
4 -6

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[福]【WS】オーラの教室[福]

【PS】Jay[東]【WS】オーラの教室[東]
【PS】添田さおり[大]【WS】FSP練習会[大]【認】PLI1[東・平]
【認】PLI1[東・平]
【PS】ハル[東]【PS】【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東・週]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東・週]
【PS】レシェル由美[名]【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東・週]
【PS】ミッシェル[東]【WS】FSP練習会[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]【WS】DST瞑想会[東]
ケイトキングジュエリーフェア[大]【PS】五百田小聖[東]
ケイトキングジュエリーフェア[大]【PS】
ケイトキングジュエリーフェア[大]【PS】Sasha[東]
ケイトキングジュエリーフェア[大]【PS】山本明子[愛]

【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東・平]
ケイトキングジュエリーフェア[東]【PS】ミラクル[大]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東・平]
ケイトキングジュエリーフェア[東]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東・平]
ケイトキングジュエリーフェア[東]【PS】大熊めぐみ[東]

ケイトキングジュエリーフェア[東]【PS】Sasha[東]【PS】Jay[大]
ケイトキングジュエリーフェア[東]
【PS】Jay[東]【WS】DST瞑想会[東]
【PS】樋口貴子[大]
【WS】PLI3 修了者の為の1DAY[東]

【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東・週]【PS】ハル[東]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東・週]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東・週]
【PS】五百田小聖[東]【WS】FSP練習会[東]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東・平]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東・平]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東・平]

【PS】レシェル由美[名]
　
【PS】大熊めぐみ[東]
【認】PLI1[東・平]
【認】PLI1[東・平]【PS】ミラクル[大]
【PS】ミッシェル[東]【WS】テーマ瞑想会[東]
【WS】FSP練習会[東]
【PS】MIKA[東]【PS】山本明子[愛]
　
【PS】添田さおり[大]【WS】FSP練習会[大]

【PS】Jay[仙]【WS】オーラの教室[仙]
【認】シャスタ集中FSP1 [シャスタ]【WS】テーマ瞑想会[東]
【認】シャスタ集中FSP1 [シャスタ]

6  June

アシュタールジュエリーフェア[東]
【PS】MIKA[東]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東・平]
アシュタールジュエリーフェア[大]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東・平]
アシュタールジュエリーフェア[大]【PS】Jay[大]【WS】FSP練習会[東]
アシュタールジュエリーフェア[大]【PS】Sasha[札]【認】PLI2[東・週]
アシュタールジュエリーフェア[大]
スピリアルイケ男イケ女塾2日目[大]【認】PLI2[東・週]
アシュタールジュエリーフェア[大]

アシュタールジュエリーフェア[福]ツーソンクリスタルフェア[WEB]
アシュタールジュエリーフェア[福]ツーソンクリスタルフェア[WEB]
【PS】ハル[東]【PS】大熊めぐみ[東]
アシュタールジュエリーフェア[福]ツーソンクリスタルフェア[WEB]
【PS】ACCO[東]【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東・週]
アシュタールジュエリーフェア[福]ツーソンクリスタルフェア[WEB]
【PS】山本明子[愛]【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東・週]
ツーソンクリスタルフェア[WEB]【WS】FSP練習会[東]
ツーソンクリスタルフェア[WEB]
ツーソンクリスタルフェア[WEB]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東・平]
ツーソンクリスタルフェア[東]ツーソンクリスタルフェア[WEB]
ツーソンクリスタルフェア[大]【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東・平]
ツーソンクリスタルフェア[東]ツーソンクリスタルフェア[WEB]
ツーソンクリスタルフェア[大]
ツーソンクリスタルフェア[東]ツーソンクリスタルフェア[WEB]
ツーソンクリスタルフェア[大]
ツーソンクリスタルフェア[東]ツーソンクリスタルフェア[WEB]
ツーソンクリスタルフェア[大]【PS】レシェル由美[名]
ツーソンクリスタルフェア[東]ツーソンクリスタルフェア[大]
【PS】五百田小聖[東]【PS】ミラクル[大]
【PS】Jay[東]【WS】DST瞑想会[東]
【認】PLI1[東]
【PS】ミッシェル[東・平]【認】PLI1[東・平]

【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東京週末]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東京週末]
【PS】添田さおり[大]【WS】DST瞑想会[大]【WS】FSP練習会[東]

【PS】MIKA[東]

【PS】樋口貴子[大]

【WS】FSP練習会[東]
【PS】Jay[大]

5  May

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.77



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2019年3月20日現在の情報です。事情に
より変更になる場合がありますので、ホームページやお電話でご確認ください。
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穴口恵子の「すぴりっち」 21

Amazon オーディブル
穴口恵子の“たった5分”瞑想シリーズ 23
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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。

こんににちは！

宇宙元旦（春分の日）を超えて、あなたの日々はどんな風に
変化していますか？

この日は、あなたの全意識が覚醒していく宇宙からの祝福
が降り注いでいました。
地球のあちこちの聖地にある光の都市には、このタイミン
グで、光のコードが降り注いでいました。

私は昨年繋がったオーストラリアのウルルの光の都市の
神殿に瞑想を通して、言ってまいりました。

恩寵の光のコードに満ちていた聖地から皆様のもとに夏至
の日までには、次々に形として届けていく予定です。
マラージュのジュエリーやサンキャッチャーなどにアチュー
メントをして、お届けします。

恩寵の光のコードをとおして、あなたの全意識が覚醒して、
この地球であなたらしく神聖な自分を体現していくことを
サポートしていきます。

夏至の日までにあなたが行動に移すことがあります。

１）自己愛で自分を満たして、
　 ハッピーヴォルテックスの中で過ごす。

２）あなたが幸せに満ちた状態で、
　 一瞬一瞬の呼吸の中で命を感じる。

３）自分の周りの人々に笑顔で愛ある言葉をかけて過ごす。

この3つのことをしていると、恩寵の光のコードはあなたの
DNAに働きかけて、あなたの豊かな未知なる才能に光を
当ててくれます。そして、あなたの才能が財となる出来事を
引き寄せてくれるでしょう。

オンラインやライブイベントなどでお目にかかれることを
楽しみにしています。

ダイアモンドの光に輝いた地球家族のみなさまへ

穴口恵子
Keiko Anaguchi

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

ダイナビジョンユニバーシティ
学長　穴口　恵子
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祝
なんと今号で
ラッキー77号

77
77 コズミックビジョン・クエスト

あなたの∞の可能性を開く鍵が
各ページ散りばめられています♡

LUCKY JOY
happy

必ず手にしたいあなたはこちらへ↓

無料だからこそ思い切って
書いて、切って、楽しめる♪お守りマガジン
3ヶ月に1回のギフト

http://dynavision.co.jp/cvq.html

スピリチュアルとリアルを統合し、誰しもが
持ってうまれた無限大の才能を活かし、愛と
豊かさに満ちた人生を創造し実現する「スピ
リアルマスター」を育成する人生の学校です。

コズミックビジョン・クエストのベースとなる

「ダイナビジョン・ユニバーシティ」とは？

＊切り取って持っておくと、テーマにそった流れがやってきますよ♡♥♡♥

キ
リト

リ

キ
リト

リ

CVQ
Dynavision University

行動

高次の存在

ハイヤーセルフ

直感力

源

天命
創造

自
分
軸

無条件の愛

ス
キ
ル

パートナーシップ

調和平和

愛の循環 無
判
断

人間力

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

自己実現

自己愛
自己信頼

グラウンディング

手法を学ぶ ビ
ジ
ョン
を
描
く

流れを読む

社交力

潜
在
意
識
に
ア
ク
セ
ス

New Earth, No frame
～非常識な新世界で、愛・信頼・調和・美・豊かさを拡大させる～

April 4

～愛・信頼・情熱で
ソウルメイトと幸せな
絆を深める～

2019Thema

May 5

＜各月のテーマ＞

～愛の土台で
次元上昇する～

テーマ
vol.77CozmicVision Quest

持っている

だけで
カバンに
入れて

書いたり！切ったり！

Connect with 

Happy Soul mates

～内なる楽園を
具現化する～

June 6

Adventure to the 
New Paradise!

Ascend with 

Love Revolution♡!

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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Dougall Fraizer

Work Seet

▲ ＊切り取って持っていると、やってきた流れに逆らえなくなるはず！

キ
リト

リ

キ
リト

リ

あなたはどうなりたい？Q.
あなたの描く本音の未来をここに貼

ってみましょう

STEP1

STEP3

Claim Your Vision

A Look Within
わたしの気持ちを

ただただ見る

　　時間を

　　持とう…

内観時間

TO わたし　FROM わたし
わたし宛のラブレターを書いてみましょう

I love me

Loving Yourself

STEP2
「具現化体質」になる準備ワーク♪その方法をもっと詳しく教えてくれる→

2019年5月に限定販売決定！

このオンラインコースで以下の6つのステップを学んでいけば…あなたは具現化に
必要な【感情・精神・行動】すべてを願いが叶うモードへと変容させることができ、
どんな望みもスムーズに実現できるように！

ド ゥ ー ガ ル フ レ イ ザ ー ・ ワ ー ク シ ー ト 世界数千人の人生を変えてきた全米TOPサイキックが
あなたの願いが叶う「具体化体質」へと導く！

あなたのゴールデンライフ・ビジョンと繋がり
楽しみながら成功体験をつぎつぎ重ねていく方法

ドゥーガル式
マインドフル・マニフェスティング
6ステップオンラインコース

4日間限定募集！ オンラインプログラム

【主な動画コンテンツ内容】
● 具現化を起こすための各ステップのキーポイント解説
● 上手くいく時と上手くいかない時の実例
● ドゥーガル独自のカラーを使った誘導瞑想タイム
● 実践的なセルフワーク法　など
☆動画にはすべて日本語通訳の音声付き。コンテンツの視聴は、パソコン、ス
マートフォン、タブレット端末からも可能です。お好きなときにお好きな場所で、
繰り返し学んでいただけます。

コース詳細はこちらをチェック▶　http://dynavision.co.jp/dougallfraser/online/

ゴールデン・ビジョンを宣言する方法
95％の人が目標設定の時点で失敗しがち！
その落とし穴に気づき「成功者のビジョン」を手に入れる！
自分を愛する方法
脱・準備期間！たった今から愛され、応援される人になる
内観する方法
クリアーな思考を保てば、クリアーな人・物・チャンスがたやすく引き寄せられてくる
感情の根っこと繋がる方法
感情体を開くマントラ・エクササイズで隠れた深層心理にアクセス！
行動と責任の法則
この方法なら、成功体験を重ねていける！行動するのがどんどん楽しくなる！
運気の維持方法

ステップ1

ステップ2

ステップ3

ステップ4

ステップ5

ステップ6

ステップ1
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かみさまに、どうしても聞きたい30のこと。

Clover出版（2019/3/6）B6変型（145*130）128ページ
ISBN978-4-908033-24-7　定価：1200円＋税

人間社会のリアルで、深刻で、そして誰もが悩む問題の数々…
それを「遠慮なく、神様に直接、質問して聞いてしまおう!」とい
う、これまで人類が望んでいてできなかった試みに挑戦する意
欲作。世界の仕組み・宇宙の仕組み・人間の仕組みがわかる全
30質問。ご購入は全国の書店またはamazonで！⇒

