［大天使ラファエル］

《新商品情報！》

あなたの無限の可能性を引き出し、夢を叶えてくれる虹の天使たちがいるショップ、レインボーエン
ジェルズ。繁栄の季節である、夏のワイルドなパワーをしっかりと宿すために、虹の天使たちは夏の
暑さに負けないアイテムやひらめきや直感を授けるアイテムを運んできましたよ♡。

暑さに負けず！　「繁栄の夏のワイルド・パワー」をあなたのものに…

虹の天使が叶えてくれる♡レインボーエンジェルズ東京店イチオシのアイテム

願いを叶える☆
カナエンジェル☆
扇子

夏の暑さを風に癒してもらいましょう。風はあなたの心
身を柔軟に自由にする自然界の重要なエレメント。カ
ナエンジェル扇子は、扇子を開くたび、仰ぐたびに、ずっ
と望んでいた願いや夢を、無限の可能性を秘めた「自由
を司る風のパワー」が宇宙へと飛ばしてくれます。この
扇子をあおぐ度に、たくさんの愛をあなたの人生に招
き入れてくれますよ。また、扇子をあおぐ所作が、あなた
の美しさ、艶やかさを引き出すことでしょう♡。

シリウスイシス
クォーツ

シリウスの惑星が由来で
名付けられた石、シリウ
スイシス。あなたのハー
トを通して働きかけてく

れるクリスタルで「女神イシス」のクォーツと言われてい
ます。クリスタルグリッドを作るのにも最適で「女神イシ
スの愛と豊穣の力を強めるグリッド」を作成できます。
そのグリッドを部屋に置くと、あなたの部屋のエネル
ギーは増幅すること間違いなし。その他、意識を変容し
たい方、直感やひらめきが欲しい方、女性性を高めたい
方、潜在意識を開花させたい方にもオススメです。

ヴィタジュエル
「インナー・ピューリティ」
ー心身を鎮めるー

石の波動水を作れるボトル
です。ボトル内にはパワース
トーンが収納されたスペー
スがあり、どんな水もパワフ
ルな波動水に変えます。 人
間の体の約70%は水。その

うちの5%が日々入れ替わります。飲む水の質は、私たちの
健康度と美しさを大きく左右します。アクアマリンの澄んだ
水色が象徴するように、活性し過ぎているものを鎮静して
くれます。神経を癒し、ストレスによる胃腸のトラブルや目
の疲れ・視力の回復など、働きすぎやストレスを持つあな
たをリラックスしていくサポーターになるでしょう。 

ヤングリヴィング
エッセンシャルオイル　
ペパーミント

これ1本でいろいろ使える万能オイル。肌にぬるだ
けで、熱い夏がスッキリ爽快！　浄化力が高いと言
われ、うっかりマイナスのエネルギーを受けてし
まった時は、首筋にぬると楽になりますよ。リフレッ
シュしたい時や胃腸の調子が悪い時、頭や気持ちを
スッキリさせて集中したい時、眠気覚ましにもオス
スメ。家具や床にぬると邪気祓いにもなり、財布に
ぬると金運アップすると言われる、心もカラダも環
境も整えてくれる魔法のオイルです。

♡●レインボーエンジェルズ東京店のこと♡

レインボーエンジェルズ東京店のお店の外には、看板エンジェルがいます。彼の名は『チャーリー』。
お店に来てくださったあなたのことを、最初にお出迎えします。チャーリーが頭上に持っているのは、
おみくじ（無料）です。毎度ドンピシャなメッセージを与えてくれます。 その内容に思わず涙される
お客さまも、、、あなたへのメッセージはなんでしょうか？ ぜひメッセージを、受け取りに来てくださいね～♪
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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

（11:00～19:00 / 定休日：第1、3火曜日）

愛と光りにあふれた大阪のパワースポット
あなたの無限の可能性をひろげるあなたの無限の可能性をひろげる

～キラキラのクリスタルがあなたをお待ちしています～

あなたの悩み、もやもや、迷っていることについて、パワフルヒーラーが「高次元の
視点から」問題の本質や、隠されたものを明らかにしていきます。クリアリングや
ヒーリングを行うことで、あなた本来の輝きを取り戻します。
10分から体験いただけます。 10分 3000円

月はあなたの感情を揺らします。瞑想会では毎月の新月満月に合わせテーマを意
図し、瞑想をとおして今までのあなたを解放、新しい気づきをもたらします。DST
ヒーラーによる誘導瞑想で、だれでも瞑想することができます。 3500円

レインボーエンジェルズ大阪店の２階の大広間で、ごろんとリラックスしながら
瞑想しませんか？マットやタオルケットを自由に使い、思い思いのスタイルで瞑
想することができます。誘導瞑想で、だれでも瞑想することができます。 500円

