
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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12  December

【認定】未来帝王学[東]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[大]【認定】PLI1[東]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[大]【認定】PLI1[東]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[大]【旅】穴口恵子[ギリシャ]
【PS】ACCO[東]【WS】PLI体験会[東]【WS】DBR体験会[東] 
10/5～ギリシャリトリート（仮）【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[大]
【旅】穴口恵子[ギリシャ]【認定】多次元ヒプノセラピスト[東]【PS】MIKA[東]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[大]【旅】穴口恵子[ギリシャ]
【認定】多次元ヒプノセラピスト[東]【PS】Sasha[東]
【旅】穴口恵子[ギリシャ]【PS】ミッシェル[東]【WS】FSPコース説明会[東]
【旅】穴口恵子[ギリシャ]【PS】五百田小聖[東]【WS】DST瞑想会[東]
【旅】穴口恵子[ギリシャ]【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・平日・東]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[東]【旅】穴口恵子[ギリシャ]
【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・平日・東]【PS】添田さおり[大]
【WS】FSP練習会[大]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[東]【旅】穴口恵子[ギリシャ]
【WS】FSP練習会[東]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[東] 【PS】山本明子[愛]
【旅】穴口恵子[ギリシャ][グラストンベリー]【PS】樋口貴子[大]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[東] 
【旅】穴口恵子[ギリシャ][グラストンベリー]【PS】Jay[大]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[東] 
【旅】穴口恵子[グラストンベリー]【WS】FSPコース説明会[大]
【旅】穴口恵子[グラストンベリー]
【PS】ドゥーガル[大] 【旅】穴口恵子 [グラストンベリー]
【PS】ドゥーガル[大] 【旅】穴口恵子 [グラストンベリー]
【PS】ドゥーガル[大]【PS】Sasha[札]
【PS】ドゥーガル[大]【PS】Jay[仙]【WS】オーラの教室[仙]
【PS】ドゥーガル[大]
【旅】ドゥーガル[奈良]【WS】穴口恵子１DAYワークショップ［大］
【旅】ドゥーガル[奈良]【旅】穴口恵子［玉置神社］
【PS】大熊めぐみ[東]【WS】FSPコース説明会[東]
【PS】Jay[東]【WS】オーラの教室[東]
【PS】ハル[東]【WS】FSP練習会[東]
【PS】ドゥーガル[東]【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・週末・東]
【認定】多次元ヒプノセラピスト[東]
【WS】ドゥーガル[東]【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・週末・東]
【認定】多次元ヒプノセラピスト[東]
【PS】ドゥーガル [東]
【EV】ドゥーガル [東]【認定】未来帝王学[東]
【PS】ドゥーガル [東]【認定】未来帝王学[東]
【PS】ドゥーガル [東]【PS】ミラクル[大]

【PS】ドゥーガル[東]【フェア】アシュタールジュエリーフェア[福]
【認定】ドゥーガル[東]【フェア】アシュタールジュエリーフェア[福]
【認定】PLI3[東]【WS】オーラの教室[札]
【認定】ドゥーガル[東]【フェア】アシュタールジュエリーフェア[福]
【認定】PLI3[東]【WS】FSPコース説明会[札]
【認定】ドゥーガル[東]【フェア】アシュタールジュエリーフェア[福]
【認定】PLI3[東]

【フェア】アシュタールジュエリーフェア[東]【WS】FSP練習会[東]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[東]
【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・週末・東]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[東]
【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・週末・東]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[東]
【WS】FSPセッション体験会＆瞑想会＆コース説明会[東]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[東]

11  November
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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

Dougall Fraser
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to 

ZERO Vortex

♦宇宙マネーお守り
♦陰陽統合袋とじワーク
♦宇宙マネーお守り
♦陰陽統合袋とじワーク

～ふろく～～ふろく～

【認定】PLI3[東]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[大]【認定】PLI3[東]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[大]【WS】テーマ瞑想会[東]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[大]【認定】DBR[東]
【PS】山本明子[愛]【PS】Jay[福]【WS】オーラの教室[福]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[大]【認定】DBR[東]
【WS】FSPコース説明会[東]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[大]【WS】FSP練習会[東]
【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・平日・東]
【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・平日・東]
【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・平日・東]【PS】ACCO[東]
【WS】お金のワーク[大]【PS】MIKA[東]【WS】グループヒプノ[東]
【PS】大熊めぐみ[東]【PS】Jay[大]
【WS】FSP１DAY[東]【PS】Sasha[東]【PS】添田さおり[大]
【WS】FSP練習会[大]
【PS】テリー［東］【PS】ミッシェル[東]
【PS】テリー［東］【認定】未来帝王学[東]【WS】瞑想会[東]
【PS】テリー［東］【認定】未来帝王学[東]【PS】五百田小聖[東]
アシュタールフェス（並木さん・テリー・穴口）
【WS】FSPコース説明会[東]
【認定】穴口恵子[東]【EV】テリー［東］【認定】DBR[東]【PS】ミラクル[大]

【認定】穴口恵子 [東]【GS】テリー［東］【認定】DBR[東]
【WS】FSPコース説明会[名]
【PS】テリー［東］【WS】PLI3修了生の為の1DAY [東]
【PS】テリー［東］【WS】DST瞑想会[東]
【認定】PLI1[東]
【PS】テリー［東］【認定】PLI1[東]
【PS】テリー［東］
【WS】FSPコース説明会[東]【PS】山本明子[愛]【認定】PLI3[東]
【WS】【リ】テリー［東］【認定】PLI3[東]【PS】添田さおり[大]
【WS】FSP練習会[大]
【GS】テリー［東］【PS】ミッシェル[東]【WS】FSP練習会[東]
【WS】テーマ瞑想会[東]
【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・平日・東]
【PS】テリー［大］【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・平日・東]
【WS】FSPセッション体験会＆瞑想会＆コース説明会[東]
【PS】テリー［大］【PS】大熊めぐみ[東]【PS】ハル[東]
【PS】【EV】テリー［大］【PS】MIKA[東]【PS】Jay[大]
【認定】穴口恵子[東]【GS】テリー［大］【PS】Sasha[東]
【WS】FSPコース説明会[大]【認定】DBR[東]
【認定】穴口恵子[東]【WS】【遠隔】テリー［大］【認定】DBR[東]
【WS】FSPコース説明会[大]
【PS】テリー［大］【PS】ACCO[東]【WS】FSP練習会[東]
【WS】FSP1DAY[東]
【PS】Jay[東]【WS】オーラの教室[東]

【認定】PLI3[東]【認定】多次元ヒプノセラピスト[東]
【認定】PLI3[東]【認定】多次元ヒプノセラピスト[東]
【WS】FSPコース説明会[名]

【PS】樋口貴子[大]
【WS】2019大阪店クリスマスイベント[大]

【PS】ミラクル[大]
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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9月20日現在の情報です。事情により
変更になる場合がありますので、ホームページやお電話でご確認ください。
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59Information

60スケジュール・カレンダー

DST：ドルフィンスターテンプル®

Amazon オーディブル
穴口恵子の“たった5分”瞑想シリーズ 24

Cosmic Vision Quest   3

テリー・サイモンズ 8

ドゥーガル・フレイザー 14

ダイナビジョン・ユニバーシティ学長
スピリアルライフ提唱者
スピリチュアルと現実を統合したスピリアル
ライフを実践することを通し、誰もが無限の
可能性を開き、人生のバランスを取りながら
幸せで豊かに生きることを提唱する。
これまでに人材育成コンサルタントとしてソ
ニー、シティバンク、本田技研、BMWをはじ
めとする数々のグローバルな上場企業のコ
ンサルティングや研修を行う一方で、世界中
に最高のメンターを探し求め、日本でその
プロデュースを行うなど世界最高レベルの
活動を行ってきた。
現在、日本でスピリチュアルスクールや
ショップの運営、セミナー事業を行うかたわ
ら、聖地として名高いアメリカのシャスタ山
でもショップを運営。
フランス、アメリカ、ブラジル、インドにも招か
れ、セミナーや個人セッションを行っている。
スピリアルライフをサポートするセラピスト
の育成に特に注力しており、オリジナルの
ヒーリングやチャネリングメソッドの認定
コースを全国で開催中。
さらに多くの人にスピリアルライフを広める
ため、2015年大阪でダイナビジョンユニ
バーシティを開校 ！
世界中にスピリアルライフを広めることで
世界平和を実現することを最終目標に
掲げ、年間の3分の1を海外の聖地で過ご
し、スピリアルライフを楽しみながら、執筆
活動・セミナー活動を行っている。

こんにちは！ 日々、秋が深まっていく気配がしますね。
2019年も余すところ3ヶ月となりました。
 
秋分を過ぎてからは、大きなシフトを迎えて、今年の壮大な
収穫の時を迎えていますが、あなたの今年の収穫は、何が
やってきていますか？
2019年のあなたの3大収穫は何ですか？
 
あなたの心の中から湧き上がってくる愛と希望と感動の
出来事とはどんなことですか？
 
あなたは誰と何をした時に感動と喜びを受け取りましたか？
 
収穫というと、目に見えるものと思いがちですが、実は、今年の
大きな収穫は、あなたの本来の周波数に戻ることがメインです。
 
2019年は、次の3年の2022年までの神聖な自己に肉体を
もって目覚めることを実現することです。
 
それが、この秋に明らかに表現されていくことで、2022年まで
のあなたのベースとなる周波数が決まります。
 
だからこそ、これからの3ヶ月は、あなたがどんな周波数で人生
にコミットするかが鍵となります。
 
そのために、あなたに問いかけて、どんな周波数でいるかを
決めて、毎日その周波数を体験し続けて、基盤づくりの追い
込みをしてみませんか？
 
あなたへの問いかけは、
 
１）私は愛を選択しているか？
２）愛である私は今ここで何に貢献しているか？
３）本当の私はどんな周波数でいるか？
４）本当の私の周波数を持続するために、どんな行動をとるか？
５）どうしたら、その周波数のままで家族や人間関係を深め
られるか？
 
ぜひ、あなたの最高の周波数を持続することフォーカスして
みてくださいね。

輝かしいダイアモンドレインボーの光の家族のみなさまへ

穴口恵子
Keiko Anaguchi

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

愛と感謝を込めて、
ダイナビジョンユニバーシティ

校長　穴口　恵子

レインボーエンジェルズ［商品紹介］ 46

レインボーエンジェルズ［東京］ 48

ケイトキングジュエリー 50

レインボーエンジェルズ［大阪］ 52
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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～
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Dive into Abundance!