人間は生まれる前
どこにいるの？

死んじゃったら
どこにいくの？

不幸や不公平は、
なんで起こるの？

動物は
食べてもいい？

障害を持って
生まれてくる理由は？

神社や教会には
いかなきゃダメ？

亡くなった人とも
繋がりあえる？

戦争と犯罪は、
ずっと
なくならないの？

堕胎って
許される？

すみれかみさまは
小学5年生 ドゥーガル全米TOP

サイキック&

すみれ
2007年生まれ。生まれた時から、かみさまや天使さん
たちと話ができる小学6年生。ママのお腹に入る前のこ
とを全て憶えておりお腹の中のあかちゃんとも話すこと
ができる。現在母娘で全国を飛び回り、子育てに悩むマ
マはもちろん、企業経営者などにも幸せを届けている。
著書『かみさまは小学5年生』が大ベストセラーに。

ドゥーガル・フレイザー
LA在住、生まれながらのサイキック

でわずか8歳

でセッションを開始。20歳でダラス
のベスト・サ

イキックに選ばれ、以来アメリカの
人気TV番組

に度々出演。オープンで親しみや
すい人柄と、

ユーモアセンス、卓越したカラーリ
ーディング能

力で、共演する大物セレブたちをつ
ぎつぎと魅

了している。

夢の
共著

発売
前に
重版
出来
！！

話題
の最
新書
籍

実際のところ、
神様の本音はどうなの?

宇宙意識と繋がり、本来のあなたに目醒めていく！

ページをめくって
あなたを呼ぶ石と
出会いましょう♪

クリスタルはあなたの思考や意識、環境へ、
次元上昇をもたらしています。クリスタルを
通してあなたの中にある輝き（才能）・無限の
可能性を発見できます。言わば、人生を幸せ
へ導くサポーター！

あなたを引き出すクリスタルとの出会い
をレインボーエンジェルズのコンシェ
ルジュがお手伝いします♡

Crystal world

宇宙からの祝福のエネルギーが

注がれるクリスタルとの出会い

Rainbow angels

クリ
スタ

ル
特
集

Rain
bo

w an
gei

s



10    Cosmic Vision Quest Cosmic Vision Quest   11

特 
集

ニューエイジストーン界の代表者

ROBERT SIMMONS
ロバートシモンズ

2019年7月来日決定！！

ロバートシモンズとは？
大学1年の時、神秘的体験からスピリチュアルを研究が始まり、15年後
「モルダバイト」と出会いその探求の旅が広がって行きました。1986年
結婚と共に、モルダバイトに特化したクリスタルショップ「ヘブン＆アー
ス」を設立し、そこから2000品目以上の石、ジュエリーを提供する通販
会社に現在では拡大し、クリスタルや鉱物を愛する人達を魅了し続けて
います。特別なクリスタル『アゼツライト』をもちいるワークは人類の細胞
意識と宇宙意識を拡大し、持ちにしを最高次の波動に同調させます。あ

なたの魂はあなたの本来ある能力を開き、次元上昇する時を今か、今かと待っています。ロバートシモンズとア
ゼツライトとの出会いは、あなたの根底に既にある無限のパワーを呼び覚ますことでしょう。

〖アゼツライト〗という特別なクリスタルなどをもちい
高次の周波数を地球にもたらして霊的な進化を助けるために

宇宙意識へと繋がるためのさまざまなワークをおこなっていきます。 
 アゼツライトは〖アゼツ〗＝〖名もなき光〗＝〖グレートセントラル・サン〗

のエネルギーを保持すると言われている特別なクリスタル。
この石の名称は、惑星の目覚め（進化）を促すためグループで働いている

天使的な存在【アゼツ】に由来しています。

アセンションが始まり、日々、変容を加速していく地球と人類に、
覚醒をもたらすために生まれたクリスタㇽとともに

本来のあなたへと目醒めていくときがやってきているのです。

※内容が一部変更となる場合がございます。詳細はダイナビジョンHPをご確認ください。

宇宙意識と繋がり、本来のあなたに目醒めていく！

■アセンションクリスタル販売会
　7月11日（木）～15日（祝・月）
■アセンションクリスタルヒーリング
　ワークショップ：
　7月13日（土）・14日（日）
■会場：東京近郊

東　京

■アセンションクリスタル販売会
　7月18日（木）～21日（日）
■アセンションクリスタルヒーリング
　ワークショップ：
　7月20日（土）・21日（日）
■会場：大阪近郊

大　阪

＊このページの石を切り抜いてP28-29の
コズミックビジョン・クエストの祭壇に置い
て遊んでみてください。あなたに合う石と出
会う前のレッスン♡
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New Earth,  No frame
～制限をこえた新世界で、
　　　　　愛・信頼・調和・美・　　豊かさを拡大させる～

あらゆる　　制限を超えていく！

つの　クリスタルディバインクォーツ

ディバインクォーツが放つ光は、
第7・第6チャクラを活性化するだ
けでなく身体のすべての経路にも光
を注いでいきます。あらゆる枠が外れ
ていき、あなたが本当に望む人生を創
造していけるように生まれてきたこと
への喜びを想い出させていきます。

［こんな方へおススメ］
■自分の制限を外していきたい
■新しいことにチャレンジしてきたい。
■思い通りの人生を創っていきたい。7

リモナイト

カッパー（銅）

リモナイトはあなたの中にある自
信のなさなどのセルフイメージや自己
評価の低さをパワフルに一掃し、あなた
が≪唯一無二の存在≫だということを想
い出せるようにサポートします。第7・第2・
第1チャクラへと光を注ぎ、自己不振や自
己評価にかかわるあらゆる制限へ光を注
ぎ込みパワフルにクリアにしていきます。
ゆるぎない自己信頼や自分軸をもたらす
ことで自然と自分へのセルフイメージが高
まり、なんでも叶う。なんでもできる自分を
想い出していくことでしょう。

カッパー（銅）は身体のエネル
ギーの流れがよくなるようにサポー
トします。身体に溜まってしまった感情
も愛で優しく流していけるように光を注ぎ
込んでいきます。特に第3・２・１チャクラの
滞りを流してき活力で満たされていくのを
感じるでしょう。物事をスムーズに素早く展
開させ、現実化力を高めていきます。

［こんな方へおススメ］
■どんなときも自分を信じる自分になりたい。
■実行力・行動力を高めていきたい。
■どんなときも自分らしくありたい。

ブルーシーライト

ブルーシーライトが放つ光は、あなた
が憧れている世界にふさわしい自分を想
い出させてくれます。できない自分、ダメな自
分として自分を責めてします感情も、思考さえも
この石の放つ光は優しく抱きしめて統合させて
いきます。理想の自分自身になるために、これま
で頑張ってきた自分を認めていけるようにする
と同時にあらゆる自分への期待の感情をも統
合させていきます。そうすることで思い描いてい
るよりも早く理想の人生へとアップグレードされ
ていくのです。心の奥底にしまいこんでいた本
当の想いへと光を注ぎ、あなたが本当に望む人
生の扉を開いていく。この石に選ばれた人は、
人生は奇跡に満ちているということを体験して
いくことでしょう。

［こんな方へおススメ］
■奇跡の扉を開きたい
■人生をアップグレードしていきたい。
■ありのままの自分を受け入れていきたい。

ギャラクシーガーネット

ギャラクシーガーネットが放つ
光は、大いなる源の光を降ろし、肉
体へと繋げていきます。光の肉体にと
どまっている不要な感情を流し、本来あな
たがもつエネルギーを拡大させていきます。
過去から持ち越してきたあらゆる制限の枠
をはずしていき、揺るぎない自信をもたらし
てくれるでしょう。次から次へと新しいチャ
ンスが開かれていくのです。

［こんな方へおススメ］
■ゆるぎない自信をみにつけたい
■新しい可能性を開いていきたい。
■自分の制限を外していきたい。

［こんな方へおススメ］
■物事をスムーズに進めていきたい
■現実化力を高めていきたい。
■引き寄せ力を高めたい

ロズウェル　ライト

ロズウェルラ イトは宇宙と繋がる光
のコードを活 性化し、超感覚を開いて
いく石です。こ の石を通して神聖幾何学の
光の回廊が次 元間の移動をスムーズに促して
いきます。自分 自身が望む人生のステージへとス
ムーズにかつ スピーディーに進ませていきます。
ソース（源）へ と繋げていき、必要な出逢いやチャ
ンスを人生へ と招き入れることをサポートしてい
きます。想像 を超えた人生のステージの幕が上
がっていくこと 感じるでしょう。

ユープライト

ユープライトは宇宙の光を放ち、持ち主と
なる方へソース（源）からの光の軸線をもたら
していきます。天と地をつなげ、本質の自分へと戻
ることをサポートします。あらゆる制限という枠を外し、
新しい世界へと意識を拡大させていくこの石は、あな
たの中にある人生への情熱の炎を灯し、本来望む人
生を生きるためのインスピレーションを行動へと変化
させていきます。天と地をつなげる光を放ち、新しい
意識への扉を開いていくため驚くほど早く人生をス
テージアップさせていきます。

［こんな方へおススメ］
■ソース（源）と繋がりたい
■人生への情熱を取り戻したい
■どんなときも自分らしくありたい。

［こんな方へ　　おススメ］
■人生のス　　テージを上げたい
■潜在能力　　を開花させていきたい
■望む人生　　を生きていきたい。

1.

2.

3. 4. 5.

6.