店頭セッション

新月・満月瞑想会

ごろ寝ワンコイン瞑想会

7、8、9月
特別イベント

定期開催
イベント

ディバイン・ライトワーカー講座
繊細な感性を磨き、あなたの神聖な使命を輝かせましょう。７月

8月

9月
アルケミークリスタルボウル特別瞑想会

マラージュ ハッピージュエリーメイキングワークショップ
テーマは「SOUL LOVE」。ヒーラーのサポートを受けながら世界にひとつ、あなただけの「天
地とひとつとなって神、女神となる」マラージュ・クリスタルブレスレットを作るワークショップ。
スピリアル美人塾①
本気で自分自身と向き合い、今の自分の状態を知り深める。

スピリアル美人塾②
自分のありとあらゆる面を受け入れ、被害者・加害者から卒業し、自分の本質の品位、美しさ
にめざめる。
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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。

シャスタ認定コース
穴口恵子が贈る超古代レムリアの真実の愛の教え

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）】
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。

2019年度
FSP国際認定ヒーラー取得コース開催予定

本年度の国際認定ヒーラー取得コースも2月にスタートし、今年
もまた数多くの国際認定ヒーラーが誕生致します！そして、2019
年度　FSP国際認定ヒーラー取得コースも開催を予定しており
ます。現在、スケジュールを調整中ではございます。

コースの詳細は、公式WEBサイトよりご確認いただけます。

ドルフィンスターテンプルミステリースクール　と検索
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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

7月26日（木） 14:00～16:00 　講師：樋口貴子
9月10日（月） 14:00～16:00 　講師：ミッシェル　　　
3,500円　　　　中目黒・コスミックビジョンスペース

日時

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】
9月30日（日） 16:00～ 　講師：樋口貴子 
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】
7月9日（月） 14:00～　講師：ミッシェル
8月29日（水） 14:00～　講師：MIKA
9月7日（金） 14:00～　講師：ミッシェル
3,000円
中目黒・コスミックビジョンスペース

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

【大阪】7月2日（月） 17：00～19:00　【東京】9月12日（水） 14：00～
MIKA　　　　　【大阪】3,500円　【東京】3,000円　　※遠隔参加できます。
【大阪】レインボーエンジェルズ大阪店　【東京】中目黒・コスミックビジョンスペース

講師：MIKAによる「真実の剣と聖杯を受け取る瞑想」

日時
講師
会場

料金

ドルフィンスターテンプル・ミステリースクール創始者アモラ・クァン・イン著書より、「真実の剣と聖杯を受け取る瞑想」を
抽出した瞑想会です。真実の剣は神聖なる真実と繋がり、それを護るためのシンボルです。剣と対をなす女性の側面が
聖杯であり、それは女神と聖なる結婚のシンボルです。アストラル界や四次元、五次元の闇の側面に囚われることなく次
元を移動するためには真実の剣と聖杯を使えるようになる必要があり、そのためのイニシエーションがこの瞑想です。剣
は大天使ミカエルから、聖杯は大天使ミカエラから授けられ、この瞑想を通して大天使ミカエル・ミカエラとの繋がりが深
まっていくことでしょう。

【大阪】7月30日（月） 17：00～　【東京】8月27日（月） 14：00～16:00　
ミッシェル　　　　　3,500円　　※遠隔参加できます。
【大阪】レインボーエンジェルズ大阪店　【東京】中目黒・コスミックビジョンスペース

講師：ミッシェルによる「地球上にある太陽の神殿と繋がるための儀式の瞑想」

日時
講師

会場

料金

ドルフィンスターテンプル・ミステリースクール創始者アモラ・クァン・イン著書より、「地球上にある太陽の神殿と繋が
るための儀式の瞑想」を抽出した瞑想会です。この瞑想では、太陽の神殿と繋がります。あなたが日常で見ている太陽
からエネルギーが降り注いでいることに気付いて、“あなたの本質を生きる”ことができるよう導きます。すべてと繋
がっていることを思いだし、至福のエネルギーに包まれることでしょう。 

8月12日（日）17：00～19:00　※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

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

日時
講師 会場料金

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

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

名古屋

光の瞑想会
7月13日(新月/一粒万倍日/盆迎え火/月曜日)1106号室
9月13日(一粒万倍日/大安/よろずよし/木曜日)1206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。

★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】7月13日（金） 14:00～16:00 担当講師：Jay
【東京】8月7日（火） 19:00～21:00 担当講師：Jay
【大阪】8月27日（月） 17:00～19:00 担当講師：添田さおり
【東京】9月25日（火） 14:00～16:00 担当講師：Jay
【大阪】9月4日（火） 17:00～19:00 担当講師：添田さおり
3,500円　※遠隔も可能です。
【東京】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】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
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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
7月2日（月） ミッシェル
7月12日（木） Jay
7月14日（土） ミラクル貴子
7月15日（日） 大熊めぐみ
7月16日（月・祝） Sasha
7月20日（金） MIKA
7月23日（月） 林陽子

2018年
9月1日（土） Sasha
9月2日（日） ミラクル貴子
9月3日（月） ミッシェル
9月10日（月） 林陽子
9月15日（土） 大熊めぐみ
9月27日（木） MIKA
9月29日（土） Jay

