
1 -3

内容：【旅】=リトリート【EV】=2時間程のイベント【WS】=1日～2日程のワークショップ【GS】=グループセッション【PS】=個人セッション【認定】=認定コース
【通信】=通信コース【フェア】=特別イベントなど
場所：［東]=東京 [名]=名古屋 [大]=大阪 [神]=神戸 [福]=福岡 [沖]＝沖縄 [遠]=Skypeなどでの遠隔 [Web]＝オンライン
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【PS】Jay[大]

【PS】AKI[東]
【PS】MIKA[東]【PS】添田さおり[東]

【WS】テーマ瞑想会[東]【PS】ミッシェル[東]
【認定】FSP国際認定ヒーラー取得[東・週]
【認定】FSP国際認定ヒーラー取得[東・週]
【認定】FSP国際認定ヒーラー取得[東・週]【PS】山本明子[愛]
【PS】レシェル由美[名]
【WS】FSP練習会[東]【PS】アレッサンドラ(2/25,28) [東]
【認定】FSP国際認定ヒーラー取得[東・平]【PS】ミラクル[大]
アレッサンドライブニングセミナー[東]
【WS】DST瞑想会[東]【認定】FSP国際認定ヒーラー取得[東・平]
アレッサンドラグループセッション[東]
【認定】FSP国際認定ヒーラー取得[東・平]【WS】DST瞑想会[東]
【PS】Jay[東]

【WS】FSP練習会[東]
【PS】Sasha[東]【認定】PLI2[東]アレッサンドラ２DAYS[東]
［WS］スピリアルイケ男イケ女塾2日目[大]【認定】PLI2[東]
アレッサンドラ２DAYS[東]

【PS】MIKA[東]アレッサンドライブニングセミナー[大]
【PS】アレッサンドラ(3/5~8)[大]

【PS】ミッシェル[東]

アレッサンドラ１DAY[大]
【PS】樋口貴子[大]
【PS】アレッサンドラ(3/12~14) [福]
【WS】FSP練習会[大]【PS】添田さおり[大]
【PS】大熊めぐみ[東]【GS】アレッサンドラ[福]

【PS】Jay[大]【認定】PLI1[東・週]
【PS】レシェル由美[名]【認定】PLI1[東・週]
【PS】五百田小聖[東]
【PS】ミラクル[大]

【PS】山本明子[愛]
【WS】テーマ瞑想会[東]【PS】AKI[東]

【認定】PLI1[東・平]
アシュタールジュエリーフェア[東]【認定】PLI1[東・平]
アシュタールジュエリーフェア[東]【WS】DST瞑想会[東]
【PS】Jay[東]
アシュタールジュエリーフェア[東]【認定】PLI1[大]
アシュタールジュエリーフェア[東]【認定】PLI1[大]
ドゥーガル広島リトリート（～4/1）

3  March

【PS】MIKA[東]
【遠隔】2019新春特別企画・えびす遠隔

【認定】PLI1[大]
【認定】PLI1[大]【PS】添田さおり[大]【WS】DST瞑想会[大]
【認定】PLI1[大]【PS】
【PS】ケリー・ハンプトン(1/15~1/18)
ケリー来日イブニングセミナー(東京)
ケイトキングジュエリーフェア[大]【GS】ケリー・ハンプトン[東]
ケイトキングジュエリーフェア[大]
ケイトキングジュエリーフェア[大]【PS】樋口貴子[大]　
ケリー2DAYS[東]
ケイトキングジュエリーフェア[大]　【認定】ケリー2DAYS[東]
【PS】ミッシェル[東]【PS】AKI[東] 
ケリー神社遠隔アクティベーション[東]
【WS】DST瞑想会[大]【WS】FSP練習会[東]
【PS】ケリー・ハンプトン（1/23~1/25）[大]
ケイトキングジュエリーフェア[東]【GS】ケリー・ハンプトン[大]
【PS】Jay[東]【WS】DST瞑想会[東]　
ケイトキングジュエリーフェア[東]　　
【認定】PLI2[東]　ケリー神社遠隔＆来日イブニングセミナー [大]
ケイトキングジュエリーフェア[東]　
【PS】Sasha[東]【PS】山本明子[愛]【PS】レシェル由美[名]
【認定】PLI2[東]【認定】ケリー1DAY [大]　
ケイトキングジュエリーフェア[東]　
【PS】五百田小聖[東]【PS】ミラクル[大]
【PS】Jay[大]

【リトリート】ペルーリトリート（～2/15日本発着）【PS】大熊めぐみ[東]

【遠隔】ペルーシャーマニック遠隔
【認定】PLI2[東]【PS】Sasha[東]
［WS］スピリアルイケ男イケ女塾1日目[大]【認定】PLI2[東]

【PS】五百田小聖[東]
【認定】PLI1[大]
【認定】PLI1[大]【PS】大熊めぐみ[東]
【認定】PLI1[大]

【リトリート】ウユニ塩湖オプショナルツアー（～2/21日本着）

2  February

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.76



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12月20日現在の情報です。事情に
より変更になる場合がありますので、ホームページやお電話でご確認ください。
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DST：ドルフィンスターテンプル®

穴口恵子
ダイアモンドの光の家族の皆様へ 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」 32

Amazon オーディブル
穴口恵子の“たった5分”瞑想シリーズ 33

Cosmic Vision Quest   3

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。

次元上昇の輝かしい扉が開かれた２０１９年の
お慶びを申し上げます。

ハッピーアセンションニューイヤー！！

新しい人生のステージを誰もがスタートしていける一年と
なりそうですね。

新年が明けて、あなたの魂はどんな風に今年を過ごして
いこうと感じていますか？

このタイミングで、あなたがやっておくことがあるとしたら、
どんなことでしょうか？

やはり、新しい次元上昇のエネルギーで新年を迎えたので、
やっぱり、思いっきり、高周波でいることを毎日やってあげる
ことが、あなたにとっての最高の一年となる目安ですね。

ぜひ、こんなことを試してみてくださいね。

１）自分を褒め続ける。
２）自分が愛に溢れている人になる。
３）愛溢れた人と付き合う。
４）やりたいことを周りに伝えて、やること。
５）ハッピーヴォルテックスの中で自分の軸を太く持つこと。

これからの３ヶ月に渡って、あなたがこの５つのことを深める
ために、ダイナビジョンユニバーシティでは、多次元レベル
のセミナーや商品を提供しています。今年もみなさまと
繋がって、ハッピーヴォルテックスを広げていくことを楽しみ
にしています。

ダイアモンドの光の家族の皆様へ

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/

愛と感謝と平和とともに
ダイナビジョンユニバーシティ

穴口恵子
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4    Cosmic Vision Quest Cosmic Vision Quest   51月10日は商売繁盛笹持って来い♪の十日えびすであり穴口恵子の誕生日！ 記念して豊穣のお守りが誕生♪

豊かさ　　　　豊穣守
おねがいごと

ザクザク金運アップ★おねがいごとを書いて財布に入れてね♥

ザ ザク ク

金豊

ドルフィンスターテンプルミステリースクールで使用する

～「不要な思い込みの契約書」を解除するシート～

name

この契約書はドルフィンスターテンプルミステリースクールの光の評議会達に
よって守られています。どんなことを記載しても、安心安全な空間に保たれる
ようアファメーションしてありますので、安心してご記載ください。

☆「契約書の使い方」は次のページに！



ただ秘技を学ぶだけではなく、「本人にしか分からない謎が解け、真の自分に戻り、自分らしく生きること」
を学ぶ『真実の人生の学校』。それがドルフィンスターテンプル®ミステリースクールです。

1995年にアメリカのカルフォルニア州にあるシャスタ山で世界的ヒーラーとして
著名なアモラ・クァン・インが設立しました。株式会社ダイナビジョンの穴口恵子が、
1997年の冬に雑誌の取材のためにアモラのもとに訪れた時、「メンターとして
師事し、すべてのコースを受講しよう」と決めました。その後、アモラより秘技の
伝授を受け、2000年に日本にてドルフィンスターテンプル®ミステリースクール
を設立したのです。

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

6    Cosmic Vision Quest Cosmic Vision Quest   7

「契約書の使い方」
STEP①

STEP②

STEP③

これにより、あなたのエネルギーレベルに在った、不要な思い込み、手放したい日々の
習慣を「キャンセル」できるよう意図設定してあります。これらはドルフィンスターテンプ
ルミステリースクールで学びエネルギー上で、誰もが行える手法です。

