
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】アンジー[東]
【PS】アンジー[東]
【WS】みずがめ座満月瞑想会[大]【PS】アンジー[東]
【認】アンジー[東]
【PS】樋口貴子[大]【認】アンジー[東]　癒しフェア[東]
【認】アンジー[東]　癒しフェア[東]
【遠】アンジー[箱根]

【遠】アンジー[奈良]
【PS】アンジー[大]
【PS】アンジー[大]
【PS】アンジー[大]
【WS】アンジー[大]

【PS】ミラクル[大]
 
【WS】しし座新月瞑想会[大]

【PS】Jay[大]

【WS】瞑想会[大]【PS】添田さおり[大]
【リトリート】ギリシャリトリート2019（2019年9月5日～14日）

【EV】スザンナ[大]
【PS】スザンナ[大]
【PS】スザンナ[大]
【PS】スザンナ[大]

【WS】スザンナ[大]
【GS】スザンナ[大]

【PS】スザンナ[東]
【PS】【EV】スザンナ[東]
【PS】ミラクル[大]
【PS】Jay[大]【認】スザンナ[東]
【認】スザンナ[東]
【認】スザンナ[東]

【遠】スザンナ[富士山]
【リ】スザンナ[富士山]
【遠】スザンナ[富士山]
【PS】樋口貴子[大]【WS】FSP練習会[大]【PS】スザンナ[東]
【WS】しし座新月瞑想会[大]【GS】スザンナ[東]

9  September

【認】FSP国際認定ヒーラー年間コース[大]
【認】FSP国際認定ヒーラー年間コース[大]

【EV】ロバート・シモンズイブニングセミナー[東]
【フェア】ロバート・シモンズクリスタル販売会[東]
【フェア】ロバート・シモンズクリスタル販売会[東]
【フェア】ロバート・シモンズクリスタル販売会[東]
【WS】ロバート・シモンズクリスタルヒーリング伝授２DAYSワークショップ[東]
【WS】DST瞑想会[大]【PS】添田さおり[大]
【フェア】ロバート・シモンズクリスタル販売会
【WS】ロバート・シモンズクリスタルヒーリング伝授２DAYSワークショップ[東]
【フェア】ロバート・シモンズクリスタル販売会[東]

ロバートシモンズクリスタルフェア[アットビジネスセンター大阪本町]
【EV】ロバート・シモンズイブニングセミナー[大]
ロバートシモンズクリスタルフェア[アットビジネスセンター大阪本町]
ロバートシモンズクリスタルフェア[アットビジネスセンター大阪本町]
【WS】ロバート・シモンズクリスタルヒーリング伝授２DAYSワークショップ[大]
ロバートシモンズクリスタルフェア[アットビジネスセンター大阪本町]
【WS】ロバート・シモンズクリスタルヒーリング伝授２DAYSワークショップ[大]

【WS】下弦の月瞑想会[大]
 
【PS】樋口貴子[大]
【PS】Jay[大]

【PS】ミラクル[大]

【WS】しし座新月瞑想会[大]

【リトリート】シャスタリトリート（2019年8月3日～10日）

【認】FSP国際認定ヒーラー年間コース[大]
【認】FSP国際認定ヒーラー年間コース[大]
【PS】添田さおり[大]【EV】アンジー[東]

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

本誌掲載の日程・内容は、すべて2019年6月20日現在の情報です。事情により
変更になる場合がありますので、ホームページやお電話でご確認ください。
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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。

夏至の偉大なるシフトの光を源から送られてきてから、
目まぐるしい変化と進化の波が地球に押し寄せてきてい
ます。

そんな中、私たちにとっての大切なことは、周りに巻き込ま
れることなく、神聖な自分軸をもって、目の前にある自分の
使命を果たすことです。

眼の前にある使命というのは、シンプルに軽やかに日常を
送ることです。
人間関係の中で自分の真実とともにあり、誰かを裁いたり、
変えようとすることなく、その人さえも進化のプロセスの中
にいることを信頼して、関わっていきましょう。

そのために以下のことを意識しておきましょう。

１）「私は私である、神である私は神聖な自分軸で生きて
　  いる。」と宣言する。

２）愛ある世界で一瞬、一瞬を感じながら、今ここにいること。

３）高次のハイアーセルフとひとつになって、高次元との
　  繋がりを感じてみる。

この3つのことを意識して、7月～9月を過ごしてみましょうね。
そして、あなたが神聖な体験をこの地球でしていることに
意識を向けて、次元上昇をし続けましょう！

ダイアモンドの光の家族のみなさまへ

穴口恵子
Keiko Anaguchi

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

ダイナビジョンユニバーシティ
校長　穴口　恵子

スザンナ・ソフィア・ハート 10

ロバート・シモンズ 15

DST受講者体験談 29
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各月のテーマ♪

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～

2019Thema

～自分軸を持って
神意識に目覚める～

行動

高次の存在

ハイヤーセルフ
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Discover Guru in You

Quantum Leaps!

September9
～制限を超えて
　突き抜けろ～

～宇宙におまかせ！
　自動化プログラム！～

Surrender to the Universe 

Grace　穴口恵子

GraceKeiko
Happy TV Show
GraceKeiko
Happy TV Show

いつでも見れます！

さあ…
新世界へGO

HAPPY NEWS YouTubeで
穴口恵子の新チャンネルがスタート！

＜8月＞制限を超えて突き抜けろ

アンジェラ・ハートフィールド 詳細はP6～9

Quantum Leaps!

Discover Guru in You ＜7月＞自分軸を持って神意識に目覚める

スピリチュアルストーン界の超大物
ロバート・シモンズが7月に初来日！！

ロバート・シモンズ 詳細はP15

自分軸の本質は「宇宙生まれの自然育ち」。ロバート・シモンズ
により偉大な自然界のパワーと本来の自分軸が共鳴し、この
地球が天国になる！ あなたの神意識が目覚める！

＜9月＞宇宙におまかせ！ 自動化プログラム！
高波動オイルではじまる自動化プログラム！
セレブを魅了する☆スザンナに会える9月

Surrender to the Universe 

スザンナ・ソフィア・ハート

さあ、現状を突き抜けるタイミングが来ました。
これまでの制限が邪魔して…つながれなかった天使とあなたを
アンジーが縁結び♡

詳細はP10～13

誰しもに備わる高次元意識が目覚めると宇宙におまかせ♪
豊かさが自動化されます。さあスーパーセレブを幸せへ導く
スザンナにおまかせしてみませんか♪

みなさまの会いたかった♡の声にお応えして！
アンジェラ・ハートフィールドが8月に登場♡
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生まれながらにして天使とつながる能力を持つアンジーは、25年
以上に渡り、国際的エンジェル・ティーチャーとして活躍し続け、
世界中に熱狂的なファンがいます。人気のひみつは「人生を明確に
クリアに導くサポート天使」とその人達を結びつけてきたからです。

またアンジーこそがあたたかく優しい天使のような存在です。生ま
れながらにしてつながっていた天使が日常となり、自然となってい
るからこそ、アンジーを介した天使達のメッセージは、クライアント
をはげまし、力づけ、しょげていた心に天使の羽を宿します。それは
天使からの祝福の言葉。天使たちは「人生はセレブレーション」だ
と、私達に理解させてくれるのです。

あなたが「生きづらいと思っている日常」、「思い通りにならない日
常」は、なにかしら悪魔のような存在に目隠しされているだけ…。
天使とつながるアンジーに目隠しを取ってもらい、とっとと人生の
進行方向を祝福へチェンジしませんか？　いつも今がその時なの
ですから。

アンジェラ・ハートフィールド
4年ぶり待望の来日！

生まれながら天使とつながる能力をもつ

Cosmic Vision Quest   7

天使を愛する日本のみなさまからも絶大な信頼と人気を
誇る、ハワイ島在住のアンジーことアンジェラ・ハートフィー
ルドが4年ぶりに来日いたします。

アンジーなら安心♥　
怖がっていた人生が甘く優しい天使味になりますよ。

アンジーと会いたくなったあなたへ♬
来日情報の詳細は次のページ→

今もあなたの周りには天使がいます！

「人生の旅をクリアにサポートするガイドとして、天使達は今ここにいつ
もいる」とアンジーは言います。しかもここ2～30年の間に、天使など高
次の存在とつながりを望む人々が増えたことから、より天使とつながり
やすい時代になってきました。「まさか」と思うあなたがこの記事が目に
止まったのも天使の合図。生きる上で直面する苦しみ、不安、トラウマ
などのネガティブな状況が、なぜ起こったか？　その理由を個々の内側
で納得できるよう天使は導いてくれます。同時に絶望をぬぐいさり、お
だやかなやすらぎと共に、人生観を正しい方向へシフトしてくれます。
まずはアンジーに鈍った私達の「天使センサー」を起こしてもらいま
しょう。いつだって側にいる天使達はあなたを待ちかまえています！　

ひとりひとり違う人生をやさしく紐解くアンジー♥

人の数だけ中身が違う多種多様な人間が「前にならえ」と同様の幸せ
を求めれば、「思い通りにならない」と思うのは当然のことかもしれませ
ん。アンジーは優れたティーチング能力を持つ元プロ教師。ひとりひと
りに対応し、難解と思い込んできた人生をやさしく紐解いてくれます。そ
の背景には、大らかにみんなを包みこむ教師の一面、深い絆でパート
ナーと結ばれる女性の一面、子供たちと楽しい家族関係を築いてきた
母親の一面、2015年に発覚したガンを克服した一面など、様々な顔と
人生経験があります。だからこそ、個々のニーズに応えられ、会う人、会
う人を安堵させ、多くの人々をとりこにすることかできるのでしょう。

みなさんお待たせしました♬　
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4年ぶりにアンジェラ・ハートフィールド来日！！

【東京】2019年8月13日（火）、14日（水）、15日（木）　各45分　
【大阪】2019年8月22日（木）、23日（金）、24日（土）　各45分
42,800円（税込・通訳込み）

【東京】コズミックビジョンスペース 【大阪】レインボーエンジェルズ大阪店

日程

会場

料金

日程
会場料金

日程

会場
料金

【東京＆大阪】 アンジェラ・ハートフィールド 個人セッション
あらゆる天使と繋がれるアンジェラが、あなたに今必要なガイダンスをお伝えします。天使達は様々なか
たちで、勇気とパワーを与えてくれ、現状の困難の乗り越え方、チャンスへの理解が深まるメッセージを
与えてくれることでしょう。