■ 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
7月2日（月） MIKA 
7月12日（木） 添田さおり　
7月19日（木） ミラクル
7月27日（金） Jay
7月30日（月） ミッシェル

2018年
8月10日（金） Jay　　　　
8月12日（日） 樋口貴子
8月27日（月） 添田さおり　　
8月31日（金） ミラクル

2018年
9月4日（火） 添田さおり
9月8日（土） Jay
9月21日（金） ミラクル
9月30日（日） 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
7月22日（日） 山本明子
8月19日（日） 山本明子
9月9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

2018年
8月2日（木） ミッシェル
8月7日（火） Jay
8月18日（土） ミラクル貴子
8月20日（月） 林陽子
8月24日（金） MIKA
8月30日（木） 大熊めぐみ お金を呼び込む豊かな

自分を発見するオンラインセミナー
ドルフィンスターテンプル®ミステリースクール

校長の穴口恵子が真実の豊かさの秘密をあなたに伝授します。

"お金は稼ぐものではなく、お金はあるものだ"
という真実をあなたの細胞やDNAレベルから引き出していきましょう。

発売は8月頃を予定しております。お楽しみに！！

予告
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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11回目はJSEA認定スピリチュアルコーチ、ドルフィン国際認定ヒーラーの
資格を持ち、未来予想図プランナー、歯科衛生士として、まさにスピリアルに
活躍する菅野美羽さんです。

インタビュー：

菅野 美羽 さま

2017年12月に初出版した電子書籍「まだ歯医者には行くな」がAmazonランキング6部門1位を獲得するなど、
想定外の奇跡を味わっています。そのヒミツは、長年、培ってきた歯科衛生士の経験を
強みとして、唯一無二のオリジナルな提案ができたからだと思います。これはスピリ
チュアル＋マーケティングのJSEAのスキルと、誰しもが持つヒーリング能力を引き出し
てくれるドルフィンでスピリチュアルをガッツリ学んだ結果。
そして、「歯はあなたの健康的なカラダとあなたの笑顔を司る神様のような部位」。あな
たが歯と、どうつきあうか？　どう向き合うか？　歯医者さん選びや日々の歯ブラシ選
びなど、ちょっとした意識変革で、心身の運気や金運までUPする鍵を握っています。「ま
だ歯医者には行くな」は歯からあなたの人生を幸せにする電子書籍です。今でも
Amazonの歯科関連部門では一位を継続中。きっと、お読みいただければ目からウロコ
のはず！です。自分の歯を知ることで、開く幸せの扉を開かない手はありません♡

Spireal Life Report

【主な資格】
・ドルフィン国際認定ヒーラー
・JSEA認定スピリチュアルコーチ
・シャーマニック先祖ヒーリング
  （スザンナ・ソフィア・ハート）
・スピリチュアル・ソウルコーチング

“ 唯一無二のオリジナルスタイルで
　好きを叶える ”

Amazonランキング6部門1位！　電子書籍を出版

ダイナビジョンとの出会いは7,8年前。レインボーエンジェルズに初めて訪れ、シャンカリのジュエリーを手に
入れました。コンシェルジュの永井亜樹さんがていねいにお見立てしてくれ、この出会いがヒーラーとしての扉を
開いてくれた、最初の一歩だと思っています。当時は石に興味がなく「身につけていると体温が上がる、ホッと
する、パワフルになれる」と言われてもピンときませんでしたが、今では石からより具体的なメッセージを受け
取れるようになっています。その他、アシュタールやイーシャなどのジュエリーもお迎えしています。とくに
アシュタールは次のステップへと新しい扉を開く決断をサポートしてくれました。それまでは歯科衛生士をしながら
タロットを深く学び、当たる当たらないで一喜一憂するセッションに物足りなさを感じていました。そんな中、
自己投資しJSEAを学ぶ決意に至りました。当時、新居の建設を進めている最中でした。いろいろなピンチを

ヒーラーとしての扉を開いてくれたダイナビジョンのジュエリー

もうひとつの「未来予想図プランナー」という肩書きは、大好きなドリカムへの想いも注がれています。タロットや
ドルフィンの手法を織り交ぜたセッションの中で、ドリカムファン向けの「ドリカムの曲をモチーフに読み解きさ
せて頂くメニュー」も好評をいただいていおります。「大好きのパワー」は最強で、ドリカムの曲に織り込まれてい
るメッセージは、主人公であるクライアント様の心にスイッチが入りやすく、伝わりやすいのです。いつかドリカム
ご本人をセッションするのが私の夢でもあります。また、最近はジュエリーのクッションやタロットなどのカードの
ポーチも手作りしております。自分の納得のいくデザインのものがなければ作ればいいと思ったのがきっかけで
す。それを見て穴口恵子さんからもオーダーをいただき、気がつけば好きをカタチにするハンドメイド作家へ！　
と、自分の夢も、クライアント様の夢も、未来予想図とともに着実に叶っていっています。ぜひ、あなたの未来予想
図もご一緒にプランニングしましょう♡