7.7
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Kate King Jewelry

ケイト・キング・ジュエリー バイブレーションコンサルの様子を公開！
5月にフェアを予定しているケイト・キング・ジュエリーフェアのバイブレーションコンサル。
どういった内容？とのお声も多いため、今回コンサルの様子を特別に公開させていただきます！

最高の自分をコントロールできる
量子学に基づいた最先端ジュエリー

ケイト・キング・ジュエリー

今回ご協力いただいたのは笑顔がとってもキュートなKさん（30代）。今回初めてジュエリーをみにきてく
ださったきっかけは、Kさんのお知り合いがいつも楽しそうにしていたため、その秘密を聞いてみたとこ
ろ、ケイトキングジュエリーを身に着けていらっしゃったとのこと。今回はスピリアルコンシェルジュyukiが
コンサルをさせていただきました。

魂のエレメントと肉体のエレメントを
見させていただきます。

エレメントは火・風・土・水の4種類。
それぞれの性質を持っていますが、Kさん
は火のエネルギーが強いよう…。火のエ
レメントをお持ちの方は、燃え上がる炎の
ように、情熱に従ってどんどん行動をして
いける方。人前に出ることや、リーダーシッ
プを発揮していくのも向いています。

叶えたいことや夢、目標、変えたいことなどを３つ、教えていただきます。
（セッションを受けられるご予定のある方は、是非考えてきてくださいね♪）

最後はお客様ご自身にお気に入りのものを
チョイスしていただきます♪

Kさんが今回挙げてくださったのは、①
人間関係を良くしていくこと、②パート
ナーシップ、③豊かさ、の３つ。
この３つの願いにそって、何点かジュエ
リーを選ばせていただきます。（サイズや
ご予算など、お客様のご要望をお聞きし
ながらお選びさせていただくことが可能
ですので、遠慮なくおっしゃってください
ね！）チェーンにまとめて複数個のジュエ
リーを通し、1個ずつ前に持ってきて、エ

ネルギーがどのように変わるかを体感していただきます。Kさんも「これはなんだ
か胸のあたりがチクチクします」とそれぞれの反応を楽しんでくださりました。

今回Kさんが最後に選ばれたジュエリーは、「ター
ラミスティッククォーツ」という女神ターラのエネ
ルギーを持ったクリスタル。愛に満ちた優しさ、
謙虚さ、品位、自己認識、思いやりを目覚めさせま
す。このジュエリーを身に着けたKさんは、ハッ
ピーオーラが高まって、頬もほんのりピンクに染
まり、とってもお似合いでした♪

フェアの
日程

［大阪］ ［東京］日程：5月21日（火）～5月26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

日程：5月29日（水）～6月2日（日） 11:00~19:00
会場：コスミックビジョンスペース
住所：東京都目黒区上目黒2-15-6　川鍋ビル3階

創始者ケイトキングも来日予定！！

～Kさん（30代）の場合～

ステップ１ ステップ２

ステップ３
Kさんからいただいたご感想

実際につけてみると、自分のエネ
ルギーが動いているなという体感
が出来ました。このターラミス
ティッククォーツを着けて「いいな
♪」という感じがしたのですが、
後で石の持つ意味を聞いてみ
て、まさに自分が求めているもの
だったので、自分がいいなと思う
理由がより納得できました。

※ケイトキング本人によるコンサルも予約受付中！！

詳細が決まり次第HPやメールマガジン等でお知らせいたします。

ISHA JEWELRY FAIR 
2019 Summer

開催決定

Coming soon…
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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

産出量がとても少ない超レアクリスタル！
この石は「気付き」を与える石です。自分にとっても周りにとっても最善の
しあわせや、最善の願望実現に繋がる気付きをもたらします。持ち主はも
ちろん、関わるグループや家族にもそのエネルギーが拡がっていくでしょ
う。また行動力と論理的な思考力を高め、カリスマ性を輝かせることか
ら、リーダーや自分でビジネスをやっていきたい人に特におすすめです。

真理に気付かせる石 『パープルヘルデライト』

☆ご購入は、レインボーエンジェルズ オンラインショップまで☆

～オブシディアン～

私はこのオイルを使って感情解放の
ワークをしています。イランイランやゼ
ラニウムなどのオイルがブレンドされ
ているので、穏やかな安らぎを与えて
くれます。言いたいことを我慢してし
まうような方には特におすすめです！

私のように（笑）、すぐにボー
ンと発散してしまう方にオス
スメ！感情的になり過ぎる
時、一度冷静に自分の心情
を伝える助けになります。

～ヤングリビング
　「ワイエルリリース」～

最近怒りやモヤモヤが出た時のこ
とを「ありがとうタイム」と命名、笑 
「ありがとうターイム！」と気持ちを
切り替えると、そこから得られるギ
フトにフォーカス出来て、成長出来
るんです。

ショップ店長 あやみ

～エプソムソルト～

元々ため込んで後か
ら爆発するタイプ。
今は瞑想などワーク
をして、解放できる術
を習得しました！

ショップ担当 ゆふ

アロマオイルも一緒に
入れてお風呂に入りま
す。お湯につかりながら
自分にハグして目をつぶ
り、本当の自分と会話
をする時間をつくってい
ます。ソルトのおかげで
スッキリ～♪

怒ったらウギャーとそのまま
新鮮なうちに放り出して、
さっと忘れます。だから基本
いつもゴキゲン♪笑

人には何か起こった時に、怒るタイ
プと悲しむタイプがいると思ってま
す。そして自分は表にはあまり出さ
ないけど怒るタイプ。だからロック
が好きなんだーー！笑

プロモーション担当 トシロウ

怒りもモヤモヤもためず、
その都度出します！
なのでいつもスッキリ♪

WEB発送担当 たい

～オーラソーマエアコンディショナー
　「セラピスベイ」～

モヤモヤ解消には外せないアイテム！
浄化力が高いので、さっとスプレーす
るだけでとにかくスッキリします！

統括マネージャー あき

手に持ちながら、一緒 に お 風
呂に入ります。モヤっと し た 感
情が身体のどこにある かイメー
ジし、深呼吸しながら、 そこの部
分に石の愛の光が注 ぎ込まれ
るイメージをしていくと、 不 思 議
とリフレッシュ～♪怒ったらすぐに出しちゃうタイ

プ、笑。でも怒りは進化のチャ
ンスなんです！私たちは色んな
感情を味わいたくて、この地球
に来ているのだと思います。

モヤモヤしたときは、ラベンダー
のオイルをハートに塗ります。
ハートはすーっと軽くなって、リ
ラックスできます。モヤモヤして
寝れない時にもオススメ！

～ドテラ
　「ラベンダー」～

～ローズクォーツ～

～フローラコロナ
　「カッパー」～

怒りを手放すサポートをしてくれる
エッセンス。人生でワースト３に入る
ほど辛いことがあったとき、心の内側
で毎日ブチ切れていました。（今では
もう笑い話！）目安はあるものの、飲
みたいときに飲んでいいエッセンス
で、ブチ切れている時がいっぱいあっ
たので減るのが早くて驚かれていま
した、笑
ブチ切れている人にオススメです！

元々ネガティブな感情を持つことは良
くない事だと思い、感情を抑えてきたタ
イプ。でもあるとき暴発して身体が悲
鳴を上げた！笑 今ではネガティブな感
情も大事だと気づき、どんな感情にも
耳を傾けています。どんなことを感じて
も良き良き～～♪

WEBショップ店長 ゆき

ショップ担当 むっちゃん

がわいてきた  とき、怒り
するとき、  何使う？モヤモヤ

聞いてみました！
スピリアルコンシェルジ ュに
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TEL：03-3791-8465
セッションのご予約、スケジュール確認はこちらから▶

レインボーエンジェルズ店長・あやみ

マ）自分を満たす♪
女性はその欠乏感から彼の愛を期待し要求しすぎると、彼の言動と自分の感情に振り回されること
になります。シャンパンタワーの法則は知っていますか？自分から満たして周りを幸せにしていこうと
いうのがこの法則です。この法則のように女性は、その欠乏感を彼の愛で満たすのに躍起になるの
ではなく、自分自身を満たすことに意識する。他力本願な恋愛は相手に負担をかけるだけで、思いや
りのない自分本位の恋愛になります。彼を心から愛しているのであれば尚更のこと、自分のグラスか
ら溢れた分でしか相手を幸せにできないということを理解してください。他人軸ではなく自分軸での
恋愛は執着や依存することなく、自分に正直で無理がない恋愛になり、そうした思いを満たしたら
もっと成熟したロマンスを味わうことができるのでしょうね。

マ）解放して、恋愛が楽しいイメージを促す♪
先ず、異性に対するマイナスイメージ、根底にあるトラウマや傷があれば過去や過去生、
思い込み・刷り込みなどあらゆる角度からリーディングし、適した手法(契約解除/リフレイ
ミング/インナーチャイルド/ヒプノセラピー等)で修復、解放します。そして自己愛・自己価
値を構築し自信をつけ恋愛に対して、前向きにチャレンジしたくなるように促します。

あ）最後に愛のメッセージをお願いします。

マ）恋愛は気付きの宝庫！！
恋愛によって気付きや学びがたくさんあります。恋愛に対して臆病にならずに飛び込んでみて
ください。きっと様々な経験を通し、かけがえのない大切な何かを手にすることでしょう。恋愛
は自分のあり方を教えてくれる最高のツールのひとつです。ぜひ恋愛を楽しんでください♪

あ）恋愛に前向きになる為
のセッションを受けるとした
らどのような内容ですか？

あ）どのようなことを
心がけたらいいですか？

マリアさんお得意の恋愛でのお悩みがある方、クリア
リングやヒーリングをしてスッキリしたい方、ぜひセッ
ションを受けてみませんか？

［お問い合わせは、レインボーエンジェルズ東京店まで］

あ)マリアさんって、恋愛相談のセッションが多いですよね！
私は恋愛に臆病で苦手意識があるので、ぜひアドバイスを
ください！
あ）まず異性を理解するためには、どうしたらよいですか？

マ）深層心理からくる男女の恋愛観の違いを知ることが鍵♪
男女の生殖器の違いから、男性は罪悪感、女性は被害者意識・無価値観・欠乏感を持っ
ています。これは人間が持っているさがといえます。
マ）女性は恋愛をすると、その欠乏感を相手で補おうとする傾向にある為、彼に愛を求
めることに貪欲になります。それが得られない場合、被害者意識から傷つきやすく感情
的になりやすい。男性はそんな彼女の要望に応えられない罪悪感に苦しめられ、次第
に彼女との時間を苦痛に感じてしまう。これはほんの一部の例ですが、こういうことか
らも男女の恋愛観の相違を理解することがパートナーシップにおいて大切です。

（11:00～19:00 / 定休日：第1、3火曜日）

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

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2回、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。あなた自身のために1時間つかいま
せんか？心もからだも深いエネルギーレベルから浄化
そしてアクティベーションされていきます。
DSTヒーラーによる誘導瞑想で、瞑想初心者の方でも
瞑想することができます。 3500円

毎週火曜・木曜、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
※イベントなどにより中止となることがあります。レインボーエンジェ
ルズ大阪店のブログをご確認の上ご来店くださいませ。

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。

キラリと光ったクリスタルやあなたの
直感にピンときたクリスタルが今のあ
なたを強力にサポートするサインです
♪お店のスピリアルコンシュルジュと
ご相談しながら決めることも可能。今
のあなたに必要なクリスタルを受け
取ってくださいね。

存在感たっぷりのビッグ・クリスタルもたくさん
お待ちしております。瞑想時に使用したり、1点置
くだけでお部屋自体が強力なパワースポットに
なります！商売繫盛や新しいスタートを切ったあ
なたにおすすめ。

穴口恵子がアチューメントした
「才をひらいて財と成す」
特別ビッククリスタルもお待ちしております。
すべて販売中です。ご興味のある方はレイン
ボーエンジェルズ大阪店へお問い合わせあるい
は、ご来店くださいませ。

突撃

ヒーラーさんと
話してみた

インタビュー！
今回は、レインボーエンジェルズ東京店ショップ店長

あやみが、店頭ヒーラーのマリア★さんに、みなさん

が気になる♡『恋愛』♡について聞いてみました！

［以後、あやみ→あ）　マリア★→マ）］

大阪・京阪＆
地下鉄

天満橋駅そば 愛と光りにあふれた
大阪のパワースポット

レインボーエンジェルズ大阪店のキラキラクリスタルたち

天井高めの開放感あるお店。
入り口には インスタ映えする
大きな白い羽が目印♪
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□今、起こしたいアクションは？