～宇宙マネーで無限の
　豊かさを創造する～
～宇宙マネーで無限の
　豊かさを創造する～

～自分の本質と喜びから
ニューアースへ発信する～
～自分の本質と喜びから
ニューアースへ発信する～

～ゼロヴォルテックスの中で
　光と闇の統合完了～
～ゼロヴォルテックスの中で
　光と闇の統合完了～

Live in Joy & Truth

Enter into ZERO Vortex

アシュタールとは？

アシュタールフェス

魂は望んでいる…アシュタールとの出会いを！

ASHTAR FES

Cosmic Vision Quest   5

史上初の夢の
コラボが開催

次のページを！

アシュタールは地球を愛と平和へと導くために
多次元にわたって活躍している金星からのアセンデッドマスター。

宇宙連合のアシュタール・コマンド（司令官）、
宇宙船「スター・オブ・アシュタール」の指揮官として、
11次元に存在しています。

地球のアセンションを見守り、人々の魂を愛と光に導くために、
チャネラーを通してメッセージとエネルギーを伝え続けています。

アシュタールと出会ってから人生が好転したという人は数多く、
世界中で人々を愛と光、目醒めへと導いています。

「スターシード」と聞いて
なぜか懐かしさを感じたり、なぜか惹かれる気がするあなたは
その魂にスターシードを宿しているかもしれません。

今こそ、あなたの魂の目的を思い出す時がきました…。
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君こそスターシード！
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テリー・サイモンズ
アシュタールの世界的チャネラー/
Lady Ashtar

Terrrie Symons
穴口恵子
株式会社ダイナビジョン代表取締役/
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代表

Keiko Anaguchi 並木良和
スピリチュアル・カウンセラー
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11次元のアセンテッドマスター/愛の大使
である「アシュタール」の世界的トランス
チャネラー。「Lady Ashtar」の愛称で知ら
れる。その愛と光に溢れるチャネリングで
人生の転機を迎えた人は世界中に数知れ
ず、日本の来日イベントでは、キャンセル待
ちが相次ぐ大人気チャネラー。15年間公立
学校で教鞭をとっていた事もあり、ユーモ
アも含めながら、わかりやすく宇宙の真理
を伝えてくれる。

シティ・バンク、SONY、三菱電機、BMW、ホ
ンダ技研といった一流企業で人材育成コ
ンサルティングを提供していた経験から、
スピリチュアリティを現実に活かす重要性
に気づき、独立起業。20年以上に渡り、講
演、セミナー、書籍を通して、目に見える世
界と目に見えない世界の双方を大切にす
る事で、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
られる事を伝えている。「スピリチュアルな
世界」と「現実」を統合して生きるライフス
タイル「スピリアルライフ」の提唱者。

幼い頃よりサイキック能力を自覚し、高校
入学と同時に霊能力者船越富起子氏に師
事。大学卒業後、整体を学び整体師として
働く。その後、神界・天使界の導きの元、
2006年から本格的にスピリチュアル・カウ
ンセラーとして独立。現在、個人セッション
を行いながら、ワークショップや講演も開
催している。日本全国に7000人以上のクラ
イアントを抱える、人気のカウンセラー。
2015年2月、風雲舎より第一作目となる『ほ
ら 起きて！目醒まし時計が鳴ってるよ』を出
版。1974年生。

スターシードとは？
遥か遠い昔、別の生涯を生きていた頃「アシュタールと出
会った人」。これらの人は、アシュタールの任務をサポートす
るために、アクティベーションされるという契約をアシュター
ルと結んでいます。ですが、現在地球上にはその契約を忘れ
てしまったスターシード達がたくさんいます。

一刻、一刻とスターシードとしての「本当の自分を生きる」
目覚めの時が迫っています。

スターシードかどうか確実に知る方法は、契約を結んで来た
アシュタールに直接聞くことです。ぜひ、会場に会いにきてく
ださい！

さあ、目覚めの時がきた

□目覚めるとは？　覚醒するとは？
□2020年までに知ってほしい覚醒のターニングポイント
□地球のアセンションは、あなた自身のアセンション
□故郷であり、源である、宇宙と統合して生きる

「どうも地球に馴染めず、故郷ではない気がするが…この
惑星での使命はある気がする」「何かを直さなければな
らないのだけれども、それが何なのかわからない」
というような感覚がある人は、スターシードの可能性が
あります。

テリー・サイモンズ 　 穴口恵子 　 並木良和
会場：東京都品川周辺
※会場の詳細はご参加者さまのみに
　事前案内（メール）にてご案内いたします。

開催日：2019年11月28日（木）12:30開場
【第1部】13:00～15:00
【第2部】15:30～18:00
【第3部】19:00～20:30
【VIP限定ディナー会】21:00～23:00

穴口恵子からの大発表！ 詳細・お申し込みはこちらから↓

https://ameblo.jp/keikoanaguchi/entry-12527297618.html

宇宙をも巻き込んだ1日がかりの＜目醒めのフェスティバル＞
3人のチャネラーがそれぞれアシュタールをはじめとする高次の存在と繋がり、
2020年に向けて、あなたの"覚醒"をサポートするメッセージやワークを届けます。

1日限り、史上初となるスペシャルコラボレーション1DAYイベントが実現！

東京・品川



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11月25日（月）～ 来日イベントを開催！！
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あの奇跡と感動を再び！2019年11月～12月
アシュタールの世界的チャネラー「テリー・サイモンズ」来日イベントを開催

テリー・サイモンズ来日イベントの詳細はここからチェック！

【テリー来日イベント】受付開始お知らせ希望フォーム

ぜひ会い
に

来てね
！

◆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

テリーがチャネリングするアシュタールによる個人セッション。前回は100枠以上が満席
となり、多数のキャンセル待ちも！プライベートな心地の良い空間で、アシュタールから
のメッセージを受け取ったり、地球にやってくる前の記憶を思い出したり、いろんな事を
質問したり。後押しが欲しい方、次のステージへと踏み出したい方にぴったりです。　

グループセッションは、最大15人の少人数グループで、3時間たっぷり。前半でアシュ
タールから1人1人へのメッセージを伝え、後半で1人1つ、全員の質問にアシュタールが
答えていきます。こういう場で出会う人はやはり、縁の強い方々。グループセッションでの
出会いをきっかけに、大親友になられた方も！グループだからこそ楽しめるシンクロニ
シティも醍醐味です。

大人気のスピリチュアルカウンセラー/作家 並木良和さんと穴口恵子のコラボレーショ
ンで開催した「1DAY SUPIREAL FES2019」はあっという間に500席近い会場席が満席！急
遽LIVE配信も行いました。今回この2人に、アシュタールのチャネラー「テリー・サイモン
ズ」も加わり、アシュタールからのメッセージ、エネルギーをたっぷりとお届けする1day
スペシャルイベントを開催！史上初…いや、宇宙初！？のここでしかないコラボーレー
ションをお見逃しなく！

その他にも、実践的なレクチャーとワークで学べる「ワークショップ」や、パワースポット
や聖地をアシュタールと巡る「リトリート」、エネルギーレベルから変化を起こす「遠隔ア
クティベーション」など、あなたの次元上昇をサポートするたくさんのイベントが！ぜひ、
詳細ページをご覧ください。
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プライベートな空間で、50分間たっぷりと
宇宙からの情報を受け取れる「個人セッション」

グループでのシンクロが面白い！少人数で
メッセージも質問も3時間たっぷり「グループセッション」

穴口恵子×並木良和×テリー・サイモンズ、
史上初となるスペシャル1dayイベント「アシュタールフェス」

実践的な「ワークショップ」、パワースポットをアシュタールと巡る「リトリート」、
エネルギーレベルから変化を起こす「遠隔アクティベーション」

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）

※状況により記載内容に変更が出る場合がございます。最新情報を必ずご確認の上お申し込みください。

テリー・サイモンズの最新情報は以下のサイトからご覧ください。

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

受付開始お知らせフォーム/優先案内フォームにご登録いただくと、
来日イベントの募集開始の際に優先的にご案内いたします。

1番人気！キャンセル待ち多数

1回15人限定！限定枠を見逃すな

史上初！豪華コラボレーション！

あなたにぴったりなのはどれ？

11月28日（木）/品川にて開催！

https://asp.jcity.co.jp/FORM/?UserID=dynavision&formid=263
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（すみません、９/１８の現時点で受け取れていません…）

About yaVan de Ashtar
「yaVan de Ashtar ジュエリー」は、
アシュタールが降りてきた時しか作れません。

1つ1つのジュエリーを1ヶ月かけて月光浴・日光浴・お塩・セージで浄化した後、シャスタ
山の湧き水で清めてから創られます。そのため、作れる数は限られます。また天然石を使
うため、まったく同じデザインは存在しません。世界に一つだけのあなただけのジュエ
リーなのです。

「アシュタール」とは？

～石の波動が宇宙と共鳴し地球を守る～

アシュタールは地球の次元上昇（アセンション）を見守り、私たち地球人を愛と平和

へ導くため、キリストやブッダと共に11次元に存在する金星のアセンテッドマスター

です。また、宇宙連合の司令官であり、巨大な宇宙船「スター・オブ・アシュタール」の

指揮官でもあります。アシュタールの役割は愛の大使として、純粋な愛のエッセンス

をこの地球上にもたらし、激動の時代に光の道を指し示すことです。

「yaVan de Ashtarジュエリー」を身に付けることで波動が変わり、
光に満ちた世界になるのを感じてください。

人生のステージを引き上げる
「次元上昇」ジュエリー

ヤヴァン デ アシュタール

～宇宙からの究極の愛～
宇宙連合の司令官であり金星のマスターアシュタールの祝福を受け

人生のステージを引き上げる『アセンションジュエリー』

yaVan de Ashtar

WEB

10月17日（木）
　～27日（日）

福　岡

11月1日（金）
～11月4日（祝・月） 

大　阪

11月14日（木）
～11月18日（月）
11:00~19:00

東　京

11月7日（木）
～11月11日（月）
13:00~19:00

［会場］
福岡市内を予定
※詳しくはHPまで

［会場］
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3階

［会場］
レインボーエンジェルズ大阪店
大阪府大阪市中央区大手前1-4-2

都住創大手前103

アシュタールフェア日程
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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16回目は「テリーサイモン×穴口恵子・アシュタールイブニングライブ」