夢を叶える未来予想図→好きをカタチにするハンドメイド作家

18年間歯科衛生士として
個人クリニックに勤務。年
間270人以上の患者さんと
携わり7万人以上の患者さ
んを担当。現在、美羽さん
は18年の歯科現場力×コ
ンサルで歯科医院を総合
サポートされています。

菅野美羽情報

Amazonで好評発売中

その他、「未来予想図プランニング」に関する
お問い合わせはこちらからどうぞ。

miwa.miraiplan@gmail.com菅野美羽へのお問い合わせ ：

【歯科医院へのメニュー】
●質問力にポイントを絞ったデンタルコミュニケッションメソッドで
　チェアタイム、待ち時間を15分短縮。
●患者から頼りにされる地域密着型の歯科医院プロデュース。
　まずは「体験コンサル90分」をお試しください！
　（QRコードからどうぞ！）

乗り越え、JSEA卒業を前に新居も完成し自宅サロンを持つまでになりました。あなた自身の可能性が開かれる
場所、それがダイナビジョンです。
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成功する人たちは

実はスピリチュアル?!

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…

“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

［第18回］
　パートナーといると収入が上がる理由
［第27回］
　やっぱり魂がそうしたかった
［第34回］
　本当は自分に対する嫌悪感
　～人間関係の悩み～
［第39回］
　「人としてアウト」が、お客様と喜びを呼ぶ
［第40回］
　「どう思われてもいい」 に豊かさがめぐる
［第43回］
　私が無理をすれば、世界も無理をする
［第47回］
　男女は思い込みの世界

※ネットラジオなので視聴無料!  

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。

…

心屋仁之助さん＆本田晃一さん＆椎原崇さん
そのパ―トナー、心屋智子さん＆椎原妃希菜さん
スピリチュアルタレントちえさん、
レイチェル・チャンさん
音楽業界の「白幕」吉見佑子さん…
ドゥーガル・フレイザーやダイナビジョンの講師
との対談も

さまざまな業界で輝く、豪華ゲストが続々登場！
穴口恵子だから聴けるエピソード満載！

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。

ますますパワーアップしてお届けしてまいります。
番組や穴口恵子への“リクエスト”は cs＠dynavision.co.jp へ

きっと、あなたの今のテーマにあった瞑想があるはず！
様々なシーンにあわせた瞑想をご用意しています。
ぜひ、チェックしてみてください♪

例えばこんなエピソード…ぜひ一度お聴きください！

★おかげさまで1周年！ ★おかげさまで50万ダウンロード!!
いつも楽しんでいただき、ありがとうございます!!!

◀QRコードからアクセス

■ i-Phone の方 ■ アンドロイドの方
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。

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 穴口恵子

ラジオ
番組
の

聴き方

とっても
簡単！

… etc.
他にもいろいろなテーマをご用意！

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!

アマゾンオーディブル
穴口恵子
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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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ダイナビジョンのコンシェルジュが厳選した、7月・8月・
9月にぴったりのレインボーエンジェルズクリスタル
カードとサポートアイテムをご紹介します！

《石の名前》 
ターコイズ
《メッセージ》
やりたいことをやりましょう

「新黄金時代を生きる鍵を受け取る
 （穴口恵子）」

「私は、好きな時に、好きなことをします」

神聖な自己を目覚めさせるためのアファメーション

穴口恵子の誘導瞑想CDです。
多次元レベルにおけるトラウマを
クリアリングし、地上のマスターと
して復活し、活躍するサポートとな
ります。

サポートアイテム

7月にぴったりの
カードは・・・

《石の名前》 
アネラ
《メッセージ》
素直な気持ち

「私は、自分の気持ちに素直になります」
神聖な自己を目覚めさせるためのアファメーション

9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

「フラワーオブライフ
シルバーペンダント」

「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

フラワーオブライフの波動は創造
のパワーを持ちます。才能の開花、
自分軸をもつ、起業、独立、新しい
ビジネス、試験、商売繁盛、金運、
財運などに最も力のある図形です。

「「正直」な女が幸せになる!」

あなたが、今の人生を
より自分らしく自由に
幸せにするために書
かれた一冊です。 今、
あなたが直面してい
ることがなんであれ、
あなたの心があなた
の「正直」に従った時、ゆるぎない幸せ
があなたの人生にももたらされるように
なるでしょう。

サポートアイテム

サポートアイテム

8月にぴったりの
カードは・・・

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

Rainbow Angels Crystal Card

価格：4,104円（税込） 全44枚

～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～

Channeling by Keiko Anaguchi

奇跡を起
こすスピリチュアルレッスン

スピリアルライフマスターを目指す人のための

あなたの出番がやってきたかのように、周りの人々はあなたの意見やあなたが
どうしたいかに興味を持ってくれていることに気づきましょう。何よりも、この時期
は、あなたが制限から完全に自由になれるチャンスがあります。だからこそ、どん
なことでも、自由に表現すると運命が開かれてくでしょう。そして、今まで体験した
ことのないような高周波をあなたの内側から発信するような体験が待ってます。

