
10-12
内容：【旅】=リトリート【EV】=2時間程のイベント【WS】=1日～2日程のワークショップ【GS】=グループセッション【PS】=個人セッション【認定】=認定コース
【通信】=通信コース【フェア】=特別イベントなど
場所：［東]=東京 [名]=名古屋 [大]=大阪 [神]=神戸 [福]=福岡 [沖]＝沖縄 [遠]=Skypeなどでの遠隔 [Web]＝オンライン
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【フェア】アシュタールジュエリーフェア[大]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[大]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[大]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[大]
 　
 　
 　
 　
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[福]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[福]
【認】アセンションチャネラー[東]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[福]
【WS】スピリアルイケ男イケ女塾[大]【認】アセンションチャネラー[東]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[福]

【認】アセンションチャネラー[東]
【認】アセンションチャネラー[東]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【WS】スピリアルイケ男イケ女塾[大]
【遠隔】12/22～1/1：カリブ海遠隔伝授 or 遠隔 
【リトリート】12/22～1/1：カリブ海クルーズリトリート
 
【イベント】大阪店クリスマスイベント[大]

12  December

【フェア】マラージュフェア[WEB]【PS】大熊めぐみ[東]
【フェア】マラージュフェア[WEB]【認定】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
【フェア】マラージュフェア[WEB]【認定】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
【フェア】マラージュフェア[WEB]【認定】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
【フェア】マラージュフェア[WEB]【PS】Sasha[東]
【WS】FSP練習会[東]
【フェア】マラージュフェア[WEB]【WS】FSPコース説明会[東]
【フェア】マラージュフェア[WEB]【PS】AKI[東]
【フェア】マラージュフェア[WEB]【PS】ハル[東]
【フェア】マラージュフェア[WEB]【PS】MIKA[東]
【フェア】マラージュフェア[WEB]【PS】ミラクル貴子[東]
【PS】Jay[大]【認定】PLI1[東]
【フェア】マラージュフェア[WEB]【認定】PLI1[東]
【WS】スピリアルイケ男イケ女塾体験＆説明会[大]
【PS】林陽子[東]
【PS】HIDEKO[東]
 
 
【WS】理想のパートナーを引き寄せるスピリチュアル1DAY[東]
【遠隔】10/19～11/2：エジプト遠隔伝授 or 遠隔 2回目
【リトリート】10/19～11/2：エジプトリトリート（満席）
【認定】FSP国際認定ヒーラー取得[東]【WS】ケリー・ハンプトンウェビナー
【認定】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
【PS】ケリー・ハンプトン（Zoom）（10/21~10/27）
 
【PS】添田さおり[大]【WS】DST瞑想会[大]
 
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[WEB]
【フェア】マラージュフェア[東]【PS】Jay[東]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[WEB]
【フェア】マラージュフェア[東]【PS】五百田小聖[東]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[WEB]
【フェア】マラージュフェア[東]【認定】PLI1[大]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[WEB]【認定】PLI1[大]
【フェア】マラージュフェア[東]【フェア】癒しスタジアムat神戸[大]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[WEB]
【WS】FSPコース説明会[大]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[WEB]【WS】FSP練習会[大]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[WEB]【PS】ACCO[東]
【WS】グループヒプノ[東]【PS】ミラクル[大]

【フェア】アシュタールジュエリーフェア[WEB]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[WEB]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[WEB]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[WEB]
 　
 　
【海外ゲスト】テリー来日イベント（11/7～26）　
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[東]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[東]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[東]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[東]

11  November

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.75



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9月20日現在の情報です。事情に
より変更になる場合がありますので、ホームページやお電話でご確認ください。
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39Information

Dr.テリー・サイモン特集 4

ケリー・ハンプトン 21

40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 3

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」 29

Amazon オーディブル
穴口恵子の“たった5分”瞑想シリーズ 30

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！
愛の収穫のときが訪れていますが、
いかがお過ごしでしょうか？

2018年も余すところ3ヶ月となりましたが、
あなたの魂の愛がどんな風にあなたに呼びかけて、
収穫の時を迎えていますか？

これからの3ヶ月はあなたは魂の愛に純粋に従って、
今までの人生の集大成を具現化していく時となり、
2023年までのあなたの光の道を定めるぐらい大事な
時期となっています。

そのために、あなたが実践することはただひとつ。

それは、魂の愛を表現し続けることです。

どのよに魂の愛に触れて、表現するかは5つのポイント
があります。

1） あなたを優先してあげて、自己愛を深めること。

2） あなたが愛を自由に表現するとしたら、誰にそれを
したいかを明確にしておくこと。

3） 誰にが明らかになって、実行することによって、あなた
が出会うすべての人に魂レベルの繋がりが始まっている
ことに気づいてあげること。

4） どんな状況においても、あなたが愛の周波数でいるか
を意識して、行動に移すこと。

5） 愛以外の体験をしているときにも、愛の中から外れて
いないあなたと繋がって、その体験を思いっきり味わう
許可をすること。

こんな風に魂の愛を表現して、この3ヶ月を過ごしていき
ましょう！

ダイアモンドの虹の光の家族のみなさまへ

穴口恵子
Keiko Anaguchi

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

愛と感謝と喜び共に
ダイナビジョンユニバーシティ

学長　穴口　恵子

Cosmic Vision Quest   3
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～ レディ・アシュタール テリー・サイモン特集 ～～ レディ・アシュタール テリー・サイモン特集 ～
決して人は「愛」と無縁では生きられない

11次元から愛と光のメッセージ

世界を魅了するテリー・サイモンを体験できる
チャンスがやってきました→

朗報

30年近く、ニューソート（新思考）ミニストリーを研究する「愛と
光の大使」、アシュタールの世界的トランス・チャネラーDr.テリー・
サイモン。

瞑想中にテリーは「神の純粋な光の中にいる存在と出会いたい」
と願いました。すると無数の声と共に、非常に多くの高次の存在
からコンタクトがやってきました。その中から選びパートナーシッ
プを結んだのが、地球人に最も大いなる愛と叡智をもたらす「ア
シュタール」でした。アシュタールはゲートキーパーとして、地球人とのコミュニケーションを願
うスピリットの代弁者として現れました。
テリーは「人々がスピリットからの愛と光のメッセージを受け取り、さらに良い人生を歩めるよ
うに」と、トランス・チャネラーとして、何十年にも渡り世界中でスピリットからの愛と光のメッ
セージを伝え続けてきました。

テリーサイモンとは？

★トランス・チャネラーとして生きる

オレゴン州で生まれ育ち、自然や家族を理解する素晴らしい機会に恵まれたテリーは、中学校、
高校、成人教育に教師として携わる他、幼稚園の経営など、アカデミックでリアルな教育の現場
に何年も身を置いていました。また、テリーは家族生活、子供の発達、対人関係、人間の発達に
関する資格を取得し、公認の学校のカウンセラーでもあります。

その後、セドナ大学内メタフィジックス大学で、ニューソート（新思考）における牧会学の博士号
を取得し、聖職者への道を見いだしたことは、テリーに大きな充足感をもたらしました。
1996年インターナショナル・メタフィジカル・ミニストリーの聖職者となり、スピリットと関わる
仕事を心から楽しむテリーの前に登場したのがアシュタールだったのです。2000年にはレイキ・
ティーチャーの資格を撮り、2010年にはニューソート（新思考）における牧会学、形而上科学の
博士号（Dr.）、チャペル聖職者証明を取得。

リアルに人間の育成に携わり、聖職者としてアカデミックに神と繋がる背景を持つテリーだから
こそ、アシュタールが彼女を必要とし、世界中の人々の人生を祝福へ導くことが可能なのかもし
れません。