ハワイ在住の実力派
エンジェルセラピスト

～あなたにいま必要なガイダンスを天使から～

【東京】2019年8月12日（月・祝日）　15：00～17：00
1名5,000円／ペア割価格9,000円（税込）　　　　AP渋谷道玄坂

【東京】 アフタヌーンセミナー
アンジーから、天使について楽しく学べるセミナーです。日常生活での天使との関わり方、天使と繋がる
シンプルな方法、コミュニケーションチャンネルを開く短い瞑想、エンジェルの祭壇の設置の仕方、オラク
ルカードを使ったミニリーディングなどを体験いただけます。

～天使の世界と繋がりガイダンスを受け取る～

【東京】2019年8月16日（金）～18日（日）　10：00～17：00
166,000円（税込）
AP渋谷道玄坂

【東京】 エンジェリック・チャネル・コース　3日間認定コース
あなたが天使と繋がることをサポートする総合的なコースです。あなたの神聖なチャンネルを開き、天使
から送られている情報を信じることができるように学習していきます。アンジーは本コースを2005年から
開催し続け、多数のチャネラーを育成してきました。元プロの高校教
師でもある彼女のティーチングは、まったくの初心者にも分かりやす
いと好評です。受講生は天使からのメッセージを聞いて未来への導
きとなる情報や、天使のヒーリングを他者に施せるようにもなります。
コースを通してあなたは、天使とそのガイダンスに関する自信をつけ
られることでしょう。繋がりが強くなるにつれ、他者へのリーディングが
瞬時に、そして正確にできるようになります。 

～あなたもエンジェル・チャネラーになれる！～

【大阪】2019年8月25日（日）　10：00～17：00
48,800円（税込）
國民会館

【大阪】 はじまりの神ガネーシャ１Dayセミナー

ヒンドゥー教の神であり、様々な事象をあやつる万能の神と言われるガネーシャ。
アンジーオリジナルのガネーシャカードを使い、マインドフルネス・ヒーリング・
ジャーナルワークなどを通して、思考をクリアーにしていきます。ガネーシャと繋
がり、最善のスタートへあなたを導きます。

～ガネーシャの壮大なパワーを受け取り魔法のような日常に～

8月19日（月）、21日（水）
1ヶ所10,800円／2ヶ所セット19,800円（税込）
ご自宅などお好きな場所で

大天使アリエルと精霊たちからの遠隔グループセッション

アンジーが箱根や奈良の聖地を巡りながら、自然界の精霊を司る大天使アリエルと、各パワースポット
に宿る龍神や樹の精霊、高次元ガイドたちと繋がり、参加者の方に必要なエネルギーワークを行うパワ
フルな遠隔セッション。あなたのマインドをクリアーにするヒーリングや、起死回生のエネルギーで勇気
や行動力を高め、穏やかなマインドをもたらす遠隔アクティベーションを実施します。

【箱根・奈良の聖地から贈る】

ハワイ島在住。アメリカやカナダで様々なメディアに出演し「誰もが天使と繋がれ
る」ことを世界各地で伝えてきた、人気エンジェル・ティーチャー。もともと長年に
渡り高校教師として教鞭を執り、その後、エンジェルオラクルカードで世界的に人
気のドリーン•バーチュの右腕として活躍。また、直感リーダー及びヒーラー、レイキ
マスター、プロフェッショナル・スピリチュアル・ティーチャーとして活動しつつ、日
本でもエンジェリックチャネラー認定コース、ミディアムシップ認定コース等を指導
している。

アンジェラ・ハートフィールド

詳細・お申し込みはHPから＞＞

http://dynavision.co.jp/AngelaHartfield2019/

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

日程

会場
料金

日程

会場
料金
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☆エンジェルに対する思いが開花し、インナーチャイルドの癒しが起こ
り、涙がとまりませんでした。がまんしていたこと…、閉じ込めた感情が
こんなにあったことに気付かされました。スザンナとの時間の興奮で
何日もハッピーで辛い時はその日のことを思い出しています。

☆スザンナは本物！　天与の才能を持った天才と思いました。多くの
傷が癒され、大きな喜びが実現し、私自身どんどん豊かになっていると
感じています。

☆愛にあふれています。浄化作用があり、パワフルなスザンナに励まさ
れました。私自身の天使に直接つながり、働きかける方法を教わった
のも、うれしかったです。

満員御礼！

スザンナより…
　今のあなたにとって必要な宝物のような時を得られるはず！

大人気！シャーマニック・エンジェルセラピスト

Susanna Sophia Hart
スザンナ・ソフィア・ハート

スザンナとは？
その力を目にした人々から「生きた天使」
「女神」と称される、リアルな世界に登場した
『本物』のセラピスト。数々の超一流のハリ
ウッドセレブをカウンセリングし成功へと
導いた、アメリカの聖地・セドナ在住のスピ
リチュアルティーチャーです。

スザンナはかつて、数々の有名映画を手がけた映画ディレクターでした。
また幼い頃からモデルや女優、ダンサーとしても活躍していました。

約10年前、セドナのビジョンクエストに参加した際に稲妻に打たれ、人生
の大きな変化を体験したのがきっかけで、エンジェルリーディング、
シャーマニック・ヒーリングを開始。
その後、ビートルズのジョージ・ハリスン、アカデミー賞歌手のバーブラ・
ストラサンド他、ここには書けない超有名なセレブ達を幸せにするカウン
セリング行っています。

そんなスザンナが2019年秋、東京、大阪、富士山にスザンナが
やってきます♬
エンターテイメントの世界で活躍した後、セレブを魅了し続けるパワフル
なリーティングとヒーリングを体験できるチャンスをお見逃しなく！

Sedona

スザンナに惹かれるあなたに…
あなたはあなたを大切にしていますか？　
人生の主役はあなた。どんなえらい肩書きがある
人より、絶対的にあなたの世界ではあなたが一番。
だからこそ超著名人やセレブを魅了するスザンナ
に惹かれて当然なのです。
これまでの自分を押し込めていた小さな枠を超えて、わたし自身が
満たされる豊かな人生へと次元上昇するのが自然だと魂は知ってい
るのです。

スザンナ体験VOICE♬スザンナ体験VOICE♬

スザンナ来日情報の詳細は次のページで！



2019年秋スザンナ・ソフィア・ハート来日！
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大天使と繋がり高波動オイルの錬金術を学ぶ
チャネリング認定コース初開催！！

【全国から参加可能！】

【大阪＆東京】

スザンナと行く！ 富士山１DAYSリトリート

毎年大人気のスザンナといく富士山パワースポット・リトリート。
今年は素晴らしい浄化力に満ちる滝や、日本一の金運スポットと呼ばれる場所など、
選りすぐりの聖地をめぐります。各スポットではスザンナのリードで松果体やDNAクリ
アリングと活性化のワークも。自分自身の本質に目覚め、本来の使命を生きるための
宇宙の聖なるメッセージを受け取ることができるでしょう。

スザンナと聖地を巡り、富士山のふもとでパワフルなワークを受け取ります

富士山から送る聖地遠隔セッション

スザンナがパワフルな富士山とその周辺の滝の聖地を巡り、訪れるすべての聖地で参加
者のハイヤーセルフと繋がり、必要なワークを行う遠隔セッションです。富士山にゆかりの
高次の存在とスザンナが富士山の聖地で繋がり、セレモニーを行いながら、あなたの無限
の扉を開くエネルギーをお届けします！

富士山のパワーと繋がり、宇宙のサポートを受け取る！

2019年9月26日（木）
早割39,800円／通常48,800円（税込）　　　　富士山の聖地巡り

2019年9月25日（水）2019年9月27日（金） 　
1ヶ所目：10,800円　2ヶ所目：18,800円　1＆2ヶ所セット： 24,400円
ご自宅などお好きな場所で

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

スザンナ・ソフィア・ハート Susanna Sophia Hart

詳細・お申し込みはHPから＞＞　http://dynavision.co.jp/Susanna2019inJapan/

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

イブニングセミナー

スザンナ特製のパワフルかつ高周波のアロマオイルを用いながら、スザンナによる誘導瞑想やヒーリング、チャネリン
グメッセージも体験できる特別セミナー。天国にいるかのような極上の香りに包まれながら、大阪では神聖なる女性
性を高め子宮を癒す巫女ワークを、東京では大天使と仲良くなるエネルギーワークをお伝えします。

あなたの聖なる女性性や子宮を癒す巫女ワーク＆大天使とのチャネリング

【大阪】2019年9月10日（火）　【東京】2019年9月19日（木）
通常5,000円（税込）

【東京】コズミックビジョンスペース　【大阪】レインボーエンジェルズ大阪店

日程
料金
会場

日程

日程

料金

料金

会場

会場

【大阪】2019年9月11日（水）12日（木）13日（金）　各60分
【東京】2019年9月18日（水）19日（木）28日（土）　各60分
通常42,800円（税込・通訳込み）
◆オプションメニュー『家系・血族のクリアリング』『ソウルデスティニーリーティング』『マジカルセレモニー』それぞれ別途＋5,000円  

【東京】コズミックビジョンスペース　【大阪】レインボーエンジェルズ大阪店
※どちらの会場もZoomセッション（PC、スマートフォンから）での参加も可能

日程

料金

会場

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

【東京＆大阪】

【大阪】2019年9月16日（月）　11：00～13：30/15：30～18：00　限定2グループ
【東京】2019年9月29日（日）　11：00～13：30/15：30～18：00　限定2グループ
通常18,800円（税込）　　　　【東京】コズミックビジョンスペース　【大阪】レインボーエンジェルズ大阪店

【大阪】2019年9月15日（日） 10:00～18:00　　　　通常48,000円（税込）　　　　天満橋周辺

スザンナ・ソフィア・ハート グループセッション
最大15人の少人数で行われる濃密なグループセッションでは、スザンナから参加者1人ひとりへクリアリングとヒーリ
ングをしながら個別のメッセージが伝えられます。