サポートカラー ： イエロー、インディゴブルー、エメラルドグリーン、ピンクゴールド
応援にくる高次元の存在 ： 
大天使ガブリエル、大天使メタトロン、猿田彦命、大国主の命

9月
自由に

自己表現して、人生を
アップグレードする

September

July

あなたの中に眠っていた天才性が復活するチャンスが与えられそうな一ヶ月
です。そのためには、あなたが遊び心と情熱をもって、自分がやりたいことや
やってみたいことに取り組むことが鍵となります。あなたが封印していた最も
やりたいことが再現されるかもしれないタイミングです。子供時代に忘れられ
た大切なあなたのわくわくとときめきを思い出して、一ヶ月を送りましょう。

サポートカラー ： ゴールド、ターコイズブルー、ピーチオレンジ、レッド
応援にくる高次元の存在 ： 
女神ペレ、ガネーシャ、サナト・クマラ、女神ダーナ

7月

復活と再生の中で
自分軸を育てる

あなたの神格が目覚めることに意識が向くような出来事が起こるでしょう。
あなたが何者であるかに気づくチャンスがやってきています。この一ヶ月は、何
よりも自分には無限の可能性あり、どんなことでも、あなたならやれるという自
覚を持った時に、加速実現する体験が待っています。あなたが源と繋がって、
人生で最も開きたい扉を開いていくことでしょう。

サポートカラー ： ダイアモンド、ミントグリーン、ピンク、ラベンダー
応援にくる高次元の存在 ： 
イザナギ、イザナミ、ビシュヌ（ヒンズーの創造神）、マグダラのマリア

8月

無限を体現する
力を手にする

August

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

Rainbow Angels
Crystal Card Message
クリスタルカードメッセージ
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「リトリート」とは元々は退却や避難、隠れ家などを指す単語ですが、近年では「仕事や家庭などの日常生活から離れ、自分だ
けの時間で自分と向き合ったり、新しい場所で新しい体験をする事で思考の転換を行い、人生をよりよく再スタートする時間
や場所」の意味で使われています。ダイナビジョンの海外リトリートは、世界各地の聖地を穴口恵子とともに巡り、あなたの魂
の目覚めを体感していただく特別なリトリートです。

ただの「旅」とは違う！ 魂が目覚める「リトリート」

「スピリチュアル」という言葉や概念がまだ社会に浸透していない20年以上前から、
穴口は世界の聖地を巡り、その土地やその土地に宿る高次の存在、エネルギーとのご
縁を繋ぎ続けてきました。ダイナビジョンの海外リトリートで巡る世界各地の聖地は、
穴口が訪れてきた中でも、特にご縁が深く、パワフルなエネルギーを持つ聖地。その
土地を穴口とともに訪れることで、あなたとその土地とのご縁もより深く繋がります。

ダイナビジョンの海外リトリート3つの魅力
聖地リトリートのパイオニアである穴口恵子が
「あなたと土地とのご縁を直接繋ぎます」

ダイナビジョンの海外リトリートは穴口のリーディングを元に、その年の必要なタイミ
ングで重要なエネルギーを持つ場所、訪れるべき場所を選んで行われます。ですの
で、一度として同じリトリートはありません。そのタイミング、そのエネルギー、その場
所で開催されるリトリートはまさに「一期一会」。プライベートですでに訪れた事のある
場所だったとしても、全く違った体験をお楽しみいただけるでしょう。

海外リトリートでは、聖地を旅行客と同じように訪れるだけではありません。例えば、
エジプトリトリートではスフィンクス、イシス神殿、ギザのピラミッドといった誰もが知
るエジプトの三大名所をなんと“貸切”で使用します。その他にも一般的には知られて
いない穴口恵子だからこそ知る神聖なスポットへお連れしたり、その場その場でリー
ディングを行い、チャネリングメッセージをお届けするなど、ダイナビジョンの海外リ
トリートでしか体験できない「特別体験」の数々があなたを待っています。

2018年今後の海外リトリート情報

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を持つ言われ
ています。穴口恵子も20年以上毎年シャスタを訪れ続けています。「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。」と穴口
が語るほど、呼ばれた人にしか行けない聖地です。
さらに今回のリトリートではなんと！宇宙存在バシャールによるスペシャルグループセッションも
行われます！「2018年秋から地球と宇宙との交信がさらに深まる」と言われていますが、一体
何が起こるのか？宇宙視点からのメッセージを受け取りましょう。

はじまりの島であり、レムリア大陸のエネルギーが宿る聖地・カウアイ島、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できた女神ペレの宿る聖地・ハワイ島、今回のハワイリトリートでは、この2つの聖な
る島々を巡ります。
カウアイ島では、レムリア大陸の記憶が残る聖地の数々を訪れ、そのエネルギーに触れながら
あなたのレムリア時代の記憶を呼び起こしていきます。ハワイ島では、世界的ライフコーチ
「アラン・コーエン」と穴口恵子による2日間のパワフルなスペシャルワークショップを行います。
そこにいるだけで幸せな気分になる南国の風、思わず涙が出るほど美しいサンセット、ど
こまでも広く透き通ったエメラルドグリーンの海、美しい自然の溢れるハワイのやわらか