「シャスタリトリート」への御参加の安藤嘉洋さんです。

インタビュー： 安藤嘉洋 さま

「やばいところに来てしまった」と、テリーがアシュタールになって、さっきまでオバサンだったのにオジサンの声を出
してビクビク。そんななか穴口恵子さんの話す宇宙語を心の奥底から「なつかしい」と感じ、質疑応答で手を上げて
思いを伝えていました。「宇宙仲間ね！ 話してよ？」と恵子さん。突然の事態に「話したら人間終わっちゃう」と抵抗が
…。ですがアシュタール（テリー）に頭から「トウゥッ！」と声を浴びせかけられた途端、「○卍＠＃□～」と勝手に口か
ら宇宙語が飛び出しました。その瞬間、意識が真っ白になりドロドロ～と何かが出て解放感に包まれたのです。
アシュタールに「①スターシードを覚醒させた」「②周りの殻を壊した」と伝えられ、会場からは「おめでとう」と拍手喝
采。こうして「宇宙人よし」にリボーンして現実が劇的に好転！ 憧れのポルシェを手にでき、恵子さんとシャスタや世界
の船旅…そのプロセスのなか「魂の癒しと解放」が起こり、敬愛と信頼で繋がる運命の女性と出会って40日で結婚。
愛と喜びに溢れた穏やかな日々を送っています。

通称「宇宙人よし」
夫婦で心屋認定カウンセラーとして活躍。がむしゃらに家族やお金のために働く日々を送るなか、
「自分不在の人生」と気付き全てをリセットしてニートへ。心屋仁之助の出会いから、自分取り戻す
トライを始め、穴口恵子へとつながり、「テリーサイモン×穴口恵子イブニングライブ」に参加。
その日を境に180度の大変化！ 魂の望む愛と喜びの人生を満喫している。

“宇宙語を話したら人生好転！
　　アシュタールで目覚めた男”

オバサンがオジサンに！　そして俺は宇宙人に！

宇宙語を思わず話したセミナーへ参加したのは、ニート暦1年半が過ぎた頃。18歳の
「できちゃった婚」を機に、それからの人生は家族のためにお金を追い続け、働きつく
しました。そんな時、自分とは真逆の「遊びと仕事の区別がない」と話す、心屋仁之助さ
んを見つけて、「そうなりたい」と全てをリセットしてニートに。ニートを始めた頃は、周
りに心配され、罪悪感や嫌悪感でいっぱいでしたが、今や穴口恵子さんに「ニートのよ
し」と紹介される度、「自由な人だね」とうらやましがれる世界にいます。ニートは「何者
でもない自分を取り戻す旅」のはじまり。心がピンときたものに従い、スピリチュアル
のスの字も知らず、2018年3月にアシュタールにより目覚め、5月から心屋マスターコー
スを受講して、8月には恵子さんのシャスタリトリートへ参加。聖地シャスタでは再び、
恵子さんと宇宙語で共鳴しあい、宇宙語は魂の自分と繋がれる光のエネルギーと実
感しました。初見で恵子さんが苦手な人に似ていると思ったのですが、まるで違った。
いるだけで場が明るくおもしろく、自由の翼を授けてくれる存在でした。

ニートになったら…
アシュタール→シャスタ→魂の自分とつながった！

常に外側に答えを求めてしまう人へ…。俺自身、必死だったから、
追い詰められたから、今の生き方に辿りつけました。以前は、世間
のルールに従い、好きじゃないもので周りを固めて生きていまし
た。それは正しいと思い込み、一生懸命積み上げてきたものかも
しれません。でも生きづらいと感じるのなら、自分の中に隠してい
る、徹底的にわがままを出してみる。真剣に自分と向き合い、「真
の自分はこういう性質」だというところまで掘り下げ、「やっちゃダ
メ」と制限をかけていた望みを許可しました。まずはそこから！　
そのサポートを夫婦でさせていただいています。

徹底的にわがままに！
「やっちゃダメ」を思い切り！

ポルシェを購入できたのは、「頭金も現金もないけど買える方法
ある？」と素直にディーラーに聞いただけ。答えはまさかの「まか
せてください」。審査が通り、バンジー気分で購入。ムリと決めつ
けていた「望む現実」を自分で組み替えられると体感した時、自分
に許可を出せました。ですが物質面でだけつながる人は虚しく、
やはり心のつながりが大切…。シャスタリトリートでは素直にぶ
つかりあえる仲間と出会えました。普段はキャリアウーマンが1日
2日で少女の顔にと、誰もがあるがままの自分へと戻れる旅でし
た。自分自身も「つきあっていた彼女、新しく出会った彼女」との間
で悩むなか、「どっちともつきあえばいいじゃん」と皆に言われて
既存のルールがぶっ壊れ、最終的には「なんでもあり」という無限
の選択肢を手にできました。また参加者の息子さんとのふれあい
から、自分と父親との関係が癒され、リアルな父との仲も良好に。
恵子さん曰く、リトリートでは人生が圧縮され、過去から現在まで
の浄化・解放・進化が起こるもの…。参加者の純粋な部分にアク
セスされ次々にミラクルが起こり、それぞれの才能を応援しあえ
る関係性が築けました。そのおかげか、なんの障害もなくスムー
ズに、あるがままで繋がり合う新しい彼女の方と、自然に結婚でき
ました！

ポルシェを買える自分、
無限の選択肢を持てる自分へ

愛知☆心屋認定カウンセラー ・ 安藤嘉洋 × あんどうあいら

プロフィール

夫婦で【4倍のスピードで核心に迫る！夫婦カウンセリング】

詳細はこちら▶ https://ameblo.jp/yoshi-480827/
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「心屋認定カウンセラーよしの嫁らぶブログ」

（プロフィールをごらんください）

□ 本当の自分が喜ぶ人生を生きたい　
□ 真剣に自分と向き合い、使命を果たしたい
□ 心から笑いたい、人生を楽しみたい　

♥不思議な再会を果たし心からお互いを敬愛しあえる
夫婦だからこそ見える悩み解決の糸口があります♥

本気で人生を変えたい
人のみが受けられる

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

講師：ドゥーガル・フレイザー

※日程等、上記内容には変更が生じる可能性がございます。詳しくはHPにてご確認ください。

全米TOPサイキック・コーチ

ドゥーガル・フレイザー来日！

日本発祥の聖地にて特別ワークショップ開催
「私たちは誰もが“青写真“を持って生まれてきている。」22年以上、プロの
サイキックとして世界中の人々のオーラを見通してきたドゥーガルは、そう
語ります。来日イベントでの彼の一番の目的は、参加者自身の青写真に刻
み込まれている「人生で実現したい夢や目標を見定め、達成できるように
サポートすること」です。この10月、待望の再来日！！

【東京】2019年10月28日（月）
　　　19:00～21:00 

【会場】渋谷シダックスホール
【価格】1名：5,000円／
2名ペア：8,000円（税込・通訳込み）

【東京】2019年10月28日（月）19:00～21:00 
【会場】渋谷シダックスホール
【価格】1名：5,000円／2名ペア：8,000円（税込・通訳込み）

スペシャルトークセミナー with ドゥーガル・フレイザー

全米TOPサイキック100に選ばれ、数々
の有名テレビ番組に出演するドゥーガ
ルが、パワフルなトークセミナーを開催！
セミナー後半では、選ばれた方のオーラ
の情報を伝える公開セッションも！

【東京】全米TOPサイキックからの最新情報満載！ 

一瞬にして人生に変化を起こすカラーの力

【東京】オーラ・リーディングの仕方や、ドゥーガル独自のカラーメソッドを学ぶ！
ユア・ライフ・イン・カラー１日セミナー
オーラ・カラーには、その人だけが持っている特別な強み・弱み、今
置かれている現状がぎっしりと詰まっています。この１Dayセミナー
では、22年以上、世界数千人のオーラを読み解いてきたドゥーガル
が、オーラを見るコツや貴重なカラーの情報を公開！各カラーの最
適な使い方、効果についてお伝えし、あなたのオーラを変えるパワフ
ルな瞑想ワークにも取り組みます。

【大阪】2019年10月16日（水）～20日（金） 各45分
【東京】2019年10月26日（土）、28日（月）、
　　　30日（水）～11月1日（金） 各45分

【会場】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

【価格】62,800円（税込・通訳込み）
　　　［通訳なしの場合4,800円引き］

【東京＆大阪】セレブ御用達のドゥーガルがあなたのパーソナル・サイキックコーチに！
サイキック・リーディング 個人セッション

その人のオーラや人生の青写真を読み解くドゥーガルの
セッションは、あなた自身の情熱・使命・目的と深く繋がる
ことのできる、パーフェクトなものです。あらゆる問題から
抜け出すサポートをし、あなたが送るべきベストな人生へ
と目覚めさせていきます。過去、現在、未来、どんな質問を
していただいてもかまいません。彼の目標は、あなた自身
の望みを引き出し、本来の運命にいざなうことなのです。

圧倒的な情報量。精密かつ具体的なメッセージ。

【東京】2019年10月27日（日）
　　　10:00～17:00 

【会場】代官山サロンウエスト
【価格】
早割48,000円（7月1日まで）／
通常58,000円（税込・通訳込み）

すべての来日イベントの詳細・お申し込みはHPから＞＞　http://dougallfraser.dynavision.co.jp/

【奈良・初開催】即位の儀の日に、日本建国の聖地をドゥーガルと巡る！！
『シフト』浄化と変容の2日間聖地ワークショップin奈良・大神神社＆橿原神宮

【奈良】2019年10月21日～22日（月、火・祝）
【会場】大神神社＆橿原神宮
【価格】早割78,800円／通常88,800円（税込・通訳込み）

ようこそ、日本のはじまりへ。
毎回たくさんの気づきと変容があり、遊び心も満載で楽しい！と
大好評のドゥーガルの聖地ワークショップ。今回は即位の儀が
行われる特別な日に、日本建国の聖地を訪れます。