【大阪＆東京】

【大阪限定】
 “子宮の叡智”１Dayセミナー

パワフルなスザンナ特性オイルを用い、ワークを通して神聖なる女性性を高める方法、子宮を癒す巫女ワーク、体の
繊細さや気づきを高めるワークをスザンナがお伝えします。純粋な成分が脳を刺激し、子宮にたまった先祖代々のカ
ルマを癒し、高次元意識が目覚め、あなたが今ここに目覚めた意識で存在することをうながします。

シャーマニックな叡智と巫女ワークで、あなたの子宮を癒し本来の女神性を開く！

日程

料金 会場

日程 料金 会場

【東京】2019年9月21日～23日（土～月） 10：00～17：00　　　　通常144,000円（税込）　　　東京都内

アーキエンジェルチャネラー ３日間認定コース

一流のエンジェルセラピストであるスザンナから、3日間かけて大天使やマリア様と繋がり、エ
ンジェルチャネラーとして活躍するノウハウを学べる認定コースです。スザンナ特製のアロマオ
イルを使って、チャクラのクリアリングやアクティベーションを行い、あなたのエネルギーボディ
をあらゆるレベルで活性化。より天使たちとの繋がりのサポートが受けられるようになっていきます。自分自身、そして
他者にも天使からのメッセージを伝えられるようになり、ヒーリングやアロマを使ったセッションもできるようになる盛
りだくさんのコースです。

あなたも大天使と繋がれるようになる！エンジェルチャネラー認定コース

日程 料金 会場
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「光のメッセージを降ろし、地球の進化をうながすアセンション・チャネラーを目覚めさせること。」
この使命を聖地セドナで受け取った穴口恵子は、海外トップ講師のアンジーとスザンナとの共同創造で、世界最高
峰のチャネリング能力開発コースを作り上げました。アセンション・チャネラーとは、出逢うすべての人の周波数を上
げて次元上昇をサポートする人のこと。世界が大きく変化していく中、アセンションの流れに乗り一瞬一瞬の選択を
クリアーにできる存在を、地球と宇宙は求めています。人々へ導きのメッセージを伝えるライトワーカーがいま1人で
も多く必要なのです。充実の認定コースを通して、あなたの中に眠る才能を目覚めさせていきましょう！

あなたの中に眠る才能を覚醒させる
世界最高峰のチャネリング能力開発プログラム

□ 大天使ミカエルとつながり低次元コードを断ち切る
□ エンジェル・カードリーディングの仕方
□ 大天使の波動を宿すアロマブレンドの作り方
□ 最新の宇宙の叡智をチャネリングする方法
□ アセンテッド・マスターたちとのチャンネルを開く
□ プロとして活躍するための「倫理」や「責任」
□ セルフプロデュースについて 他

“アセンション・チャネラー覚醒”のミッション

第１フェーズ：2019年8月
アンジーのエンジェリック・チャネル

3日間クラス
“エゴの声”と“高次の導き”を聞き分け、
ガイドと繋がるチャネラー能力を開花

第２フェーズ：2019年9月
スザンナのアーキエンジェル・アロマ

3日間クラス
チャネリング能力に磨きをかけ、肉体レベル
からの覚醒を促すアロマ錬金術を習得

第３フェーズ：2019年11月～
穴口恵子のアセンション・チャネラー

6日間クラス
自分も周りも豊かな世界へと導く

「アセンション・チャネラー®」として目覚める

【主に学べる内容と身につくスキル】

アセンション・チャネラーとして目覚めるための3つのフェーズ

お申し込み・詳細はこちらから

【金額】
通常598,000円→
先行特別価格398,000円（7/31 まで）
◆75,000円相当のアロマキットと3つの特典付き！
◆すべてのプログラムを修了すると認定証が発行
　されます。

【会場】東京23区内

http://dynavision.co.jp/Susanna/asc_channeler2019/



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”の世界的チャネラー

テリー・サイモンズ
2019年6月 来日イベント開催レポート

https://asp.jcity.co.jp/FORM/?UserID=dynavision&formid=263
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2019年6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・名古屋・大阪の3都市で来日イベントを開催しました。

次回のテリー・サイモンズの来日は「2019年11月下旬～12月上旬」を予定しております。

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。

※上記は予定となり、変更の可能性もございます。

【テリー来日イベント】受付開始お知らせ希望フォーム

テリー・サイモンズの最新情報はこちらのサイトで更新予定！

ぜひ会い
に

来てね
！

http://www.dynavision.co.jp/TerrieSymons

◆ぜひブックマークで保存しておいてくださいね。

こんな感動のお声をいただきました

テリーの来日イベントの中でも、特に人気がある「個人セッション」と「グループセッ
ション」今回もすぐに満員御礼となりました。個人セッションでは、50分たっぷりとメッ
セージを受け取り、好きなだけ質問をすることができます。グループセッションでは前
半にパーソナルメッセージを受け取り、後半にひとりひとつ質問ができる、15人の少
人数グループでたっぷり3時間のセッションです。

今回の来日イベントで特に大人気だった「イブニングセミナー」！
『アシュタールションが語る“愛” コズミックロマンス』をテーマにアシュタールに宇宙
視点からの「愛」や出身惑星ごとの特徴について語ってもらいました。会場はアシュ
タールのユーモア溢れるトークで笑いあり、感動の涙ありの充実した時間となりました。
サプライズゲストも登場した東京での「イブニングセミナー」は映像購入が可能です。
ご希望の方は右ページ下部に記載のテリー・サイモンズのサイトより詳細をご確認く
ださい。

午前にワークショップ、午後にパワースポット巡りという充実の「コズミックラブ・リト
リート」ワークショップでは、初開催となる「アシュタールのコズミックラブ・クリニッ
ク」を開催しました。コズミック診断のパートでは、アシュタールが初めてみる聴診器
にノリノリに♪ひとりひとりに出身惑星を診断し、メッセージを伝えていきました。中
にはアシュタールの宇宙船で生まれた事があったというかなりレアな方も！午後の
パワースポット巡りでは、パワースポットをテリー/アシュタールと巡りながらメッ
セージとエネルギーをたっぷりと受け取りました。

遠隔アクティベーションは、アシュタールが日本各地のパワースポットから、アシュター
ルのエネルギーに、そのパワースポットのエネルギーを乗せて、遠隔にてお届けする
ものです。今回も日本・世界各地からたくさんのご参加をいただきました。
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個人セッション100枠以上、
グループセッション60枠が満席御礼！

東京150席、大阪100席満員御礼！
大人気イブニングセミナー

アシュタールものりのり♪「コズミックラブ・リトリート」

エネルギーから活性化！「アシュタール・アクティベーション」
ご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました！

何の前知識も無く面白そうだなと思い、好奇心で参加しました。あわよくば、本当の
自分を知るきっかけが得られたらなと思っていました。実際に参加してみて、テリー
のパワーが凄くて、本当にびっくりしました。頭の一部が少しビリビリしてました。テ
リー、アシュタールとの出会いは心から自分を愛するきっかけが掴める、最高のチャ
ンスになるかもしれません。（イブニングセミナーご参加、匿名希望）

テリーさんとアシュタールさんが入れ替わるのを見て、「人の体って魂の入れ物なん
だな」って思いました。一人一人がどこの星から来たか教えてもらっているのを見て
いるうちに自分の意識が地球規模から銀河規模くらいに広がった気分でした。
（コズミックラブリトリートご参加、M.Iさま）

自分が今ここに生きている理由や意味、使命など、何かヒントが欲しかったので申し込みまし
た。テリーさんのことは今回のイベントで初めて知ったのですが、とても惹かれる何かがあり、
申し込んだ時に、嬉しすぎて体が震えたのを覚えています。そして、イブニングセミナーとグ
ループセッションに参加しました。グループセッションでは、初めてのことだらけで、「楽しい」
と「緊張」と「不安」など入り混じっていました。実際私を見ていただいた時に「”Kuan Yin”が
協働したいと言ってますよ」という言葉をいただき、とても嬉しかったです。腑に落ちた感覚
もありました。安心感とでもいうのでしょうか。そして、更に「旅をするでしょう。オーストラリ
ア、シャスタ山、インド、エジプト、チベット・・・」と言われた時、すごく、物凄く嬉しかったです！
ずっと海外に行きたいと思っていたのですが、全然現実的でなくて、夢だなぁーくらいに思っ
ていましたが、今回言ってくださったので、絶対に行こう！行ける！と思うことができました。
（イブニングセミナー、グループセッションご参加、Y.Tさま）

とても良かったです。地方で仕事をしていて、遠いので疲れるかなと思っていました
が、行きも帰りも逆にパワーをいただき、その週は宇宙からのパワフルなエネルギー
で、意識が半分抜けたような状態だったのですが、自分のエネルギーが戻り、さらに
パワーアップしたと感じました。参加できて良かったと思いました。テリーは自分の魂
のストーリーを聞きたい方、自分をもっと理解したい方におすすめしたいです。
（イブニングセミナーご参加、M.Hさま）



18   Cosmic Vision Quest Cosmic Vision Quest   19

「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！」

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。

海外リトリート
穴口恵子と巡る世界の聖地

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

世界の聖地のエネルギーを家にいながら受け取れる「聖地遠隔」

穴口恵子の聖地遠隔
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シャスタ山はアメリカのカリフォルニア州北部にある火山で、世界の7大聖山のひとつとして
も知られています。世界の数あるパワースポットの中でも「最も天に近いバイブレーションを
持つ場所」とも言われている「地球の11チャクラ」です。穴口恵子はシャスタを20年以上に渡
り、毎年訪れ続けています。シャスタリトリートでは、シャスタのプロフェッショナルとも言える
穴口恵子がみなさまをパワフルなパワースポットの数々へとお連れします。そのご利益の高
さから「シャスタマジック」とも呼ばれているシャスタのエネルギーをたっぷり受けとってくだ
さい。リトリートの後半ではロスへと移動し、宇宙存在「バシャール」によるスペシャルグルー
プセッションも開催！貴重なバシャールのセッションを実際に受けることができるまたとない機会です。

青い空に白い壁の街並みコントラストが
美しいギリシャ。ここには、パワフルなアト
ランティスのエネルギーが今もなお息づ
いています。
ギリシャリトリートはアテネからスタート。
アテネで美しい神殿の数々を巡った後、
現地のクルーズ船にてギリシャの島々を
巡りながら、アトランティスのエネルギー
を受け取り、ギリシャの神・女神たちと繋
がっていきます。