な空気の中で、あなた自身の持つ無限の可能性を開いて
いきます。
愛と調和がベースとして息づいていたレムリア時代。その
レムリアのエネルギーが今も宿る聖地ハワイで、魂レベル
から自分を癒し、解放していきましょう。ハワイをすでに訪
れたことがある方も、これが初めてとなる方も、これまでと
違ったハワイのエネルギーを体感していただけるでしょう。

海外リトリート特集

穴口恵子と巡る世界の聖地
あなたの魂が呼ばれる聖地はどこですか？

サクラメントリバー レムリアの愛の神殿 バーニーフォールズ ハートレイク メディスンレイク キャッスルレイク レムリアの聖なる滝

豪華ゲスト バシャールとの少人数グループセッション付き！
シャスタシークレットリトリート

豪華ゲスト バシャールとの少人数グループセッション付き！
シャスタシークレットリトリート

スピリチュアル界の第一人者 穴口恵子と行く
世界7大聖山 シャスタ

スピリチュアル界の第一人者 穴口恵子と行く
世界7大聖山 シャスタ

2018年8月10日～17日（日本発着）

穴口恵子と楽園ハワイを巡るリトリート
世界的ライフコーチアラン・コーエンによるここだけのスペシャルワーク開催！
穴口恵子と楽園ハワイを巡るリトリート
世界的ライフコーチアラン・コーエンによるここだけのスペシャルワーク開催！
ハワイスペシャルリトリートハワイスペシャルリトリート

レムリアのエネルギーが宿る聖地 カウアイ島
女神ペレが宿る聖地 ハワイ島
レムリアのエネルギーが宿る聖地 カウアイ島
女神ペレが宿る聖地 ハワイ島

2018年8月16日～23日（日本発着）

1.

訪れる聖地は全て宇宙の流れをリーディングして選ばれる
「一期一会の場所」2.

穴口恵子だからこそ実現できる
「特別体験」3.
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：エジプトリトリート
こんにちは！ ダイナビジョンスタッフのあおいです。
今回は4/24～5/8で行われた今年1回目のエジプトリトリートの体験レポートを現地での
写真とともにお届けします！このレポートを読んで少しでもワクワクしたり、エジプトのエネルギーを
感じていただけたら嬉しいです。そして、エジプトに心が惹かれた方はぜひ、10/19～11/3に
行われる2回目のエジプトリトリートをご一緒しましょう！きっと一生忘れない人生が変わる
旅になりますよ。

このエジプトリトリートの最大の特徴は何と言ってもスフィンクス・イシス神殿・大ピラミッドの貸切利用！しかも、数十分レベルの貸切ではあり
ません。どこの場所でも数時間単位でたっぷりとエネルギーを堪能する時間があります。今回のリトリートではなんと、心屋仁之助さんが生歌
を遺跡で披露してくださるなど、さらに特別な時間となりました。

エジプト3大名所 スフィンクス・イシス神殿・大ピラミッドを貸切！なんと心屋仁之助さんの生歌も披露♪

何千年も前と同じ姿をとどめる古代エジプトの遺跡の数々。それは写真やテレビで見るよりも、何倍も壮大で、美しく、思わず息をのむほどでし
た。今回のリトリートでは、ある遺跡に足を踏みいれた瞬間、過去生での感覚が湧きあがってきて、思わず涙を流される方もいたほど。各所の
遺跡では日本語堪能な現地ツアーガイドが遺跡の見所をエジプトの歴史やストーリーとともにお伝えします。

息をのむほど壮大な古代エジプトの遺跡の数々…中には思わず感動の涙を流す方も

エジプトリトリートではプライベートボートのアファンディナ号を貸切り、ナイル川を優雅に下りながらエジプトの古代遺跡の数々を巡ります。
屋外テラスやジャグジープール、洗練された客室、専属シェフが腕をふるう美味しい食事の数々、まさにホテル並みの快適さとサービスをお楽
しみいただけます。エジプトの太陽と風を受けながら眺めるナイル川の景色は本当に格別です！

プライベートボートのアファンディナ号で優雅にナイル川をクルージング

今回のリトリートでは、普通の観光では入れてもらえないような特別な場所にもたくさん入ることができました。こんな特別な体験ができるの
も、7年以上に渡りエジプトを訪れ続けてきた穴口の現地とのつながりがあってこそ！そんな場所での瞑想やアクティベーションではまさに
「魂がふるえる」という感覚を体感しました。これを読んでくださってるあなたにもぜひ体感していただきたいです！

穴口だからこそ入れる！ 特別なシークレットパワースポットの数々での魂の目覚めのアクティベーション

魂がふるえる14日間の奇跡

満員御礼・キャンセル待ち続出での開催となった４～5月のエジプトリトリート。
…なんと！今年2回目の開催が決定いたしました！
というのも、エジプトを訪れた穴口にエジプトの神々がこんなメッセージを強く伝えて
きたのです。
「エジプトに惹かれている人を“今年中に”絶対にエジプトに連れてきてください」
そこで、ダイナビジョン史上初となる1年の中で2回目となるエジプトリトリートの開催が
急遽、決定しました！