1日目は、古く重たいエネルギーを取り除く《浄化・禊》をテーマ
に、奈良県屈指のパワースポット大神神社へ。御神体である三
輪山を望む境内には、美しい森と万病に効くといわれる御神水

が。令和の新時代をあなたが軽やかに前進し、ニューアースへとシフト
していけるよう、浄化力に長ける大自然のパワーに触れながら、ドゥー
ガルが必要なメッセージやワークをお届けします。

1日目

2日目は、「令和天皇即位礼正殿の儀」が行われる特別な日に、日本建国
の聖地と呼ばれる橿原神宮を訪れます。古きをたずねて新しきを知る。
聖地には、記憶を呼び起こすパワーがあります。私たち日本人の原点、

ルーツをたどることで、古から伝わってきた様々な叡智を先人から学び、日本人
の平和・調和の精神、そのエネルギーに触れていきましょう。
午後にはQ&Aタイムを含む、室内ワークの時間も。あなたがより豊かで平和な
新世界へとシフトしていけるよう、未来へのビジョン・光の指針を受け取るワー
クをドゥーガルがリードします。
TOPサイキックのドゥーガルとともに日本屈指の聖地を訪れ、要所要所でメッ
セージを受け取りながら、ご祈祷を受けたり、ランチをともにしたり、お土産のカ
ラーリーティングも聞ける大変貴重な機会です。遊び感覚のようなリラックスし
た状態で、最高善の未来へ繋がるシフトを起こしていきましょう！

2日目
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遠隔とは、遠隔を受け取っていただく方の「ディバインセルフ」（多次元レベルの
ハイアーセルフ）に集っていただき、ディバインセルフを通してリーディングやク
リアリング、ヒーリング、アクティベーションを行うこといいます。これらの行為を、
時間軸と次元軸を超えて遠隔で行うことを「遠隔」と呼んでいます。遠隔の最大の
特徴は「身体的な制限を必要としないこと」。例えば、 通常のヒーリングなどでは
実際にその場に来ていただく必要がありますが、遠隔では、あなたのディバイン
セルフを通して直接エネルギーを届けるため、物理的な距離が離れていてもエ
ネルギーを受け取ることができます。なので、なかなか外出ができない方や海外まで遠出ができない方も、家や
職場にいながらにして穴口が送る聖地や高次の存在のエネルギーを受け取ることができます。

穴口恵子による聖地遠隔3つのポイント穴口恵子による聖地遠隔3つのポイント

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

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

①どこにいても何をしていても受け取れる「聖地遠隔」

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

③エネルギーレベルから変化を起こすからこそ「とってもパワフル！」

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

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

入会費・登録料
完全無料！
メールアドレスを
登録するだけ

世界の聖地で「スピリアル」を体験する！穴口恵子と巡る聖地リトリート

「リトリート」は、仕事や家庭などの日常生活から離れ、心身を
リセットして自と向き合い、新たにより良く再スタートするため
の時間を指します。
ワールドリトリートクラブは、セミナーやイベント、聖地リト
リートなどを通して「リトリート」の時間を取り、スピリチュアル
をリアルに活かす「スピリアル」な生き方をサポートするため
のメンバーシップクラブです。

ワールド・リトリート・クラブ（WRC）とは？

世界の聖地で行う聖地リトリートは、「スピリアル」を体感する最高の機会！年の200日近く、世界の聖地を巡り続けているパワー
スポットマスター穴口恵子と共に、パワースポットでたっぷりとエネルギーやメッセージを受け取り、リアルな人生に次元上昇を
起こしていきましょう。
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穴口恵子と巡る、聖地リトリート 3つの魅力穴口恵子と巡る、聖地リトリート 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。
「スピリチュアル」という概念がまだ社会に浸透していない20年以上前から、世界の聖地を巡り、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、特にパワフルなエネルギーを持つ聖地。その土地を穴口恵子とともに
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。

聖地リトリートでは、聖地をただ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う、誰もが知るエジプトの三大名所を”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
の場その時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。

穴口恵子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
べき場所を選んでリトリートが行われます。一度として同じリトリートはなく、その時のタイミング、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」。あなたがプライベートで訪れた事
のある場所だとしても、全く違った体験をお楽しみいただけるでしょう。

訪れる聖地は、宇宙全体の流れをリーディングして選ばれる「一期一会の場所」

穴口恵子だからこそ実現できる「特別体験」

ワールドリトリートクラブ（WRC）
メンバーサイトのご案内
ダイナビジョン主催のセミナー・イベントの
優先案内、優遇案内
世界各地でのリトリートツアー（会員限定ツアー）
情報のご案内

WRCメンバーだけの特典
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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！
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聖地リトリート情報聖地リトリート情報

あなた
の魂が惹かれる場所はどこですか？

2019年秋～2020年春

※上記内容は変更になる可能性がございます。最新情報はHPをご覧ください。
※ 世界情勢等やむを得ない状況により、開催遅延または中止となる可能性もございますこと、ご了承ください。青と白のコントラストが美しい魅惑の国、

「ギリシャ」。ギリシャ神話の発祥の地でも
あるこの地は、”アトランティス大陸”の名残
であるとも言われ、アトランティス伝説が今
もなお息づく聖地です。アテネやデルフィ、
ミコノス島やサントリーニ島など、ギリシャ
の美しい島々を訪れながら、各地の神殿や
パワースポットで瞑想やワークを通しエネ
ルギーやメッセージを受け取っていきます。

イギリス屈指のパワースポットであり世界
のハートチャクラとも言われる「グラストン
ベリー」。マグダラのマリア教会、聖ミカエ
ルと聖母マリアのレイライン（龍脈）上にあ
るトールの丘、イエス・キリストとマグダラ
のマリアが聖なる結婚式の時に使った聖杯
が埋められているチャリスの井戸など、
様々なパワースポットを巡りながら、たっぷ
りとエネルギーを受け取りましょう。

2019年10月13日（日）～10月18日（金） アテネ発・日本着

スフィンクス、イシス神殿、大ピラミッドと
いったエジプトの3大パワースポットを、な
んと豪華に“貸切利用”！何年にも渡り、エジ
プトを訪れ続けている穴口だからこそ入れ
る特別な場所や神殿にもお連れします。プ
ライベートボートでのナイル川クルージン
グも含まれ、カイロ～南エジプトまでエジプ
ト各地をたっぷり堪能できるリトリートです。

2020年4月24日（金）～5月10日（日） 日本発着

大好評！

キャンセル待ち

続出！！

「リトリート」は、仕事や家庭などの日常生活から
離れ、心身をリセットして自分と向き合い、新た
により良く再スタートするための時間を指します。
ワールドリトリートクラブは、セミナーやイベント、
聖地リトリートなどを通して「リトリート」の時間
を取り、スピリチュアルをリアルに活かす「スピ
リアル」な生き方をサポートするためのメン
バーシップクラブです。

ワールド・リトリート・クラブ
（WRC）とは？

入会費等【完全無料】メールアドレスの登録のみで完了

聖地リトリートはWRCメンバー向けの
会員限定ツアーとなります。
詳細をご希望の方は以下よりご登録ください。

ギリシャリトリート・
オプショナルツアー

グラストンベリー・
リトリート2019
グラストンベリー・
リトリート2019

2019年10月5日（土）～10月14日（月） 日本発着

ギリシャ・
リトリート2019
ギリシャ・
リトリート2019

クルーズ船で巡る、
美しきアトランティスの聖地

WRCメンバーだけの特典

ワールドリトリートクラブ（WRC）
メンバーサイトのご案内
ダイナビジョン主催のセミナー・イベントの
優先案内、優遇案内
世界各地でのリトリートツアー

（会員限定ツアー）情報のご案内

エジプト・シークレット
リトリート2020
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
3大パワースポットを豪華貸切！
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↑「呼ばれる人しか辿り着けない」
シャスタ山が見守る公園にて、みん
なでワーク。

↑滝の精霊たちが優しく清めてくれるモ
スブレーの滝。

↑ドリーン・バーチュのエ
ンジェルカードのイラスト
を描く画家と遭遇。サプラ
イズセミナーが行われるこ
ととなりました。

↑ネイティブ・アメリカンの生
まれ変わりの儀式、スゥエット
ロッジ体験。テントの中でこれ
までの浄化と感謝、これからの
祈りを捧げ、魂をリフレッシュ。

↑リトルメディスンレイク。宇宙雲が浮かぶ空、宇宙の情報を肉体レベルで理解できる周波数を調整する「地球の11チャク
ラ」がシャスタ。

↑メディスンレイク。浸かると心身を整えてくれる
湖。そう聞くと参加者の皆様も湖に入ります（笑）。み
んなで大自然とグラウンディング！

↑「え？ こんなに恵子さんと一緒の時間が
あるの」と驚きの声も頂戴しています。

↑ハートレイク。「招かれた人のみがたどり着ける」というハート型の湖。
穴口はここで8/8のライオンズゲートのパワフルなエネルギーを受け取っ
ていました。妖精、精霊と会える場所です。

世界中のマスターや精霊たちと純粋に繋がるチャネラー
穴口恵子と旅する世界の聖地（WRC）。参加者それぞれの
魂にアクセスし、旅のプロセスで「天命・使命」に目覚め、
スピリアルな世界が開かれていきます。