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

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

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

スピリチュアル界の第一人者 穴口恵子と行く
世界7大聖山 シャスタ

スピリチュアル界の第一人者 穴口恵子と行く
世界7大聖山 シャスタ

2019年8月3日（土）～10日（土）（日本発着）

【あなたを目覚めさせるシャスタのパワースポット】

穴口恵子と行く
ギリシャ・リトリート2019
穴口恵子と行く
ギリシャ・リトリート2019

美しいギリシャの島々を巡るアトランティスの聖地美しいギリシャの島々を巡るアトランティスの聖地
初開催！新リトリート

2019年9月5日（木）～14日（土）（日本発着予定） ※日程は変動する可能性もございます。

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

※画像はイメージとなります。実際のリトリート内容とは異なる場合がございます事ご了承ください。

※今後開催日程やリトリート内容が変更となる可能性もございます事、あらかじめご了承ください。

穴口恵子と行く
エジプト・シークレットリトリート2020
穴口恵子と行く
エジプト・シークレットリトリート2020

スフィンクス・イシス神殿・大ピラミッドを豪華貸切！スフィンクス・イシス神殿・大ピラミッドを豪華貸切！

2020年4月24日（金）～5月10日（日）（日本発着予定）

大人気！神秘の国エジプト

※日程は変動する可能性がございます。

穴口恵子と行く
イスラエル・リトリート2020
穴口恵子と行く
イスラエル・リトリート2020

イエス・キリストの聖地を巡るイエス・キリストの聖地を巡る

2020年10月下旬～11月上旬（日本発着予定）

待望のイスラエルでのリトリート

※日程は変動する可能性がございます。

リトリート情報！
2020年開催予定
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2019年4～5月で開催した穴口恵子と行く「エジプトリトリート2019」をレポート！
ぜひ、写真を通してバーチャルでエジプトの旅を体験してみてくださいね。そしてご縁のある
みなさまと、エジプトの地でリアルにお会いできることを楽しみにしております。
※リトリート内容や旅順は開催年により異なる場合がございます事あらかじめご了承ください。

穴口恵子と行く
エジプトリトリート

スピ旅レポート

2019

1日目
5つ星航空のエミレーツ航空で快適にドバイ経由でカイロへ。
カイロに到着すると専用車で5つ星ホテルの「フォーシーズンズ
ファーストレジデンスホテル」へ移動。ゆったりとホテルでくつろいで
いただいた後、ウェルカムディナーにてエジプトリトリートのスタート
をお祝いしました。

2日目
早朝、スフィンクスを貸切で訪問し、儀式を行いました。実は、通常の
観光ではスフィンクスの周りに囲いがあって遠目からの見学しかで
きないんです。スフィンクスに触れられる距離で楽しめるのも、貸切
だからこそ！2時間たっぷりと楽しめます。スフィンクスの後はパノラマ
ピラミッドやサッカラを訪れました。

3日目
あの有名な「ツタンカーメンの黄金のマスク」やミイラの実物も展示さ
れているカイロ博物館を見学。その後、オールドカイロの聖セルギウ
ス教会やバッカス教会を訪れました。午後、カイ
ロ空港から空路でルクソールへと移動です。

4日目
冥界王オシリス神を祀る「アビドス神殿」を見学。ここでは“世界最古”
と言われている「フラワーオブライフ」を見ることができます。

5日目
愛と美の女神ハトホルを祀る「デンデラ神殿」を見学。ここには「蛇の
クンダリーニ」の秘密の地下室や女神イシスの聖なる結婚の間、世
界最古の天空図など様々なパワースポットがあります。

6日目
ハトシェプスト女王のハトシェプスト祭神殿やツタンカーメンの墓な
どがある王家の谷、世界遺産でもあるルクソール神殿をめぐり、それ
ぞれの場所で瞑想やメッセージを通してアクティベーションを行いま
した。

9日目
珍しい二重神殿である「コム・オンボ神殿」を見学。ワニの神セベク
神を祀っているため、博物館では珍しいワニのミイラを見ることがで
きます。

10日目
南エジプトのアスワンに到着！アガサクリスティの「ナイルに死す」が
生まれた場所でもあり、数々の有名人も宿泊している5つ星ホテル

「オールドカタラクト」にチェックイン。まさにアラビアンナイトな雰囲
気を楽しめる豪華なホテルです。

11日目
女神イシスを祀る「フィラエ神殿」を貸切で見学。ここから見る朝日は
優しくパワフル。古代エジプトでは選ばれし神官のみしか入れなかっ
た女神イシスの間で儀式を行いました。

12日目
専用車で砂漠を越えて、アブシンベルへ移動します。砂漠で有名な蜃
気楼を見たり、トリック写真で子供のように遊びました。

13日目
世界遺産でもある「アブシンベル神殿」を見学。ラムセス2世の大神
殿と王妃ネフェルタリの小神殿でそれぞれ儀式やワークを行います。

14日目
はじまりの地カイロへと戻り、エジプトリトリートもフィナーレ！ギザの
大ピラミッドを貸切、王の間で最後の統合のワークを行います。最後
はフェアウェルディナーと伝統のスーフィーダンスを楽しみました。

7日目
天空と太陽の隼の神、ホルス神を祀るエドフ神殿を見学。ここには古
代エジプトの図書館の部屋やいまだに解読されていない秘密の
バーコードの壁画など様々なパワースポットがあります。

8日目
この日はプライベートボート「アファンディナ号」でゆったり優雅にナ
イル川をクルージング。アファンディナ号にはダイニングやリビングも
あり、専属シェフの美味しい料理やオリジナルドリンクもお楽しみい
ただけます。

全ての場所、出会う人が心地よくて、本当に
楽しかったです。1日が濃くて時間の進みは遅く感じた
けれど、振り返ればあっという間の2週間でした！スピのこ
とはよく分からないし、はっきり見えることも無いけれど、
確かに何かはあったし、自分の気持ちに変化があったのを
感じることができました。周りのみんなの変容も見ていて感
じることができ、普通のツアーではなく、穴口恵子さんが開
催するツアーならではだと思いました。貴重な体験や豪華
な体験が沢山できて幸せで、ありのままの自分を大切に思
うことができた旅になりました！

ほとんどの神殿が貸切で過ごすことが出来
ました。こんな、リトリートは他にないと思
います。エジプトの神さまと深くご縁を繋ぐ
ことが出来ました。

内容がとても充実してて、1ヶ月分の
体験が出来ました。普通の観光ツ
アーでは体験できないことが、たくさ
ん出来ました！自分軸がしっかり備
わりました。

時間に追われることなく、各地をゆっくり回
れたし、参加者の皆さんとも旧知の仲の様
な居心地の良さがありました。観光客の多
い訪れた場所場所で、私たちの時間だけ
ゆったり時間が流れてる様な感覚でした。

この旅でなければ入れなかった神殿がたくさ
んありました。恵子さんの誘導瞑想・イニシ
エーションが本当に良かったです！恵子さん
だからこそ、そこに集う人々が本当に素晴らし
い人たちばかりで、魂の友と出会えました！

次回のエジプトリトリートの開催予定は
にて開催予定です。

※現地の状況により開催延期や日程が変更となる可能性もございます。最新情報をご確認ください。

※海外リトリートは「ワールドリトリートクラブ」のメンバー限定のツアーとなります。
2020年4月24日（金）～5月10日（日）日本発着

参加者の方にインタビュー
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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

「お宝」っぽい見た目にワクワクします！ゴールドメタリックなその見た目
から、その昔は金と間違われたり、宝石の代用としてジュエリーに使われ
ました。紀元1世紀の書物にも登場し、古代より親しまれてきた石です。
内なる黄金を輝かせ、自分らしさを明確にします。また負のエネルギー
から保護したり、落ち着き、思考力、自分軸をもたらす、罪悪感や無力
感の払拭 など男性性のエネルギーをもたらします。

内なる黄金が輝く！ 『パイライト』

☆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☆

～オラクルカード～

自分ではどうしようも出来ない
時、この商品を使用しレディナダ
を呼びまし、他人からの怒りや嫉
妬、攻撃的なエネルギーを愛に変
容させてもらいます。レディナダの
優しい愛で包んでくれます。

自分の大好きな存在から気
軽にメッセージをもらえます。♡
日々見えない存在から応援さ
れていることを感じたい方、メッ
セージが欲しい方は、是非手
元においてください。

～オーラソーマクイント
エッセンス・レディナダ～

体調をくずし、宇宙の法則に出
会ってから、スピリチュアルの世界
に入りました。今ではチャミュエル
と仲良しで、探し物をいつも見つ
けてもらってます♪

ショップ店長 あやみ

～セレナイトタワー～
第７チャクラを開いて天使との
絆を深めてくれるので、今まで
見落としていた高次の存在か
らのメッセージをしっかりキャッチ
出来るようになります。

～セレスタイト～
サイキック能力を刺激し、高次の存
在と繋がることに優れたクリスタル。
穴口の提供しているレインボーエン
ジェルセラピーでも使用され、天使と
繋がりたいときに強力なサポートをし
てくれます。

見えない存在が視覚 化されて
いるアートを見ること で 、 よ り
繋がりが強まり、サポー トしても
らいやすくなります。ど んどん話
しかけて、いろんなこと をサポー
トしてもらってください！

セージを焚いて、部屋も自分の
エネルギーもクリアにさせます。
それまでの状況は関係なく、
すっと場面転換して、繋がりや
すくなります。

～ホワイトセージ～

～マリウスアート～

小さなころから天使が好きで、生
まれ変わったら天使になりたい！と
言っていました、笑。エンジェルと
の繋がりを感じられるようになっ
たのは、レインボーエンジェルセラ
ピーを学んでから。