□自分の歴史で消したいものは？
（レインボーエンジェルズが悲劇を喜劇にチェンジ！）

□こどもの頃の夢で叶えたいことは？

□どんな環境で過ごしたい？
（家、職場、身を置く場所についてのねがいを）

□言いたいこと、伝えたいことは？

□制限がないなら、どんな世界が見たいですか？

□変えたいこと、変わりたいことは？

＊この用紙をレインボーエンジェルズのショップ
にいるコンシェルジュに見せるのもオススメ。コン
シェルジュはレインボーエンジェルズの使い♪　
あなたの回答に応えたアイテムをセレクトして
くれますよ＊

実は …コンシェルジュすら知らない間に、
ショップには「レインボーエンジェルズ」の
エネルギーが降り注がれています。
その証拠に、たまに置いてある虹の入っていな
かったクリスタルに虹が宿ることも！　だから、
レインボーエンジェルズに置いてある物達を
連れて帰ったお客様たちにミラクルがたくさん
起こるのです。

そもそもオーナーの穴口恵子が世界の
聖地巡り中に訪れたペルーの原住民の
町で「レインボーエンジェルズ」と名乗る
声を聞いたのが始まりでした。なんと
「あなたのライフワークを応援したい」 
「人類と母なる地球の目覚めを助けた
い」という声と共に…。現地の人に聞い
てみると、古くから伝わるインカの予言

に通じるメッセージだったり、「レインボーエンジェルズ」を綴る物語と
出会ったり…驚きの事実が発覚し、穴口は真剣にその声に耳を傾ける
ことにし、1つ実験をしてみたのです。
「趣味で集めていた神秘的な石やスピリチュアルグッズを欲のお店を
つくりたい」と開業のサポートをおねがいしてみたのです！　当時
ショップを開業するほどの資金はなく、貸してくれるあてもありません
でしたが、レインボーエンジェルズ達に聞いても「大丈夫」の一点張
り！　「なにが大丈夫やねん！」とツッコム穴口。ですがそのタイミング
で企画したセミナーが大ヒット！　瞬く間にショップのオープンが叶
い、翌年には売上5倍、さらに10倍と、発展していきました。

ミラクルいっぱい♥
望みが叶う聖地！

レインボーエンジェルズの

ヒミツ

あなたの夢を「大丈夫」の一点張りで叶えてくれるレインボーエン
ジェルズは、いつもショップで「おめでとう待ち」しています。そん
なレインボーエンジェルズとタッグを組んで、コンシェルジュ達が
今のあなたの可能性を開花させるアイテムをセレクトしますよ。
「出会いは出愛♥」。
愛と光で人間の虹色∞の可能性が弾ける時代がやってきています！ 
あなたの味方にレインボーエンジェルズをつけに来てくださいね。

レインボーエンジェルズに出愛にきてください♥

レインボーエンジェルズへ

♥ラッキーVOL77を祝してレインボー
エンジェルズが本誌にやってきてくれ
ました♪虹色の色にあわせた天使から
の質問に答えてみてください♪　
レインボーエンジェルズがその答えを
叶えちゃいます！

7つの虹の質問シート
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ご存知でしたか？
ショップ・レインボーエンジェルズには…
「あなたの本当の望みを叶えてくれる」
レインボーエンジェルズが祝福し続け
ています♪

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38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…

キ
リト
リ
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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
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「YES」と答えたものがひとつでもあったあなたには…
お金持ちになることを無意識に避ける「お金のブロック」
が心の中に存在します。

□お金のためにしぶしぶ仕事している
□お金を得るには苦労しないといけない
□お金は汚い　
□お金に執着している
□自分が稼ぐ金額の限界を決めている
□割引のものばかり買っている

お
金
を
愛
し
て
い
な
い
と

　お
金
に
好
か
れ
ま
せ
ん
よ
！

1日3分で
お金持ちになれる！

「潜在意識を宇宙クラウドファンディングにつなげる
1日3分 瞑想してお金持ちになる方法」（光文社）

＊本書についているQRコードを読み
込むと瞑想音声にアクセスできます。

豊かさと自由の女神♥
穴口恵子による
「お金を引き寄せる
  体質になる瞑想」
を体験してお金に
好かれちゃいましょう♥

次のページの「瞑想シリーズ」
もあわせてやれば、さらにあなた
の叶える力が加速！

穴口恵子
新刊情報！
4/18
発売

『あなたの周りに
最高の人間関係
を築く』セット

『スッキリ！ 
極上のリラックス』
セット

『仕事で最高の
パフォーマンスを
発揮する』セット

セットで楽しむ

1つずつ楽しむ
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2019年1月17日に開催された平成祝賀パーティ＆穴口恵子誕生
日会。1月10日が誕生日の穴口恵子。「自分の誕生日会だと断れな
いだろう～」と著者仲間やブロガーフレンズ、そしてダイナビジョン
ファミリーを招待して行われたのは、穴口が企てた「平成の終わり
と新元号を迎える祝賀会」だったのです。

平成祝賀パーティ＆
穴口恵子誕生日会ルポ

数十年にも渡り支えあった穴口のソウルメイト
達、穴口恵子のポッドキャスト「すぴりっち」
や海外リトリート、セミナーを共にするお
なじみの豪華ゲスト、またダイナビジョ
ンから誕生した魂のヒーラー達と共
に、ワクワクワイワイお祭りのよう
なパーティとなりました。

平成の木へ実る
魂のキーワード

これは「平成祝賀会」のためにスピリチュアルアントレコースのアーティストのアキさん
が描いてくれた「平成の木」です。終えて行く平成、迎える新しい元号を想い、浮かんで
くるそれぞれの「魂のキーワード」を参加者のみなさんに書いてもらい、「平成の木」の
上に実のように貼っていただきました。

新しい元号へ　祈りを込めて　軽く目を閉じてください。
足の裏をピッタリと地面につけて　
鼻から息を吸って口から吐いていきます。
宇宙からこの平成に向かい注がれる光のシャワーを
イメージしてください。
ハートに光のシャワーを降ろし続けてください。
そして…あなたの魂に呼びかけてください。

あなたが体験し変容した平成から新元号へ向かっていく…この時に
あなたの魂は、何を大切にして、どこに向かっていますか？
ゆったりと深い呼吸をしながら、あなたの中に鎮座している魂に
意識をあわせて1分間　黙想をしてみてください。
あなたの魂のささやきはどんな色をして、どんな光を
今ここから、新しい時代へ放っているのでしょうか？
なんであれそれは…あなたの中心から無限に広がり
新しい世界を創造していることが確かであることを受け取ってください。

～魂のキーワード（ささやき）を聴く瞑想～

どんな魂のささやき、
キーワードがやって
きましたか？未来で
どう実現していくか
楽しみですね♡

「家族が増えました」…祝賀パーティでは穴口恵子の人
生に起こった大きなニュースが報告されました。それは、
現在ダイナビジョンのスタッフとしても活躍しているリッ
チーこと高井良輔を養子として迎えたことでした。リッ
チー本人にその感想を聞いてみました。

「私の養子にならない」と恵子さんから言われたのは
2018年の5月。モゾモゾと落ち着きがないいつもとは違
う恵子さんに「そうだったよね」と僕は答えました。実際
の僕の家族は両親と兄と弟と僕の5人家族。父と母は25
年に渡りスピリチュアルの仕事をしていて、僕に訪れた
恵子さんとの関係は「母の創りたい世界」でした。血のつ
ながりを超えた「魂の家族」、社会と地球を超えた「宇宙
ファミリー」を創りたいと母は願っていたのです。だから
両親も兄弟も、僕が養子になったことをスンナリ受け入
れています。恵子さんとの出会いは2016年の9月。「息
子のような存在が欲しい」という恵子さんの声を聞いた
僕の友人が、「いるよ」と僕と引き合わせたんです。「僕は
この人の魂の息子だ。宇宙レベルで親子だった！」と初
めて会った気がしませんでした。14歳の誕生日に両親
にもらったバシャールの本に大感動した僕の目の前に
「ワクワク生きる実践者」が現れた喜びでいっぱいにな
りました。なるべくしてなった運命の家族。「世界中に愛

と光を届けワンネスの世界を創造したい」
という僕の夢を叶えるために起こったと思
います。15歳の時、世界を知りたいという
思いでオーストラリア留学をしてから10年。
ここ数年の恵子さんに見せてもらった世界
中の景色にも後押しされ、この夢を叶えに
4月18日から「世界一周の旅」に出ることを
決意しました。未来の僕から何度も、何度も、
その望みは届いていたんですよね。過去の
僕と未来の僕が今につながり「世界一周」
の旅が始まります。その世界を巡り、つながる人との経験が、「命の応援
歌」になる言葉を生み出すと信じています。世界中からそんな愛と光を
注ぐ発信をしていく予定ですよ！　乞うご期待！！！

～なりやまない声　　聞こえるかい？　
　思い描いていた未来が　僕の名を呼んでいるよ♪
　どんな迷いも乗り越えていけるよ　そんな声が聞こえるんだ…～

パーティで披露されたリッチーのテーマ曲「声」の歌詞より。

あなたの思い描いていた未来は恵子さんやリッチーのように想定外のよ
うで、魂の決めた計画。そんな未来を新元号と共に現実創造するために
も、あなた自身の魂の「声」を聴きましょう！

穴口恵子の魂の息子・リッチーこと　高井良輔インタビュー
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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
ロゴマークの持つパワーとは？

★六芒星の逆三角形は聖杯を司る女性性
　＋正三角形は真実の件を司る男性性
★中心の点と囲む二重丸は神　
★外側のサークルはワンネス…を現しています。

このすべてを合わせると「神とはあなた自身である」
を意味しています。

この祭壇シートにはそんなパワーが注入されています。あ
なたはそれを思い出すだけ。あなたが大切にしている石、
ジュエリー、携帯電話など、このシートに置いてチャージ
アップ。また、今回P10～13でご紹介したクリスタルでこの
祭壇をつくるのがオススメです。

コズミックビジョン・クエストは今号でラッキー77号。

記念しましてラッキーシャワーが注ぎ込まれ続ける、

「Cosmic Vision Quest祭壇シート」（P28～29）を

みなさまにお届けします。

ディバインクォーツ
思い通りの人生を
クリエーション♪
（P12）

カッパー
あなたに愛の光が宿り♥
ソウルメイトを引き寄せる♪

リモナイト
重たいお尻も軽くなる！？
行動力・実現力アップ♪

パープルヘルデライト
カリスマ性がキラリ☆
自分でビジネスをしたい人
に最適♪

アゼツライト
ガツンと宇宙とつながって
神である本来のあなたに
目覚める（P10～11）

☆誰し
もが持って

生まれた無限の可能性を活かし、

愛と豊か
さに満ちた人生を創造し実現する☆

例えばこんな使い方
～ここに置くなら♥
　　　こんな石♪～Co

sm
ic V

isio
n Q

ues
t 祭

壇



32   Cosmic Vision Quest Cosmic Vision Quest   33

穴口恵子のパワーの秘訣！？
穴口恵子が何十年にも渡り、”毎年必ず”訪れている聖地、それがアメリカのシャスタ山です。「世界
七大聖山」としても知られるシャスタ山は世界のパワースポットの中でも、最も天に近いバイブ
レーションと言われており、「地球の11チャクラ」として宇宙の情報を肉体レベルで理解が出来るよ
うに周波数を調整する機能を果たしているとも言われています。また、地球に残されているレムリ
アのバイブレーションが最も根強く残っているパワースポットです。

「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。

「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.