↑バーニーフォールズにて。穴口自身が無数のシャスタマジッ
クの体感者！

↑レムリアの愛の神殿とつながる
…

ヨッシーのシャスタ・ルポ
photo by ヨッシー

8/8…LA バシャールグループセッション
8/9…帰国

2019年シャスタリトリート
8/3（土）～8/9（金）旅日程

成田空港→サンフランシス空港→
メドフォード空港へメドフォード
空港の最寄りの空港で１泊

車でシャスタへ→シティパーク内
ヘッドウォーター→スエットロッジ
→ウェルカムパーティ

バーニーフォールズ→メディスン
レイク→リトルメディスンレイク→
アイスケイブ

スチュワートミネラルホットスプリ
ングス（温泉）→ シャスタ山をバッ
クアップピクニック→モスブレー
の滝→マジカルヒーリングウォー
ター→サプライズセミナー

8/3

8/4

8/5

8/6

8/7 キャッスルレイク→ハートレイク

＊知る人ぞ知る、穴口のヒミツの場所も
　ご紹介しました。

シャスタ1日目（8/4）

シャスタ3日目（8/6）

シャスタ4日目（8/7）

シャスタ2日目（8/5）

穴口恵子が20年以上通い続ける！ レ
ムリア愛のエネルギー♥

シャスタリトリート2019 ル ポ

穴口恵子が「ココだけは外せない」と毎年訪れる特別な場所。
最も天に近いバイブレーションを持つ、世界中からご利益を求めて人々が訪れるシャスタ山。
ガイドのサポートでここ数年ご一緒させていただいているヨッシー（ダイナビジョン）です。
「人生が大きく開けた」「望みが具現化した」「魂の使命が覚醒した」など…「シャスタマジック」が
誰しもに起こる聖地！参加者に起こる必要な奇跡を毎回、目の当たりにしながら、私自身、自分を
超えるチャレンジとラッキーを体感しています。
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今『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

『瞑想＋コーチングスキル』を併せ持つ新たなキャリア

お客様のオンリーワン『一人から広がるセルフプロモーション技法』
一人のお客様から自然と口コミが広がり、ビジネスを2倍3倍と伸ばして
いく方法をお伝えします！ これは穴口恵子が企業研修講師の駆け出しの
頃、一社の紹介から様々な企業での研修を行うことができるようになった
手法。その結果、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、多数の企
業で研修を行ってきました。

→「あなたから買いたい」と望まれる、「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をお伝えします。
ぜひセミナーにお越しください。

連日のように新聞、テレビなどのマスメディアに取り上げられている「瞑想」。グーグ
ル、アップル、Facebook、ナイキ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のことでしょう。NHKでも何度も特集を組まれ、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。
→瞑想の効果は科学的に証明されており、日本の何百万人もの人 も々必要としています！

『プロフェッショナル瞑想コーチ』は、瞑想のファシリテーターだけにとどまらず、
コーチングスキルも合わせもつ、クライアントの望む結果へサポート可能な「新
たなキャリア」です。瞑想スキルを補う、コーチングスキルもただのコーチング
セッションではありません。
→クライアントが普段気づけない深い部分に一瞬でアクセスし、多様なクライア
ントに応じたセッションの設計方法、効果測定方法、長期サポート方法を学ぶこ
とができます。これにより、クライアント自身が実感しながら、改善していく方向へ
と導くことができるのです。

世界中の人々が実践し、効果を実感している、書籍『引き寄せの法則　エイブラハムとの
対話』で「引き寄せの法則」。その『引き寄せの法則』の瞑想CDブックを穴口恵子が音声
を吹き込んでいたことはご存知でしたか？「ヴォルテックスへようこそ」の穴口の声でス
タートする瞑想音源。「人生全般」「お金」「健康」「人間関係」を向上させるもので、HAPPY
ちゃんがこの瞑想を毎日実践していたことで再び有名になりました。
→抵抗となる思考を手放し、自動的に「ソース」の周波数に同調すると願いがかなう素晴ら
しいツールです。

創造のヴォルテックスへようこそ！

今どんな現実を送っていますか？ 目の前の現実のすべては、自分のエネルギーの投影
で、「人生全般」「お金」「健康」「人間関係」すべての出来事が、そこから創造されていま
す。あなたの内側に怒りがあれば、怒りが現実に起こり、豊かさで満たされていれば、豊
かな現実を引き寄せることでしょう。良くも悪くも、何にでも応用される程、あなたの創造
のエネルギーは本当に万能なものなのです。
→瞑想をすれば、あなたの内側で何が起きているか？ 深く気づくことができ、創造のエネ
ルギーを感じ取り、発動させることが可能です。豊かさを求める内側の自分に気づき、豊か
な自分を創造すれば、瞑想により「お金持ち」にもなれるのです！ 
自分自身はもちろん、人にも瞑想をお伝えできるプロフェッショナルコースです。

瞑想すればお金持ちになれる？！

このコースでは穴口恵子が世界中の瞑想法をスピリチュアルリーダーから直接学び、試行錯誤の中で完成したもの
を体系立ててお伝えします。瞑想初心者の方も、安心して習得していただけます。日々の生活の中で瞑想を実践しな
がらコースは進んでいきます。「瞑想は継続して行うほど効果がある」という研究結果もあります。
→瞑想方法を学んで終わりというコースではなく、日々、瞑想を実践しながら体感として人生を良くしていくコースにも
なっています。

世界中の瞑想をコンプリート → 穴口の瞑想法を習得するコース

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。

一人
↓

大勢の求める人に拡大

セルフ プロモーション新たなキャリア！

プロフェッショナル瞑想コーチ

『プロフェッショナル
 瞑想コーチ』
 2期養成講座
がスタートします！

瞑想 コーチング
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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150万ダウンロード!!
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！！

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33ページへ

インターネット配信番組、新たに開局！

◀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＆登録ドルフィン を検索＆登録ドルフィン

ラジオ
番組
の

聴き方

成功する人たちは

実はスピリチュアル?!

ポッドキャスト
Podcast ヒマラヤ

※ネットラジオ
なので
視聴無料!

ポッドキャスト
Podcast

とっても簡単！

Amazonオーディブルが
月額聴き放題からコイン制に

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

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。

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！

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
第87回 永遠の豊かさに瞑想ははずせない！
第92回 始まりはBMW
第106回 それも設定 ーぢんさんの怖いもの…

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
10月、11月、12月のおすすめはこちら！

穴口恵子の“たった5分”瞑想シリーズ！

セットで聴ける全7テーマ！
ひとつずつ聴ける全21テーマ！
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Grace　穴口恵子

GraceKeiko
Happy TV Show
GraceKeiko
Happy TV Show

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！

 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！

穴口恵子が

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！

ヒマラヤ 検索 穴口恵子

ヒマラヤ

穴口恵子の
ハッピースピリアルライフ

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 ！

　彼とのつきあいは、そんな内面の傷を抱えながらの
ものでしたので、100％もろ手をあげて喜べるものでは
なく、恋のときめきや愛の深まりに一女性としての幸せ
を感じる一方で（そういうものは、前世と今回の前半生
で卒業しきったつもりでしたが、やはり胸躍るものです）、
立ち止まると常に迷いが生じました。この道でよかった
のか。私は選択を誤ってしまったのではないか。しかし、
いまさら引き返し、元に戻ることはできない――。来る
日も来る日も、煩悶、葛藤はなくなることはありませんで
した。

　神山の師匠からは、彼との交際により、いままでの修行
が水泡に帰す、とも叱責されました。愛する彼を目の前に
して、引き裂かれるような思いでした。神を選ぶなら人間
の愛を選べず、人間の愛を選ぶなら神を選べない……。
アンドレ・ジッドの『狭き門』を思い出し、また、人間の男
性に恋をしてしまった人魚姫の身もだえるほどの苦しみ
が伝わってくるようでした。そのように、一方では嬉しく楽
しく、一方ではつらく悩ましい日々を過ごす中、知らず知
らずに現実や自分自身を否定していることに気づきます。
そして、現実や自分を受け入れ、ゆるすことができるよう
に、スピリチュアルな学びを少しずつ深めていきました。

　ゲーリーさんとリンダさんに仕事を通じてお会いした
のは、まさにそんな頃でした。2度目のインタビューで、私
たち人類はいま、「五感型人間」から「多感覚型人間」へ
移行しているというお話を伺いましたが、その内容こそ、
まさに、煩悶と葛藤をくり返してきた私の魂を大きく救う
ものだったのです。

五感型人間は、人のいない場所に行ってひとりで霊的成
長を遂げる必要があった。だから、洞窟の中で瞑想した
り、山に籠って修行したりする風習があった。いままでの
時代は、他人から距離を置いてでないと自らの魂とつな
がらなかった。
多感覚人間は、人間関係を通じて自分の魂とつながり、
真のパワーを生み出すことができる。これからは、霊的
成長がいままでとは違う方法でなされるようになる。そ
れは、人類が進化するうえで避けては通れない道である
　　　　　　　　――ゲーリーさんのインタビューより

……霧が晴れる思いでした。長年の迷妄から、ようやく覚

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②

親愛なる穴口恵子さまへ☆

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」。

それにより穴口の人生はスピリチュアルな世界へと加速した。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」

を前号に引き続きお送りいたします。皆様の魂のミッションが刺激されるはず！

＜前回のあらすじ＞
スピリチュアル雑誌「アネモネ」の編集者として忙しい20代を送っていたが、30代からは山岳修行に専念するために一般
企業のコピーライターに転身。それは輪廻転生の中で「巫女」「尼」の回数が多い魂の今世での仕上げ、また輪廻から解
脱したいという魂の強い欲求でもあった。そんな折、「パートナーとの運命的な出会い」を果たすことに。神山につかえる巫
女は「異性とのつきあいはご法度」。ゆえに巫女役を降ろされることになる。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から、崖から突き落とされたような悲観にくれ、枕を濡らす日々が続いていた。
＊詳細はVOL77を！…http://www.dynavision.co.jp/

迷妄からの解放…人類はいま、
「五感型人間」から「多感覚型人間」へ

無料で楽しめる
チャンネルが続 ！々

無料で楽しめる
チャンネルが続 ！々

YouTubeで
穴口恵子の新チャンネルがスタート！
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宇宙マネーで
無限の豊かさを創造する！