☆より深く「ドルフィンスターテンプル」の教えを学びたい方は
　次のページからの詳細をご覧ください▶

直接この「契約書」に2019 年あなたが自覚している
手放したい思い込みや改めたい日々の習慣を書き込みましょう！

～箇条書きでも、文章でも構いません～
例） 
　・ 私はがむしゃらに働かなければお金を得られないと思っている
　・ 私は一生懸命、相手に尽くさないと愛されない
　・ 必要がないとわかっているのに、ついつい衝動買いしてしまう
　・ やらなきゃいけないことを、つい先延ばしにしてしまう
　・ いやだと思っても、断れない。
　・ 悲しいのに、泣けない。
　・ 周りを気にしすぎて、自分の考えを言えない。

※思い浮かばなければ、「私にとって全ての不要な思い込み・習慣を手放します」と書いてもOKです！

自分の利き手に「キャンセル」と書いたスタンプを持って
いるとイメージします。
書き込んだ「契約書」に向けて、その「キャンセル」のスタ
ンプを押します（ここはイメージです）。
その際に「キャンセル」と実際に声に出して何度も何度も
押します。

「キャンセルスタンプ」を充分に押せたと思ったら、「契約書」をビリビリに破ってしまい
ます。破いた「契約書」はひとまとめにし、ゴミ箱に捨てるか、危なくない環境で燃やし
てしまいましょう。

アモラによるDSTの秘技の内容は…

本来の自分
を生きる

ハイアーセルフ
との一体化

全領域で
クリアリング
ヒーリング

高次の存在
とのつながり

神聖な空間 完全形の
セッション

□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。

設立者はアモラ・クァン・イン

［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！

ティーチャーコース
ティーチャーになるための
コース

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。

アシスタントティーチャーコース
アシスタントティーチャー
になるためのコース

ダイヤモンドライトボディ
の活性化 他

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

マスタリーコース PLI-2

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

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。

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-2

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

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。

透視コース
FSP-1

特
集1
  D
ST
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で検察

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。

ドルフィンスターテンプル

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

穴口恵子直伝集中コースだけの特別カリキュラム

※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。

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。

FSP国
際認定

ヒーラ
ー
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2019
年2月

開校

穴口
恵子

直伝

誰し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の目や意見から自由になり、
完全に自分軸を生きる。 
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、ハイアーセルフと一体となり
「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?

2019年2
月より、

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分
かち合うチェックインという時
間を持ちます。

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

FSPの手法のレクチャー：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。

当日のコースの感想や感情、ボディの状況を一人一人
シェア→その後、互いに与えた影響をクリアにする
チェックアウトを行い終了。

PM~

＊コース中には随時Q&Aが設けられますので、ご安心ください。

一日のコースの
流れはどのように
なっているのですか？

Q.
はい、誰もがオーラを視ることができるようになります。

「あの人ってオーラあるよね?」、「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?「視覚」だけ
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
得られようになります。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できるのです。

オーラなどを感じたことがない
のですが大丈夫でしょうか?Q.

リーディングが苦手なのですが
大丈夫でしょうか?Q.

誰もがリーディングを行えるよう、分かりやすく体系立てて
お伝えしています。私たちには「直観」が備わっています。虫
の知らせや、理由がないのにワクワクしたり、なぜかモヤモ
ヤすっきりしないということがよくあると思います。気のせ
いだとやりすごしてしまいそうな、この感覚こそが大切なメッ
セージなのです。コースでは直観の磨き方を学びます。人に
よって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。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。

どんな人にでも全感覚認知は開くことができます。もちろん
スキルを習いたての頃は、まだ不慣れで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、
必ずできるようになります。

穴口さんや特別な人だから
できるのではないですか？Q.

【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）27日（金）28日（土）29日（日）　 
       　  10月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。

【会場】 東京（渋谷）　【講師】 穴口恵子

・ 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

スケジュール
はコチラ

チェックイン

チェックアウト



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

2019年6月26日（水）～7月4日（木）
【日本発6月25日（火）、日本着7月5日（金）】
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！

日時

料金
会場

FSP練習会■ メニュー3

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

【大阪】
3月13日（水） 16:00～19:00 
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】
1月22日（水） 14:00～ 講師：MIKA
2月25日（月） 14:00～ 講師：MIKA
3月1日（金） 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】2月21日（木） 19:00～
ミッシェル　　　　　3,000円　　※遠隔参加できます。
コスミックビジョンスペース（中目黒）

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。

【大阪】3月25日（月）　19:00～21:00
MIKA　　　　　3,000円　　※遠隔参加できます。
レインボーエンジェルズ大阪店

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。

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
2019年2月26日（火、一粒万倍日、神よし）1106号室
2019年3月29日（金、天おん、ひらく）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】1月25日（金）　19:00～21:00　担当講師：Jay
　　　2月27日（水）　19:00～21:00　担当講師：Jay
　　　3月29日（金）　19:00～21:00　担当講師：Jay
【大阪】1月13日（日）　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

2019年
1月8日（火） MIKA
1月21日（月） ミッシェル
1月21日（月） AKI
1月25日（金） Jay
1月27日（日） Sasha
1月28日（月） 五百田小聖
1月31日（木） 大熊めぐみ

2019年
3月2日（土） Sasha
3月5日（火） MIKA
3月7日（木） ミッシェル
3月14日（火） 大熊めぐみ
3月18日（月） 五百田小聖
3月25日（月） AKI
3月29日（金） 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）

時間
料金
会場

時間
料金
会場

2019年
1月27日（日）　山本明子
2月24日（日）　山本明子
3月24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

2019年
1月27日（日）　レシェル由美
2月24日（日）　レシェル由美
3月17日（日）　レシェル由美

12：00～18：00
17,500円（60分）
愛知県名古屋市内

2019年
2月2日（土） Sasha
2月8日（金） 五百田小聖
2月10日（日） 大熊めぐみ
2月18日（月） AKI
2月19日（火） MIKA
2月21日（木） Sasha
2月28日（木）  Jay

愛
媛

名
古
屋

2019年
1月13日（日）　添田さおり
1月19日（土）　樋口貴子
1月28日（月）　ミラクル
1月29日（火）　Jay

2019年
2月16日（土）　Jay　
2月19日（火）　添田さおり　
2月26日（火）　ミラクル

2019年
3月11日（月）　樋口貴子
3月13日（水）　添田さおり
3月16日（土）　Jay
3月19日（火）　ミラクル

12：00～18：00
17,500円（60分）　　　　
レインボーエンジェルズ大阪店

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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日時

料金
講師
会場

随時受付 【対象】DST受講生・卒業生
東京・大阪
MIKA、ハル、樋口貴子、ミッシェル、添田さおり
17,500円（～90分）／21,800円（91分～180分）

フォローアップリーディング
FSP1～PLI3の内容を講師がマンツーマンでサポートするシステムです。コース中や修了後など、理解を深めた
い部分に焦点をあて、講師が受講生のハイヤーセルフと繋がってリーディングし、そのガイダンスに従い伝授して
いきます。卒業生・受講生はどなたでも受講可能です。

コースのご案内

古代レムリア、アトランティス、エジプトの神殿において伝授されていた古代の叡智を、現代社会にマッチしたヒーリ
ング手法で学びます。
【PLIマスタリーコース】 
カーアクティベーション（PLI1）・原初の8細胞の浄化（PLI2）・ダイヤモンドライトボディの活性化（PLI3）

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

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

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

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

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

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

【東京週末コース】前半
2019年3月16日（土）17日（日）
5月3日（金・祝）4日（土）5日（日）6日（月・祝）
5月25日（土）26日（日）、6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）
210,000円（税込）
中目黒　コスミックビジョンスペース（大広間）
※前半・全10日間
※PLI1前半と後半は同じ年にご受講ください。

PLI 1：『カー・アクティベーション』

2019年
8月31日（土）9月1日（日）
9月7日（土）8日（日）、10月5日（土）6日（日）
10月19日（土）20日（日）、11月23日（土）24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）
210,000円（税込）
中目黒　コスミックビジョンスペース（大広間）

【東京週末コース】後半
日時

料金

会場

日時

料金

会場

2019年
1月26日（土）27日（日）
2月2日（土）3日（日）
2月16日（土）17日（日）
3月2日（土）3日（日）
4月6日（土）7日（日）
※全10日間
10:00～18:00 終了時間が遅くなる場合がございます。
240,000円（税込）（早割12月26日まで）
250,000円（税込）（12月27日から）
コスミック・ビジョン・スペース