★テリー・サイモンヒストリー

シクシク…
  モヤモヤ…

なぜか？傷つき…
なぜか？満たされない…
日々、違和感や疑問を胸に
生きているあなた。

それは「真の自分の魂」が
心の内側からノックしている証拠。
「魂のノック」は
「感じている世界は偽物」
「偽物の自分を生きたくない」
とあなたにサインを送っているのです。

さあ、今こそ「真の自分」へと
帰還する時です！

テリー・サイモンは
キリストやブッダなど高次元の存在と共に働く11
次元のアセンテッドマスター「アシュタール」と
パートナーシップを結ぶ、通称「レディー・アシュ
タール」と認められた世界でも稀有な存在。
アシュタールとは、金星の言葉で「愛」を意味す
る、地球のアセンションを見守り、純粋な愛のエッ
センスを地球上にもたらす「エネルギー体」です。
テリーはトランス・チャネラーとして20年に
渡り、アシュタールの光と愛の波動を伝え続け、
世界中の多くの人々を「真の自分」へと導き、「次元
上昇」のサポートをしています。

「愛の正体」を教えてくれるテリー
×アシュタール

＊アシュタールのパワー…時空次元を越えて高波動エネルギーを降ろし、全細胞とDNAを多次元レベルにわたって
活性化。また、地球に降り立つ前、アシュタールと地球がアセンションするためのサポートをすると約束をしてきた魂
「スターシード」を持つ人で準備ができた人には、その魂を点火していきます。それはエネルギーフィールドが爆発す
るような瞬間で、感動から思わず涙を流す人もいます。

人は三次元に生きると「愛の正体」を見失いがち。愛そのものの
エネルギー体であるアシュタールは「人は生まれた時から愛をイ
ンストールされている」と思い出させてくれます。地球に生まれ
た私たちは「愛と無縁では生きていけない存在」なのです。
アシュタールはテリーを通し、あなたの魂が今必要としている
メッセージを届け、「偽の世界の思い込み」を剥がし、魂を愛と
光で輝かせてくれます。アシュタールとの交流を通して、
「あなた = 愛」「世界(宇宙) = 愛」こそが「愛の正体」
という事実を体感でき、抱えていた恐怖や不安が
「愛のエネルギー」に生まれ変わるのを実感できるでしょう。



Cosmic Vision Quest   76   Cosmic Vision Quest

シェイクアップ！

講師：Dr.テリー・サイモン (Dr.Terrie Symons)

11次元の宇宙意識「アシュタール」からの愛と光のメッセージ

前半は、アシュタールが1人1人へその人に今必要な個別メッセージを伝えていきます。後半では参加者からの質問に
ついてアシュタールが回答していきます。宇宙やアセンションについて、また個人的な質問でも結構です。少人数で
2時間たっぷりとメッセージを受け取れる大人気のグループセッションです。

グループセッション■ メニュー1

【東京】11月7日（水）　①13:00～16:00 ②18:00～21:00
会場：目黒銀座会館
【大阪】11月21日（水）　①10:30～13:30 ②15:00～18:00
会場：レインボーエンジェルズ大阪店
【福岡】11月24日（土）　①10:30～13:30 ②15:00～18:00
会場：西鉄ホテルクルーム博多
20,000円（税込・通訳あり）

日時

料金

テリーがチャネリングするアシュタールによるセッションです。アシュタール
からあなただけへのメッセージを伝え、あなたからの質問にもお答えします。

個人セッション■ メニュー2

【東京】11月7日（水）～8日（木）、13日（火）～16日（金）　会場：コスミックビジョンスペース
【大阪】11月17日（金）19日（月）22日（木）　会場：レインボーエンジェルズ大阪店
【福岡】11月23日（金）25日（日）26日（月）　会場：西鉄ホテルクルーム博多
各日 10:00～、11:00～、12:00～、14:30～、15:30～、17:00～、18:00～（各50分）
※7・16・17・22日については3～5枠のみ
41,000円（通訳あり）／36,200円（通訳なし）

日時

料金

『シェイクアップ！アシュタール・アクティベーション～聖なる調和～波動を上げ、最
高の人生を生きる方法』をメインテーマに、人間関係やパートナーシップ、仕事、
豊かさ、健康、スピリチュアリティなどのあらゆる面においてどのように自分自身
の波動を上げ、最高の人生を歩んでいくかをお伝えします。自らを高周波に保つ
ためのセルフヒーリングの方法も実践形式でお伝えしていきます。イブニングセ
ミナーでは、アシュタールがどのように地球と関わるようになったのかやスター
シードについてなどの重要なストーリーをお伝えします。

イブニングセミナー、
東京2DAYS/大阪1DAYセミナー：アシュタール・アクティベーション

【東京】
・イブニングセミナー 11月7日（水） 19:00～21:00 AP渋谷道玄坂
・東京2DAYSセミナー 11月10日（土） 10:00～17:00 代官山ヒルサイドウエスト
 11月11日（日） 10:00～13:30 関東周辺パワースポットでのフィールドワーク
【大阪】
・イブニングセミナー 11月17日（土） 19:00～21:00 大阪市内会場
・大阪1DAYセミナー 11月18日（日） 10:00～17:00 レインボーエンジェルズ大阪店

東京2DAYSセミナー　通常68,000円
大阪1DAYセミナー　  通常38,000円

日時

料金

毎回大人気のアシュタールによる遠隔セッション！
パワースポットからアシュタールがあなたのハイヤーセルフと繋がり、あなたに必要なヒーリ
ングとアクティベーション、チャネリングメッセージをお届けするパワフルな遠隔アクティベー
ションです。2019年も目前、平成最後の重要な時期に、あなたの波動を上げ、波動レベルか
ら人生に変化を起こすサポートエネルギーをお届けします。

アシュタールによる波動上昇遠隔アクティベーション■ メニュー4

2018年11月11日（日）、22日（木）
ご自宅や職場などお好きな場所でお受け取りいただけます　　　1ヶ所10,800円（税込・通訳あり）

日時

会場 料金

アメリカ・オレゴン州出身。地球のアセンションを見守り、私たち地球人を愛と平和へと導くためにキリ
ストやブッダと共に活躍している11次元の存在「アシュタール」と共に働くチャネラー。
テリーが本格的にアシュタールと繋がるときには、体に震えが走るほど。アシュタールの波動に触れたこ
とをきっかけに人生が好転したという人は多く、アメリカ、ヨーロッパ、日本といった、世界各地からたく
さんのヒーラー、チャネラー、ライトワーカーたちがテリーの元を訪れてきた。日本でも来日の度に全国
各地でイベントへのリピーターやキャンセル待ちが続出している。

Dr. テリー・サイモン Dr. Terrie Symons

■ メニュー3

テリー×アシュタールからの愛と光のメッセージ

たくさんの感動と感謝の声が届いています

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

2018年11月来日テーマ：

アシュタール・アクティベーション～聖なる調和～
波動を上げ、最高の人生を生きる方法

アシュタールは、とてもユーモラスなセンスも
見せながら、大きな大きな愛で包み込んで具体
的なメッセージを与えてくれます。（K.M様）

今後生きていくためのパワーになりました。過
去世から、魂からのメッセージとして、自分自
身紐解き、今後の人生に生かしてゆきたいです。
（S.K様）

テリーさんによる11次元の金星のマスター、アシュ
タールのグループセッションは気づきと学びと愛と
…色んなものに触れる事が出来てエネルギーもすご
い。とにかく素晴らしいから一度体感してください！
（T.S様）

来日イベントの詳細＆お申し込みはこちらから

http://www.dynavision.co.jp/Terrie
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＊「マラージュ」とは？…聖なる母『マー』、聖なる父『ラー』が愛でひとつに成る『ジュ』
身に付けることで…「天地とひとつとなって神、女神となる」「男性性、女性性の統合でワンネスに目覚める」