「穴口恵子にとって、お金とはなにか？」

「お金はエネルギー、お金は愛、だから、自分が愛そのものであれば、お金は、ずーっと
自分の元にあり、エネルギーは循環するから、お金も愛も循環しているもの。自分が愛
を形にしたものが、お金に変換されてやってくる」
穴口恵子は途絶えることのない、こんな宇宙マネーの循環の世界で生きています。
誰もが「自分が愛そのものだと気付くこと＝宇宙マネー」を手にすれば、無限の豊かさ
を創造することが可能となります。
今号では10月のダイナビジョンのテーマである、この意識をダウンロードした
￥∞お守りを今号では特別にプレゼント！

宇宙マネー
とつながる

￥∞お守り
スペシャル

ふろく！

￥∞お守りを切り取って
裏面の宇宙マネー

アファメーションをします

1 2 3
￥∞お守りを2つに
折って今あるお札を
はさみます

お財布に入れて
持ち歩くだけです！

オススメ1
P46～にご紹介してます
豊かさを呼ぶアイテム
を味方につけると効果的ですよ！

オススメ2
さらにSNS などで、このワー
クを拡散することもオスス
メです。なぜなら現実創造
は観測者が多い方が叶い
やすいからです。

キリトリ

める時が来た！　これでよかったのだ、この道でよかった
のだ――。一時は神に見離されたとまで思い込んでいた
その最中でさえも、宇宙からの支援は途切れることなく
届いていた……。「魔がさしたのかもしれない」とさえ
思ったことが、じつは、私のパーソナリティを超えたもっと
大きな力によって向き合わされたことだった……。その
ような思いが泉のごとく内側からあふれ、インタビュー中
にもかかわらず、ゲーリーさんとリンダさんの前で感涙と
嗚咽にむせんだのでした。

　私たちは、いままで経験してきた魂の習性により、なじ
みあるものに縁がつきやすいですが、それが本当に、今
生のブループリント（設計図）として魂が描いてきたこと
かどうか、改めて見極める必要があるのかもしれません。
とりわけ、私のような修行系で来た魂の場合には…。霊
的に成長することと、魂が清まることは、重なる部分もあ
り、重ならない部分もあります。彼とスピリチュアルパート
ナーシップを築くことは、魂を清めることだけでは得られ
ない霊性成長を大きく促してくれるものであると、いまで
はよくわかります。

　そして、そこにもうひとつ、大きな意味があります。それ
は、女性性・女神性（＝聖なる女性性）を解放・復活させ
ることです。長い歴史の中で封印されてきた女性性・女
神性を開くことは、人類の覚醒や地球の次元上昇のため
に必要不可欠であるといわれていますが、まさに、私自
身のために必要だったのです。
　肉体をもった人間の男性が与える男性性の力は、理屈
なく、相手の女性の女性性・女神性を大きく開いていき
ます。彼とのつきあいの中で、私自身の魂は、本来の在り
方に近づいていきました。一本気な頑なさを和らげ、より
伸びやかに、視野を広げて、魂が描いてきたブループリ
ントのほうへ向かわせてくれたのです。
　そのため、彼との交際期間中に、どれほど会社を変わっ
たことでしょう。その1回1回はいずれも、私の意識が熟し、
意図や意志が明確になった段階で運ばれてきた、まさに
絶妙絶好の機会によるものでした。
　そして、最後の大きな変動が、2017年の半ばに起こり
ました。そのとき、私は大きなパラレルシフトを経験し、私
の古巣、魂の故郷であるアネモネに、編集長として帰還し
たのです。魂の深いところでは、それが本来の魂の計画
であることをわかっている自分がいます。20代の頃、当
時のアネモネの発行人から告げられていたことではあり

ましたが、私がその座に就いて真の
意味でお役目を果たせるようになるの
に、十数年の時が必要だったのですね。

　スピ界から身を引いてまで山岳修行に専念していたと
きは、御魂清めこそがわがミッションであると確信してい
ましたので、再びスピリチュアルの世界に戻ってくるなん
て、微塵も考えていませんでした。とはいえ、アセンション
を成就させたいという思いは常に意識上にありましたの
で、神山の活動を広めることが、地球のアセンションを推
進することになると思って実践していたわけですが、そ
のことに終始していたのでは、その先にあるさらに大き
な目的に気づくことはありませんでした。
　ずっと修行系で来た私の魂にとっては、個の修行を超
えた新たな霊性進化のスタイルを確立することのほうが、
ハードルが高い分、大きく飛躍できるということ。いまは
そのほうが宇宙からの応援も得やすい時代です。いみじ
くも、ゲーリーさんご自身が同じく修行系の魂であられた
ため、彼のお話が真実の言葉として、私の魂に深く浸み
通ったのですね。

　そして、さらなるミッションは、真のスピリチュアリズム
（霊性を主軸として魂意識で生きる生き方）を地球に根
づかせること。人々の暮らしや文明そのものがスピリチュ
アルになっていくこと――いま、アネモネの編集を通じて
そのことを推進させていただいていることを、何よりも嬉
しく思っています。
　宇宙も人の心も絶えず変化していますので、この先も
ずっと、アネモネ編集長でい続けるかどうかわかりませ
んし、執着もしません。ただ、いまの私にとっては、ここの
ポジションがもっとも魂のミッションを果たしやすく、そう
思っている間はいることになるのでしょう。そして、どんな
ときでも、どんな立場におかれていても、自身のハートに
忠実ならば、魂の望む方向に導かれ、ブループリントに
沿ったミッションや魂のテーマをまっとうすることができ
るということ。その一つひとつが、魂にとってかけがえの
ない滋養となる珠玉の体験であることをわかっていれば、
恐れることは何もないのです。

　スピリチュアルパートナーシップ――なんと素敵な響
きをもつ言葉でしょうか。これから本格的に、地球が宇宙
の仲間入りを果たすプロセスで、私たちが身につけてい
くべき嗜みになるのでしょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　 ［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！

肉体をもった男性の力は、
封印されてきた女性性・女神性を開く…

魂のミッションは
「暮らしそのものがスピリチュアルになるサポート」

オル



12月のダイナビジョンのテーマ「0ヴォルテックス
の中で光と闇の統合完了」を体感できるカード

（右ページ）をつくりました。2019年の締めくくり
にぜひトライ！ 光の部分も闇の部分も統合すれば、
純粋なあなたのエネルギー！

・大天使ラファエルの絵
・クリアクォーツ

悪縁・悪癖を斬り、
真実を知る！

・大天使ミカエルの絵
・オブシディアン

↑レインボーエンジェルズ東京店で取り扱っています。

闇（陰） 光（陽）

問題や悩みを癒し、
クリアにする♥

Enter into ZERO Vortex

Enter into ZERO Vortex

CVQ

CVQ
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☆ワークがより効果的になるグッズ☆

☆2019年究極のDETOX☆

ゼロヴォルテッ
クスの中で光と

闇の統合完了

自分でワ
クワク

袋とじす
る！

キリトリ

Dive into Abundance!

宇宙マネー☆アファメーション

お金は愛　愛は私　私はお金
↑声に出しながら、上からペンでなぞって書きましょう

↑声に出しながら、あなたが望む豊かさを書きましょう

無限大の豊かさが備わる私は愛、
私はお金、循環するのが自然の摂理



レムリア時代から始まったたドルフィンスターテンプル®ミステリース
クールの目的はひとりひとりが多次元の光のハイヤーセルフと肉体で
融合することです。自分自身の謎が解け、限りない才能をこの地球上で
開き、神聖な計画を実現していく、「真実の人生の学校」です。

1995年にアメリカの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 。1997年に雑誌の取材で穴口恵子はアモラと出会い、メンターとし
て師事。その後、すべてのコースを受講し、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ました。

Dolphin Star Temple
Mystery School Japan
Dolphin Star Temple
Mystery School Japan
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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［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

設立者はアモラ・クァン・イン

DST（ドルフィンスターテンプル）とは？

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。
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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

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、心身の状態をひとりひ
とりシェアし、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い終了。随時Q&Aの時間もある
ので、ご安心下さい。

はい、誰もがオーラを観る、感じる
ことは可能です。「視覚」にこだわら
ず、感じる感覚を開いていくこと
で、必ずオーラなどの物理的な視
覚、聴覚を超えた感覚を得られる
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、光の空間を設定し、光の
スクリーンを通してオーラの情報
を受けとります。そのため、安全に
情報を受け取ることができます。

コースでは誰にでも分かりやすく体系立てて
リーディング法をお伝えしています。人間誰しも
に備わる直感力を「気のせい」としていただけ
なのです。虫の知らせ、よく理由の分からない
ワクワクやモヤモヤを感じたことありますよね。
その感覚こそ、大切なメッセージ！コースではそ
の感覚の磨き方を学ぶことで、人によってス
ピードは異なりますが、直感力が鋭くなり、リー
ディングの技術を体得できるのです。

で検察ドルフィンスターテンプル

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。

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」

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

穴口恵子直伝1年コース
に参加してみませんか?

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。

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。

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。

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。

穴口恵子直伝集中コースだけの特別カリキュラム

【FSP1】2020年2月21日（金）、22日（土）、23日（日）、3月27日（金）、28日（土）、29日（日）
　　　　4月11日（土）、12日（日）、5月2日（土）、3日（日）…スキルアップ集中コース
【FSP2】2020年5月29日（金）、30日（土）、31日（日）、6月12日（金）、13日（土）、14日（日）
　　　　7月4日（土）、5日（日）、8月22日（土）、23日（日）…スキルアップ集中コース
【FSP3】2020年9月25日（金）、26日（土）、27日（日）、10月9日（金）、10日（土）、11日（日）　 
　　　　10月31日（土）、11月1日（日）、11月13日（金）、14日（土）…スキルアップ集中コース
【DST体験会】11月15日（日） ※一般の方を招いて、セッションをしていただきます。

【会場】 東京（渋谷）　【講師】 穴口恵子

・ FSP1＋FSP2＋FSP3…66万円相当
・ 直伝映像レッスン…45万円相当（2.5万円×18回）
・ 瞑想音声…27万円相当（1.5万円×18回）

・ フェイスブックグループ…価値：無限大　
・ 穴口恵子直伝コース…合計：138万円

穴口恵子直伝コース138万円　　　特別価格72万円 ※コース1日あたり約24,000円
＊各コースの内容は次のページへ→

一日のコースの流れは?