【東京週末コース】
日時

料金

会場

【東京週末コース】前半
2019年3月27日（水）28日（木）
4月24日（水）25日（木）、5月15日（水）16日（木）
6月19日（水）20日（木）、７月17日（水）18日（木）
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）
210,000円（税込）
中目黒　コスミックビジョンスペース（大広間）
※前半・全10日間
※PLI1前半と後半は同じ年にご受講ください。

2019年
８月21日（水）、22日（木）
9月4日（水）5日（木）、10月2日（水）、3日（木）
11月13日（水）14日（木）、12月４日（水）5日（木）
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）
210,000円（税込）
中目黒　コスミックビジョンスペース（大広間）

【東京週末コース】後半
日時

料金

会場

日時

料金

会場

【大阪週末コース】前半
2019年1月12日（土）13日（日）14日（月・祝）、
2月9日（土）10日（日）11日（月・祝）
3月30日（土）31日（日）、4月20日（土）21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）
210,000円（税込）
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。

2019年
7月20日（土）21日（日）、8月24日（土）25日（日）、
9月21日（土）22日（日）23日（月・祝）
10月12日（土）13日（日）14日（月・祝）
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）
220,000円（税込）
レインボーエンジェルズ大阪店

【大阪週末コース】後半
日時

料金

会場

日時

料金

会場

《全20日間コース（前・後半各10日間）》

コースのご案内

古代レムリア、アトランティス、エジプトの神殿において伝授されていた古代の叡智を、現代社会にマッチしたヒーリ
ング手法で学びます。
【PLIマスタリーコース】 
カーアクティベーション（PLI1）・原初の8細胞の浄化（PLI2）・ダイヤモンドライトボディの活性化（PLI3）

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

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

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

PLI 2：『原初の8細胞の浄化』《全10日間コース》

＜PLI2コースカリキュラム＞
● 魂のパターンの解放と魂のリカリブレーション
● 肉体のシステムと脳の繋がりを強化する
● カーのポイントと経絡のポイントを繋ぐ
● 体と神経の活性化（ハンズオンヒーリング）
● 視神経のトリートメント
● 6次元と9次元のハイアーセルフの活性化
● 多次元ホログラフィックヒーリング
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Overseas instructor
Featured in Japan
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全国7ヵ所にてドルフィンスターテンプルの手法を

「グループヒーリング瞑想」と「公開個人セッション」を直接体験できるイベントを全国7ヶ所に
て開催します。ぜひ、ドルフィンスターテンプルならではの「ハイアーセルフとつながる瞑想」や
パワフルな「グループクリアリング」、公開チャネリングを体験なさってください！

瞑想＆説明会
あなた以外のさまざまなエネルギーを手放して、ピュアな本質に戻る。高次元にいる愛に目覚めた存在である、あ
なた自身のハイアーセルフと深くつながる瞑想会です。 ドルフィンスターテンプルが作る「安全に保たれた安らぎ
の光の空間」の中、自分自身を深く感じ、源につながる癒しの時間を体験してください。さらに「国際認定ヒーラー
資格取得コース」の説明会も行います。

オーラを感じる教室
「え！これがオーラ？」と思わず声をあげてしまうような感覚を体験します。オーラって何？オーラが見えるとどうなる
の？特別な人にしか感じられないのでは？こんな風に思ってしまうかもしれませんが、心配はご無用です。オーラ
を感じることで、あなたの感性は研ぎ澄まされ、あなたの人生に新しい扉を開き、毎日の生活に新しい流れをもた
らしてくれることでしょう。

FSPコース1Dayワークショップ　※講師 ： 穴口恵子
FSPコース全10日間の主要なエッセンスを体験していただく特別企画です。今回この1Dayワークショップで体験
していただくのは、穴口自身がもっともエネルギーを体験できる内容としてセレクトしたもの。これらFSPコースの
主要なエッセンスを通して、あなた自身の思いが癒されるとどんどんと純粋な自分自身の意識と繋がっていくのを
感じるでしょう！

開催日程

福岡・1/12（土） 17：00～20：00　瞑想＆説明会　 
広島・1/13（日） 14：00～16：00　オーラを感じる教室
 17：00～20：00　瞑想＆説明会　
大阪・1/15（火） 17：00～20：00　瞑想＆説明会  
名古屋・1/16（水） 17：00～20：00　瞑想＆説明会 
東京・1/18（金） 10：00～18：00　FSP1DAYワークショップ※動画配信のみ
東京・1/26（土） 17：00～20：00　瞑想＆説明会 
東京・2/4（月） 14：00～17：00　瞑想＆説明会 
東京・2/13（水） 14：00～16：00　オーラを視る教室
 17：00～20：00　瞑想＆説明会
東京・2/19（火） 14：00～17：00　瞑想＆説明会
 18：00～20：00　オーラを視る教室

価格

■ 瞑想＆説明会
■ オーラを感じる教室
…3,500円

■ 1DAY ワークショップ
…動画配信：15,000円
会場参加は満席となりました。

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。

瞑想＆説明会を開催！！
の全てで体感できる

1.

2.

3.

後日、1月18日（水）の受講内容を
映像で受け取れる動画配信を
受付しております。

肉体レベル・細胞レベル・エネルギーレベル

2019年♥おそれを超えて…
多次元の宇宙から「地球に生まれた理由」を知る

DNAレベル
で

グレードア
ップDNAレベル
で

グレードア
ップ

2019年即効進化したい方へ！
「今までで最もパワフル！」と世界の
人々から声が届くケリーは大天使
ミカエルから授けられた次元を超
えた未来のヒーリングシステムで
DNAレベルから人間の全エネル
ギーフィルドを解放×変容へ促し
ます。

詳しくはP20～

ケリーハン
プトン

Kelly Ham
pton

スピリチュ
アル

ドラゴンを
呼び覚ます
スピリチュ

アル

ドラゴンを
呼び覚ます

日本人の自分だからこその
使命を知る！
穴口恵子にやってきた「ギャラク
ティックシャーマン」という言葉を
検索しつながった銀河レベルの人
類学者。日本人の魂と肉体に刻ま
れた使命を降ろし、あなたに宿る

「スピリチュアルドラゴン」を目覚め
させます。

来日するたびにキャンセ
ル待ちが出るほど大人気
のアシュタールのチャネ
ラーテリーは、アシュター
ルの光と愛の波動を伝え
続けて20年。世の中の多
くの人々を「真の自分」へ
と導き、「次元上昇」のサ
ポートをしてきました！

詳しくはP22～

詳しくはP24～

次回の来日
は

2019年6月
予定！

Dr.テリーサ
イモン

Dr.Terrie S
ymons

11次元からの
愛と光のメッセージ
11次元からの
愛と光のメッセージ

そんな時代の変換期に来日予定の講師陣達は、きっと「あなたの救世主」になるはずです。

大好評アレッサンド
ラ・ジリオリ

Alessandra
 Gilioro

2019NEWS

「人間のリアル」を生きるには、あなたの源とつながるスピリチュアルな世界は切っても
切り離せません。常識という枠に入れられていた人々も、時代と共に「真の自分に戻る」
という気づきが起こっています。だからこそ2019年は、よりダイナビジョンユニバー
シティが提唱してきた、「リアル＋スピリチュアル＝スピリアル」で在ることが人間の本質
だと、気づいていく時代になっていくことでしょう。

その時代、時代にマッチした数々の海外講師達をご紹介してきたダイナビジョ
ンユニバーシティ（ダイナビジョンユニバーシティについてはP4を参照）。
2019年も次元を超えた最先端の海外講師陣がゾクゾクと来日予定です！　
あなたの無限の可能性の扉が開く出会いが待っていますよ。

特集
2 海
外講
師・
来日
特集

2019年「スピリアル」に生きる！



ケリー・ハンプトンケリー・ハンプトン
Kelly HamptonKelly Hampton

大天使ミカエルが授けた
３０年後のヒーリングシステム
大天使ミカエルが授けた

３０年後のヒーリングシステム
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5D-12D

スピリチュアルティーチャー、チャネラー。
「セカンドウェイブ・プレディアン」のケリー。

エネルギー・ヒーラーとして、卓越したミディアムとし
ての過去15年間に渡る活動は、世界中で何千人もの
人たちをサポートしてきている。

2010年に大天使ミカエルから20～30種類のエネル
ギー的なヒーリング・テクニックを学び、より多くの
人々に伝えるため革新的ヒーリングシステムとして、

『スターヒーリング・インターギャラクティック・エナ
ジー』と空間ヒーリング『アセンデット・スペース』を創
設。現在、世界中（７カ国）でプラクティショナーの認
定を行っている。