過去の噴火が作り出した洞
窟を通って流れ込むサクラメ
ント・リバーの源泉は、聖水と
して知られています。おなじ
みの『クリスタルガイザー』の
源泉でもあります。

モスブレーの滝より先にある天然の
ソーダ水が湧き出るマジカルスポッ
ト。穴口恵子が数年前に招かれ見つ
けたヒミツのパワースポットです。

この滝のそばにいるだけで、レムリ
ア時代の歌がきこえてくるような聖
なる場所。あなた自身がレムリアの
部族であったことを思い出すよう
な体験が 待っているでしょう。

キャッスルレイクからさらに登った岩山の
後ろにある、文字通りハートの形をした湖。
「招かれた人のみがたどり着ける」といわれ
る特別な場所です。こちらもシャスタの精霊
たちと出会える場所として有名です。

聖なるシャスタ山の湧水のパワースポット。アセン
デッドマスターセントジャーメインが降り立ったと
いわれる場所であり、ネイティブアメリカンが儀式
を行っていた神聖で自然豊かな特別な場所です。

クリアなシャスタの水に全身でつかり、心も体もしっかり
浄化ができる温泉です。

ネイティブアメリカンが修行を
行った場所。標高2000Mに位置
する、非常に透明度の高い神秘
的な湖へは6月～10月のみ訪
れることができます。

ネイティブ・アメリカンの浄化
の儀式をとおして、ネガティブ
な感情を癒やして、グレイトス
ピリットと繋がって、祝福の祈
りをします。

ネイティブアメリカンの儀式を行って
いた聖地。スケールの大きい滝を目
の前に水しぶきをあびるだけでもエ
ネルギーチャージされること間違い
ありません。

そびえ立つ雄大な岩壁の景色が
見事な湖です。高山植物や珍しい
野鳥に加え、妖精や精霊たちと出
会える場所です。

シャスタ山ではレムリア時代の愛と叡智が大きな
石が保持しています。その石に触れることで、あな
たのレムリアの愛と叡智の復活が起こります。

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

シャスタのパワースポットシャスタのパワースポット
※実際の訪問地は現地の状況により変更となる可能性が
　ございますことあらかじめご了承ください。

あなたを
目覚めさせる

シャスタリトリート2019

スピ旅Pick Up!

シャスタリトリート
※上記日程は多少変動する可能性もございます

2019年8月3日（土）～8月10日（土）日本発着予定

ただの「旅」とは違う！ 魂が目覚める「リトリート」

サクラメントリバー・ヘッドウォーター

スチュワートミネラル温泉

マジカルヒーリングウォーター

レムリアの聖なる滝

ハートレイク

パンサーズメドウ

メディスンレイク
スエットロッジ

虹の滝（バーニーフォールズ）

キャッスルレイク

シャスタ山のアセンションロックと
レムリアの愛の神殿
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今の人生に違和感だらけのあな
たは、「こんなの私じゃない」と
外側に向かい「天命探し」をして
いたかもしれません。でも、どこ
にも見つからなかったのではな
いでしょうか？ある日、私に「天
命は探すものじゃない」という言
葉が降りてきました。天命とは自
然に発見できるもの。発見するも
の。既に「あなたの魂に天命は
刻まれているもの」なのです。発

見方法はたった一つ「魂を解き放つこと」。まさに、シャスタ山は魂を解き放てる
愛に包まれた空間。ピンと来た方は、あなたの魂が刻まれた天命を思い出した
がっているのです。

ナビゲーター： 穴口恵子

ここに辿り着くと

誰もが使える

シャスタマジック

それは…誰しもの

「魂に刻みこまれた天命」

を目覚めさす魔法

内なる神聖ワンネスに目覚め、輝く

細胞イキイキありのままの私

偉大な宇宙との共同創造が始まる聖地

シャスタ山って
どこにあるの？

シャスタ山は、セドナに
次ぐ、ここ最近人気急上
昇のパワースポットで、ア
メリカはカルフォルニア
州北部に位置します。

嘘は崩壊！　
レムリアの愛で
「内なる神聖ワンネス」
が目覚める

シャスタ山は愛あふれるレムリア
時代に繋がり、偽りの自分ではい
られない場所。なぜなら、レムリ
ア時代とは自ずと「宇宙も自然界
も自分の中に存在する」のが「あ
たりまえ」だった時代。だから、
その周波数が流れるシャスタ山
では、誰もが「魂を解き放ち、自
然と宇宙と一心同体」の「内なる
神聖ワンネス」に目覚め、「あり
のままの自分でいること」があた
りまえとなるのです。

魂に刻まれた天命を
思い出すしかない場所

私が弾 ける！ シャスタジャンプ！

シャスタジャンプ！
次元上昇できる場所

シャスタ山に最初に訪れたのは20年
前。ある雑誌の取材でした。そこから、
毎年、訪れては次元上昇の旅を続けて
います。その度に自分の可能性が開き、
自分が自分を超えるシャスタジャンプが
起きるのです。細胞からイキイキと輝
き、魂に潜む多様な才能が目覚め、偉
大な宇宙との共同創造が始まります。

Mount Shasta
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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。

穴口恵子から伝授…魂から真の癒しを行う多次元ヒプノセラピー

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。

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

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

「自ら新意義に目覚めるワーク」
を行います。神聖なるパワースポットの最高の
エネルギー領域ないで光の叡智の伝授を受け
取ってください。

穴口恵子♥直伝奇跡のスピリチュアルコース

シャスタ山
集中コース

【日時】
2019年
6月29日（土）～7月6日（土）

FSP1 FSP2 FSP3

日本発：6月28日（金）、
日本着：7月7日（日）

【料金】
210,000円
（早割価格2019年5月31日（金）まで）
230,000円
（通常価格）

【日時】
2019年
7月17日（水）～7月25日（木）
日本発：7月16日（火）、
日本着：7月26日（金）

【料金】
250,000円
（早割価格2019年5月31日（金）まで）
270,000円
（通常価格）

【日時】
2019年
7月8日（月）～7月15日（月）
日本発：7月7日（日）、
日本着：7月16日（火）

【料金】
210,000円
（早割価格2019年5月31日（金）まで）
230,000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　　　　穴口恵子場所 講師宿泊共 通

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
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
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。

高次
の

存在

潜在意識
の
解放

魂
真の癒し

【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。）

※受講後には認定証を発行します。

！2019年7月27日（土）～8月2日（金）
【日本発7月26日（金）、日本着8月3日（土）】
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

in シャスタ
多次元ヒプノセラピスト認定コース



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
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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

4月2日（火） MIKA
4月12日（金） ハル
4月12日（金） 大熊めぐみ
4月13日（土） ACCO
4月22日（月） 五百田小聖
4月23日（火） Jay
4月25日（木） ミッシェル

6月1日（土） Sasha
6月3日（月） Jay
6月7日（金） ハル
6月10日（月） 五百田小聖
6月18日（火） 大熊めぐみ
6月21日（金） ミッシェル
6月23日（日） MIKA

■ 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

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）

料金

会場

料金
会場

4月14日（日）　山本明子
5月26日（日）　山本明子
6月23日（日）　山本明子

17,500円（60分）
愛媛県今治市周辺

料金
会場

4月21日（日）　レシェル由美
5月19日（日）　レシェル由美
6月16日（日）　レシェル由美

17,500円（60分）
愛知県名古屋市内

5月1日（水・祝） MIKA
5月14日（火） Jay
5月17日（金） ハル
5月20日（月） ミッシェル
5月23日（木） 五百田小聖
5月25日（土）  Sasha
5月31日（金） 大熊めぐみ

愛
媛

名
古
屋

4月6日（土） Jay
4月22日（月） ミラクル
4月29日(月・祝） 添田さおり

5月4日（土・祝） 樋口貴子　
5月11日（土） Jay　
5月15日（水） 添田さおり
5月29日（水） ミラクル

6月1日（土） Jay
6月4日（火） 樋口貴子
6月20日（木） ミラクル
6月25日（火） 添田さおり

17,500円（60分）　　　　
レインボーエンジェルズ大阪店

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

料金

4月6日（土） Sasha

17,500円（60分）

北海道札幌市内

札
幌

料金

会場

5月12日（日） Jay

17,500円（60分）

福岡県博多市内

福
岡

料金

会場

6月28日（金）

17,500円（60分）

宮城県仙台市内

仙
台会場
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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。

オーラの教室■ メニュー4

あの！ 伝説の大人気ワークショップがリニューアルして再び定期開催決定！！
スピリチュアルの基本中の基本、「オーラ」について、誰にでも分かりやすく学んで頂けます。「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、1時間半ほどの時間で体験して頂くことができます。他の参加者の方とペアを組んで実際に自分
自身でリーディングを行い、また相手からもリーディングを行ってもらうことを体験していただけるのが、この「オーラの教室」。
オーラって何？　オーラはどうなっているの？　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。トレーニングをしっかり受けたアシスタントティーチャー陣
が、この「オーラの教室」をリードし、参加者がしっかりオーラを体感していただけるようにナビゲートしていきます。オー
ラを体験することで、あなたの感性は研ぎ澄まされ、いつも疑問に感じていた事や不安の意味も理解できるようになるか
も知れません。そして、あなたの今のオーラの状態を知る事で、あなた自身の現在の状況を知ることができます。あなた
が「自分自身を知りたい」と心に決めれば、このオーラをみる教室で体験したことは、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。

【大阪】
5月15日（水）
6月25日（火） 
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】
4月5日（金）、15日（月）、29日（月・祝）
5月10日（金）、20日（月）、
6月10日（月）、22日（土）
13:00～　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】6月21日（金）　19:00～
ミッシェル　　　　　3,000円
コスミックビジョンスペース（中目黒）　※遠隔参加できます。

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。

【東京】6月29日（土）　14:00～16:00
MIKA　　　　　3,000円
コスミックビジョンスペース　※遠隔参加できます。

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」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。

【東京】
4月23日（火）、5月22日（水）、6月3日（月）
19:00～21:00　担当講師：Jay
【大阪】
4月29日（月・祝）
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