オ
ー
ラ
を
感
じ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

大
丈
夫
で
す
か
？

リーディングが苦手です。
大丈夫ですか？

1

2

3

4

どんな人にでも、全感覚認
知は開くことができます。もち
ろん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、必ずできるようになります。

穴口さんや特別な人だけが
できるのでは？

各コースで学ぶリーディング＆ヒーリング

FSP1…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クを学びます。
FSP2…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…遺伝的なレベルや過去世レベルのトラウマをは
じめ、最終的に根深く残っている問題の原因のリーディン
グとヒーリングを行っていきます。＊通しての受講で、より
深い自己の目覚めとヒーリングが行われます。

2020年2月～
穴口恵子直伝による

校長

FSP
国際
認定
ヒー
ラー

資格
取得
コー
ス

202
0年2

月開
校

穴口
恵子
直伝

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

スケジュールはコチラ



Pleiadian Ligtwork IntensivePleiadian Ligtwork Intensive

マスタリーコース

個人セッション®個人セッション®
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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。

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

PLI マスタリーコース 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 1 PLI 2 PLI 3
カーアクティ
ベーション

原初の
8 細胞の
浄化

ダイヤモンド
ライトボディ
の活性化

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。古代の秘儀を現代社会
にマッチ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、光の周波数が加速され、悟りを開く黄金の時代です。
今まさに人類の目覚めの時が到来！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時代がやってきました。そのための
秘伝がこのプログラムに含まれています。

● 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

すべての教えは神秘学校の秘技であり、ヒーリングの手法です

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）23（月）
2020年1月11日（土）12日（日）13日（月）

11月16日（土）17日（日）
11月30日（土）12月1日（日）
12月14日（土）15日（日）

2020年1月18日（土）19日（日）
1月25日（土）26日（日）
2月1日（土）2日（日）

【料金】早割：240,000円（10月2日まで）
　　　通常：250,000円（10月3日から11月1日まで）

【最小催行人数】 6
【会場】中目黒・コスミックビジョンスペース

〈対象：FSP1～3修了者、PLI1,PLI2修了者かつPLI2宿題の細胞セッション全て終了している者〉

Dolphin brain re-patterning

ドルフィンブレイン
リパターニングコース

アモラ・クアン・インが、モーシェ・フェルデ
ンクライスメソッドを受けている時に、チャ
ネリングした手法。実際の骨や動きに働き
かけることで、内側から自分の限界や制限
に対する気付きをもたらし、解放していく
ワークです。

このコースはFSP1を受講された方ならどなたでも受講でき
ます。私たちが「今」に至るまでに築き上げた様々な抑圧パ
ターンを肉体・骨から気づき、バランスを整えて開放します。
基本的に、静寂の中で行うワークとなるため、リーディングが
得意不得意は関係ありません。さらには肉体とエネルギー
体のバランスがとれ、実質ともに「健康」になっていきます。

ドルフィン・ブレイン・リパターニング

PLI 
コースのご案内 DBR

コースのご案内

東京週末コース〈対象：FSP1修了者〉

【料金】超早割：250,000円（10月31日まで）
　　　早割：280,000円（11月10日まで）
　　　通常：300,000円（11月14日まで）

【最小催行人数】 6
【会場】中目黒・コスミックビジョンスペース

静
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中…

肉
体
の
内
な
る
声
を
聞
き

深
く
自
分
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

肉
体
に
刻
ま
れ
た
古
い
痛
み
や

ト
ラ
ウ
マ
が
癒
や
さ
れ
る…

思考を離れ
肉体を感じる…

第1回：10月5日（土）6日（日）
第2回：10月26日（土）27日（日）
第3回：12月21日（土）22日（日）
第4回：2020年2月8日（土）9日（日） 

Regression Facilitation

多次元
ヒプノセラピスト
養成コース

ビジョン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えるように
チャネリング・ヒーリングのスキルを学ぶ。

自分自身の潜在意識や魂の意識の解放を行い、深い癒し
を体現していきます。セラピストが光の空間で高次元の存
在とつながりながら、クライアントを誘導退行させていく多
次元ヒプノセラピーはあなたにこれまでとは全く違った次
元での癒しをもたらしてくれるでしょう。

多次元ヒプノセラピスト養成コース

コースのご案内

【多次元ヒプノセラピストコース内容】

●多次元ヒプノファシリテーターのトレーニング
●多次元ヒプノ準備と変性意識につながる方法
●リラクゼーションの方法
●ガイドとの出会い
●サブパーソナリティ
　（副人格）との出会い
●インナーチャイルドの癒し
●過去世ヒーリング
●ソースコネクション
　とヒーリング
●再誕生のプロセス　
　　　　　　　など

【料金】早割料金：180,000円（税込）（9月30日（月）まで）
　　　通常料金：200,000円（税込）
　　　再受講：100,000円（税込）

【最小催行人数】 6

グループの状態の確認→瞑想→光の都市であるドルフィンスターテンプルの空間をアンカー
（固定）してスタート→ヒーリングスキルのみならずエゴ（自我）や自我のアジェンダ（課題）をクリ
ア→パラダムシフト…自らの神聖さを受け取り、進むべき方向に人生が導かれます。

コースの
ご案内
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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®個人セッション®
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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。

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

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。

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

♣MIKA♣ ♣Jay♣

♣ミッシェル♣

♣ACCO♣

♣樋口貴子♣

♣Sasha♣

♣添田さおり♣

♣ミラクル♣

♣山本明子♣

♣大熊めぐみ♣

♣五百田小聖♣ ♣ハル♣

東京

料金：17,500円（60分）　　　　
会場：コスミック・ビジョン・スペース
　　  セッションルーム（中目黒）

10月4日（金） ACCO
10月5日（土） MIKA
10月6日（日）  Sasha
10月7日（月） ミッシェル
10月8日（火） 五百田小聖
10月23日（水） 大熊めぐみ
10月24日（木） Jay
10月25日（金） ハル
11月13日（水） Jay
11月14日（木） ハル
11月21日（木） ACCO
11月22日（金） MIKA
11月23日（土・祝） 大熊めぐみ
11月24日(日)  Sasha
11月25日（月） ミッシェル
11月27日（水） 五百田小聖
12月9日（月） ミッシェル
12月10日（火） 五百田小聖
12月12日（木） ハル
12月12日（木） 大熊めぐみ
12月13日（金） MIKA
12月14日（土） Sasha
12月16日（月） ACCO
12月17日（火） Jay

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

なぜ?
どうして?

大阪
10月10日（土） 添田さおり
10月12日（土） 樋口貴子
10月13日（日） Jay
10月31日（木） ミラクル

10月12日（土）
11月16日（土）
12月7日（土）
講師：山本明子

11月10日（日） 樋口貴子
11月23日（土・祝） Jay
11月24日（日） 添田さおり
11月30日（火） ミラクル

12月8日（日） 添田さおり
12月13日（金） Jay
12月24日（火） 樋口貴子
12月29日（日） ミラクル

料金：17,500円（60分）
会場：レインボーエンジェルズ大阪店

愛媛 福岡

仙台 札幌

料金：17,500円（60分）
会場：愛媛県今治市周辺

11月16日（土）　
講師：Jay

料金：17,500円（60分）
会場：福岡県博多市内

10月19日（土）　
講師：Jay

料金：17,500円（60分）
会場：宮城県仙台市内

10月18日（金）　
講師：Sasha

料金：17,500円（60分）
会場：北海道札幌市内

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。

穴口恵子

推薦！
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!
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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ドルフィン・スターテンプル®ミステリースクール
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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

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。

テーマ瞑想会

講師：MIKAによる
「虹色の炎の瞑想」

＊CDはレインボーエンジェルズWEBSHOPへ

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。

［日時］11月15日（金）14:00～16:00
［講師］MIKA
［料金］3,500円　※遠隔参加できます。
［会場］コスミックビジョンスペース

講師：ミッシェルによる
「地球上にある太陽の神殿と繋がるための儀式の瞑想」

＊CDはレインボーエンジェルズWEBSHOPへ

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。 

［日時］12月9日（月）19：00～
［講師］ミッシェル
［料金］3,500円　※遠隔参加できます。
［会場］コスミックビジョンスペース（中目黒） 

東京 東京

メニュー 1 FSP練習会メニュー 2

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。

【東京】
10月11日（金）23日（水）
11月7日（木）18日（月）
12月9日（月）16日（月）
13:00～　講師：MIKA

［料金］3,000円
［会場］中目黒・コスミックビジョンスペース
※11月7日のみ目黒銀座会館

【大阪】
10月10日（木）
11月24日（日）
12月8日（日）
16:00～19:00　講師：添田さおり

［料金］3,000円
［会場］レインボーエンジェルズ大阪店

オーラの教室メニュー 3

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いただけます。
1時間半ほどで、「え！これがオーラ」と思わず声をあげるような感覚を体験していただくことができます。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」。

と思ってしまう方も、心配ご無用！　

【東　京】10月24日（木） 19:00～21:00
　　　　12月17日（火） 19:00～21:00

【仙　台】10月19日（土） 16:00～18:00
【福　岡】11月16日（土） 16:00～18:00
【北海道】11月2日（土） 18:00～20:00
講師：Jay　［料金］3,500円

…東京：中目黒・コスミックビジョンスペース
…仙台：仙台市内
…福岡：福岡県博多市内
…札幌：さっぽろテレビ塔貸し会議室

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♪

ドルフィンスターテンプル®瞑想会ドルフィンスターテンプル®瞑想会

※東京会場ではコース説明会も同時開催！

DST主催 
【東京】
10月8日（火） 講師：Jay
11月26日（火） 講師：Sasha
12月3日（火） 講師：Jay
19:00～21:00

［料金］3,500円　※遠隔も可能です。
［会場］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

ドルフィンスターテンプル® 瞑想会　全国各地で開催！！

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？

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リードし、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。今のあなた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。オーラの教室の体
験により、あなたがもっと「自分自身を知りたい」と心に決めれば、人生の扉
が開き、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。
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グループヒプノメニュー 4