ヒーリングの特徴
2010年に、大天使ミカエルから受
け取ったスターヒーリング・インター
ギャラクティック・エナジーは、大天
使ミカエルをはじめとして、ケンタウ
ルス座アルファ、ベガ、アルクトゥー
ルス、シリウス、アンドロメダ、オリオ
ン、プレアデス、ニビル、メルデキア
の存在など、銀河系の数多くの高次
元の存在たちが関わっています。

このヒーリングの特徴は、包括的で、
ホリスティックであり、人間のエネル
ギーフィールドのあらゆるレベルに
働きかけること。世界で最もパワフ
ルなパワフルに解放と変容を促す
ことから、多くの人が、「今までの
ヒーリングで最もパワフルに感じ
た」と言います。

スターヒーリング・システム

イベント詳細はこちらから
www.dynavision.co.jp/kelly2019/
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イブニングセミナー（東京＆大阪）
［テーマ］宇宙次元と繋がって大調和を生きる法
最高の2019年を送るために、恐れや制限を解除して、愛と調和に目
覚めたギャラクティックヒューマンとして波動を上げて豊かに生き
るためのDNA解除、スターミッション、5D-12Dヒーリングについて
最新の情報を高次の存在を招いてお伝えします。

＜日時＞1月16日（水） 19:00～21:00　in 東京
　　　　1月22日（火） 19:00～21:00　in 大阪
＜料金＞通常6,000円　ペア割10,400円

東京2Days/大阪半日＆1Day
◆東京2Days
『スターヒーリング・インターギャラクティック・エナジー』
認定ヒーラー養成コース

◆大阪1Day
『アセンデット・スペース』ワークショップ＆認定コース
＜日時＞1月27日（日） 10:00～13:30　ワークショップ（WS）　
　　　　　　　　　  15:00～18:00　WS＆認定コース
＜料金＞ワークショップ（WS） 通常28,800円　
　　　　WS＆認定コース  通常45,200円

＜日時＞1月19日（土）20日（日） 10:00～18:00　in 東京
＜料金＞通常148,000円

個人セッション/
グループセッション（東京＆大阪）

＜日時＞
◆個人セッション（PS）
①10:00-10:50 ②11:00-11:50 ③12:00-12:50 ④14:20-15:10 
⑤15:20-16:10 ⑥16:20-17:10 ⑦17:20-18:10
◆グループセッション（GS）
　18:00-20:00
＜料金＞ PS通常 48,000円／GS通常 34,000円

個人セッションでは、スターホーム（出身星）、スターミッ
ション（使命）、運命の人との繋がり、亡くなった方とのコ
ミュニケーションetc..あなが今最も気になっていることを
時間内で聞くことができます。グループセッションでは、複
数名と同席することでより解釈が深まり、自分以外の方か
らも学びや発見があります。

財運パワー
遠隔アクティベーション（全国）
2019年の財運アップのための特別
遠隔アクティベーション。
東京は小網神社、大阪は大国主神社、
弁財天を祀る神社にて、2箇所の財
運パワー遠隔を実施します。限定88
名の

＜日時＞
1月21日（水） 19:00～21:00　in 東京
1月22日（火） 19:00～21:00　in 大阪
＜料金＞
通常18,000円　セット25,800円



アレッサンドラ・ジリオリアレッサンドラ・ジリオリ
ギャラクティック・シャーマンギャラクティック・シャーマン

Alessandra GilioriAlessandra Giliori
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待望の来日！穴口恵子がオーストラリアのエアーズロッ
クで受け取ったインスピレーションで「ギャラクティックシャーマ
ン」と検索したら出てきたチャーミングな女性。連絡をとってみる
と、とんとん拍子に5月にダイナビジョンとコラボが実現。
今回決まった待望の来日は、ダイナビジョンのために降ろされた、
日本人の魂と肉体に刻まれた使命、そして世
界のリーダーとしての役割を光の細胞レベ
ルから目覚ますための、純粋で革新的な
コード。ご縁あるあなたに用意されました。

来日イベントの詳細はダイナビジョンHPから
www.dynavision.co.jp/
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新時代の地球に注がれている
宇宙波動のシンボルが、フィジ
カルボディ・ライトボディに眠る
あなたのスピリチュアルドラゴ
ンを呼び覚ます、永遠の手助け
をするでしょう。

各イベントの詳細は、
ダイナビジョンHPより
ご確認ください。
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アレッサンドラ・ジリオリは、ギャラクティック・シャーマン、チャネラー、講師で
ある。イタリアで育ち、イギリスのインターナショナルスクールで教育を受け
る。女性のリーダーシップ奨学金により、アメリカのロヨラ大学に留学。心理
学の学位を取得。神経心理学を学んだ後、ニューロフィードバックや、自閉症
の子供達及びアルツハイマー患者と関わる仕事をする。
学際的芸術研究での美術学修士号は、シンボルがによる精神的変容のパ
ワーを探求するきっかけとなる。彼女は、銀河レベルの人類学者として、文明
の芸術の中に組み込まれている文明の意識を解く鍵を見出す。彼女のアー
ト作品は、世界の神話や民間伝承の研究、および透視エンパスとしての実体
験から生まれている。

来日イベント内容

イブニングセミナー
［東京＆大阪］

2月26日（火） in 東京
3月5日 （火） in 大阪

東京2Days／
大阪1Day

3月2日＆3日 in 東京
3月10日 in 大阪個人セッション／

グループセッション
［個人セッション］
2月25日（月）、 28日（木） in 東京
3月5日（火）、6日（水）、7日（木） in 大阪
3月12日（火）、13日（水）、14日（木） in 福岡

［グループセッション］
2月27日（水） in 東京
3月7日（木） in 大阪
3月14日（木） in 福岡

※時間帯は各日程によって異なります。
　詳細はHPをご覧ください。

遠隔ヒーリング＆
アクティベーション
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11次元からの愛と光のメッセージ
銀河連合司令官アシュタールのチャネラー

テリー・サイモンズ
2018年11月 来日イベント開催レポート

2018年11月にアシュタールの世界的チャネラー「テリー・サイモンズ」が来日！
東京・大阪・福岡の3都市にて来日イベントを開催しました。
毎回大人気のテリーの「個人セッション」は東京・大阪・福岡とも全日
程が満席！キャンセル待ちも多くいただき、急遽用意をした追加枠も
即日で埋まるほどの人気でした。

「アシュタールに直接聞いてみたいことがある」「自分がスターシード
なのか、どんな使命を持っているか聞いてみたい」という方には、50分

たっぷりとプライバシーの守られる個室でメッセージを受け取れる「個
人セッション」がおすすめです。
プライベートメッセージも受け取れるとあり「個人セッション」に次いで2
番目に人気のある少人数での「グループセッション」も各都市でキャン
セル待ちとなりました。グループセッションは、各回15名という少人数で
3時間たっぷりとアシュタールからメッセージを受け取り、またひとりひと
つ質問をする時間もある充実のセッションです。

東京・大阪で開催された「イブニングセミナー」そして週末の「ワーク
ショップ」にもたくさんの方にご参加いただき、とても盛り上がりを見せ
ていました。本当にたくさんの方にお越しいただき、テリーそしてアシュ
タールもとても喜んでいました。
テリー・サイモンズの来日イベントにご参加いただきました皆様、誠に
ありがとうございました。