WEBショップ店長 ゆき

私は繋がれないと思ってい
たけど、レインボーエン
ジェルセラピーを受けて
から、繋がれるように
なりました！！！

WEB発送担当 たい

祖母が沖縄のユタなので、小さ
いころスピリチュアルは身近な存
在でした。私も小さいころから
色々視えてました。

統括マネージャー あき

一時期「天使」という
キーワードをよく目にし、
導きや不思議なことが
起こり続けて、信じざる
をえなくなりました。

ショップ担当 ゆふ

龍が大好きだった
ので、龍の置物を可
愛がってたら、ある
とき龍がついてくる
ようになりました♪

ショップ担当 
むっちゃん

エンジェルやマスタ ーと

スピリアルコンシェルジュに
聞いてみました！

サポートアイテム は？
繋がりたいときの

～スピリチュアルソウル
コーチング瞑想CD～

高次元の存在と繋がって、彼らにコー
チングをしてもらうという新しい概念
のCD。スピ初心者だったころ、毎日活
用していました。メッセージを受け取る
感覚を磨きたい方にオススメ！

スピリチュアルに興味を持ち
だしたきっかけは、22歳の時、
母にかりた江原啓之さんの
本を読んでからでした！

プロモーション担当 
トシロウ



〒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］毎週火・水曜日　［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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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

セッションに関するお問い合わせは、
レインボーエンジェルズ東京店まで。

（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あなたに必要なメッセージをお伝えしま
す。さらに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。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/3,000円］

毎週火曜・木曜、お店の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。

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。

カルサイトは“次元上昇”“クラスアップ”
格子状の結晶は「新しい世界への階段」
ゴールデンカルサイトは新しい豊かな世界
へあなたを連れていきます！

金運と言えば…シトリン、ルチルクオーツ♪
お手頃なサイズからビックサイズまでご用
意しております！

突撃

ヒーラーさんと
話してみた

インタビュー！
今回は、チャネリングセッションを得意とする店頭ヒーラー

の饗庭ゆきこさんとの対談です。ダイナビジョンが毎月

掲げている月間テーマをもとに、7～9月をどう過ごすべき

か、マスターからのメッセージを受け取りました♪
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♪

あ）今回メッセージを伝えてくれた存在は、どなたですか？

饗）観音様が来ていますよ。

あ）7月の月間テーマは、Discover Guru in You
～自分軸を持って神意識に目覚める～ です。

饗）「自分だけが神なのではなく、誰もが神だと知る」。
自分が神なら自分自身を敬いますよね。それと同時に、どの人も神であり、自由意思があることを知
ること。自分のハートを尊重しつつ、それにより起こった現象が誰かに影響を与えたら、素直に謝っ
たり、感謝の言葉を伝えるといいと思います。これは翌月のテーマにも繋がってきますよ。

あ）8月の月間テーマは、：Quantum Leaps!
～制限を超えて、突き抜けろ！～ です。

饗）8月は、自分自身に還る、自分を取り戻すことが重要と伝えてきています。
それは、自分がすでに持っている才能や豊かさに気付くこと。あなたは無限の豊かさを
すでに内側に持っています。あなたはそのままで完璧なのです。

饗）すでに持っているものに気づいていないので、もっともっとと、外側に求めようとします。
そこでまず重要なのは、自己愛を満たすこと！小さな囁きのような内側の欲求を叶えていく。
例えば、今これが食べたい、体を伸ばしたい、あそこに行きたいなど、どんな些細なことでも、
それに気づき応えることが、自分の内側の豊かさに気付く呼び水となります。

あ）どうしたら、その内側の豊かさに気付くことが
できますか？具体的にすぐ出来るようなことは
ありますか？

あ）9月は、Surrender to the Universe
～宇宙におまかせ！自動化プログラム！～ です。

饗）制限を越えることで宇宙への繋がりが開けます。人からの評価や、損得・ゴールではなく、まずは湧いてき
たワクワクのエネルギーを大切にして、思考を入れずに行動してみる。年齢がとか、お金が無いからとかで制限
をしないこと。本当に叶えたい事だったら、どうにかしてやろうとするんです。今自分がどうしたいのかの気持ちが
大切です。ただ単純にやりたいから、ワクワクするといった気持ちのエネルギーは、宇宙との繋がりを深めます。
よって具現化のスピードが速まります。宇宙はワクワクのエネルギーが大好きなんですよ！
憧れる理想の人物がいるとしても、その人が特別だからなのではなく、あなたにもできるということです。
いつも自分の感情や欲求にフォーカスすること。ネガティブになってもそれを否定せず、そう感じている自分に気付
いてフォローする。あなたが感じたことがあなたにとって正しい。自分のフィーリングを信じて、あなたが思うことは
誰にも邪魔されないのです。

あ）饗庭さんセッション
では、どんな内容が受け
られますか？

饗）お客さまのチャネリングセッションをしていると、よく過去世が出てきます。今現在悩
みとなっていることや、前に進むことを阻んでいる出来事は、過去世から来ているものが多い
です。過去世の自分が教えてくれる。過去世を知ると、今起こっている出来事に対して納得がで
きる方が多いようです。気になる方は、ぜひ私のセッションを受けに来てくださいね♪

饗庭ゆきこさん
［店頭セッション］・チャネリング（10分 3,000円～）
［個室セッション］・チャネリング・数秘術（30分 8,400円～）
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予約不要！10分から体験できるヒーリング＆メッセージ

テーマは豊かさ♪

スピリアルコンシュルジュ美和おすすめ！
ゴールデンカルサイト

クリスタルボウルの深い音色
とDSTヒーラーの優しい誘導
の声と共に、あなたの深い意
識につながっていきます。深い
エネルギー浄化と解放を受け
取れる贅沢な1時間。瞑想中
に気持ち良くて眠る方もいらっ
しゃいます。瞑想後はスッキリ
して気持ちがいいですよ！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。［3,500円］

新月・満月瞑想会
誰でも体験できる、
深いリラックス
＆浄化！
過去の瞑想会テーマ…
“自分の価値を認め、豊かさの扉をひらく”
“「無意識の海に飛び込みあなたが望む真実に気づく」”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等…

Pick Up! ごろ寝ワンコイン瞑想会

店頭セッション

大阪・京阪＆
地下鉄

天満橋駅そば
ドーンセンター
斜め向かい



マスタリーコースPLI-1 櫻井美貴子さん

受講生へインタビュー

　どんなレベルに関わらず、ほとんどの問題がクリアになる
闇に強い「光のセッション」だと、DST（ドルフィンスターテン
プル）を学ぶごとに痛感しています。

　入校初日から、涙が溢れました。「光の空間の設定」がな
された会場はどんな人でも感じられるほど周波数が高く、
アモラ（DSTの創始者）の本に登場する「神殿の周波数」そ
のものでした。同時に、ハイヤーセルフとつながったと分か
りました。本当にDSTのプログラムはどれもこれもすごいも
ので、ハイヤーセルフとのコンタクトもスムーズに行うことができます。

「イエス・キリスト」、「マグダラのマリア」、「144000人」というキ－ワードを聖書14章で読み大
切にしていた私は、DSTと出会う前、まずキリスト教に行きました。ですが144000人のメン
バーではないと言われてしまいました。
　そんな流れのなか、2013年穴口恵子さんの「マグダラのマリアの遠隔ヒーリング」を受け、
DSTや創始者アモラの存在と出会い、DSTの目的が「キリスト（神）意識を集団にもたらすこと
を支援すること。それは最低144000人が完全に多次元と繋がり、常に光の柱を維持できるよ
うになること」だと知って、私の学ぶべきものはこれだと思いました。

　DSTを学ぶことで、玉ねぎの皮が剥けるように自分自身の本質に戻っていっています。ハイ
ヤーセルフや高次の存在とつながり、過去世を見ていくなか、転生する度に、自分本来のエネ
ルギー循環を遮断する異物が魂の中に入れられてきたことを発見し、見かけは健康そのもの
である私のエネルギーは瀕死の状態でした。見えないエネルギーが大きく改善されれば、人
生も大きく好転されます。私自身がセッションする際も、相手のハイヤーセルフとつながり、ハ
イヤーセルフの高い視点で最良・最善のアドバイスが降り、どんどんその人らしい生き方へ
と好転していくのです。

　現在もPLI-１コースを学ぶ途中。私自身のクリアリングは続いていて、まさにDSTの神槌
である「自分の中の光と闇が統合」されていっています。どんどんクリアになりツインフレー
ムを発見することもできました。DSTは自分に不必要なものは手放せ、必要なものとつなが
れる光のセッション。そして本当に、これからは人間の本質である、「光（愛）に回帰する時
代」がやってきていると確信できました。

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

28    Cosmic Vision Quest Cosmic Vision Quest   29

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。

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



30    Cosmic Vision Quest Cosmic Vision Quest   31

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

7月 6日（土） 五百田小聖
7月13日（土） MIKA
7月14日（日） 大熊めぐみ
7月17日（水） ハル
7月18日（土） ACCO
7月19日（金） Jay
7月27日（土） Sasha

9月6日（金） ACCO
9月7日（土） MIKA
9月7日（土） Sasha
9月11日（水） ハル
9月12日（木） Jay
9月20日（日） 五百田小聖
9月21日（土） 大熊めぐみ

■ 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

8月6日（火） Jay
8月12日（月・祝） Sasha
8月19日（月） ハル
8月24日（土） MIKA
8月27日（火） ACCO
8月28日（水） 五百田小聖
8月31日（土） 大熊めぐみ

料金
会場

7月21日(日)  山本明子
8月18日(日) 山本明子
9月8日(日) 山本明子

17,500円（60分）
愛媛県今治市周辺

愛
媛 料金

会場

9月1日（日）　レシェル由美

17,500円（60分）
愛知県名古屋市内

名
古
屋

7月14日（日） 添田さおり
7月27日（土） 樋口貴子
7月28日（日） Jay
7月31日（水） ミラクル

8月12日（月） 添田さおり
8月17日（土） 樋口貴子
8月27日（火） ミラクル
8月31日（土） Jay

9月4日（水） 添田さおり
9月20日（金） ミラクル
9月21日（土） Jay
9月28日（土） 樋口貴子

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

会場

9月1日（日） Jay

17,500円（60分）

福岡県博多市内

福
岡 料金

会場

8月23日（金） Jay

17,500円（60分）

宮城県仙台市内

仙
台 料金

8月30日（金） Sasha

17,500円（60分）

北海道札幌市内

札
幌会場
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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

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】
9月4日（水）　17:00～19:00　講師：添田さおり
9月28日（土）  16:00～19:00　講師：樋口貴子
3,000円
レインボーエンジェルズ大阪店