あなたの中に眠る女神力が目覚めるとき
望むものすべてが叶う　運命の輪が動き出す。

内から輝き、愛される歓びと幸せをあなたに集めていくマラージュ

～あなたのためのジュエリーをお選びします～
たくさんの方々に奇跡をもたらした！　確かなヒーリング能力を持つレインボーエンジェルズで活躍
するスピリチュアルコンシェルジュたちがあなたの夢や願いをサポートするジュエリーをお選び致します。

女神のように愛されて、
魂が望む最高に幸せな人生を歩んでみませんか？

■ マラージュフェア日程

［オンラインショップ］ ［東京］
日程：10月25日（木）～10月28日（日）
11:00～19:00
会場：レインボーエンジェルズ中目黒
住所：東京都目黒区上目黒2-25-10

日程：
　10月4日（木）
　～10月14日（日）

［大阪］
日程：10月18日（木)～10月21日（日）
11:00～19:00
会場：レインボーエンジェルズ大阪店
住所：大阪府大阪市中央区
大手前1-4-2都住創大手前103

店舗フェア限定企画！！

身に付けた瞬間、世界が変わる！
≪神聖な自分軸≫になることで、道は開かれていく

アシュタールの光

制限された自分から、あなたの≪本質の輝き≫を生きることを

力強くサポートします。

ライトオブアシュタールは、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

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に

気づくことでしょう。

世界に一人だけの特別なあなたが、愛の世界から降り注ぐ、

宇宙の祝福を一身に受け、

あたりまえに起こる奇跡を体験してください。

人生のステージを引き上げる「次元上昇」ジュエリー

アシュタールフェア日程

オンラインショップ

10月25日（木）
　～11月4日（日）

東　京

11月8日（木）
～11月11日（日） 
11:00~19:00

福　岡

11月23日（祝・金）
～11月26日（月）
12:00~19:00

（※最終日のみ18：00まで）

大　阪

11月15日（木）
～11月18日（日）
11:00~19:00

［会場］
レインボーエンジェルズ中目黒
東京都目黒区上目黒2-25-10

［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

［会場］
西鉄ホテルクルーム博多

貸し会議室
福岡市博多区博多駅前1-17-6



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



2019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月22日（金）23日（土）24日（日）、3月22日（金）23日（土）24日（日）
　　　　4月13日（土）14日（日）27日（土）28日（日）…スキルアップ集中コース
【FSP2】5月17日（金）18日（土）19日（日）、6月7日（金）8日（土）9日（日）
　　　　7月6日（土）7日（日）、8月10日（土）11日（日）…スキルアップ集中コース
【FSP3】9月14日（土）15日（日）16日（月・祝）、10月4日（金）5日（土）6日（日）26日（土）27日（日）
　　　　11月8日（金）9日（土）…スキルアップ集中コース
【DST体験会】11月10日（日） ※一般の方を招いて、セッションをしていただきます。

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。

※平日コースの開催も予定しております。　詳細は　ドルフィンスターテンプルミステリースクール　で検索お願いします。



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

Cosmic Vision Quest   1514   Cosmic Vision Quest

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

2019年6月24日（月）～7月2日（火）
【日本発6月23日（日）、日本着7月3日（水）】
210,000円（早割価格2019年5月31日（金）まで）
230,000円（通常価格）

FSP1

日時

料金

2019年7月15日（月）～7月23日（火）
【日本発7月14日（日）、日本着7月24日（水）】
250,000円（早割価格2019年5月31日（金）まで）
270,000円（通常価格）

FSP3

日時 2019年7月5日（金）～7月13日（土）
【日本発7月4日（木）、日本着7月14日（日）】
210,000円（早割価格2019年5月31日（金）まで）
230,000円（通常価格）

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。）

2019年7月25日（木）～8月1日（火）
【日本発7月24日（水）、日本着8月2日（水）】
190,000円（早割価格2019年5月31日（金）まで）
210,000円（通常価格）
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
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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♪　
※東京会場ではコース説明会も同時開催！

グループヒプノ■ メニュー3

10月31日（水） 14:00～16:00 ACCO
11月5日（月） 14:00～16:00 ミッシェル
12月18日（火） 14:00～16:00 ACCO　　　
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！

『多次元ヒプノの良いところは、自分自身で潜在意識の深層心理を見に行けるところです。深い退行催眠の中であな
たがあなた自身を理解し、勇気づけ、励ますことが出来ます。あなたの世界にあるすべての結果を受け入れ、もうあな
たにとって不必要となった原因を癒し、あなたの能力をあなたの為に発揮していきます。人生をもっと楽しく！華やか
に！無限の可能性を引き出し、能動的に活動して生きたい！そんな方に多次元ヒプノは、有効です！　　ACCO』

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】
10月30日（火） 13:30～ 講師：MIKA
11月26日（月） 13:30～ 講師：MIKA
12月10日（月） 13:30～ 講師：MIKA
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】
10月8日（月・祝） 14:00～ 講師：MIKA
11月1日（木） 14:00～ 講師：MIKA
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

【東京】12月15日（土） 19:00～
MIKA　　　　　3,000円　　※遠隔参加できます。
中目黒・コスミックビジョンスペース

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。

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
２０１８年１１月１３日（一粒万倍日/ひらく/火曜日）１２０５室
２０１８年１２月７日（射手座新月/大安/神よし/金曜日）１１０６号室
19:00～20:45　
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
￥3,５00（税込）１１月１３日より
☆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】10月25日（火） 19:00～21:00 担当講師：Jay
【大阪】10月23日（火） 17:00～19:00 担当講師：添田さおり
【大阪】11月9日（金） 17:00～19:00 担当講師：添田さおり
【東京】11月29日（木） 14:00～17:00 担当講師：Jay
【大阪】12月6日（木） 17:00～19:00  担当講師：Jay
【東京】12月12日（水） 19:00～21:00 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
10月3日（水） 大熊めぐみ
10月8日（月・祝） Sasha
10月10日（水） AKI
10月12日（金） MIKA
10月13日（土） ミラクル貴子
10月15日（月） ミッシェル
10月15日（月） 林陽子
10月16日（火） HIDEKO
10月26日（金） 五百田小聖
10月31日（水） ACCO

2018年
12月4日（火） 大熊めぐみ
12月6日（木） AKI
12月7日（金） ミッシェル
12月8日（土） Sasha
12月9日（土） HIDEKO
12月10日（月） 林陽子
12月12日（水） Jay
12月15日（土） MIKA
12月16日（日） ミラクル貴子
12月18日（火） ACCO
12月26日（水） 五百田小聖

■ 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）

時間
料金
会場

時間
料金
会場

2018年
10月21日（日） 山本明子
11月18日（日） 山本明子
12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

時間
料金
会場

2018年
11月14日（水） MIKA
11月14日（水） Jay

12：00～18：00
17,500円（60分）
宮城県仙台市周辺2018年

11月4日（日） HIDEKO
11月5日（月） ミッシェル
11月10日（土） Sasha
11月12日（月） MIKA
11月13日（火） 大熊めぐみ
11月17日（土） ミラクル貴子
11月21日（水） 五百田小聖
11月23日（金・祝） AKI
11月26日（月） 林陽子
11月29日（木） ACCO
11月30日(金)  Jay

愛
媛

仙
台

2018年
10月13日（土）Jay
10月23日（火）添田さおり
10月31日（水）ミラクル

2018年
11月9日（金）添田さおり　
11月10日（土）Jay　　　
11月19日（月）ミラクル
11月25日（日）樋口貴子

2018年
12月6日（木）添田さおり
12月14日（金）Jay
12月20日（木）ミラクル
12月22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