【東京】
5月14日（火）
19:00～20:30
3,000円　講師：Jay　
中目黒・コスミックビジョンスペース

日時

料金

【福岡】

5月12日（日）
16:00～18:00
3,000円　講師：Jay
福岡県博多市内

日時

料金

【仙台】
6月28日（金）
16:00～18:00
3,000円　講師：Jay
宮城県仙台市内

日時

料金
会場 会場 会場

NEW!!
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ドルフィンスターテンプル®ミステリースクールで教え
られている手法はもともとは古代レムリア・アトランティ
ス・エジプトの時代に人々の悟りの程度により、口伝で
伝えられてきていました。
その「口伝」で伝えられてきた手法が秘儀となって伝え
れられているので、「ミステリー」と名付けられてるので
すが、その意味は「秘密の学校」ではなく「秘伝の学び
の場」です。

エジプト時代では、ピラミッドの中で行われていたと言
われています。

そして、レムリア～エジプトの初期頃までは人々は「愛」
で繋がっていて、調和を大事にしてたような時期でもあ
りましたがどんどん、「戦い」や「権力」など現実的な
「力」が蔓延する時代となると共に、ドルフィンの秘儀も
必要がなくなり、いつしか忘れ去られていきました。

そして！ 1990年初頭。

カーボディ（３次元から６次元にまでの多次元に同時に存在する肉体の神聖な複写体 - 光の身体・ライトボディ。
光と生命エネルギーの高い波動を肉体に取り込む働きを持ちます。）にあるカー経路（生命エネルギーの経路：肉
体の経絡のすぐ近くに存在します。肉眼ではみえません）に宇宙の生命エネルギー（コスミッククンダリーニ）を流
し、活性化をさせていきます。活性化する事によって、ハイヤーセルフと肉体が融合され、高い周波数が肉体に維持
されていきます。尚、カー経路は16本あり、その1本1本に「能力」があり、経路を開くことでその能力も同時に開かれ
ていきます。

■ PLI （Pleadian Lightwork Intensives）コース

Certified course

・ PLI 1

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また同じ現
実が繰り返されてしまいます。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時、私た
ちのエネルギーが宇宙やハイヤーセルフと調和し、肉体に神意識が降ろされると言われています。そして、カー経
路と肉体の経絡を繋ぎ、ライトボディと肉体が同時に存在できるようになります。

・ PLI 2

PLI1,PLI2のワークを全て終えてこそ開かれる最後の2本のカー経路を開きます。最終的には開かれた全てのカー
経路に「ダイヤモンド」の高周波エネルギーを流します。「ダイヤモンドライトボディ」となります。意識しなくても、ハ
イヤーセルフとは常に一体化、高周波なライトボディになっている事によりより軽く、より楽にあなたの人生が好転
したことを実感できる事でしょう。

・ PLI 3

2019年夏ごろには、PLIを体験していただけるセミナーを企画中です！！

詳細はネットで　ドルフィンスターテンプル　と検索♪

ドルフィンスターテンプル®の創始者であるアモラ・クア
ン・インのチャネリングにより現在に復活しました。
それが「PLI (Pleadian Lightwork Intensives)」コース
です。

満を持して復活しました！

が、現代人にはスムーズに行えない。。
実はPLIコースは「ボディワーク」が中心なのです。
人には肉体の他にたくさんのエネルギー体を持ってお
り肉体にたどり着く前にそのエネルギーボディをきれい
にしてからでないとワークが出来ない。という事でワー
クをスムーズに行うために、「PLI」の前準備として、
「FSP」コースを作りました。

なので、FSPを受けてからではないと受けられないコー
スという事でマスタリーコースとも言われています。

PLIも3コースに分かれています。

認定コース
■ メニュー5

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5月30日（木、一粒万倍日、大安、ひらく）ウインクあいち1106号室
6月17日（月、満月，神よし）ウインクあいち1206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円（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。

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。

PLI・・・マスタリーコースとも呼ばれる、ドルフィンの神髄がこのコースにあります。レムリア・アトランティス・エジプトと
脈々と人類の悟りの為、の秘儀として伝授されてきました。一度、表舞台から消えましたが、ドルフィン創始者アモラ・クア
ン・インのチャネリングにより、古代の秘儀を現代社会にマッチングしたヒーリング手法にとして紹介されました。その最高
峰、最終コースがPLI3なのです。このコースが終わってしまうと、、もうこの先の学びのコースは存在しないため「ドル
フィンロス」に陥る方が多数、、、。卒業生の声を元に、この1DAY　WSが開催される事になり、今回で5回目となります。
内容は、手法の復習にもなるのですが、講師MIKAによって、今まで取得してきた手法を余すところなく使いながら、肉体
に、細胞に、関節に、脳に、エネルギー体に、と毎回特化した内容で卒業生の「マニア心」に火をつけまくっています。定
期的なメンテナンスも行える1日コース。
卒業生の皆様へ。まだまだ学ぶこともメンテナンスする事もたくさんあります！ぜひこの機会をお使いください！

【東京】 6月5日（水）　10:00～18:00 
MIKA　　　 　　8,800円　　　　　中目黒・コスミックビジョンスペース

日時

会場料金講師

PLI3 修了者の為の1DAYワークショップ NEW!!

グループヒプノ■ メニュー6

【東京】 4月13日（土）　19:00～21:00
ACCO　　　　　3,500円　　　　　中目黒　コスミックビジョンスペース　

日時

講師 会場料金

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

『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』

◆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
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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14回目は「シャスタリトリート」への御参加、「未来帝王学」0期生のいとう
みなこさんです。

インタビュー： いとう みなこ さま

あまりスピリチュアルに興味はなかったのですが、去年の春、突然「龍使い」や「龍と話せる人」が気になり、ネットで
調べてみたら偶然、穴口恵子さんのブログに出会ったのです。その直感に従い、3月に開催されたテリーサイモン×
穴口恵子さんのイブニングライブに初参加。未知の世界に足を踏み入れた最初の感想は正直「こわっ」でした（笑）。
その日の恵子さんの印象はあまり残ってなく、質疑応答で手をあげ「宇宙語を話せる」と言っていた男性の方に興味が
湧いたくらいの出来事でした。なのに、なのに、次に恵子さんと会った私に自分史上初のスゴイ事態が起こったのです！

穴口恵子お墨付きの「未来帝王学セッション」の第一人者である「しあわせを運ぶヒーラー」いとうみなこ。
ヒーラーであると共に、20年の経歴を持つ現役の看護師。ドクターヘリがひっきりなしに患者を運ぶ大学院で
の勤務経験をはじめ、内科や外科、外来など、様々な医療の現場で常に患者の「命」と「心」と向き合ってきた。そ
の経験がベースに導かれるように手にした「未来帝王学」は看護師目線で言うと「心の手あて」。それをとことん
使い、その人自身の神格＆スーパー天才性をヘルシーに引き出し→「自分らしい生き方」へとサポートする！

“ 現役看護師が
「未来帝王学セッション」の第一人者に！ ”

正直「こわっ」が人生を変える最初の扉

2度目の穴口恵子さんは、オトク価格だからという理由だけで参加した「未来帝王学0期生」の説明会。部屋に入った
瞬間、空いていた恵子さんの隣の席に、パッと座りました。部屋には恵子さんのエネルギーが溢れ、なぜだかわから
ないのですが、目から涙がポトポト落ちてきて、気づくとシャクリあげて泣いていました。人生初の悲しいわけでも、
嬉しいわけでもない…感情を伴わない涙。得体の知れないその涙と併せて驚いたのが、恵子さんの話す声しか耳に
入ってこず、他の人の声は耳鳴りで遮断されるのです。
「何これ！！何これ！！」状態。そんな私に、恵子さんはくったくのない笑顔で「いいの！いいの！泣いていいの」と笑って包
み込んでくれました。パンと知らない世界へとワープしたかのような時間。もうこの事態に「未来帝王学０期生」になる
ことを即決しました。これはまさに天命との出会い。水を得た魚のようにヒーラーへの道へと導かれていきました。

何これ！！　感情を超えた涙の後に出会えた天命

3度目の穴口恵子さんはシャスタリトリート。それは「未来帝王学0期生」に申し込み、講座開始までの期間のことでし
た。「この夏、シャスタ山に行くわ」と6月頃に出会ったヒーラーに言われ、ネットで調べたら、またもや「穴口恵子さん
と行くシャスタリトリート」にヒット。〆切は過ぎていたのですが、「行くしかない」と即効電話して、なんとか行けるこ
とに。ですが大手をあげて喜べない現状が私の目の前にはありました。現役の看護師である私は職場の上司や同僚
を口説かなければいけなかったからです。「行くと決めてるの！」とダダっ子のごとく交渉し、ほぼ嫌な顔をする同僚が

嘘いつわりのいらぬ「絆」をゲットしたシャスタリトリート

「未来帝王学」はその人それぞれに存在する神格（神様）を見て、内在するスーパー天才性を引き出します。私達それ
ぞれに八百万の神が備わり、異なる使命を持っています。だから私自身の神格の質から「日々を楽しむ！」「口を使うと
いい」と知った時、「ああ～楽しむだけでOK」「口を使うのが◯だから、ヒーラーや看護師に導かれたんだ」と「自信」
を手にしました。また「未来帝王学」には「ドルフィンスターテンプル」の秘技がギュっと凝縮されています。親や世間
に植え付けられた概念を解き放つ「契約解除」、自分の心に細かく迫りハイヤーセルフと繋がれる「チェックイン」な
ど、私達の「無限の可能性を隠す邪魔者」を退治する技が身につくのです。実は母親が癌を患ったことで得た自分自
身のショックもこの手法で克服できました。こうやってとことん「未来帝王学」を自分にも他人にもバンバン実践して
いると、どんどん周りが好転していきました。それは自身の神格を知ることで素の自分と繋がれ、障害物なくハイヤー
セルフとも繋がれるようになるから、どんどん現実が満たされるのです。自他共にとことん未来帝王学を使う私のそ
の姿に穴口恵子さんから「みなちゃんは未来帝王学セッションの第一人者よ」と太鼓判をいただきました！　
あなたも、ご自身の「神格」を是非知ってください。ふんわり、かる～い気持ちで人生がぐぅーんと発展していきますよ。

穴口恵子から「未来帝王学の第一人者」と太鼓判！

～「未来帝王学セッションの第一人者」
あなたの神格とあなたをつなぐ～

プロフィール

大
号
泣
か
ら
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ー
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恵子さんの声しか聴こえない

何
コ
レ
！

涙が止まらない…

未
来
帝
王
学
を
や
ろ
う
！

パンと世界が変わった…

悲しくもないのに

https://www.nijiiro-iruka.com/present

あなたの神様と一緒に
心の手あてのサポーター

いとうみなこはヒーラーとして、看護師で
培った経験から「心の手あて」を目指しま
す。「小学生でも分かる簡単スピ」を意識
したセッションは、「安心して涙がながせる
うえに、大笑いして次に進める」と大好評。

多いなか、「他の職員の前ではいい顔はできないけど、行きたいなら行きなさい」と上司の応援が入り休みがとれた
のです！　これもダイナビジョンとの出会いで起きた「自分大革命」。シャスタリトリートでは聖地に宿るパワーのお
かげか、ドラマチックな出来事の連続でした。初めて会った人達なのに、普段は言えないキツイことを言い合えたり、
号泣しあえたりと、シャスタ山は真の自分がスパークし、もう自分に嘘がつけなくなる場所。景色を楽しむ以上に、今
後の人生につながる「絆のギフト」を手にして帰ってきました。