日時

会場
料金

【東京】
7月9日（火）※、23日（火）、8月9日（金）、31日（土）
9月13日（金）、21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
※7月9日のみ目黒銀座会館

日時

会場
料金

Workshop − Dolphin Star Temple Mystery School Japan 

ドルフィン・スターテンプル®ミステリースクール
ワークショップ

安心してスピリチュアルを体験！

ドルフィン・スターテンプル®の手法を活かしたワークショップドルフィン・スターテンプル®の手法を活かしたワークショップ

テーマ瞑想会■ メニュー1

7月12日（金）　19:00～
ミッシェル　　　　　
3,500円　※遠隔参加できます。
札幌国際ビル貸会議室　A会議室

講師：ミッシェルによる
「地球上にある太陽の神殿と繋がるための儀式の瞑想」

日時
講師

会場
料金

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

8月24日（土）　
MIKA　　　　　3,000円　※遠隔参加できます。
コスミックビジョンスペース

講師：MIKAによる
「真実の剣と聖杯を受け取る瞑想」

日時
講師

会場

料金

ドルフィンスターテンプル・ミステリースクール創始者アモラ・クァン・イン著書より、「真実の剣と聖杯を受け取る瞑想想」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。

【東京】
7月25日（木） 19:00～21:00　講師：Sasha
8月23日（金） 19:00～21:00　講師：Jay
9月30日（火） 19:00～21:00　講師：Sasha

【大阪】
7月14日（日） 17:00～19:00　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

【北海道】
日時

料金

【福岡】
9月1日（日）　16:00～18:00　講師：Jay
3,000円　　　　福岡県博多市内

日時
料金

会場

会場

【仙台】
8月23日（金）　16:00～18:00　講師：Jay
3,000円　　　　仙台市内

日時

料金 会場

【北海道】
9月2日（月）　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） 

日時
講師

会場
料金

【東京】

7月15日（月・祝）　15:00～18:00
3,000円　講師：ミッシェル
さっぽろテレビ塔貸し会議室

【東京】
日時

料金
会場

7月19日（金）　19:00～21:00
8月25日（日）　14:00～17:00
3,000円　講師：Jay　
中目黒・コスミックビジョンスペース

【東京】
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■ メニュー6

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

8月1日（木.新月.一粒万倍日）ウインクあいち1106号室
9月20日（金.一粒万倍日.大安.大みょう）ウインクあいち1005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】 9月8日（日）　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

グループヒプノ■ メニュー5

【東京】  8月27日（火）　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

● ダイヤモンドライトボディの活性化
● マカバの教えと瞑想
● 聖なる幾何学のヒーリングと活性化
● ドルフィンムーブ
● ドルフィンスターリンキングアドバンステクニック
● 神経系のヒーリングと再構築
● アドバンスクンダリーニの活性化
● ハイアーセルフの活性化
● 多次元的ホログラフィックリコネクション　他

PLI 3：『カー・アクティベーション』

このコースでマスターするのは、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秘儀です。
古代の秘儀を現代社会にマッチングしたヒーリン グ手法に変えています。
この秘儀を再び現代文明にもたらしたのは、プレアデスとシリウスの光の大天使たちです。
古代文明でもそうであったように、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紹介
されました。
今地球は、悟りを開く黄金の時代であり、光の周波数が加速されている時期です。
そして、人類が今まさに目覚めるときに到来しました。言い換えると、神意識をこの肉体に統合し、この地球とともに覚醒して
生きることです。
そのための秘伝がこのプログラムに含まれています。

■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。

日時

料金

会場

【東京週末コース】
2019年　　
11月2日（土）、3日（日）
12月7日（土）、8日（日）
12月21日（土）、22日（日）
2020年
1月11日（土）、12日（日）、13日（月）
240,000円（税込）（10月2日まで）
250,000円（税込）（10月3日から11月1日まで）
最小催行人数　6
中目黒・コスミックビジョンスペース

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）



コースのスタート時に、「自分自身の内側」とつながり、「今ここ」にある感覚を定着させていくために感情や肉体の状態を確
認し、わかちあうチェックインという時間を持ちます。その後、グループのメンバーにとって必要なヒーリングやアクティベー
ション（活性化）を行うグループ瞑想へと進みます。午後に、FSPの手法のレクチャーへと進み、受講生同士でペアや、3人一
組となり、リーディングやヒーリングの
実習を行います。
最後に当日のコースの感想や感情、ボ
ディの状態など、ひとりひとりシェアし
ながら、お互いがお互いにあたえた影
響をクリアにする「チェックアウト」を
行って終了です。コース中には随時Q
＆Aの時間が設けられますのでご安心
ください。
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どんな人にでも、全感覚認知は開くことが出来ます。もちろん、スキルを習いたての頃は不慣れさから、ぎこちなさが残るこ
ともあります。手法の手順を覚えていないと、集中力が途切れたりすることもあるでしょう。しかし、しっかりと練習を積む
ことで、必ず出来るようになります。

１．レクチャーパートの映像視聴権（45万円相当）
全18日間の、穴口恵子によるレクチャーを全て！撮影し、穴口恵子直伝コースのご参
加者様にメンバーサイトを通じてご覧いただけます。通常穴口のセミナー映像は、
もっともリーズナブルなコースにおいても1日あたり2.5万円相当をいただいていま
す。そのレクチャー映像が12日分、つまり、2.5万円×18日＝45万円相当の映像が参
加費用に含まれています！ こちらは、再受講の方も同様にご覧いただけます。

２．グループヒーリングの瞑想プレゼント（27万円相当）
同じく、18日間行われるグループヒーリングの瞑想についても、音声を収録し、コー
ス開催の1週間後を目処に、同じくメンバーサイトから音声をお聞きいただけます。 
何度もお聞きいただくことで、よりクリアリングを進められるようお役立てください。
通常、穴口のグループヒーリングは1.5万円～3.6万円相当となっておりますが、こちらも18回分、つまり、1.5万円×
18回＝18万円相当のグループヒーリング音声となっています。

３．各レベルにおけるスキルアップ集中クラス
従来のコースでは、「第1チャクラに限ってリーディ
ングを行う」といったように、1つのスキルに集中し
て実習の時間を設けていました。この穴口恵子直
伝コースでも、レクチャー時には同様の進行になり
ますが、後日、複数のスキルを組み合わせたセッ
ションを行う日程を設けています。

４．Facebookグループ
ご参加いただいたみなさま限定のグループです。一生の仲間が共に学び成長する
環境が整っています。

一日のコースの流れはどのようになっているのですか？

コースでは分かりやすく、体系立ててリーディングを行えるようにお伝えしています。私たち一人ひとりには直観が備わってい
ます。よく虫の知らせや、理由はよくわからなくてもワクワクするとか、逆に、なぜかモヤモヤすっきりしないということがよくあ
るかと思います。ただ、気のせいだと言ってやり過ごしてしまうことがあるのですが、そのような感覚こそが大切なメッセージ
なのです。コースではその感覚の磨き方を学びます。人によってはスピードや感じ方の差はありますが、必ず直観力が鋭く
なっていきます。FSP1では、DSTの基本的なテクニックをすべて学び、主に顕在意識領域のリーディングとヒーリング

リーディングが苦手なのですが大丈夫でしょうか？

はい、誰もがオーラを視ることが出来るようになります。「あの人って、なんかオーラあるよね？」、「なんか、輝いているよね」
といった会話をしたことはありませんか？　オーラを視るという言葉にあるように「視覚」にこだわらず、ご自身が感じる感
覚を開いていくことで、必ずオーラなどの物理的な視覚、聴覚を超えた感覚を感じられるようになります。ドルフィンスター
テンプル®では、ご自身のオーラを保護することを講師の誘導瞑想を通じて学び、さらに光の空間を設定し、光のスクリーン
を通してオーラの情報を受けとります。そのため、安全に情報を受け取ることが出来るのです。

オーラなどを感じたことがないのですが、それでも大丈夫でしょうか？

④デモンストレーションデモンストレーション ⑤実 習実 習
※リーディングとヒーリングを
　ペアを組んで行います。
※リーディングとヒーリングを
　ペアを組んで行います。

⑥フィードバックフィードバック

①シェアリングシェアリング ②瞑 想瞑 想 ③レクチャーレクチャー

穴口さんや特別な人だから出来ることではないですか？

穴口恵子直伝集中コースだけの特別カリキュラム

を学びます。FSP2は、潜在意識や無意識まで読み取り開放・浄化していき、ハイヤーセルフとの繋がりを強化します。 FSP3
は、遺伝的なレベルや過去世レベルのトラウマをはじめ、最終的に根深く残っている問題の原因のリーディングとヒーリン
グを行っていきますので、通してお受けいただくことでより深い自己の目覚めとヒーリングが行われます。

で検察ドルフィンスターテンプル

2020年2月より、ドルフィンスターテンプル校長穴口恵子の直伝による、国際認定ヒーラー
資格取得コースの開催を予定しています！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。動画レッスンも公開中です。

FSP国
際認定

ヒーラ
ー

資格取
得コー

ス

2020
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?

2020年2月開校
募集開始は2019年8月予定です

ドルフィンスターテンプル　で検索をお願いします。

講座費用のご案内・詳細は
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未来帝王学では自分自身の＜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。

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～

ドルフィンスターテンプル　で検索をお願いします。

講座費用のご案内・詳細は

2020年6月開校
2019年8月より無料オンライン講座スタート予定！
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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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 世界中から
　いつでもタイムリーにハッピー情報をシェア！
新音声プラットフォームHimalayaでも
穴口恵子のチャンネルがスタート！

穴口恵子のヒラメキやハッピーなニュースなど
気持ちがハッピーになるスピリチュアルでリアルな
話をタイムリーにお届けします ！

ヒマラヤ 検索 穴口恵子

ヒマラヤ

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。

いつでも！どの回からでも！何度でも！
好きな時に聴ける！

★おかげさまで140万ダウンロード!!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！！

成功する人たちは
実はスピリチュアル?!実

はHimarayaでも

※ネットラジオなので
視聴無料 !  