https://asp.jcity.co.jp/FORM/?UserID=dynavision&formid=263

特集
3 ス
ピ旅
・海
外リ
トリ
ート

1月～2月
セドナ

世界的人気の聖地セドナ
訪れた人の古い思考や不必要
な鎧を取り除く！

4月～5月
エジプト

（10～11月にも開催）

8月 シャスタ

20年以上、穴口が毎年訪れ
る場所・バシャールとのシー
クレットリトリートを開催

8月 ハワイ 12月～1月
カリブ海レムリア大陸のエネルギーが

宿るカウアイ島
身を置くだけで楽園のハワイで
無限の可能性が開く！
世界的ライフコーチ「アラン・
コーエン」と穴口のパワフルな
ワークショップ開催

地上にできた天国・
カリブ海クルーズ
ハッピーで最高な
2019年へと地上天
国で次元上昇！

「かみさまは小学5年
生」が大ヒットのすみ
れちゃんと穴口との
ハッピーな時間

2018年スピ旅ふりかえりマップ！

Egypt

エジプトで神 と々奇跡
の交信
あなたが神と女神と
共同創造する時代を
生きる旅
魂が震撼する特別な時…
スフィンクス・イシス神殿・
大ピラミッドを貸し切り！

「呼ばれている」と辿り着くと
…多次元の扉が開く場所

2019年も「スピ旅・海外リ
トリ－ト」は本来のあなた
の魂が持つ無限の可能性
を目覚めさす数々の聖地
へと誘います！　
ワクワクお楽しみに♥

セドナの4大ヴォルテックスと
極秘のパワスポを巡る冒険の
日々

詳しくは次のページから→

Shasta

Carib

世界の聖地で奇跡体験穴口恵子と行く世界のスピ旅
自分がどう生きるか？
なぜ存在するか？
その答えを知る「あなたの魂」が
共鳴する場所が必ずある…

最も点に近いバイブ
レショーンのシャスタ山

【テリー来日イベント】受付開始お知らせ希望フォーム

来日イベントの詳細が決まり次第、ダイナビジョンホームページならびにメール
マガジンにてお知らせさせていただきます。
また、以下のフォームから「優先案内」にご登録をいただくと、来日イベントの
ご案内のご用意が出来次第、最優先でご案内をさせていただきます。
ご登録はお名前とメールアドレスのみ！ 
1分以内で完了いたしますので、ぜひこちらにご登録ください。

次回のテリー・サイモンズの来日は「2019年6月頃」を予定しております。
※上記は予定となり、変更の可能性もございます。

ぜひ会いに

来てね！

スタート

Sedona

Hawaii
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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。

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.

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海外リトリート
穴口恵子と巡る世界の聖地
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2019年新春

最新海外リトリート情報！

約3年ぶりにインカのパワーが息づくパワースポット「ペルー」でのリトリート開催が決定！
生粋のインカの血統を受継ぐ本物のシャーマンであり、ヒーラー、ガイドでもあるクイチーと穴口恵子と共に
巡る『覚醒の旅』ペルーのパワースポットの数々を巡りながら、インカ文明の古代の叡智と魔法を受け取る
特別なリトリートです。

クイチーそしてその息子のルシアーノのガイドの元、穴口恵子とクスコ、聖なる谷、マ
チュ・ピチュ、アマゾンジャングル、チチカカ湖、アラム・ムルの次元間のポータル、リマ
などなど神秘の国ペルーのパワースポットの数々を巡ります。リアルシャーマンでありプ
ロのガイドのクイチーと巡る事で普通に旅をする何十倍もの濃い体験をすることがで
きるでしょう。

生粋のインカの血統を受け継ぐ
“リアルシャーマン”クイチー＆穴口恵子と行く

生粋のインカの血統を受け継ぐ
“リアルシャーマン”クイチー＆穴口恵子と行く

ペルー・シャーマニックリトリート
2019

ペルー・シャーマニックリトリート
2019

　ペルー・シャーマニックリトリート3つのポイント

3年ぶりの開催！

POINT1

POINT2

POINT3

クイチー＆ルシアーノがスペシャルガイド！
ペルーのパワースポットをたっぷり堪能！

リトリートはパワースポット巡りだけではありません。サクサイマンのクンダリーニを
感じるワーク、ヘビの神の叡智の寺院での瞑想、オリャンタイタンボの神聖なる愛の
寺院での瞑想、アマゾンのインカ・シャーマンたちの間で行っていた神聖な儀式など、
リアルシャーマンであるクイチーによる特別な「シャーマニックワーク」を通して、あな
たを変容と覚醒へと導きます。

生粋のインカの血統を受け継ぐ “リアルシャーマン”
クイチーによる「シャーマニックワーク」

「ペルーは初めてだし心配…」という方もご安心ください。このペルー・シャーマニックリ
トリートには基本パッケージとして日本からの往復の国際航空券、ペルーでの国内線、
宿泊（朝食付）、クイチーとルシアーノによる現地ガイドなども含まれています。また、海
外リトリートはおひとりでご参加される方が大半ですので、おひとりでも安心してご参加
くださいね。

初めてのペルーも安心！
日本からの往復航空券、宿泊、現地ガイド付きツアー

2019年1月31日（木）～2月15日（金）
日本発着予定

『覚醒の旅』『覚醒の旅』

2018年はダイナビジョン史上初となる同年で2度の開催。どちらも満員御礼でキャンセル待ち多数となった
大人気の「エジプトリトリート」2019年の開催が決定しました！
今回もスフィンクス、イシス神殿、大ピラミッドの三大パワースポットを豪華に貸切にて利用、プライベート
クルーズ船「アファンディナ号」でのナイル川クルーズもついた大充実のリトリートです。2019年の開催は
1度のみ。今回も早めに埋まってしまうことが予想されます。この機会をぜひお見逃しなく！

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
【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

穴口恵子と行く

エジプト・シークレットリトリート 2019
穴口恵子と行く

エジプト・シークレットリトリート 2019

スフィンクス/イシス神殿/大ピラミッドの
三大パワースポットを豪華貸切！
スフィンクス/イシス神殿/大ピラミッドの
三大パワースポットを豪華貸切！ 2019年

4月21日（日）～
5月8日（水）
日本発着予定

大好評！キャンセル待ち続出！

※上記日程は変動する
可能性もございます。
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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13回目はダイナビジョンのスピ旅・海外リトリート「穴口恵子と行くエジプト
リトリート14日間」に御参加いただいたことで、穴口が名付けた【子宮の女神 
美和】としての活動が11/8からスタートした松尾美和さんです。

インタビュー： 松尾 美和 さま

8月に鳳凰の霊能者えしまなおこさんのバリ島ツアーに意を決して参加した時、
「エジプトに行って、すごいヒーラーと写真を撮っているイメージが見えた」とえし
まさんに言われたのです。エジプト～！？とビックリしながらも、いつかは行きたい
と気になっていた神秘的な場所でした。その後、色々な葛藤のある中、穴口恵子さ
んのエジプトツアーにピンときてツアーに申し込みました。穴口恵子さんを知ったのはHAPPYちゃんのLINEラ
イブでした。まさか、本当にすごいヒーラーと写真を撮ることになるとは！
エジプトでは恵子さんのガイドと、私の大胆な子宮がハーモナイズされ、めくるめく奇跡の連続でした！

霊感は元々あったものの、下級霊とつながるため無理矢理封印。2016年9月「6th sense message」を体験し、
その驚きから翌月の10月より半年かけて習得後、いきなり2017年4月鹿児島でデビュー。それ以来、対面・
遠隔セッション、積極的に活動し、2018年3月11日に「子宮から伝言を降ろしてみないか？」というメッセージを
キャッチして、人の体とのチャネリングを開始。背景には無理矢理がんばったおかげで起きた強制停止離婚し
高校生2人を抱え子育てに奮闘。そんな中で起きた気づきや向き合わされた自分の真の本質や使命により、
その人、その人の根本治療が叶うセッションができるようになる。自ら体験を全身全霊で話し癒す独自のスタ
イルは、「どんな人の魂に寄り添う」と評判。

“ 使命が明確に！ 
   愛と勇気が起きあがる
   穴口恵子との海外リトリート ”

導かれるように辿り着いたエジプトツアー

「旅の費用は大丈夫かな？」という葛藤もありつつ、えいや～と穴口さんにピンときて飛
び込んだエジプトツアー。その感は完璧で、スフィンクス、イシス神殿、ピラミッドと憧れ
のエジプトの名所をめぐる中、大浄化が起こりました（ボディ的にもお腹をくだしてデ
トックス）。ホルス神の神殿では、「入って右側にはいらないものを置き、入って左側には
欲しいものをいただく」という儀式をしました。右側に入った途端、「恐い」という口から
出て目には涙。そこで恐れがまだ残っていることを目の当たりにしました。だって、こん
なとこまできたところで未来に何の保証もない。「この先わたしどうなるの？（どうする
の？　食べていけるの？）と正直な課題が思考をめぐりました。そこで左側では「勇気」を