時間
料金
会場

大
阪

個人セッションメニューには大きく分けて3つのタイプがあります♥

大人になった自分にも多くの影響を与える、子ども時代のトラウマや
傷ついた自分を癒やしたいあなたへ。ドルフィン・スター・テンプルでは、
今生の体験を元に時間軸を超え傷を癒し統合へと導きます…。

多次元ヒプノセラピーは、従来の退行催眠と、スピリチュアルな領域を
統合させたものです。魂の源の必要な時期に回帰し、ヒーラーと共に
ガイドやハイヤーセルフから必要な情報をもらい癒していきます。

PLI（マスタリー）コースで行っているカー経路を開き、ライトボディを
覚醒させることが、個人セッションでも可能になりました！　肉体レベル
でハイヤーセルフと融合し、無限の可能性を活性化されます。

□詳しくはこちら　http://dstjapan.com/pr_session/domestic/index.html

DST・インナーチャイルド
リーディング・ヒーリング
DST・インナーチャイルド
リーディング・ヒーリング

DST多次元
ヒプノセラピー
DST多次元
ヒプノセラピー

カー・アクティベーションカー・アクティベーション
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ケリー・ハンプトンケリー・ハンプトン
オンラインウェビナー

10月20日(土) 10:00～12:00

緊急開催！
この地球に生まれてきた意味を知り、
DNAレベルでアップグレードを促し、
本当の愛の周波数に戻るウェビナー。

 
 あなたは真実の自分を知り、 
自分の心が世界を作っていることを

思い出すことでしょう。

この地球に生まれてきた意味を知り、
DNAレベルでアップグレードを促し、
本当の愛の周波数に戻るウェビナー。

 
 あなたは真実の自分を知り、 
自分の心が世界を作っていることを

思い出すことでしょう。

オンライン個人セッション
10月21日(日)～27日(土)

９次元から１２次元の光の存在を招き、 
チャンリングを通してあなたの
『出身星』『魂の目的』『星の使命』
を知ることができます。

新海外ゲスト新海外ゲスト
new guest

限定24名

ドルフィンスターテンプルミステリースクール
校長 穴口恵子による

マジカルチャイルド
1DAYワークショップ
マジカルチャイルド
1DAYワークショップ

あなたの内側には決して傷つくことのない、完全無欠で
子どものように純粋な内なる意識が存在しています。そ
れが、マジカルチャイルドと呼ばれる存在です。その意
識は子供のように輝くような好奇心にあふれ、「私には
無限の可能性がある」「人生は魔法だ」という意識を
持っています。

この純粋無垢なあなたの内なる存在は、

あなたが本来何者で、何を求めているのか？
この人生でうけとりたいものがなんなのか？ 
何をこの世界に分かち合えるのか？

その答えを知っているのです。そしてつねに自分の未来に
は、無限の可能性が広がっていることを知っているのです。

今回の1DAYワークショップでは、あなたのオリジナルな才
能、あなた本来の輝きを知っている、＜マジカルチャイルド
＞の純粋な輝きを取り戻すために、穴口恵子がドルフィンス
ターテンプルミステリースクールの手法を使って、まずはあ
なたのインナーチャイルドを癒す様々なワーク・瞑想を体験
していただきます。

高次元の存在からのサポートで聖域を築き、 リラックスした安心の空間で、
潜在意識に眠る、あなたの真実の声に耳を傾けていきましょう！！

あなたのマジカルチャイルドをどんどんと目覚めさせ、大好きなことを発見して、よりあな
たらしく、自由に本来もっていた潜在能力を発揮していきませんか？

【日時】11月28日（水） 11：00～18：00
【料金】早割39,000円（11月18日（日）まで） ※通常44,000円
【会場】東京渋谷周辺

詳細は、ダイナビジョンホームページをご覧ください。
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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12回目はドルフィン国際認定ヒーラーであり、13年間実際にインドネシアに
暮らした経験を持ち、「バリリトリート」をスタートさせる大熊めぐみさんです。

インタビュー：

大熊 めぐみ さま

「あなたはヒーラーになるために生まれてきた」と、あるヒーラーに言われたことがきっかけでした。2016年の
12月のこと。それまでファッションや海外、食の分野で仕事をしていて、スピリチュアルの世界とは無縁。ですが
前々から前世を見て欲しいという希望があり、「この人なら相談しても大丈夫そう」と職場の友人に話してみた
ら、すんなり希望が叶ったのでした。「え？　ヒーラー？　どこで学べばいいの？」とその友人に相談したところ、
「先日、紹介したヒーラーも講師の資格を持つドルフィンがいいのでは？」とすすめられ、HPで調べると次の期
の募集のタイミングだったので学ぶことを即決しました。

Spireal Life Report

【主な資格】
・ ドルフィンスターテンプル
   国際認定ヒーラー
・ 多次元ヒプノファシリテーター
・ クリスタルアセンション
   ライトワーカー認定ヒーラー

“ 高次の存在と繋がり続け、
   ようやく「聖なる計画」に辿り着いた ”

スピリチュアルの世界に入りわずか2年！
ドルフィンを学んだ理由とは？

ドルフィンを学ぶと決めた同じ頃、なんと失職する事態がやってきました。しかしそのタイミングでお金が舞い
込み、ドルフィンのコース料と引っ越しまでまかなえたのです。なかなかヒーラーの世界に行かない私に「ヒー
ラーの道一本に集中せい！」と神様からムリヤリ軌道修正が入った気分。実は潜在意識の私は随分前から知っ
ていて「将来ヒーラーになる」と酔っ払って言っていたそうです。まったく記憶がなく、13年間移住していたバリ
の大切な友人に教えられビックリ。そうやって「聖なる計画」には逆らえないことがドルフィンを学ぶに連れ腑
に落ち、これまでの人生でも「大好きなバリへと誘われ仕事ができたこと」「悩みの種だった両親とも良い関係
で離れることができたこと」「予約が取れない専門家に2度もアドバイスをもらえたこと」など、その都度「高次
の存在と繋がり続けてきたことで奇跡が起きていた」と気づけました。

神様からムリヤリ軌道修正…「聖なる計画」には逆らえない

思えば母も少し霊感があり、私自身、小さい頃から霊を感じ、高校時代には霊現象に悩まされた経験を持ち、バリ
でも妖怪や霊達と携わる機会がありました。そんな経験はリアルな現実では、もちろん使うこともなく、普段は忘
れていましたが、「過去世でもマジックに関わっていて、今後はヒーラーとしてその力でみんなをサポートすれば
いい」と見てもらったヒーラーにアドバイスをもらいました。そこでドルフィンの「ブロックしていたエネルギーの
解放」が起こる肉体を使ったプログラム「カー経路の活性化」に学びたいと思ったのです。
現在、ドルフィンの国際認定ヒーラーを取得し、個人セッションをさせていただきながら、更に深くドルフィンを学
ぶ道の途中です。まずは自分自身の問題を解決し、本来持つ力を取り戻すことが先決。いらないものを捨て去る
と、重くてどんよりしたものが消え去り、「ラクで幸せな自分」へと周波数が上がるのを実感しています。
同じように苦しんでいる人達がいたら、「自分から変化する」お手伝いをさせていただきたいです。今もそのヒー
ラーから聞いた、「全ての人がヒーラー」という言葉が印象深く、私自身、そう確信しています。共に自分自身に本
来備わる力を研鑽し、真のあなたの「聖なる計画」へと人生をシフトしてみませんか？　人生は軽やかで素晴らし
いものなのですから。

本来持つ力を呼び戻すことができるドルフィンの学び

http://www.okumamegumi.com/retreat.html詳細はこちら▶

神々の棲むバリ島の美しい自然の中で心を開く…。ドルフィンの手法を用いた瞑想をしながら、スピリチュア
ルなパワースポットでの沐浴やバリの瑞 し々い自然の散策、スパでのマッサージ等自分自身を癒すオリジナ
ルリトリート♥

2018年10月24日～28日「バリリトリート」をスタート!!