ポッドキャスト
Podcast

Grace　穴口恵子

GraceKeiko
Happy TV Show
GraceKeiko
Happy TV Show

YouTubeで
穴口恵子の新チャンネルがスタート！

実はYouTubeでも
検索 Grace　穴口恵子

 世界中から
　いつでもタイムリーにハッピー情報をシェア！

穴口恵子の
ハッピースピリアルライフ
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現在スピリチュアルなスキルが様々な業界で求められています
最近、「瞑想」について新聞、テレビ、雑誌などのマスメディアで連日のように
取り上げられています。グーグル、アップル、Facebook、ナイキ、インテルなど
のアメリカ大企業が次々と「瞑想」を研修に取り入れているのはご存知でしょ
う。NHKでも何度も「瞑想」について特集を組まれて日本においても大きな反
響を呼んでいます。すでにアメリカでは人口の8%(1800万人もの人)が瞑想を
生活に取り入れており、また92万人もの子どもが瞑想しています。さらに瞑想
を社員訓練プログラムとして提供する大企業、中規模企業の割合は、アメリカ
全体のなんと35%にもあたります。

瞑想だけに頼らないコーチングスキルも併せ持つ新たなキャリア
私たちがお伝えしたいのは、瞑想をただ指導して終わりという従来のファ
シリテーターではなく、新たなキャリアです。つまり、瞑想だけにとどまら
ずに、コーチングスキルも同時に持ち合わせることで、掛け算によりクライ
アントに結果を得ていただくようにサポートすることです。瞑想スキルだ
けでは不足していたクライアントの長期サポート、セッションを通じた効
果測定、継続セッションの設計などもします。そして効果をクライアント自
身が実感しながら改善していく方向へ導くことができるのです。

一人のお客様から紹介で広がっていくセルフプロモーションの技法

講座についての無料映像配信もご用意しています。詳細は、弊社HPをご覧ください。

『プロフェッショナル
 瞑想コーチ』
 2期養成講座

7月、8月、９月のおすすめはこちら
！

『スッキリ最高の1日をスタートする』セット

『潜在能力を120％発揮する』セット

夏は遊ぶぞ

こもって変身
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

“たった５分”
瞑想シリーズ

穴口恵子の

インターネットで　　　　　　　　　　　 を検索

→ トップページから　　　　　　 を検索

聴き方はこちらから!

アマゾンオーディブル
穴口恵子

１つずつで

１つずつで

Amazon
オーディブルが
月額聴き放題から
コイン制に

がスタートします！

さらには、この講座では、「あなたから買いたい」と思ってもらうこと
で「お客様にとってのオンリーワン」になり自然と紹介が生まれる手
法もお伝えします。穴口恵子は企業研修の講師として駆け出しの
頃、この手法を使って一社から紹介で様々な企業に入って研修を
行っていました。BMWジャパン、ジャガージャパン、ローバージャパ
ン、本田技研、日産、ソニー、キリンビール、三菱電機、東芝、NECなど

多数あります。一人のお客様から自然と口コミで広げていきビジネスを2倍3倍と伸ばしていく方法をお伝えし
ていくのでぜひセミナーに来てほしいと思います。
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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15回目は「スピリチュアルコーチ養成講座2期・アントレコース」を学ばれ、
無茶振り直感コンサルタント「無茶振りゆっきー」として活躍中の足立由紀子
さんです。

インタビュー： 足立由紀子（ゆっきー） さま

本田晃一さんのブログを通して、2017年6月ドゥーガルとの対談動画を拝見したのがダイナビジョンとの出会いで
す。本田さんが竹田和平さんの名前を口にされた瞬間、私も生前お世話になったピンクの愛のかたまり和平さんの
愛が伝わってきて、魂のスイッチが入りました。好奇心のまま動き、ドゥーガルとの対談動画で拝見した魂の家族、本
田晃一さん、心屋仁之助さん、PICOさん、穴口恵子さん、ドゥーガルに次から次へと会う機会をいただきました。
ドゥーガルはそれまで手相鑑定していた私に、「今までのクライアントとは対象が変わる大きな流れがやってきます」
と言葉をくれました。その言葉を羅針盤に次の日、スピリチュアルコーチ養成講座2期に申し込みました。

あなたの“魂の家族”“無茶振り”直感コンサルタント足立由紀子。
2017年2月11日から世界的手相家西谷泰人の元で学び、手相鑑定を開始。人それぞれ持つ無限の可能性を自
身が開けることを100%信頼することを信条にしている。穴口恵子から学び、深い次元からのヒーリングと癒し
を習得。スピリチュアルコーチ養成講座3期では、チューター（補助講師）として貢献中。「目覚めのスピードと、人
を目覚めさせる能力は、新幹線だね」と、世界的メンターであるアラン・コーエン氏からお墨付きを頂く。

“半端ない直結力！　
　舞いながら魂の望みを無茶振り♪”

愛のかたまりピンク色！　ドゥーガルにロックオン

手相鑑定だけをしていた時、周りの食いつきはそれほどでもありませんでした。ですがスピリチュアルコーチ養成講
座を受講後、私への食いつきが格段に拡大していったんです。まさにドゥーガルの言うとおり！ 現実を変えるツール
として「スピリチュアル」を選択する方々との出会いをたくさんいただいたのです。マーケティングで教わったことも
どんどん取り入れることで、私自身の現実世界もどんどん豊かになっていっています。その成果も認められ、第3期
チューター（補助講師）に抜擢され、コーチを育てる側にも回らせていただいています。

ドゥーガルの言うとおり！　ゆっきーへの食いつき＆豊かさ拡大

スピリチュアルコーチ養成講座2期が始まる1ヶ月前に、世界的メンターのアラン・コーエンに「スピリチュアルを学び
始めて１年なの？ 目覚めのスピードと、人を目覚めさせる能力は、新幹線だね」とお墨付きを頂きました。私の魂も
お役目を待ち構えていたよう。クライアントさんの魂に繋がり、ポンとやってくる直感を、キャッキャッ舞いながら、パ
ンと躊躇なく言ってしまうんです。言葉に突かれたお相手は、うっかり行動しちゃう！ そもそもその方の魂の声だか
ら、スイっと望みが叶ったり、やりたかったことに気づけたり…と、人生が動き出すご様子。無茶振りに聞こえて、実は、
“うっかり行動したくなってしまう”提案。これこそが「無茶振りゆっきー」の「無茶振り」なんです。

アランも「目覚めの新幹線」とお墨付き！　魂が待ち構えていたお役目

「今ここにいないゆっきー」と恵子さんに言われてしまうほど、今では三次元を超えて自然や宇宙との魂の舞をする
私。以前はその言葉通り、現実と向き合うのを避けていました。顕著だったのが、おしゃべりなのに夫の前で無言に
なる私。「手相に没頭していくのが好きじゃなかった」という夫の言葉が頭の中でグルグル回り続けていたのです。で
も事実は子育てをサポートしてくれ、常に私を応援してくれていました。受講中、「闇を抱えた私は存在しちゃダメ」と
いう、封印していた自分と向き合いました。封印してきた過去の私と現在の私が統合されたことで、次第に問題も溶
けていきました。そんな私が大好きな自然をステージに、「森の学校」が7月20日にキックオフ。森に集った魂の家族
が、無限大の可能性を引き出し合う。魂の家族であるあなたが生徒になったり、あるときには先生になったり。共に
創り上げていく無限大の可能性を秘めた学校。あなたがあなたに還る場所です。

自然・宇宙が今ここのゆっきー

～うっかり行動して　夢を現実化しちゃいたい人　この指とまれ～
ゆっきーに触れるだけで、なぜか魂が小躍り！気づいたら楽しくなっちゃいますよ。

プロフィール

シャスタ山やセドナに行けなくても、愛知県岡崎市にある聖地「森の学校」へ、ゆっきーがお招
きします。森に注がれる太陽の光は虹色。池の水面は光の楽園！ 自然のなかで体の声のまま動
く、ゆっきーオリジナルの「魂舞（たままい）」を始め、魂の家族が織りなす「森の学校」が7/20に
キックオフ。人工物に囲まれた枠から飛び出して、ジャッジなき自然で自分を解放！ 自然にま
かせてうっかり行動→真の自分が目覚め出し、夢の現実化が加速します。
＊詳細はゆっきーのブログをチェックしてくださいね♥

【気軽に行ける愛知のパワスポ「森の学校」がスタート！】

★無茶振りゆっきーコンサルメニュー https://yukikoadachi.thebase.in

【愛知県】魂の家族～“うち”に還ろう～
［無茶振りゆっきー・足立由紀子ブログ］ https://ameblo.jp/yuudachiyukiko/
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だから…あなたの魂からの 「無茶振り通訳」 ができる☆

魂舞♪
＊◯■|＊◯■|＊◯■|

▲△▲△▲

無茶振りゆっきー・足立由
紀子情報
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ダイナビジョンのコンシェルジュが厳選した、7月・8月・
9月にぴったりのレインボーエンジェルズクリスタル
カードとサポートアイテムをご紹介します！

《石の名前》 
ハーキマーダイヤモンド
《メッセージ》
あなたが人生の主人公

「私の人生の主人公は、私です」

神聖な自己を目覚めさせるためのアファメーション

持ち主の本来の輝いた姿を具現
化し、胸の内に眠っている才能や
希望を開花させることから、ド
リームクリスタルとも呼ばれてい
ます。　

サポートアイテム

7月にぴったりの
カードは・・・

《石の名前》
ナミビアクリスタル
《メッセージ》
人生は神さまからの贈り物

「私は、人生の
ご褒美を受け取ります」

9月にぴったりの
カードは・・・

《石の名前》 
スモーキークォーツ
《メッセージ》
すべてはうまくいっている

「スモーキークォーツ」

「すべてうまくいっています」

神聖な自己を目覚めさせるためのアファメーション

スモーキークォーツは、グラウ
ディングを促し、ネガティブエネ
ルギーに引き込まれるのを防ぎ
ます。身体と大地を繋げ、心身を
安定させ、恐怖や不安の解消に
役立ちます。