いただくことにしました。私の座右の銘はアンパンマンの歌「♪愛と勇気だけが友達さ♪」。そして…いただい
た「勇気」のおかげで自分史上最大の奇跡が起こりました。

ホルス神殿で「怖い」を置き「勇気」をいただく

移動中のバスで隣の席になったり、急に二人になったりと、要所、要所で恵子さんと一対
一で話せる贅沢な時がやってきました。その都度、私の子宮は大胆にも「恵子さんの子宮
と対話したい」と言ってきましたが怖くてできませんでした。旅の終盤、ホルスの神の神殿
で「勇気」をいただいた私は、ついに自分の子宮に応え、挑戦したのです。ですが…「後で
ね！」とアッサリ玉砕され怖気づく私。でも、その後のクルージングで「今やって～」と恵子
さんから。「あなたの一緒にいられて幸せ」という恵子さんの子宮からのあふれんばかり
の感謝を、緊張する私をよそにドーンと肚を据えた私の大胆子宮が伝えました。すると恵子さんから「子宮の女
神・美和」と名付けられ、子宮のお告げのお返しに、今後のアドバイスをプレゼントされたのです。全部、私の子宮
の仕掛けたチャンス。その子宮力に20年以上スピリチュアルの先駆けとしてやってきた穴口恵子さんから太鼓判
を押され勇気満杯。私にとって子宮は宇宙であり「母胎」。男女問わず人類は子宮出身。私の子宮が伝えるお告げ
は、だからこそ、「その人、その人の根本的な部分を癒やすんだ」と確信を持ち、全身全霊でこの使命を全うしよう
と決意が深まるツアーでした。私の子宮はあなたを待っています。魂の根っこに効き目アリですよ。

自分史上最大の奇跡→子宮の女神・美和♡誕生

～子宮からの伝言→心とからだと魂をヒーリング～松尾美和・情報
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子宮は宇宙！

子宮は母胎！

子
宮
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は
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女
問
わ
ず
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地
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地
球
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子宮からの伝言はあなたの魂からの伝言です。
今世をどう生きるのか？ 「あなたが決めてきたこと」を思い出すサポートをしてくれます。

子宮からの伝言は難しくありません。
「この色の服を着たい」「この人とご
はん行きたくない」などという、リア
ルな日常における「必要・不必要」
「快・不快」を伝えることから始まり、
ラクチンで軽やかな真の自分へと戻
し「天命・使命」へと導かれます。

https://ameblo.jp/matsuo333/詳細はこちら▶

佐賀県にある「アトリエサロンMiwa」を拠点に、心からだ魂の
バランスを整える人気の対面・遠隔セッション♪また、今後は

「子宮の女神」セレクトの魔法のアイテムが発信される予定！

松尾美和FACEBOOK
https://www.facebook.com/miwa.matsuo.319
松尾美和インスタライブ♡ balance30supporter
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インターネットで

聴き方はこちらから!

アマゾンオーディブル

穴口恵子

これまでいちども

瞑想したことのない方も、

世界で一番やさしく気軽に

始められる瞑想シリーズ

穴口恵子の

“たった5分”
瞑想シリーズ

Amazonオーディブルが
月額聴き放題からコイン制に

を検索

を検索

→ トップページから

セットで楽しむ

1つずつ楽しむ

『スッキリ！ 
極上のリラックス』
セット

『あなたの周りに
最高の人間関係を
築く』セット

『仕事で最高の
パフォーマンスを
発揮する』セット

成功する人たちは

実はスピリチュアル?!

いつでも！ どの回からでも！ 何度でも！
好きな時に聴ける！

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100万ダウンロード!!
いつも楽しんでいただき、ありがとうございます♪

穴口恵子の
ネットラジオ番組！！

※ネットラジオなので視聴無料 !  

◀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。

または または

または ポッドキャストアプリ から

穴口恵子 穴口恵子

を検索＆登録 を検索＆登録ドルフィン ドルフィン

ラジオ
番組
の

聴き方

とっても
簡単！

ドルフィンスターテンプル®

ミステリースクール通信｠｠
あなた本来の人生を取り戻すための
超感覚を目覚めさせるミステリースクール、
ドルフィンスターテンプル®。
スクールを卒業した国際認定ヒーラーが
新月＆満月のタイミングで神聖な光の存在と繋がり、
チャネリングメッセージをお届けします。  

ドルフィンスターテンプルについては6ページへ

ポッドキャスト
Podcast

ポッドキャスト
Podcast

インターネット配信番組、新たに開局！

第4回　  「虫眼鏡の法則」長期的目標の叶え方
第17回　運命の人と出会う秘訣
第26回　起きている引き寄せを見逃さないために
第39回　「人としてアウト」が、お客様と喜びを呼ぶ
第44回　何でもいいから自分の中の「ない」を消す
第59回　宇宙にお任せ自動化プログラム
第63回　セルフマスタリーがカギ
第72回　夫婦としてのライフスタイルを決める…
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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



〒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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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

金運や仕事運、決断力、行動力を高める力に優れており、新しいことに
挑戦するあなたの背中を押してくれます。新年にぴったりな石の1つで
す。古代エジプトでは「幸運を招く聖なる石」として扱われ、古代ローマ
では「悪霊や呪いから守る護符」として利用されました。この石が大昔
から、そして今も人々に愛用されるのは、タイガーアイがもたらす、強
力なパワーの証明といえるでしょう。

新しい始まりを強力サポート！ 『タイガーアイ』

☆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☆

なりたい「私」になる

宇宙の波動
モルダバイト

～Marage～

YUKIちゃんの愛称で親
しまれています。YUKI
ちゃんはクリスタルから
のメッセージを降ろすの
が得意です♪

コンシェルジュYUKI
おすすめアイテム！
新しく買ったマラージュのブ
レスレットを初めて着用し
たその日！忘れられない思
い出になるほどのミラクルが
いくつも起きて、「人生って
なんて楽しいんだろう！」
「自分を生きよう！」と強く
思い、次元上昇してると
心から感じることが出来ま
した。

モルダバイトは、1450万年前
に隕石が衝突した時に生まれ
た天然のガラスです。とてもエ
ネルギーの強い、宇宙波動の
石です。サイキックな能力を呼
び起こす、非常に高いエネル
ギーを持っています。

レムリアンジェード
は、女性的な優しさ
を持つ石です。「あ
りのままのあなた」

で在れるようにヒーリング
や保護、をもたらします。
周りの人や環境がどう
あっても、緊張や不安、怒
り、悲しみに溺れないよう
「愛の状態」であることを
サポートします。

ライトオブアシュター
ルジュエリーは、宇宙
連合の司令官であり
金星のマスターアシュ
タールの祝福を受け、
人生のステージを引
き上げる次元上昇天
然石ジュエリー。

フラワーエッセンスを使いながら、22日
間で自分に必要な豊かさを実現するの
が『アバンダンスプログラム』です。アバン
ダンスは大きな宇宙のエネルギーの流
れにつながって、あなたにとって要らな
いものを手放し、あなたが望む必要な豊
かさをもたらしてくれるエッセンス。強力
なプログラムと共に自分の中にある無限
の可能性を引き出してくれます。

ハイヤーセルフと
繋がる誘導瞑想
CDは、穴口恵子
の誘導にそって、
グラウンディング、
オーラの調整、ハ
イヤーセルフと繋
がっていきます。

コンシェルジュたい
おすすめアイテム！

アシュタールを身につけるといつもキラ
キラした自分でいられて周波数も高め
てくれます。今回購入したアゼツライト
は特に宇宙との繋がりを感じさせてく
れます。本質を輝かせてくれる素敵な
ジュエリーに出会えて幸せです！

コンシェルジュトシロウ
おすすめアイテム！

石のことを何も知らずにレインボー
に入って、最初に迎えたのがモルダバ
イトです。撮影のため最初に見た時、
「すてきだな～いいな～」くらいでした
が、日に日に気持ちは大きくなり1
週間後にお迎えしました。購入して
から胸がドキドキして、でも頭はスッ
キリ冴え渡る感覚を体験しました。
「正式に、自分のものになった瞬間」
から石たちは本格的に働き始める
んです。モルダバイトは、１４５０万
年前に隕石が衝突した時に生
まれた天然のガラスです。とて
もエネルギーの強い、宇

宙波動の石です。

コンシェルジュむっちゃん
おすすめアイテム！

コンシェルジュ彩美
おすすめアイテム！
私のおすすめは、「アバンダンスプロ
グラム」です。プログラム中は、本当
にたくさんの豊かさがやってきて、プ
レゼントをいただいたり、臨時収入
もありました！体験談を聞きたい方
は、あやみへお声がけくださいね♪

コンシェルジュAKI   おすすめアイテム！
人のエネルギーに敏感 で、周りにイライラし
ている人がいると自分 もイライラしてしまう
状態でしたが、グラウ ンディングやオーラの
調整をするように なって影響をうけなく