ドルフィンスターテンプルの手法を用いたセッションが人気！
Bahagia（大熊めぐみさんのサロン）
http://www.okumamegumi.com/

【所在地】〒252-0311 神奈川県相模原市南区東林間5-17-5フローレンス2F
【TEL/FAX】080-6522-3955　 【営業時間】10:00～21:00　
【不定休】希望セッション日は、予約時に確認、調整致します。

大熊めぐみ情報

高
次
の
存
在
が
人
生
を
軌
道
修
正

気づくと常に

高次と繋がり

導かれた人生

バリに住みたい！

仕事したい！

ヒーラーになる！

たくさんの奇跡… 軽やかな人生へ…

思えば…

あの時から

始まっていた…

その力を

今世で…

解き放つ

出会った瞬間、その微笑みと美しい声に包まれ、まるで「リアル福の女神」という存在感に鳥肌が立ちまし
た。なのにスピリチュアルに触れてわずか2年と言うから驚愕！ベテランヒーラーにしか見えず、一緒にいる
だけで自分軸がグランディングされていきました。まさに生粋のヒーラー！そんな大熊めぐみさんがスター
トさせる「バリリトリート」に注目です。バリをこよなく愛する大熊さんと行く「バリリトリート」は「あなたの
人生のご褒美」になること間違いありませんよ♬
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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。

海外リトリート
穴口恵子と巡る世界の聖地

遠隔とは、遠隔を受け取っていただく方の「ディバインセルフ」（多次元レベルの
ハイアーセルフ）に集っていただき、ディバインセルフを通してリーディングやク
リアリング、ヒーリング、アクティベーションを行うこといいます。これらの行為を、
時間軸と次元軸を超えて遠隔で行うことを「遠隔」と呼んでいます。遠隔の最大の
特徴は「身体的な制限を必要としないこと」。例えば、 通常のヒーリングなどでは
実際にその場に来ていただく必要がありますが、遠隔では、あなたのディバイン
セルフを通して直接エネルギーを届けるため、物理的な距離が離れていてもエネルギーを受け取ることができ
ます。なので、なかなか外出ができない方や海外まで遠出ができない方も、家や職場にいながらにして穴口が送
る聖地や高次の存在のエネルギーを受け取ることができます。

穴口恵子による聖地遠隔3つのポイント穴口恵子による聖地遠隔3つのポイント

穴口恵子は20年以上にわたり、世界各国の聖地を訪れ、その場所やその場所に宿る 
高次の存在のエネルギーを遠隔を通して、多くの人々に届け続けてきました。穴口が
受け取った聖地や高次の存在からのエネルギーは遠隔を受け取っていただく方の
「ディバインセルフ」(多次元レベルのハイアーセルフ)を通して、直接届けられます。
聖地遠隔後には、穴口が受け取ったチャネリングメッセージを含む特別な音声をお
届けしています。ぜひ普段の瞑想などに取り入れてみてください。その音声を通して
何度でもその聖地のエネルギーを思い出すことができます。

私たちの意識は目に見えたり、自覚することのできる「顕在意識」が約
10%、目に見えず、自覚することがない「潜在意識」が約90%を占めてい
ると言われています。そして、私たちの現実を作っているのはこの「潜在
意識」による部分が多いのです。穴口の遠隔は、エネルギーを届けるも
のです。つまり、この意識の90%以上を占めている「潜在意識」にアプ
ローチしていきます。だからこそ、とってもパワフル！遠隔とはいえ、毎回
多くの方々から目に見える変化の体験談が届いています。体が熱くなっ
たり、涙が出てきたり、ビジョンを見たり感じたり、メッセージを受け取っ
たり、直感がより鋭くなったり・・・人によって感じ方は様々ですが、実際に“エネルギーを体感”される方が多いこ
とも穴口の聖地遠隔の特徴です。

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.

①どこにいても何をしていても受け取れる「聖地遠隔」

②聖地遠隔のパイオニアである穴口恵子が
　「聖地のエネルギーを直接お届けします」

③エネルギーレベルから変化を起こすからこそ「とってもパワフル！」

今いる場所が強力なパワースポットに！今いる場所が強力なパワースポットに！
世界の聖地のエネルギーを好きな場所で受け取れる世界の聖地のエネルギーを好きな場所で受け取れる

約20年前に聖地シャスタ山にて穴口恵子は遠隔の手法と使命を受け取りまし
た。それから20年以上に渡って世界各地の聖地からエネルギーを届け続けて
おり、その参加者は10万人を突破しました。

世界の聖地のエネルギーを家にいながら受け取れる「聖地遠隔」

穴口恵子の聖地遠隔
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初の著書「かみさまは小学5年生」が24万部突破中のかみさまのことたまメッセンジャーすみれ
ちゃんと穴口恵子による「かみさまとのHAPPYトークライブショー＆ハッピーグループセッション」
今回の舞台は世界最大級のクルーズ船「ハーモニー・オブ・ザ・シーズ」！
カリブ海をクルーズしながら、かみさまトークライブを通して2018年からさらにハッピーで最高
な2019年へと次元上昇をとげましょう。このカリブ海クルーズリトリートは、「ハーモニー・オブ・
ザ・シーズ」での豪華なクルーズライフも存分にお楽しみいただきながら、すみれちゃんと穴口
恵子によるかみさまとのHAPPYトークショーやすみれちゃんのミニコンサート、すみれちゃん、すみれちゃんのお母様のゆ
きさん、穴口恵子によるハッピーグループセッション、毎年全国で行っている穴口恵子のデトックスセミナー、2019年のビ
ジョンを受け取る瞑想など様々なワークを通して2018年までの人生をブロックしていた信念や価値観から完全にシフトし
て、新しい次元で最高の2019年をスタートするための準備をしていきます。

2019年に向けて、かみさまとの対話を通して、あなたも周りもハッピーな2019年を迎
えるための様々なワークをご用意。トークライブショーあり、セミナーあり、かみさまと
繋がる瞑想あり、ハッピーグループセッションありのこのリトリートだけの盛りだくさん
のワークショップです。

すみれちゃん&穴口恵子と“最高の2019年”をスタートする!
世界最大級のクルーズ船「ハーモニー・オブ・ザ・シーズ」で巡る
すみれちゃん&穴口恵子と“最高の2019年”をスタートする!
世界最大級のクルーズ船「ハーモニー・オブ・ザ・シーズ」で巡る

カリブ海クルーズリトリート
2018

カリブ海クルーズリトリートだけの3つのポイント

ダイナビジョン史上初！同年内で2回目の開催となった「エジプトシークレットリトリート」は
2回目も大変ご好評をいただき、募集から約1週間ほどで満員御礼となりました。
現在はキャンセル待ちにて受け付けております。
また、キャンセル待ちにご登録いただいた方には次回の開催決定時に優先的にご案内を
させていただきますので、少しでもご興味のある方が事前にご登録ください。

今年2回目となるエジプトリトリートも2回目の開催にも関わらず、たった1週間ほどで満員
となりました。ダイナビジョンではこれまでもエジプトでのリトリートを開催していますが、
今年ほど希望者が溢れた年はありません。これは今の時代に、エジプトに呼ばれている方
がとても多くいることを示しています。エジプトリトリートは、プライベートクルーズを使用
する関係上、最大18名しかお受けできません。また期間も約2週間となり、仕事や家庭のご
事情で参加できない方も多くいらっしゃるかと思います。
そんな方も、ご安心ください。
穴口恵子のエジプト聖地遠隔を通して、エジプトのエネルギーをお受け取りいただけます。
特に今回は年に2回のみの「アブシンベルフェスティバル」に参加！
その貴重なタイミングでアブシンベル神殿からもエネルギーを届けます。
ワールドリトリートクラブ（WRC）にご登録の方には募集開始とともに優先的にご案内を
お送りいたしますので、少しでもご興味のある方はぜひご登録くださいね。