無料鑑定プレゼント

いとうみなこ・情報

幸せを運ぶヒーラーいとうみなこHP

https://www.nijiiro-iruka.com/

あなたにも、素敵なスーパー天才性「神格」が
ねむっています。心がふわ～っと軽くなる！
「あなたの神格鑑定」を今なら「無料プレゼント♡」
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2018年に0期としてスタートしたこの未来帝王学本講座では、多くの方が自分自身の
＜神格＞を思い出し、仕事・家庭の場で、その才能を活かし人生のリーダーシップを
発揮しています。
この講座は『 スピリチュアル 』『 帝王学 』それぞれの分野を極めた穴口恵子と川地将人
2人の共同創始者によって開発された、全く新しい教えです。
女性と男性が共にリーダーシップをとるこの時代を、誰もが『人生の主人公』として
生きるための 4 つの教えを学びます。

「天命道」
～人を知って己を知る～

あなたは何のために生まれ、何をするために生きている
のか？その「天命」がわからないままであると、軸がなく、
生きていくことも困難になるでしょう。あなたの神格を
知って、天命を知り、人生を生き切る方法を学びます。

「シラス道」
～和の精神を思い出す～

シラスという言葉は、古事記に登場する言葉で＜愛の心
を持ち他者と調和する生き方＞を伝えています。八百万
の神々が調和しているように、自分と周りの人の才能を知
り掛け合わせて成果を発揮する、情報共有・チームワーク
の構築方法をお伝えします。

日本には春夏秋冬があるように、人それぞれで行動をす
るタイミングが違います。動くだけでなく、止まることも重
要な時期があるのです。桜が秋に咲くことはありません。
あなたがあなたの人生で最高に綺麗に咲くタイミングを
知り、才能を活かす方法を学びます。

イメージングや潜在意識の力を活用し、あなたの本来
もっている才能を最大限に発揮する手法を学びます。あ
なたの心の状態を整え、身の回りの空間を浄化し、神社
仏閣にいるかのような波動に整えます。

これからの時代に求められる新たなリーダーシップを取り、個人に備わっている天才性を引き出し、
あなたが自分らしくいながらも、幸せで時代に左右されずに望み通りの「人間関係」「仕事」「時間」
「お金」を手にする。　それが『未来帝王学』です。

『未来帝王学で得られる一生のスキル』

【未来帝王学セッション】

【未来ビジョンセッション】

【未来帝王学認定ファシリテーター資格の発行】

一人一人に、神格というものがあり、誰でも「生
まれ持った天才性」を持っています。
しかし、ほとんどの人は自分の生まれながらの
才能を知るすべを持たないため、人の才能を
察することもできないままでいます。自分はもち
ろん、周りの人の神格を知り、本来の才能を発
揮させることができる個別セッションを行うこと
ができます。

時の流れを知り、自分の才能をいつのタイミン
グで開花させるか？それがわかる『曼荼羅計画
表』を作成し60年先まで時の流れを知り、人生
の計画を自分にも周りにも作ることができます。
企業・プロジェクト・家族にも応用可能です。

未来帝王学で学んでいただいたスキルを使い、認定ファシリ
テーターとして個人セッションや、企業コンサルティングに活用
していただけます。

「未来帝王学」スケジュール
第1回｜6/11（火）12日（水）
［天命道］ 人を知って、己を知る
第2回｜7/10（水）11（木）
［シラス道］和の精神を思い出す
第3回｜8/13（火）14日（水）
［神智道 覚醒編］ チャクラワーク・空間の浄化

第4回｜9/17（火）18（水）
［天道］時を知り、運の流れを知る
第5回｜10/29（火）30日（水）
［神智道 神話編］ 神との対話・内なる声を聴く
第6回｜11/26（火）27（水）
［実践道］シラス計画・発表会

※時間は全ての日程で
1日目・10：30～18：00
2日目・10：00～17：00
にて開催いたします。

4月より無料オンライン講座スタート！ 5月より全国にて説明会を開催致します！！
講座費用のご案内、詳細のご案内をご希望の方は、ネットで　ドルフィンスターテンプル　と検索

だれもが＜八百万の神＞であることを知り
自分らしく生きてリーダーシップをとるこの時代を
人生の主人公として幸せに生きる法則を学ぶ

1

3 4

2

「天道」
～時を知り、運の流れを活用する～

「神智道」
～第6感の解放・内なる神との対話～

『未来帝王学で学ぶ4つの教え』

スピリチュアルな感性を開き
直感力を使って自分らしく生きる

『 レムリアの愛の魔法 』

スピリチュアルな感性を開き
直感力を使って自分らしく生きる

『 レムリアの愛の魔法 』

選ばれし少数の成功者
のみに伝え続けられた

『 帝王学 』
選ばれし少数の成功者
のみに伝え続けられた

『 帝王学 』

（例）　未来帝王学認定ファシリテーターによる、未来帝王学
　　　セッション・未来ビジョンセッションの提供価格。

■個人セッション　30分：12,000円～
■定期セッション　6ヶ月：15万円～
■企業コンサルティング　月：30万円～
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　2017年の夏、恵子さんのご厚意のもと、「ゲー
リー・ズーカフさん＆リンダ・フランシスさんのスピ
リチュアルパートナーシップ講座」に参加させてい
ただき、また、ゲーリーさんリンダさんに2度にわ
たって取材、記事を作らせていただいて、大きな気
づきを得ることができました。
　そのおかげで、長年にわたる悩みが昇華し、また、
そのことが、アネモネ帰還という大きなパラレルシ
フトにもつながりましたので、感謝の意を込めてご
報告させていただきます。

　私は、輪廻転生の中で、巫女や尼の回数が多い
魂で、DNA系でも修験者がたくさんいるようです。

スピリチュアルパートナーシップのはじまりは…
スピ界からの卒業だった

異性とのつきあいはご法度　
「私＝巫女」を降ろされ死に等しい精神状態に…

そんな霊的な習性にくわえ、今生はいままでの転
生の総集編＆仕上げだという自覚があり、そして、
輪廻から解脱したいという魂の強い欲求があった
ため、今生の私も山岳修行に真剣に取り組んでき
ました。

　20代のとき、アネモネで編集者として忙しい日々
を送っていましたが、山岳修行に専念する時間をつ
くるため、出版畑から広告畑へと移り、30代で一般
企業のコピーライターに転身。神の光が降りた神山
に登り、何億年もの歴史を刻んだ魂の垢を一気に
清めるという、本格的な修行生活が始まりました。
　スピリチュアルな世界とは、またちょっとチャンネ
ルが異なるため、スピ界を卒業しようという一大決
心をしてのことでした。

中田真理亜から魂のご報告
スピリチュアルパートナーシップと

アネモネ帰還によせて

親愛なる穴口恵子さまへ☆

　そんな折、いまのパートナーと運命的な出逢い
を果たします。

　仕事の関係で知り合ったのですが、初めての待
ち合わせの際、駅改札の雑踏で相手の顔も知らな
いのに「あの人だ」とわかり、そのとき「未来の夫、
未来の夫、未来の夫」という声が空から降ってきた
のです。

　しかし、御魂清めを行っていた私は、異性との交
際に対して大きな逡巡がありました。
　ですが、理性では抗いがたい力によって惹きつ
けられていき、自然の流れの中で交際がスタートし
たのでした。

　ただ、彼は結婚を望んでいましたが、私は望んで
いませんでした。というのも、家庭をもつと、御魂清
めや輪廻解脱が達成しにくくなると思ったからです。
私の魂が、今生では結婚をしないというブループリ
ントを描いてきている、という自覚がありました。

　ご存じのように、神道や仏教、キリスト教などの
伝統的な宗教では、子孫繁栄の目的でない男女の
交わりは奨励されません。
　とりわけ、神に仕える巫女や修道女は、いわば神

の花嫁であるという考えから、異性との交わりを禁
じられています。神山でもそうした考えであったた
め、私が異性とつきあい始めたことが知られると、
巫女役から降ろされたのです。

　それは、私の中では精神的な死に等しいほど、
ショッキングな出来事でした。私はいつのまにか、
「私＝巫女」という強固なアイデンティティを確立し
ていたようです。
　自分自身でも気がつかないうちに、神山の活動
内で尊敬をあつめやすく皆を率いる立場であるこ
とに、自負を覚えていたのです。

　神さまのことを誰よりも愛し、神さまに1歩でも2
歩でも近づくことを私の魂は何よりも望んだ。
　そのためにアネモネも辞め、生き方も世界観も
人間関係も変え、すべてを神さま中心の生活にし
た……。その延長での、巫女であることの誇り……。

　そのような自負こそがエゴの正体であること、巫
女役を降ろされたのは、そのエゴを手放す魂の飛
躍成長のチャンスであったことに、当時の私の表面
意識では気づきもせず、巫女役を剥奪された屈辱
感と、神さまに拒絶追放されたという思い込みによ
る、崖から突き落とされたような悲嘆にくれ、枕を
濡らす日々が続いたのです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　   ［つづく］

▲アネモネ編集長：中田真理亜さん

ビオ・マガジン月刊「アネモネ」
http://www.biomagazine.co.jp/　

スピリチュアル雑誌の金字塔、ビオ・マガジン「アネモ
ネ」。スピリチュアルに精通したい方々なら無視でき
ない！　唯一無二の月刊誌。森羅万象の神が宿る日本
人のDNAを刺激してくれる、雑誌「アネモネ」の情報
に、あなたの魂は無限の可能性を取り戻す！

　1995年にスピリチュアルの仕事をスタートさせた穴口恵子の原点は、雑誌「アネモネ」

でした。1997年に受けた取材をご縁に、その後「アネモネ」のワールドスピリチュアル

レポーターとなったことで、アメリカのスピリチュアルリーダーとの運命的な出会い

など…、穴口の人生が高速でスピリチュアルの世界にシフトしていったのです。そんな

穴口の運命の羅針盤となった月刊誌「アネモネ」の編集長・中田真理亜さんから、

穴口恵子へ届いた「魂のご報告」。読者の皆様のそれぞれの「魂の計画」を思い出さ

せてくれるような、中田編集長の「魂のご報告」をコズミックビジョン・クエストに掲載

させていただけることを心から感謝しています。

新
連
載
 V
OL
.1
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ダイナビジョンのコンシェルジュが厳選した、4月・5月・
6月にぴったりのレインボーエンジェルズクリスタル
カードとサポートアイテムをご紹介します！

《石の名前》 
クンツァイト
《メッセージ》
いつもそばにいるよ

「私は、理想の人間関係を受け取ります」

神聖な自己を目覚めさせるためのアファメーション

条件付きの愛を、無条件の愛という
高いエネルギーに変容させます。
攻撃的なエネルギーを愛のエネル
ギーで包容し、優しさ、思いやり、あ
るがままを受容する愛を高めます。