なりました。

JAYちゃんの愛称
で親しまれていま
す。ヒーラーとして
も活躍中です♪
リーディング力と
クリアリング力の
高さが人気のヒー
ラーさんです。

ドルフィンスター
テンプル事務局長 
北村敬子

コンシェルジュJAY
おすすめアイテム！

このマラージュ、本当にすごい！特別なスーパーセブン（プレアデスセ
ブンシスターズ）にバイタライトという特別な組み合わせ。これは
「自分軸を完璧に。そしてシールドに特化したものを」というオリジ
ナルオーダーでミッシェルさんに作ってもらいました。付けた瞬間にい
ろんな余計なものが身体から出ていく感じがしました！どんどん

身体が軽くなっています。

WEBショップ店長
高田幸

トシロウさんの愛称で親
しまれています。トシロ
ウさんはクリスタル博士
です。自然大好き、猫大
好き、レインボーエン
ジェルズ唯一の男性♪

プロモーション担当
鈴木トシロウ

たいさんの愛称で親しまれています。たいさんはレイン
ボーエンジェルズのディスプレイ隊長！クリスタルたちの
声を聞きながらディスプレイするのが得意です♪

むっちゃんの愛称で親しまれています。むっ
ちゃんはクリスタルのことを話しているときは
キラキラしていますが、裏方の仕事に入ったと
たんにスピーディーに業務を進めてくれる頼
もしい存在です♪

ショップ担当 新井睦枝

あやみちゃんの愛称で親しまれて
います。あやみちゃんはレイン
ボーエンジェルズの女子力アップ
隊長！猫が大好きで引き寄せ力が
ピカイチです♪

ショップ店長 渡辺彩美
AKIの愛称で親しま
れています。AKIはそ
の人のエネルギーに
会うクリスタルを選ぶ
のが得意です♪

統括マネージャー 
永井亜樹

一番欲しい豊かさを実現する
アバンダンスプログラム

ハイヤーセルフと繋がり
自分らしく生きる！

自分軸をもたらす
レムリアンジェイド

人生のステージを引き上げる
『次元上昇』バイブレーションジュエリー

マラージュのロゴには意味があります。
聖なる母の『マー』、聖なる父の『ラー』が
愛でひとつに成る『ジュ』。

「天地とひとつとなって神、女神となる」
この意味を知っていただき、身に付けるこ
とで魂にアクティベーションが起こります。
マラージュは、あなたが最高に自分らしく
生きることをサポートするジュエリーです☆

私が以前、まだ自分軸がはっきり
してなくて人に影響されやすくフ
ラフラしていたころ、このクリスタ
ルはそんな私を強力に”自分自
身”へと引き戻してくれサポートし
てくれました。とってもパワフルで
頼りがいのあるクリスタルです！！

スピリアルコンシェル ジュ
おすすめアイテム♪

☆☆ 発表 ☆☆

「これがすご い！」
WEB発送担当
小室泰子
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（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。レインボーエン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
［店頭ヒーラー］

左から：
アセンションチャネリグヒーラー 桑田有里杏（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）

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。

日程
1日目：2月3日（日） 10：00～18：30　
2日目：3月3日（日） 10：00～18：30
3日目：4月7日（日） 10：00～18：30
（3日間とも、朝活、グループコンサル含む）
場所：レインボーエンジェルズ大阪店　　
■3カ月講座　
通常価格 233,000円

2、3、4月 レインボーエンジェルズ大阪店 ［特別講座］

～スピリアルイケ男イケ女塾～
わたしだけの才能をひらき、天命を生きる

３カ月ドルフィンスターテンプルヒーラーでもある講師ミラクルの強力
サポートとともに、クリアリングや波動を上げ、自分自神を知ることで

「スピリチュアル基礎体力、セルフ基礎土台力」を身につけていくことにより、
自分の内側から湧きあがってくる魂の使命が自分でわかるようになり、
才能や天命を現実化する方法を実際に身につ
けていくことで、あなただけの最高の天命をひら
き続ける人生がはじまる講座。

３大特典

講師ミラクルと１対１での個人セッション
（１時間17,500円）付き

1

2

3

３カ月間、24時間講師ミラクルと繋がれて、
質問や悩みを聞いてもらえる！

講座の音声配信（60,000円相当）プレゼント。
終了後も復習ができる！

⇒

188,000円
（1月20日までの早割価格）

・・・あなたは、あなただけの才能、そして天命を知っていますか？
3カ月かけて、自分の内側からあなただけの天命に気づいて、実現化
する講座がはじまります。

ダン ジョ
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ダイナビジョンのコンシェルジュが厳選した、1月・2月・
3月にぴったりのレインボーエンジェルズクリスタル
カードとサポートアイテムをご紹介します！

《石の名前》 
カテドラルクォーツ
《メッセージ》
さぁ、あなたの出番です

「私は、あらゆるチャンスを受け取ります」

神聖な自己を目覚めさせるためのアファメーション

カテドラルクォーツは、宇宙の過去
現在未来の情報が詰まった、アカ
シックレコードにアクセスする際の
鍵のような役割です。
カテドラルクォーツと瞑想されるこ
とをオススメします！　

サポートアイテム

1月にぴったりの
カードは・・・

《石の名前》 
モリオン
《メッセージ》
最高の自分

「私は、いつも最高の私でいます」
神聖な自己を目覚めさせるためのアファメーション

3月にぴったりの
カードは・・・

《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

「ワンネス・メディテーション 
 内なる愛とつながり宇宙とともにある」

「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

穴口恵子の誘導瞑想CDです。
ワンネスの意識を呼び覚まし、人類・
地球・宇宙との波動調整を行ってい
きます。

「アシュタールジュエリー」
アシュタールジュエリーは私たちが美しい
魂を持ってここに存在するということを教
えてくれ、その魂の輝きを一層外に放って
いけるよう
サポートし
て くれ る
ジュエリー
です。

サポートアイテム

サポートアイテム

2月にぴったりの
カードは・・・

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

Rainbow Angels Crystal Card

価格：4,104円（税込） 全44枚

～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

春分に向けてあなたがどんな価値を持って2019年に自己実現をするか？
自分は何に貢献していくか？　本来の自分のテーマに沿って、行動に移して
いくときが来ています。周りの呪縛から自由になって、大きく羽根を伸ばして、
自分の魂の光を内側と外側へと表現していきましょう。

サポートカラー ： ゴールデンレッド、ピンクゴールド、ターコイズブルー
応援にくる高次元の存在 ： 
自然界のフェアリーたち、女神ペレ、光の魔法使いマーリン

3月

自己価値を
高め続ける

March

January

2019年の年明けは、あなた自身の魂が次元上昇するエネルギーを宇宙から
受け取り、いてもたってもいられないぐらい魂があなたに語りかけてきます。
あなた自身が人生の主導権を握って、自分をリードしていくことに意識を向け
て行きましょう。

サポートカラー ： ゴールド、シルバー、パール
応援にくる高次元の存在 ： 
天照大神、ニニギノミコト、女神ダーナ、金龍

1月

自らの使命を
発見する。

いよいよ本格的に2019年が始まります。このタイミングで源からのラブコール
が送られてきています。あなたはどこからきたのか？　あなたの本質がなんで
あり、その本質が最もパワフルに繋がっている、【ワンネス】の周波数を受け
取って、自分回帰が始まります。

サポートカラー ： ダイアモンドの光、エメラルドグリーン、ピング紫
応援にくる高次元の存在 ： 
女神アンタレス、太陽神ラー、女神アルテミス、月読尊

2月

神聖な
ワンネスへの

回帰
February

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

「カテドラルクォーツ」
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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

笠原直美…ダイナビジョンに勤務して13年。経理を
10年間勤め、産休・育休後、セミナー事業部に復帰
し、2018年9月～11月社長代理をまかされる。ダイナ
ビジョンで働く中、自分自身の真の幸せを生きるべく
離婚を経て、シングルマザーへ。鍛えられた現実対応
能力と開花した自分力の合わせ技で、ダイナビジョン
独自の「スピリアル」の一般化を目指す。