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

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

穴口恵子のエジプト聖地遠隔穴口恵子のエジプト聖地遠隔

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！

エジプトの神々と繋がり、
古代から受け継がれしエジプトの神秘のエネルギーを受け取る
エジプトの神々と繋がり、
古代から受け継がれしエジプトの神秘のエネルギーを受け取る

2018年
10月19日～
11月2日（日本発着）

満員御礼！キャンセル待ち

【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

POINT1

POINT2

POINT3

2019年に向けてハッピーヴォルテックスの扉を開く
すみれちゃんと穴口恵子によるスペシャルワークショップ

ロイヤル・カリビアン社が誇る、世界最大級22万7千トンの巨大客船
「ハーモニー・オブ・ザ・シーズ」
誰もが驚嘆するほどの巨大な船内は、まるで「洋上の街」船内には様々な施設や多彩なアクティビティが満載です。
コースまたはビュッフェ形式でのお食事、40店以上もの飲食店に加え、ジップライン、アイススケートリンク、迫力満点の飛び込みショーを
上演する円形劇場「アクアシアター」、ピクニックも楽しめる緑豊かな公園「セントラルパーク」、洋上で最も高さのあるスライダー「アル
ティメット・アビス」など様々なエンターテイメントをお楽しみいただけます。

世界最大級の船『ハーモニー・オブ・ザ・シーズ』での
エンターテイメント満載の豪華カリブ海クルーズ

今回「ハーモニー・オブ・ザ・シーズ」で巡るカリブ海の旅では、
世界一飛行機を近くに感じられるビーチのある『セント・マー
チン島（オランダ/フランス）』、世界のセレブを引き付けるカリ
ブ海の島『サンファン（プエルトリコ）』、ロイヤルカリビアンのプライベート島『ラバディ（ハイチ）』のカリブ海に浮かぶ3つの極上リ
ゾート地を訪れます。現地観光はもちろんのこと、マリンアクティビティ、BBQなどを自由時間でお楽しみいただけます。

『ハーモニー・オブ・ザ・シーズ』で寄港する
カリブ海の3つの極上リゾート地をたっぷり堪能

日本発着：2018年12月22日（土）～2019年1月1日（火）
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【3ヶ月コースの流れと日程】

【主にこんなことを学べます】

□ 美しいアセンション神殿をあなたの体内に創る
□ 最新の宇宙の叡智をチャネリングする方法
□ クライアントとのコミュニケーション方法
□ セドナで降ろされたアセンション・チャクラのワーク
□ 浄化、癒し、愛、真実、叡智のパワーを身に着ける
□ アセンテッド・マスターたちとのチャンネルを開く
□ プロとして活躍するための「倫理」や「責任」
□ セルフプロデュースについて　他

【金額】
通常288,000円→早割255,000円
◆さらに3つの豪華特典付き！ 

【会場】
東京23区内。詳細はお申し込みの方へご案内。

【開催時間】
1日目10:30～18:00／2日目10:00～18:00

http://dynavision.co.jp/Susanna/asc_channeler2018/

あなたも神さま、天使、アセンテッド・マスター、
宇宙の最新情報とつながりメッセージを降ろせるように！

アセンション・チャネラー
6日間認定コース

穴口恵子によるセドナの光の都市と繋がる
アセンション・チャネリングコース

（2日間対面）

2018年11月24日～25日

穴口恵子＆スザンナによるQ&A動画セミナー
（30分×1回）

2018年11月下旬

穴口恵子による
アセンション・チャクラマスターコース

（2日間対面）

2018年12月8日～9日

スザンナによる動画フォローアップ
「アセンテッドマスターの波動をオイルに込める方法」

（30分×1回）

2018年12月下旬

認定証発行

穴口恵子によるアセンション・チャネラーのための
マーケティングマスターコース

（2日間対面）

2019年1月19日～20日

穴口恵子＆スザンナによるQ&A動画セミナー
（30分×1回）

2019年1月下旬

この使命を聖地セドナの地で受け取った穴口恵子は、世界最高峰のチャネリング能力開発コースを作り上げ
ました。世界が大きく変化していく中、アセンションの流れに乗り一瞬一瞬の選択をクリアーにできる存在を、
地球と宇宙は求めています。人々へ導きのメッセージを伝えるライトワーカーがいま1人でも多く必要なの
です。今こそあなたの中に眠る才能を目覚めさせ、真実の道を開いていきましょう！

高次元のガイダンスや、宇宙の叡智と自由自在にチャンネルを合わせ、
光のメッセージを降ろせる「アセンション・チャネラー」を目覚めさせること。

成功する人たちは

実はスピリチュアル?!

［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28回］
　クルーズのすすめ
　旅行後にアイディアが湧く理由
［第35回］
　今日までに諦めたこと。
　まだ幸せにしていない自分。
［第47回］
　男女は思い込みの世界
［第57回］
　「どうでもいいやぁ！」から始める
［第63回］
　セルフマスタリーがカギ｠

※ネットラジオなので視聴無料!  

ネットラジオ番組！！
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

…

アートプロデューサーの佐和貫鈴さん
漫画家の松本耳子さん
作家プロデューサーの山本時嗣さん
宇宙にお任せナビゲーターの大木ゆきのさん
ETコンタクティのグレゴリー・サリバンさん
マツダミヒロさん＆わかめさん・・・

セキララな女子会から、ビジネスコーチングまで
トークテーマはさまざま！

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

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80万ダウンロード!!
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！

お申し込み・詳細はこちらから



Cosmic Vision Quest   3130   Cosmic Vision Quest

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

…etc.

全9セット
ぜひチェックしてみて下さい。
全9セット
ぜひチェックしてみて下さい。

ひとつずつでもセットでも

お楽しみいただけます。

Amazonオーディブルが

月額聴き放題からコイン制に

変わりました。新しく
“セット”で登場

新しく
“セット”で登場

穴口恵子の
“たった5分”
瞑想シリーズが

“たった５分”で瞑想シリーズ

“たった５分”で瞑想シ
リーズ

『スッキリ！ 
最高の1日をスタートする』セット

“たった５分”で瞑想シリーズ『あなたの周りに最高の人間関係を築く』セット

“たった５分”で瞑想シ
リーズ

『スッキリ！ 極上のリ
ラックス』セット

“たった５分”で瞑想シリーズ『潜在能力を120%発揮する』セット
『仕事で最高のパフォ

ーマンスを

発揮する』セット
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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。

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3つのプログラムが受講可能です
http://keikoanaguchi.com/miraclezone/

お客様の声

このプログラムで、あ
なたの夢の叶

い方が変わります

毎月３つのギフトを受け取るだけで、いつでも幸せの流れに乗れて次々に願いが叶う
穴口恵子最新スピリアル願望実現プログラムハッピーミラクルゾーン
①最高の1 ヶ月リーディング情報』
②遠隔ヒーリング＆アクティベーション
③最高のあなたになる瞑想法

①最高の1 ヶ月リーディング情報』
②遠隔ヒーリング＆アクティベーション
③最高のあなたになる瞑想法

お金・仕事・人間関係の問題を卒業してお金・仕事・人間関係の問題を卒業して

もし、あなたが現在もし、あなたが現在

というのであれば、というのであれば、

□ エネルギーや周波数を気にして過ごしているが気分が下がってしまう
□ 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
□ 今最も必要なエネルギーを気軽に自宅でも出先でも受け取りたい

□ エネルギーや周波数を気にして過ごしているが気分が下がってしまう
□ 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
□ 今最も必要なエネルギーを気軽に自宅でも出先でも受け取りたい