しかも、穴口がその場で直感で選んだ日程は、年に2回しかない「アブシンベルフェス
ティバル」の日程と見事にシンクロしていたのです…！
「アブシンベルフェスティバル」は世界遺産アブシンベル大神殿で、神殿の最奥に位置
する至聖所に朝日がまっすぐに差し込み、安置されている神格化されたラムセス２世
像が照らし出されるという不思議な現象を祝う祭典で、この現象は年に2度しか目に
することはできません。その様子を一目見ようと毎年数千人の観光客が世界中から集
まります。そのため、フェスティバルに参加するためには数年前からキャンセル待ちも
あたりまえ。現地ツアー会社の協力により、直前にもかかわらず奇跡的にフェスティバ
ルへの参加を実現することができました。

スフィンクス、イシス神殿、ギザのピラミッドエジプトの三大名所の“貸切”利用に加え、
年に2度しかないアブシンベルフェスティバルへの参加、まさに一生忘れられない奇跡
のリトリートとなるでしょう。あなたのその目で、奇跡を目撃しにきてください。

リトリートの詳細情報をご希望の方は

ワールドリトリートクラブへ今すぐご登録を！

ワールドリトリートクラブ（WRC）
メンバーだけのメンバー特典
●シャスタ、セドナ、ハワイ、エジプトなど世界各地でのリトリート情報をお届け
　※リトリートの詳細情報を受け取れるのはこのWRCメンバーのみ！

●ダイナビジョン主催のイベントの優先案内、優遇案内をお届け

http://dynavision.co.jp/WRC

スピ旅レポート

穴口恵子と行く
エジプトシークレットリトリート
穴口恵子と行く
エジプトシークレットリトリート

奇跡のアブシンベルフェスティバルへ参加
スフィンクス/イシス神殿/大ピラミッドの三大名所を貸切利用！
奇跡のアブシンベルフェスティバルへ参加
スフィンクス/イシス神殿/大ピラミッドの三大名所を貸切利用！

2018年
10月19日～
11月4日（日本発着）

史上初！今年２回目の開催決定！

【完全無料】 ワールドリトリートクラブへのご登録はこちらから！

入会費等【完全無料】メールアドレスの登録のみで完了
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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

浅田善幸…1981/07/29生まれ・獅子座。運動、勉強大嫌いな少年から、小学校4年生の冬、イジメをキッ
カケに突然、走ることに目覚める。気づけば高校まで陸上推薦で進学していた。高校卒業後は不動産の営
業3ヶ月、コールセンターでのアルバイトから某遊技機メーカーのテクニカルサポートセンターのマネジメ
ントを経験。在籍中の5年間はカスタマーサービスにおけるユーザー評価、不動の1位獲得。新たな可能性
を求め、司法書士事務所、営業代行など経験を積んだ後、恵子さんのプロジェクトを請け合った事からダイ
ナビジョンへのオファーがあり、2016年8月入社。穴口恵子関連のプロジェクトを数多くコーディネート、
法人向け研修の営業など職域の枠組みに囚われない働き方をしている。

このSCの部屋では、毎号ダイナビジョンで活躍するスピリアル・
コンシェルジュにインタビューをしていきます。今回はダイナビ
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。

前ページで特集をしている「海外リトリート」にも何度か
携わっていますが、本当に参加者がイキイキする「自分ら
しさが輝く旅」なんです。そのヒミツは、他のツアーより工
程がゆるやかで、穴口恵子が場所と参加者のエネルギー
を直感に従い常に調整するから。たまにその調整はピン
チの顔をしていることも…。初のシャスタツアーでは穴口
が2台頼んだはずのレンタカーが勝手に1台キャンセルさ
れ、単独でガイドをすることに…。
まったく知らない道を運転するな
ど、「やればできる」と実感しまし
た。その人、その人の「無限の可
能性」を引き出す、言わば穴口ミ
ラクル！　険しい山登りでも脱落
者はでず、ワクワクと「自分を超え
る旅」が楽しめるのが、ダイナビ
ジョンの海外リトリートの魅力と
言えるでしょう。

スピリアル提唱者である穴口恵子の元で働く私はスピよ
り「リアル担当」。穴口との出会いは、前職の営業代行の会
社で穴口のコンテンツを担当したことでした。しかし、そ
の販売終了後、会社の資金繰りが悪化。次第にブラック企
業化し、転職することに…。転職活動を経て内定をもらっ
た次の日。不思議なことが起こりました。なんと「ダイナビ
ジョンに来てほしい」と電話をもらい、翌日には直接、穴口
と話していたのです。まさか、ブラック企業の後は、虹色の