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。

ダイナビジョンとの出会いは13年前、派遣会社の紹介で
した。スピリチュアルなことに全く興味がなく、むしろ不安
がありましたが面接で恵子さんが、膝が付く程の近い距
離で満面の笑みで迎えてくださったので、この会社だった
らやっていけると安心して入社することができ、あっと言
う間に13年が経っていました。そんな中で起こった大き
な気づきは「今まで家族や周りの人のために生きてきた」
ということでした。「自分自身の楽しみはなに？」と会社の
提供するセッションで聞かれ、出てくるのは人の喜ぶ姿が
見られること、のみ。「人の反応が幸せのものさし」になっ
ていたことに気付いていなかったんですね。「幸せのもの
さしは自分の中にしかない」と「自分革命」を与えてくれた
ダイナビジョン。それに気づいてからはそのままではいら
れなくなり、「やりたいと思いついたことをやる時間」を増
やしていき、そこからどんどん自分軸での人生が拡大し、
今年の9月～11月までの三カ月間、穴口恵子の代わりに
社長代理を務めさせていただきました。

恵子さんが社長卒業宣言をし、ダイナビジョンでは「社長
代理制度」が始まりました。一人目は前回の「SCの部屋」
に登場したナムさん。そして二人目は、経理やセミナー事
業部の経験から会社全体を見てきたと、恵子さんより私
が社長代理をまかされることになりました。国内外を飛び
回り、ほとんど会社にいない恵子さんに改めて身近で触
れ、知的好奇心のアンテナの貼り方、そこに注ぐ惜しみな
い努力や学ぶ姿に感動しました。パッと高速で「進化」す
る恵子さんを目の当たりにして「穴口恵子と出会い多くの

みんなに備わる不思議は普通
あたりまえに使える世の中へ…

人々の可能性が開くことは不
思議ではない」と再確認しまし
た。そんな誰しもが本来持つス
ピリチュアルな力が怪しいも
のではなく、「普通」になる世の
中を創るのがダイナビジョン
の役目だと思っています。
ダイナビジョンの真髄でもあ
る穴口恵子自身が目覚めた「ド
ルフィンスターテンプル」は人
間の本来持つ第六感を開き、クリアリング、ヒーリング、
チャネリングがあたりまえになるメソッド。しかも「ドル
フィンスターテンプル国際認定ヒーラー」は、アメリカの
カルフォルニア州が認めたアカデミックな資格です。ぜひ、
みなさん！　眠った可能性をリアルな現実であたりまえの
ように使って「自分の道」を謳歌しましょう。その最強のサ
ポーターがダイナビジョンのセミナー講師であり、我々コ
ンシェルジュ達なのです。

代理社長に就き、新たに提案したことは、心や魂へつなが
るチャネリングやヒーリングが強いダイナビジョンに、ボ
ディを流して心身を健康に促す「セラピスト事業部」をつ
くること。お客様の魂を癒すスピリアルコンシェルジュ達
が、意外とカラダを駆使しているのを知ったのがきっかけ
でした。人を癒やす人をラクにしてあげたい、その一心で
私自身も手技を身につけ、身近なコンシェルジュ達の体
をゴリゴリ流し始めました。流すことで美肌、美ボディも手
に入ります。魂とつながり、自分を開き、滞りをなくすと、リ
アルに幸せ＆美しくなれる！　そんな「セラピスト事業部」
の新たな構築を目指したいです。

スピリチュアルな会社に入って
気づいたことは…

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経理を10年勤め、
現在はセミナー事業部に所属し、11月末まで
代理社長をまかされていた笠原直美さんです。

癒やす人をラクにしたい…
目指すはセラピスト事業部

～社長も勤め、母であり、女性で
ある直美さんから「新たな女性のスピ
リアルな生き方」を発見できそう！
「スピリアルは普通で、美しく健康にな
れるもの」と見た目から認識を変え
てくれる予感がしました～



1 -3

内容：【旅】=リトリート【EV】=2時間程のイベント【WS】=1日～2日程のワークショップ【GS】=グループセッション【PS】=個人セッション【認定】=認定コース
【通信】=通信コース【フェア】=特別イベントなど
場所：［東]=東京 [名]=名古屋 [大]=大阪 [神]=神戸 [福]=福岡 [沖]＝沖縄 [遠]=Skypeなどでの遠隔 [Web]＝オンライン
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【PS】Jay[大]

【PS】AKI[東]
【PS】MIKA[東]【PS】添田さおり[東]

【WS】テーマ瞑想会[東]【PS】ミッシェル[東]
【認定】FSP国際認定ヒーラー取得[東・週]
【認定】FSP国際認定ヒーラー取得[東・週]
【認定】FSP国際認定ヒーラー取得[東・週]【PS】山本明子[愛]
【PS】レシェル由美[名]
【WS】FSP練習会[東]【PS】アレッサンドラ(2/25,28) [東]
【認定】FSP国際認定ヒーラー取得[東・平]【PS】ミラクル[大]
アレッサンドライブニングセミナー[東]
【WS】DST瞑想会[東]【認定】FSP国際認定ヒーラー取得[東・平]
アレッサンドラグループセッション[東]
【認定】FSP国際認定ヒーラー取得[東・平]【WS】DST瞑想会[東]
【PS】Jay[東]

【WS】FSP練習会[東]
【PS】Sasha[東]【認定】PLI2[東]アレッサンドラ２DAYS[東]
［WS］スピリアルイケ男イケ女塾2日目[大]【認定】PLI2[東]
アレッサンドラ２DAYS[東]

【PS】MIKA[東]アレッサンドライブニングセミナー[大]
【PS】アレッサンドラ(3/5~8)[大]

【PS】ミッシェル[東]

アレッサンドラ１DAY[大]
【PS】樋口貴子[大]
【PS】アレッサンドラ(3/12~14) [福]
【WS】FSP練習会[大]【PS】添田さおり[大]
【PS】大熊めぐみ[東]【GS】アレッサンドラ[福]

【PS】Jay[大]【認定】PLI1[東・週]
【PS】レシェル由美[名]【認定】PLI1[東・週]
【PS】五百田小聖[東]
【PS】ミラクル[大]

【PS】山本明子[愛]
【WS】テーマ瞑想会[東]【PS】AKI[東]

【認定】PLI1[東・平]
アシュタールジュエリーフェア[東]【認定】PLI1[東・平]
アシュタールジュエリーフェア[東]【WS】DST瞑想会[東]
【PS】Jay[東]
アシュタールジュエリーフェア[東]【認定】PLI1[大]
アシュタールジュエリーフェア[東]【認定】PLI1[大]
ドゥーガル広島リトリート（～4/1）

3  March

【PS】MIKA[東]
【遠隔】2019新春特別企画・えびす遠隔

【認定】PLI1[大]
【認定】PLI1[大]【PS】添田さおり[大]【WS】DST瞑想会[大]
【認定】PLI1[大]【PS】
【PS】ケリー・ハンプトン(1/15~1/18)
ケリー来日イブニングセミナー(東京)
ケイトキングジュエリーフェア[大]【GS】ケリー・ハンプトン[東]
ケイトキングジュエリーフェア[大]
ケイトキングジュエリーフェア[大]【PS】樋口貴子[大]　
ケリー2DAYS[東]
ケイトキングジュエリーフェア[大]　【認定】ケリー2DAYS[東]
【PS】ミッシェル[東]【PS】AKI[東] 
ケリー神社遠隔アクティベーション[東]
【WS】DST瞑想会[大]【WS】FSP練習会[東]
【PS】ケリー・ハンプトン（1/23~1/25）[大]
ケイトキングジュエリーフェア[東]【GS】ケリー・ハンプトン[大]
【PS】Jay[東]【WS】DST瞑想会[東]　
ケイトキングジュエリーフェア[東]　　
【認定】PLI2[東]　ケリー神社遠隔＆来日イブニングセミナー [大]
ケイトキングジュエリーフェア[東]　
【PS】Sasha[東]【PS】山本明子[愛]【PS】レシェル由美[名]
【認定】PLI2[東]【認定】ケリー1DAY [大]　
ケイトキングジュエリーフェア[東]　
【PS】五百田小聖[東]【PS】ミラクル[大]
【PS】Jay[大]

【リトリート】ペルーリトリート（～2/15日本発着）【PS】大熊めぐみ[東]

【遠隔】ペルーシャーマニック遠隔
【認定】PLI2[東]【PS】Sasha[東]
［WS］スピリアルイケ男イケ女塾1日目[大]【認定】PLI2[東]

【PS】五百田小聖[東]
【認定】PLI1[大]
【認定】PLI1[大]【PS】大熊めぐみ[東]
【認定】PLI1[大]

【リトリート】ウユニ塩湖オプショナルツアー（～2/21日本着）

2  February

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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