このコースは大きく3つのカリキュラムで構成されています
『最高のあなたになる瞑想法』配信

約15分ほどの「その月」に最も必要なエネルギーを感じて、導いてくれる瞑想法
です。毎日の瞑想に取り入れるだけでエネルギーをアンカリングしてくれます。
心地よい状態に入れる誘導瞑想です。

① 瞑想音声

遠隔ヒーリング＆アクティベーション
同時に２つ受け取れます。一つは、ハイアーセルフをお呼びして、あなたの感情
のブロックをクリアにします。もう一つは、様々な高次の存在を読んであなたが
最高の状態で居られようエネルギーワークを行います。

② ヒーリング

『最高の１ヶ月リーシング情報』配信
１ヶ月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恵子がリーディ
ングして、「何日にはこういう流れが起こるから、これをしておきましょう」と具体的
なアドバイスをお伝えします。

③ リーディング

毎月３つのギフトを受け取るだけで、いつでも幸せの流れに乗れて次々に願いが叶う
穴口恵子最新スピリアル願望実現プログラムハッピーミラクルゾーン

私自身、夢の叶え方がすごく変わりました。
ハッピーミラクルゾーンに入ると、あなたの毎日が幸せのヴォルテックスとなり、
安心感の中でずっとワクワクが続きます。私自身もこれによって、思いもよらない
理想をたくさん叶えてきました。あなたには、あなたが思っている以上のもっと
素晴らしい人生が必ず待っています。ハッピーミラクルゾーンの流れに乗って、
ぜひ今よりも壮大な人生の奇跡を体験して欲しいと思います。

穴口恵子
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ダイナビジョンのコンシェルジュが厳選した、10月・11月・
12月にぴったりのレインボーエンジェルズクリスタル
カードとサポートアイテムをご紹介します！

《石の名前》 
オベリスククォーツ
《メッセージ》
ハートの奥にある
願望を現実へ

「私の願いは、すべてうまくいきます」

神聖な自己を目覚めさせるためのアファメーション

穴口恵子の誘導瞑想CDです。
女神アバンダンティアのメディテー
ションで、豊かさの源泉につながる
誘導瞑想を行います。

サポートアイテム

10月にぴったりの
カードは・・・

《石の名前》 
ロードクロサイト
《メッセージ》
愛の循環

「私は、喜びから愛を与え、喜んで愛を受け取ります」
神聖な自己を目覚めさせるためのアファメーション

12月にぴったりの
カードは・・・

《石の名前》 
セレナイト
《メッセージ》
時は満ちた

「セレナイト」

「私の夢や理想を、行動にうつします」

神聖な自己を目覚めさせるためのアファメーション

不安定な感情を分散し、安定させる
強い力があり、潜在意識レベルで起
こっていることを意識的に理解させ
ます。ハイヤーセルフなどからのメッ
セージをしっかりキャッチ出来るよう
になります。

「ロードクロサイト～女神イシス～」

マリウス・マイケル・
ジョージのアートで
す。愛のエネルギー
を高めてくれます。
ハートを包み込ん
でくれるような、温
かいエネルギーを
感じることが出来る
でしょう。

サポートアイテム

サポートアイテム

11月にぴったりの
カードは・・・

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

Rainbow Angels Crystal Card

価格：4,104円（税込） 全44枚

～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

今月は、2018年までのあなたの人生や人間関係で受け取ったことを振り返
り、よりあなたが進化していくことへと導かれていく出来事が起きるでしょう。あ
なたが目覚めるために人生の出来事が起こり、そのために沢山の人 と々の関
係を受け取っている祝福に意識を向けて見ましょう。

サポートカラー ： ブルー、オレンジ、パールピンク、オパール
応援にくる高次元の存在 ： 
ブッダ、千手観音、聖母マリア、マグダラのマリア

12月
すべてに
愛と感謝の
循環をする
December

October

今月はあなたの魂の声に従うことで、あなたが精神的な豊かさを思い出して、
無限の豊かさのエネルギーをあなたの内側からも外側からも受け取ることが
できるようになっていきましょう。真の豊かさにふれることを通して、日常にある
豊かさに意識を向けて見るチャンスが訪れています。

サポートカラー ： ゴールド、黄緑、黄色
応援にくる高次元の存在 ： 
日輪大弁財天、豊受の大御神、女神フォーチュナ、女神アバンダンティア

10月

真実の豊かさに
回帰する

今月は、あなたの2019年の準備の月となります。あなたが未来のハイアーセ
ルフと繋がって、2019年があなた自身が予想していた以上の自分が存在して
いる可能性に導かれるでしょう。そして、何よりも過去・現在・未来と多次元と
の繋がりを感じながら、今ここにすでに存在している未来の自分が望んでいる
ことに意識をむけて、毎日を過ごして行きましょう。

サポートカラー ： レインボー、シルバー、エメラルドグリーン、ロイヤルブルー
応援にくる高次元の存在 ： 
女神ダーナ、イエス・キリスト、大天使メタトロン、大天使ザドキエル、
大天使ミカエル

11月
飛躍した

未来の自分を
引き寄せる
November

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

「アバンダンティアの錬金術
～Alchemy of Abundantia～
 （穴口恵子）」



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

硫黄は温泉によく含まれる成分で有名ですね。古くは悪魔を祓うための儀
式に使われていました。
混乱した感情やカルマの浄化に優れています。自己否定や破壊的なエネ
ルギーを取り除き、ネガティブな行動パターンや思考パターンを終わらせ
ます。また、サイキック能力を引き出すことにも有効です。
硫黄は火口付近や地中から採掘されます。日本は火山が多いため古くか
ら硫黄が採掘されており、1300年前の書物「続日本紀」には朝廷への献
上品として登場するそうです。

あらゆる魔を祓う！
『サルファー（硫黄）』

☆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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「効果抜群」と早速人気急上昇中！新商品情報

最近入荷したばかりで人気を博しているのが、数種類の花のエネルギーと自然界のエネルギー
が入ったマウントフジフラワーエッセンス。マウントフジというだけあって、フラワーエッセンスでは
めずらしく日本製。だから私たち日本人にぴったり！　
実はドルフィンスターテンプルの3日間コースで先行販売し、3日間でほぼ完売。初日でご購入され
た方が即効果を体感され、次の日に違う種類を購入されるほど、その効果は絶大。ドルフィンス
ターテンプルのヒーラーさん達、講師の方々お墨付きのエッセンスを、是非試してみて下さいね！

マウントフジフラワーエッセンス

豊かさと成功（写真左）
物質的な豊かさはもちろん人間関係も拡大させます。その他、引き寄
せ力をアップさせたり、豊かさを受け取ることや成功することへの抵
抗から解放させます。

防御と浄化と刷新（写真右）
エネルギーやチャクラの浄化をし、活性化させ、バランスをとっていく
ことを助けます。結界をはるサポートにもなってくれます。

特に決まりはないですが、コップ半分くらいのお水
に4～5滴いれて飲みます。お酢の味です！【飲み方】

（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。事前予約
は特に必要ございません。レインボーエジェルズ大阪店ブログ等
でスケジュールを確認の上、お店に直接お越しくださいませ。 
10分/3000円

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

定期開催イベント

１２月クリスマスイベント開催予定！

定期・特別イベントの日程・詳細は、
大阪店ブログにて！
https://ameblo.jp/rainbowangels-osaka/
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。