ブラック企業から虹色の天使のいる
スピリアルの世界へシフト

天使のいるダイナビジョンに身を置くとは…。営業代行の
前は、カスタマーサービスの分野でトップの成績を上げ
たこともあります。そのリアルな社会経験を通し、みなさ
んが現実社会で、より「スピリアル」を活かして幸せになる
サポートをさせていただきます。

プライベートではマラソンやト
ライアスロンと体を動かすこと
に魅せられています。トライア
スロンに挑戦すると決めたの
はブラック企業を辞めた時、「自
分を追い詰めたら絶対成功す
る」という直感が降りてきたか
らでした。また、「使えば必ず
入ってくる」という気持ちで、トレーニングや道具への出
費も惜しみませんでした。その後、トライアスロンを成功
させ行き着いたのがダイナビジョン。前職よりも良い待遇
で、出費した以上のお金がめぐってきました。
体を動かすことで、自分を追い詰めていくうちに「自分は
行ける」と細胞にスイッチがオンされ、瞑想かのように
ゾーンに入れるのです。そこで生まれたのが、「自分を信
じる力＝自己信頼」。命と向き合う挑戦をすることで、体か
ら自分の内側に没入し、自分自身と純粋に向き合う時間
が増え、自ずと自己信頼が生まれるのです。ビリでも完走
できればいいと現状を認め、苦しさに同調せず自分の可
能性を信じられた時、「ファイト！」と声をかけあえる仲間
にも囲まれていました。こういった体感も「スピリアル」。
今後、このような、自然とリアルな体感からスピリチュアル
の領域へ入れるものも提供できないかと模索中です。

走ることでスピリアル！　
細胞にスイッチが入り「自己信頼」が生まれた

ダイナビジョンの海外リトリートは
「自分らしさを開く旅」

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、穴口恵子の様々なプロジェクトに
携わるヨッシーさんこと浅田善幸です。
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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 2018.7-9 新月 満月

【PS】MIKA[大]

【PS】ドゥーガル[東]【PS】添田さおり[大]

【PS】ドゥーガル[東]

【メ】ドゥーガル[東]

【メ】ドゥーガル[東]

【メ】ドゥーガル[東]【WS】ディバイン・ライトワーカー講座[大]

【PS】ミラクル[大]【オ】ガネーシャカードオンラインコース[WEB]

【WS】マラージュハッピージュエリーメイキング[東]

【オ】ガネーシャカードオンラインコース[WEB]

【リ】ドゥーガル[沖]【オ】ガネーシャカードオンラインコース[WEB]

【リ】ドゥーガル[沖]【オ】ガネーシャカードオンラインコース[WEB]

【PS】ドゥーガル[沖]【オ】ガネーシャカードオンラインコース[WEB]

【PS】ドゥーガル[沖]【オ】ガネーシャカードオンラインコース[WEB]

【オ】ガネーシャカードオンラインコース[WEB]

【PS】ドゥーガル[東]【オ】ガネーシャカードオンラインコース[WEB]

【PS】ドゥーガル[東]【PS】JAY[大]

【オ】ガネーシャカードオンラインコース[WEB]

【WS】マラージュ ハッピージュエリーメイキングワークショップ[大]

【WS】ドゥーガル[東]【オ】ガネーシャカードオンラインコース[WEB]

【GS】ドゥーガル[東]【フェア】いやしスタジアム[大]

【オ】ガネーシャカードオンラインコース[WEB]

【PS】ミッシェル[大]

【PS】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]

【PS】ドゥーガル[東]

【イ】宇宙EXPO[東]

【PS】JAY[大]【旅】シャスタシークレットリトリート

【旅】シャスタシークレットリトリート

【PS】樋口貴子[大]【旅】シャスタシークレットリトリート

【旅】シャスタシークレットリトリート

【旅】シャスタシークレットリトリート

【認定】PL1[大]【旅】シャスタシークレットリトリート

【認定】PL1[大]【旅】シャスタシークレットリトリート

【旅】ハワイスペシャルリトリート

【認定】PL1[大]【旅】シャスタシークレットリトリート

【旅】ハワイスペシャルリトリート

【旅】ハワイスペシャルリトリート

【旅】ハワイスペシャルリトリート

【旅】ハワイスペシャルリトリート

【旅】ハワイスペシャルリトリート

【旅】ハワイスペシャルリトリート

【旅】ハワイスペシャルリトリート

【WS】スピリアル美人塾①[大]

【PS】添田さおり[大]

【PS】ミラクル[大]

【PS】添田さおり[大]

【PS】JAY[大]

【イ】スザンナ[東]

【GS】スザンナ[東]

【PS】スザンナ[東]

【PS】スザンナ[東]【PS】ミラクル[大]

【リ】【遠】スザンナ[富]

【リ】スザンナ[富]【WS】スピリアル美人塾②[大]

【リ】【遠】スザンナ[富]

【PS】スザンナ[東]

【PS】スザンナ[東]

【認】スザンナ[東]【WS】クリスタルボウル特別瞑想会[大]

【認】スザンナ[東]【PS】樋口貴子[大]

8  August

9  September

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.74

Angela Hartfield
Comes back

アンジーがかえってくる