「ワンネスメディテーション/
穴口恵子・誘導瞑想CD」

ワンネス意識を呼び覚ます誘導瞑
想CDです。人類と地球、そして宇宙
との波動調
整を行いま
す。あなたの
五感以上の
感覚を大活
性化してい
きます。

サポートアイテム

サポートアイテム

8月にぴったりの
カードは・・・

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

Rainbow Angels Crystal Card

価格：4,104円（税込） 全44枚

～クリスタルから放たれる虹の光は、あなたそのものの輝き～

Channeling by Keiko Anaguchi

奇跡を起
こすスピリチュアルレッスン

スピリアルライフマスターを目指す人のための

夏至の祝福のエネルギーを受け取って、あなたの神聖な意識が目覚め、自分自身のパ
ワフルなエネルギーを取り戻して、光のチューブにはハイアーセルフのエネルギーが
日々満ちている状態が続いていくようになっているでしょう。自分自身が人生の主人公
となっている現実を着実に生きていきましょう。

［サポートカラー］ホワイト、ゴールド、レインボー
［応援にくる高次元の存在］
アセンデッドマスターイエス・キリスト、マグダラのマリア、大天使ミカエル、大日如来

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

「ハーキマーダイヤモンド」

神聖な自己を目覚めさせる
ためのアファメーション

Discover Guru in You
～自分軸を持って神意識に目覚める～

この時期には自分で決めたことを行動に移していても、どこかで制限が見え隠れする。
それでも、自分自身の可能性や才能を信頼して、自分が乗り越えられる山は躊躇する
ことなく、乗り越えていくことができる。周りの応援もやってきて、自分の制限から自由
になって、さらなる人生にアップグレードが起きるでしょう。

［サポートカラー］ゴールド、オパール、ロイヤルブルー
［応援にくる高次元の存在］
アセンデッドマスターサナトクマラ、レディヴィーナス、不動明王、瀬織津姫

Quantum Leaps!
～制限を超えて、突き抜けろ！～

7月
July

着実に宇宙はあなたの未来を創造していくことを応援してくれる。自動的にどんどん
と広がって行くような出来事が起きるでしょう。自己信頼も自己愛も高めて、高周波
の自分を活かすことを宇宙に任せられる器がある自分に出会いましょう。

［サポートカラー］シルバー、ピンク紫、エメラルドグリーン
［応援にくる高次元の存在］
アシュタール、アルクトゥールスの女神、月の女神アルテミス、プレアデスの大天使アンラー

Surrender to the Universe
～宇宙におまかせ！自動化プログラム！～9月

September

8月
August
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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

きっかけは母でした。「今日は夜ご飯を買って帰るよ」
と一緒に帰宅途中の父に言われ、高校生の私は驚愕。
なぜなら専業主婦の母が晩御飯を用意しないことは
なかったからです。なんと母は友達に誘われて恵子
さんのイベントに行っていたんです。母は一度誘いを
断ったのですが、その友達を介して「すぐに会えるわ
よ」と恵子さんに電話で言われたことで、「行かなく
ちゃ」と即行動。次の日、「これからは好きなことして
生きるわ」と言って、見たことのないキラキラの笑顔
で母は帰ってきました。母が恵子さんと会ってそう決
めた日は、両親の「結婚記念日」でした。

小学生の頃、不登校だったことで、心理カウンセラーに興味
を惹かれたことや、出身地の宮崎市役所で「子育て支援課」
に勤め、傷ついた母親や虐待にあっている子供の保護を体
験したこともあり、「人の心に寄り添う仕事がしたい」と、か
ねてから思っていました。ですが、8年前、結婚を機に夫に
ついて上京した専業主婦の私は、週5ヨガに通うほど暇をも
てあましていました。そんな時、「あっ！」と母が何度か訪れ
ていた中目黒の恵子さんのお店を思い出しました。HPで確
認したところ、採用の募集はしていませんでしたが、とりあ
えずヨガ帰りに店に行ってみたんです。普段、私から店員に
話しかけることはないのですが、ヨガのインストラクターも
している店員がヨガマットを見て話しかけてくれ、採用につ
いて聞いてみたところ、実は募集していたことが発覚！　後
日、面接をしてもらい、ダイナビジョンに勤務できることと
なったのです。

恵子さんの教えで最初に感動したことは、メールの送信時
に、「愛が込められているか？ チェックすること」でした。だ
から恵子さんの顔をひと目見るだけで、涙するお客様が大
勢いるんだと思うのです。恵子さんという存在から発する
愛のエネルギーはひとりひとりの心に寄り添うものだと実
感しています。それを引き継ぎ、オンラインショップの定型
文のインビテーションを送る際も、「愛と感謝を込めて」と
いう一文は必ずタイピングし、ひとりひとりの心に寄り添う
よう、愛を注いでおります。

「人に寄り添う仕事がしたい」という思いが
ダイナビジョンを引き寄せた

すべてに愛を込めることで人の心に寄り添える♥

人とは、女性とは、主婦とは、「こうあるべきだ」というルール
や思い込みにがんじがらめで生きてきた私は、スピリチュ
アルのスの字も知らぬまま、ダイナビジョンに勤めはじめて、
たくさんの想定外の挑戦、体験をさせてもらってきました。
はじめはアルバイトだった私の企画、各月にあった石が毎
月届く「石の頒布会」を通してくれたり、クリスタルカードな
どの商品開発もさせてくれました。その後、社員へのお誘い
があり、主婦の壁である、週3、10時～17時勤務を超えられ
ないという思い込みも打破できました。その時、「今までの
概念を取っ払って、YUKIさんらしい働き方を一緒に考えよ
う」と先輩が言ってくれたことが、とても心強く、海外リトリー
トへ行けたり、YOUTUBEでトークしたり…現在も未知だっ
た可能性がどんどん開いていっています。
ホント！　普通に生きていたらできないことが体験できる
職場です。

「起こることはすべてベスト」という言葉を大切にしていま
す。過去に辛いことがあったとしても、起こるべくして起こっ
た出来事。そして過去は変えられます。事実は変わらないと
しても、捉え方はいつでも、今、変えられます。セミナーやレ
インボーエンジェルズ（店舗）が提供しているのは、その捉
え方が変えられ、「自分らしく生きられるツール」たち。無意
識縛っていた制限を超えて、「何を体験してもいいんだよ」
と皆様のサポートさせてください。みんながそう思えたら、
絶対！ 楽しくなると思うんです。

穴口恵子を知るきっかけは、お母さんだった

このSCの部屋では、毎号ダイナビジョンで活躍する
スピリアル・コンシェルジュにインタビューをしていき
ます。今回はレインボーエンジェルズ、オンライン
ショップの店長のYUKIさんです。

自分枠を超える挑戦をさせてくれる職場

「何を体験してもいいんだよ」と
皆様の後押しをしたい♥

S Cの部屋
スピリアル・コンシェルジュのへや

YUKI…レインボーエンジェルズ・オンラインショップ店長。オフィシャルクリスタルカラーセラ
ピスト、クリスタルカラーセラピーティーチャー、レインボーエンジェルセラピー・マスターコー
スなどの資格を持ち、ヒーラーとしても活躍。

何をするにも

愛を込める

きっかけは

母

何を体験しても

いいんだよ



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】アンジー[東]
【PS】アンジー[東]
【WS】みずがめ座満月瞑想会[大]【PS】アンジー[東]
【認】アンジー[東]
【PS】樋口貴子[大]【認】アンジー[東]　癒しフェア[東]
【認】アンジー[東]　癒しフェア[東]
【遠】アンジー[箱根]

【遠】アンジー[奈良]
【PS】アンジー[大]
【PS】アンジー[大]
【PS】アンジー[大]
【WS】アンジー[大]

【PS】ミラクル[大]
 
【WS】しし座新月瞑想会[大]

【PS】Jay[大]

【WS】瞑想会[大]【PS】添田さおり[大]
【リトリート】ギリシャリトリート2019（2019年9月5日～14日）

【EV】スザンナ[大]
【PS】スザンナ[大]
【PS】スザンナ[大]
【PS】スザンナ[大]

【WS】スザンナ[大]
【GS】スザンナ[大]

【PS】スザンナ[東]
【PS】【EV】スザンナ[東]
【PS】ミラクル[大]
【PS】Jay[大]【認】スザンナ[東]
【認】スザンナ[東]
【認】スザンナ[東]

【遠】スザンナ[富士山]
【リ】スザンナ[富士山]
【遠】スザンナ[富士山]
【PS】樋口貴子[大]【WS】FSP練習会[大]【PS】スザンナ[東]
【WS】しし座新月瞑想会[大]【GS】スザンナ[東]

9  September

【認】FSP国際認定ヒーラー年間コース[大]
【認】FSP国際認定ヒーラー年間コース[大]

【EV】ロバート・シモンズイブニングセミナー[東]
【フェア】ロバート・シモンズクリスタル販売会[東]
【フェア】ロバート・シモンズクリスタル販売会[東]
【フェア】ロバート・シモンズクリスタル販売会[東]
【WS】ロバート・シモンズクリスタルヒーリング伝授２DAYSワークショップ[東]
【WS】DST瞑想会[大]【PS】添田さおり[大]
【フェア】ロバート・シモンズクリスタル販売会
【WS】ロバート・シモンズクリスタルヒーリング伝授２DAYSワークショップ[東]
【フェア】ロバート・シモンズクリスタル販売会[東]

ロバートシモンズクリスタルフェア[アットビジネスセンター大阪本町]
【EV】ロバート・シモンズイブニングセミナー[大]
ロバートシモンズクリスタルフェア[アットビジネスセンター大阪本町]
ロバートシモンズクリスタルフェア[アットビジネスセンター大阪本町]
【WS】ロバート・シモンズクリスタルヒーリング伝授２DAYSワークショップ[大]
ロバートシモンズクリスタルフェア[アットビジネスセンター大阪本町]
【WS】ロバート・シモンズクリスタルヒーリング伝授２DAYSワークショップ[大]

【WS】下弦の月瞑想会[大]
 
【PS】樋口貴子[大]
【PS】Jay[大]

【PS】ミラクル[大]

【WS】しし座新月瞑想会[大]

【リトリート】シャスタリトリート（2019年8月3日～10日）

【認】FSP国際認定ヒーラー年間コース[大]
【認】FSP国際認定ヒーラー年間コース[大]
【PS】添田さおり[大]【EV】アンジー[東]

8  August

CosmicVisionQuest
コズミックビジョンクエスト

78Discover Guru in You

Quantum Leaps!

vol.

あなたの無限の可能性の扉を開くスピリチュアルマガジン

Surrender to the Universe
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