サポートアイテム

4月にぴったりの
カードは・・・

《石の名前》 
カーネリアン
《メッセージ》
愛の力

「私がやりたいことを
　やればやるほど、
　私も周りも幸せです」

6月にぴったりの
カードは・・・

《石の名前》 
モルダバイト
《メッセージ》
楽しもう！

「モルダバイト」

「私は、なにがなんでも楽しみます」

神聖な自己を目覚めさせるためのアファメーション

モルダバイトは、1450万年前に隕石
が衝突した際生まれた天然のガラス
です。古来よりモルダバイトは宇宙の
波動を受けた「神聖な石」とされてい
るほど、非常に高いエネルギーを
持っています。

「カーネリアン」
強力なエネルギーと安定作用があ
り、活力の回復に優れています。
人生における積極的な選択を助け
るほか、自
己信頼や自
己認識、マ
イナスな条
件の克服を
助けます。

サポートアイテム

サポートアイテム

5月にぴったりの
カードは・・・

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

Rainbow Angels Crystal Card

価格：4,104円（税込） 全44枚

～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

ハッピーヴォルテックスの中で、自分軸を持って、自分とつながりを深めていくと、自然
に周りに人が集まって来ます。あなたのソウルメイトと愛と信頼と情熱を持って繋がっ
て、幸せな体験をしていきましょう。このタイミングで今まで気づけなかった人と人と
の深い関係に気づいて、自分も周りの幸せになっていく道が開けるでしょう。

［サポートカラー］ピンク、ゴールド、エメラルドグリーン
［応援にくる高次元の存在］大天使ミカエル、レディ・ヴィーナス、木花咲耶姫と瓊々杵尊

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

「オーラソーマ・エアコンディショナー
/レディナダ」

神聖な自己を目覚めさせる
ためのアファメーション

Connect with Happy Soul mates :)｠
～愛・信頼・情熱でソウルメイトと幸せな絆を深める～

自分自身の内側に宇宙があり、世界は自分が創造できることに意識を向けていきま
しょう。そうすると、あなたの内側にはどんな世界が広がっていきますか？自分自身が
思っても見なかった美しい世界があることを発見して、あなたがこの地上に楽園を築
いていく主人公となって、新しい世界を創造していきましょう。

［サポートカラー］ダイアモンドライト、オパール、ターコイズブルー
［応援にくる高次元の存在］創造主、アシュタール、太陽神ラー、自然界の精霊たち

Adventure to the New Paradise!
～内なる楽園を具現化する～

4月
April

あなた自身が創造してきた世界が愛の世界であることに気づいて、あなたがすでに次
元上昇していることを体験するでしょう。愛はあなたを更に目覚めさせ、覚醒していく
手助けをしてくれるでしょう。愛と光の世界を体験しながら、あなたの人生が飛躍して
くことにフォーカスしておきましょう。

［サポートカラー］ホワイト、マジェンタ、レインボー
［応援にくる高次元の存在］虹の光の同胞団、光のメルキゼデク、女神ハトホル

Ascend with Love Revolution ≡!
～愛の土台で次元上昇する～6月

June

5月
May
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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

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2005年から14年間に渡りダイナビ
ジョンに在籍し、2019年3月から代理社長に就任し
た永井亜樹さんです。

S Cの部屋
スピリアル・コンシェルジュのへや

可能性が開き続ける場

ダイナビジョンは

わくわく
おもしろい

会社です！

社長意識

ひとりひとりが

輝くチーム！

スピを日常に！
ウキウキ

トライ！

永井亜樹…ダイナビジョン代理社長・レインボーエンジェルズ統括マネージャー
2005年にアルバイト入社して以来、延べ10年以上レインボーエンジェルズのショップを盛り
上げ続けている。ドルフィンスターテンプルFSP1・2・3、ドルフィンスターテンプルPLI1レイキ・
カルナレイキ、ACCエンジェリックチャネル認定コースACC（入門）などの資格も持ち、ヒー
ラーとしても活躍し、その人自身の本来持っている無限の可能性を開くサポートをしている。

Q 亜樹さんが代理社長に抜擢された
理由は何だと思いますか？

理由？　なんでしょうね（笑）。ダイナビジョンのクレドを実
践し続けていると恵子さんに感じてもらえたからですか
ね？あまり本当のことはわかりませんが、ただダイナビ
ジョンのミッションやビジョンを達成するために、共同創
造し、活動するのがとても楽しいので、そこにフォーカス
しようと思っています。

Q 亜樹さんにとって
穴口恵子さんとは？

メンターのひとり。彼女の「自分の可能性を常に開き続
け、進化し続けている姿」を見て、私自身も進化や可能
性を開く「チャレンジ」をしてこられました。
いつ何時も自分の「ハイヤーセルフ」と「高次の存在」と
繋がる恵子さんは、そこを基軸にやってきている「流れ」
や「エネルギー状態」を見ながら活動しています。私も
それを実践中です。

Q 亜樹さんにとって
ダイナビジョンとは？

チャンスに溢れる自分自身の可能
性の開花の場。会社というより「活
動の場」だと思います。時に「恐れ」
がでたり、「不安」がでたり、すること
もありますが、その感情を味わいな
がらワクワクと挑戦してきました。
仕事というより「ライフワーク」。一
般的な会社の「仕事の在り方」とは、
ちょっと違うのではないかと感じて
います。働くことが楽しい！　とても
おもしろい会社ですよ！ Q 社長としてやりたいこと？

亜樹さんだからできることは？

1人で何かしていきたいというより、ひとりひと
りが輝いて才能発揮できるチーム作りを目指し
ています。日常の忙しさに翻弄されそうになって
も、それぞれがハイヤーセルフと高次の存在と
繋がれる場を整えていきたいと考えています。

Q なぜ、ダイナビジョンは
社長交代制度を
取り入れているの？

Q 読者のみなさまへ伝えたいことは…？

日常にスピリチャルを活かしながら、リアルに活用しなが
ら、「自分の現実を、自分で創りだす」サポートとなる企画
や商品をご提案できたらと思っています。ぜひ！　おたの
しみにしていてくださいね♡

主宰である恵子さんの社員達が、「社長意識」で
日々をすごしてもらいたいという思いや、「社内
コミュニケーションの活性化」とダイナビジョン
らしい「コミュニティ組織」を築くのが目的となっ
ている制度のひとつです。
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内容：【旅】=リトリート【EV】=2時間程のイベント【WS】=1日～2日程のワークショップ【GS】=グループセッション【PS】=個人セッション【認定】=認定コース
【通信】=通信コース【フェア】=特別イベントなど
場所：［東]=東京 [名]=名古屋 [大]=大阪 [神]=神戸 [福]=福岡 [沖]＝沖縄 [遠]=Skypeなどでの遠隔 [Web]＝オンライン
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【PS】Jay[福]【WS】オーラの教室[福]

【PS】Jay[東]【WS】オーラの教室[東]
【PS】添田さおり[大]【WS】FSP練習会[大]【認】PLI1[東・平]
【認】PLI1[東・平]
【PS】ハル[東]【PS】【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東・週]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東・週]
【PS】レシェル由美[名]【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東・週]
【PS】ミッシェル[東]【WS】FSP練習会[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]【WS】DST瞑想会[東]
ケイトキングジュエリーフェア[大]【PS】五百田小聖[東]
ケイトキングジュエリーフェア[大]【PS】
ケイトキングジュエリーフェア[大]【PS】Sasha[東]
ケイトキングジュエリーフェア[大]【PS】山本明子[愛]

【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東・平]
ケイトキングジュエリーフェア[東]【PS】ミラクル[大]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東・平]
ケイトキングジュエリーフェア[東]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東・平]
ケイトキングジュエリーフェア[東]【PS】大熊めぐみ[東]

ケイトキングジュエリーフェア[東]【PS】Sasha[東]【PS】Jay[大]
ケイトキングジュエリーフェア[東]
【PS】Jay[東]【WS】DST瞑想会[東]
【PS】樋口貴子[大]
【WS】PLI3 修了者の為の1DAY[東]

【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東・週]【PS】ハル[東]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東・週]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東・週]
【PS】五百田小聖[東]【WS】FSP練習会[東]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東・平]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東・平]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東・平]

【PS】レシェル由美[名]
　
【PS】大熊めぐみ[東]
【認】PLI1[東・平]
【認】PLI1[東・平]【PS】ミラクル[大]
【PS】ミッシェル[東]【WS】テーマ瞑想会[東]
【WS】FSP練習会[東]
【PS】MIKA[東]【PS】山本明子[愛]
　
【PS】添田さおり[大]【WS】FSP練習会[大]

【PS】Jay[仙]【WS】オーラの教室[仙]
【認】シャスタ集中FSP1 [シャスタ]【WS】テーマ瞑想会[東]
【認】シャスタ集中FSP1 [シャスタ]

6  June

アシュタールジュエリーフェア[東]
【PS】MIKA[東]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東・平]
アシュタールジュエリーフェア[大]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東・平]
アシュタールジュエリーフェア[大]【PS】Jay[大]【WS】FSP練習会[東]
アシュタールジュエリーフェア[大]【PS】Sasha[札]【認】PLI2[東・週]
アシュタールジュエリーフェア[大]
スピリアルイケ男イケ女塾2日目[大]【認】PLI2[東・週]
アシュタールジュエリーフェア[大]

アシュタールジュエリーフェア[福]ツーソンクリスタルフェア[WEB]
アシュタールジュエリーフェア[福]ツーソンクリスタルフェア[WEB]
【PS】ハル[東]【PS】大熊めぐみ[東]
アシュタールジュエリーフェア[福]ツーソンクリスタルフェア[WEB]
【PS】ACCO[東]【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東・週]
アシュタールジュエリーフェア[福]ツーソンクリスタルフェア[WEB]
【PS】山本明子[愛]【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東・週]
ツーソンクリスタルフェア[WEB]【WS】FSP練習会[東]
ツーソンクリスタルフェア[WEB]
ツーソンクリスタルフェア[WEB]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東・平]
ツーソンクリスタルフェア[東]ツーソンクリスタルフェア[WEB]
ツーソンクリスタルフェア[大]【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東・平]
ツーソンクリスタルフェア[東]ツーソンクリスタルフェア[WEB]
ツーソンクリスタルフェア[大]
ツーソンクリスタルフェア[東]ツーソンクリスタルフェア[WEB]
ツーソンクリスタルフェア[大]
ツーソンクリスタルフェア[東]ツーソンクリスタルフェア[WEB]
ツーソンクリスタルフェア[大]【PS】レシェル由美[名]
ツーソンクリスタルフェア[東]ツーソンクリスタルフェア[大]
【PS】五百田小聖[東]【PS】ミラクル[大]
【PS】Jay[東]【WS】DST瞑想会[東]
【認】PLI1[東]
【PS】ミッシェル[東・平]【認】PLI1[東・平]

【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東京週末]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東京週末]
【PS】添田さおり[大]【WS】DST瞑想会[大]【WS】FSP練習会[東]

【PS】MIKA[東]

【PS】樋口貴子[大]

【WS】FSP練習会[東]
【PS】Jay[大]

5  May

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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