［店頭ヒーラー］
アセンションチャネリグヒーラー YURIA
ドルフィンスターテンプルヒーラー 愛子
アロマトリートメント&神様カード 僚子（ともこ）

レインボーエジェルズ大阪店

［おすすめクリスタル］
ピンクフローライト

ピンクフローライトの優しく繊細な波動はあなたの
ハートの中にある恋愛の傷を癒してくれます。どん
な時でも…その時々に出てきた傷に対して発揮くれ
ます。そして、あなたが向き合っている今の恋や、こ
れから起こるでろう恋に対してポジティブに捉えら
れるように優しく促してくれます。持っていると素敵
な恋になる♪そんなクリスタルです。
チャネリング by スピリアルコンシュルジュ miwa

スピリアルイケ男（ダン）イケ女（ジョ）塾
ありのままのあなたの魅力を輝かせることで
お金、人、モノ、チャンスにモテて自然と引き寄せる
スピリッチ、スピリアル人生をひらきたいあなたへ。

９、１０、11月
レインボーエンジェルズ大阪店
特別イベント

詳しくはこちら▶

coming soon
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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

ナム・サンウク（韓国出身）…ダイナビジョンのデザイナーとして長年働いて起業したい夢を持っていたところ、
穴口恵子のサポートを受けて独立し、ウェブデザイン事務所wafactoryを設立。独立後もダイナビジョン
の仕事に幅広く関わっている。趣味は映画で韓国映画を日本に持って来て上映する活動をしている。

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。

ダイナビジョンで働いて12年。ウェブデザイナーとしてIT
などリアルな世界で働いた私にはスピリチュアルに触れ
合う機会がなく、入社してはじめて感じた感想は「怪しい」
ということでした。しかし、恵子さんとダイナビジョンのす
ばらしい講師たちとの出会いが、自分の中ですでに存在
していたスピリチュアル的な部分に深く向き合うきっかけ
になりました。今は日々の生活や仕事で、スピリチュアル
とリアルをバランスよく活用できるようになり、楽しく生活
しています。今になって考えてみたら小学生6年生の担任
の先生が変わった先生でした。毎朝クラス全員で10分間
の誘導瞑想をしてから、授業を始めていたことを思いだ
します。その時はそれが瞑想であることも知らず、忘れて
いた記憶が恵子さんの瞑想を聞いてふっと思い出しまし
た。子供時代のその影響からか、一緒に働く同僚には「グ
ラウンディングされている」とよく言われます。

「社長を卒業する」と恵子
さんが宣言した後、“ダイナ
ビジョンはどうなるの？”と
いろんな人から不安の声
を聞きました。しかし、ダイ
ナビジョンで長く働いてい
る私は、恵子さんが何年も
前から社長を辞めて講師業に専念したいと思っている気
持ちを知っていたので、そこまで驚くことも、不安になるこ

穴口恵子社長卒業宣言
そして、社長代理になる

とも、ありませんでした。社長交代を見計らい、なかなか
何年も進められなかったことを、恵子さんは思い切って
宣言し、行動したと思いました。さらに引退後の恵子さん
がアップグレードして活躍することを期待しています。社
長卒業宣言の数日後、恵子さんから「社長代理になってく
れないか」とオファーが来ました。自分で良いのか迷いも
ありましたが、社内の不安になっている気持ちを、「わくわ
くと希望を抱く」気持ちに入れ替えたいと思って引き受け
ました。

3か月間社長代理をしながら一番大事にしたのはヒアリ
ングでした。メンバーひとりひとりとのコミュニケーション
を大事にして、今どんな気持ちで働いているのか、どんな
部分が解決できればもっと才能を発揮できるのか、話し
合いました。自分が何とかしてあげたい気持ちでスタート
した社長代理の仕事でしたが、なれてない役職で何とか
頑張っている私を実は同僚のみんなが支えてくれている
と気が付きました。ひとりひとり個性豊かなメンバーがお
互いに認めあう、そして信頼する、それがダイナビジョン
だと感じました。恵子さんからの信頼と同僚の皆さんから
の沢山の支えを受け感謝の気持ちがいっぱいになりまし
た。そしてもっと頑張ってみんなに恩返ししたいと思いま
した。人って求められて、感謝して、そして頑張って成長し
て行くんだと改めて思いました。
これからもダイナビジョンと関わる皆さんと愛と喜びを惜
しみなく分かち合あって、お客様が心から満足していただ
けるサポートをしていきたいと思っています。

ダイナビジョンと出会って12年

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ホームページや
デザインを担当しているウェブチーム
リーダーのナム・サンウクさんです。

みんなに感謝、
みんなですばらしい！



10-12
内容：【旅】=リトリート【EV】=2時間程のイベント【WS】=1日～2日程のワークショップ【GS】=グループセッション【PS】=個人セッション【認定】=認定コース
【通信】=通信コース【フェア】=特別イベントなど
場所：［東]=東京 [名]=名古屋 [大]=大阪 [神]=神戸 [福]=福岡 [沖]＝沖縄 [遠]=Skypeなどでの遠隔 [Web]＝オンライン
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【フェア】アシュタールジュエリーフェア[大]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[大]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[大]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[大]
 　
 　
 　
 　
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[福]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[福]
【認】アセンションチャネラー[東]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[福]
【WS】スピリアルイケ男イケ女塾[大]【認】アセンションチャネラー[東]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[福]

【認】アセンションチャネラー[東]
【認】アセンションチャネラー[東]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【WS】スピリアルイケ男イケ女塾[大]
【遠隔】12/22～1/1：カリブ海遠隔伝授 or 遠隔 
【リトリート】12/22～1/1：カリブ海クルーズリトリート
 
【イベント】大阪店クリスマスイベント[大]

12  December

【フェア】マラージュフェア[WEB]【PS】大熊めぐみ[東]
【フェア】マラージュフェア[WEB]【認定】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
【フェア】マラージュフェア[WEB]【認定】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
【フェア】マラージュフェア[WEB]【認定】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
【フェア】マラージュフェア[WEB]【PS】Sasha[東]
【WS】FSP練習会[東]
【フェア】マラージュフェア[WEB]【WS】FSPコース説明会[東]
【フェア】マラージュフェア[WEB]【PS】AKI[東]
【フェア】マラージュフェア[WEB]【PS】ハル[東]
【フェア】マラージュフェア[WEB]【PS】MIKA[東]
【フェア】マラージュフェア[WEB]【PS】ミラクル貴子[東]
【PS】Jay[大]【認定】PLI1[東]
【フェア】マラージュフェア[WEB]【認定】PLI1[東]
【WS】スピリアルイケ男イケ女塾体験＆説明会[大]
【PS】林陽子[東]
【PS】HIDEKO[東]
 
 
【WS】理想のパートナーを引き寄せるスピリチュアル1DAY[東]
【遠隔】10/19～11/2：エジプト遠隔伝授 or 遠隔 2回目
【リトリート】10/19～11/2：エジプトリトリート（満席）
【認定】FSP国際認定ヒーラー取得[東]【WS】ケリー・ハンプトンウェビナー
【認定】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
【PS】ケリー・ハンプトン（Zoom）（10/21~10/27）
 
【PS】添田さおり[大]【WS】DST瞑想会[大]
 
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[WEB]
【フェア】マラージュフェア[東]【PS】Jay[東]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[WEB]
【フェア】マラージュフェア[東]【PS】五百田小聖[東]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[WEB]
【フェア】マラージュフェア[東]【認定】PLI1[大]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[WEB]【認定】PLI1[大]
【フェア】マラージュフェア[東]【フェア】癒しスタジアムat神戸[大]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[WEB]
【WS】FSPコース説明会[大]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[WEB]【WS】FSP練習会[大]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[WEB]【PS】ACCO[東]
【WS】グループヒプノ[東]【PS】ミラクル[大]

【フェア】アシュタールジュエリーフェア[WEB]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[WEB]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[WEB]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[WEB]
 　
 　
【海外ゲスト】テリー来日イベント（11/7～26）　
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[東]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[東]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[東]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[東]

11  November

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
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