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！

【東京】
11月22日（金） 19:00～21:00　

［講師］ACCO
［料金］3,500円
［会場］中目黒　コスミックビジョンスペース

『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』

PLI3 修了者の為の1DAY WS ～定期的なメンテナンスを行える1日コース～メニュー 5

マスタリーコースとも呼ばれる『PLI』はドルフィンの真髄。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。
この古代から伝わる秘技を創始者アモラ・クァン・インにより現代社会に
マッチングしたヒーリング手法にされ、その最高峰、最終コースがPLI3
なのです。PLI3の先のコースは存在しないため「ドルフィンロス」に陥る
方多数。そんな卒業生の声を元に誕生した1DAY WS。今回で5回目とな
ります。内容は講師MIKAによって、取得した手法を余すところなく使用し、
肉体、細胞、関節、脳、エネルギー体など、毎回特化した内容で「マニア
心」に火をつけまくっています。まだまだ、学べることやメンテナンスする
ことはたくさんあります。ぜひ、この機会をお使いください！

ドルフィンロス…
の卒業生へ

【東京】
12月2日（月） 10:00～18:00　
講師：MIKA

［料金］8,800円　
［会場］
中目黒・コスミックビジョンスペース

PLI 体験セッション＆DBR 体験セッションメニュー 6

これまで受講しないと体験できなかったマスタリーコース【PLI】 そして、【DBR】コースの一部で行われる手法をセッ
ションで体験できるようになりました。コース受講に悩まれている方はもちろん、どなたでもお気軽にワークショップで
ご体感ください。

【PLI体験セッション】
主にベッドを使う、ヒーリングの手法です。30分でも十
分にヒーリングのエネルギーをご体感頂けることでしょ
う。自分自身のハート（感情）・エネルギー体・肉体のバ
ランスがとれ、詰まっているような感覚がある方には
スッキリとする感覚が取り戻されるでしょう。

【DBRセッション】
通常セッションの3分の1のお時間ではありますが、DBRセッションでは一番
大切なベーシックな部分を施術する事ができますので、十分に体感して頂
けると思います。そして、コース受講を修了されれば、DBRヒーラーとして、
活動していく事ができます！ 
DSTJ認定ヒーラーによるDBRのパワフルなセッションを受けてみませんか？

【東京】
10月4日(金）　担当：DSTJ認定ヒーラー
セッション会 特別価格　30分／8,000円

［会場］中目黒・コスミックビジョンスペース

【東京】
10月4日(金）　担当：DSTJ認定DBRヒーラー
セッション会 特別価格　30分／8,000円

［会場］中目黒・コスミックビジョンスペース

new

光の瞑想会
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。
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現在13次元まで存在し「ハイヤー
セルフ」は全ての次元にいるとも
言われています。今の私たちをサ
ポートしてくれているのは4次元・5
次元のハイヤーセルフと言われて
います。上に行けば行くほど、3次
元の私たちとコミュニケーションを
とる事が難しいそうです。

「ハイヤーセルフ」は
現在の3次元の自分の人生の
生まれてきた意味・答えを知ってる、
高次に存在している「自分」です。

直訳すると、こうなります。
私たちは「3次元」に存在しています。

ハイヤーセルフとは頭上（オーラ
の先端）で常に繋がっていて、常に

「アドバイス」や「答え」をもらって
います。

「ハイヤーセルフ」と繋がることに
よって現在の人生がスムーズに過ご
すことが出来る、と言われています。 ちなみに、ドルフィンでは「繋がる」

どころか、このハイヤーセルフと
「一体となる」事を目的としています。
そう、ハイヤーセルフからナビして
もらうのではなく、自分自身がハイ
ヤーセルフとなってハイヤーセル
フの思考、ハイヤーセルフの視点
で過ごす事が大切とされています。
それが体験できるのが、「瞑想」です。
ドルフィンの誘導瞑想は簡単にハ
イヤーセルフと一体になる事がで
きます。誘導されているだけで、最
後にはハイヤーセルフと一体と
なっています。すごくないですか？！
ぜひ、体験してくださいね！

どう、繋がるのか？

瞑想が鍵！

「根拠の無い自信」「ひらめき」と
いった自分自身では説明しようの
ないあれです笑。
それは自分自身からひねり出した
ものではなく、ハイヤーセルフから
のサポートを上手に受け取った瞬
間なのです。ですが私たち、3次元
の人間は「目に見えないもの」を
疑います。「根拠」がないと信じま
せん。そんな中でも、私達は知らず
知らずにハイヤーセルフと繋がっ
ています。「あ！そっかー」というひ
らめきはハイヤーセルフからの
メッセージを上手に受け取った証
拠です！今後はぜひ素直に受け
取ってみてください！（自己信頼に
もつながる事なんです。）　

どうもらっているのか？

JAY
（北村敬子）

ドルフィンス
ターテンプル
事務局長。
今号からスピリチュアル用語や
スピリアル便利ツールをご紹介
します！

スピリチュアルの神髄、

「ハイヤーセルフ」
　　＝高次の自分

JAYのスピメモ
VOL.1

ハイヤーセルフ

各地情報

【名古屋】
11月21日【（木）一粒万倍日.水星の逆行終了】1106号室
19:00～20:45
12月1日【（日）友引】905号室
13:20～16:45（開場13:05）

［会場］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

［料金］3,500円（税込）

★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。

◆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￥3,000/10分です。18:25～18:35/18:40～18:50 メール：kmdtf651@ybb.ne.jp まで（樋口貴子）

又はフェイスブックのイベントページにて検索可能です。

■瞑想会後、ドルフィンスターテンプル®ミステリースクールに
ついて、DST事務局Jayさんよりお話しして頂きます。透視コース
FSPにご興味ある方はこの機会にご質問下さいませ。

☆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。

各 地 情 報
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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』

無料オンライン講座　受付中

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～

またはQRコードで
ご登録ください▶で検索ドルフィンスターテンプル

あなたに秘められた＜神格＞とつながり
自由自在に人生をデザインする！
人間関係の改善、問題解決力の向上、人生の目的がわかる

『未来帝王学』の4つの教えを無料で大公開！



〒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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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

ピンクオパールは、あなたらしく豊かな愛情表現をサポートし、愛される喜
びも教えてくれます。とても女性的な、ポジティブで明るいエネルギーの石
です。恋愛の石としてはローズクォーツが有名ですが、実はローズクォーツ
は他者への愛より、自己愛や自分と向き合うことを促す高貴な石なのです
（恋愛に悩む時は、自己愛が散漫になりがちなので理に適ってますが）。ピ
ンとくる石を持つのが一番ですが、両方をもつことで、石たちが相乗効果を
もたらし、自分を愛する方法＆他者を愛する方法を授けてくれるでしょう♪

ローズクォーツより恋愛に効く！？ 『ピンクオパール』

☆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☆

香りを嗅ぐだけでもいいので
すが、私は長時間香りに包
まれていたいので、直接髪の
毛につけて香りを身にまと
います。優雅な気持ちにな
り、ハートが満たされるので、
豊かさを既に受け取ってい
る感覚になれるのも更に楽
しいです！

～クイントエッセンス・
サナトクマラ～

このオイルを知った時、実は香
りが大嫌いでした！
ですが香りが苦手ということ
は、受け取ることに抵抗がある
んだよと教えてもらい・・・笑
使い続けていたら好
きな香りに変わり、受
け取り上手になれて
来た気がします♪

～ヤングリビング・
ヤングアバンダンスオイル～

ショップ担当 ゆふ

ショップ担当 
むっちゃん

～クォンタムクアトロシリカ～
豊かさを受け取りたいとき、つまり今ま
でと違う結果が欲しい時には、純粋な
ビジョンにアクセスしやすくなるよう、自
然の中で静かに過ごす時間をとるよう
にしているのですが、すぐに自然に行け
ない時は、自然界の癒しをもったクォン

タムクアトロシリカ
がおすすめです！

プロモーション担当 
トシロウ

穴口恵子の誘導瞑想 音声を
収録したCDなのです が、この
CDの発売日にちょうど イベント
があり、恵子さんの誘 導 で み
んなで瞑想しました。そ し た ら
その日に福山雅治さ ん と 会

えたので す！笑
すぐに効 果を体
感しまし た♪

財布や手帖など、繁栄させたいと
ころに入れます。私はこれをお財布
に入れてから、収入と支出のバラ
ンスがとても良くなりました。お店
でTOP５に入る売れ筋商品です！

～エナジーカード・ヤントラ～

WEB発送担当 たい

WEBショップ店長 ゆき

ショップ店長 あやみ

ショップ担当 雅美

～アバンダンスオイル～
このオイルをお風呂に入れて浸かり
ます。オイルの香りを吸い込むだけ
で、豊かさがやってくるということを
過去の体験で知っているので、何
度もこのオイルに
サポートしてもらっ
ています！ポイン
トは11滴入れる
こと！

～マルセイユ石鹸・豊かさと成功～
富士山周辺に咲く野生の
花々のエネルギーが内包された
石鹸です。使っていくうちに心が
満たされる感覚があり、ストレス
による無駄遣いがなくなりまし

た。エッセンスもあるので併用
がおすすめです！

～ケイトキングジュエリー～
ちょうど1年前、ケイトキング
ジュエリーを購入した日にレイ
ンボーエンジェルズで働くこと
になりました。魔法にかかった
みたいに、沢山の愛と心の豊
かさを感じ、ケイトキングジュ
エリーが全てのス
タートの扉を開
いてくれました！

サポ ートアイテムは？
受け 取りたいときの

スピ  リアルコンシェルジュに
聞いてみました！

を

ショップ統括 亜樹

～アバンダンティア
の錬金術～
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MIA

ドルフィンスターテンプル

①ハイヤー
セルフから

のメッセー
ジ

を受け取り
、今抱えて

いる問題の
本

質を紐解
いて、毎日

の生活を
楽しく

生きられる
きっかけ作

りを得意と
しています

。

②オリンピ
ックが日本

で開催さ
れる貴重な

年。いろん
な

価値観に触
れ、受け入

れる事で自
分で作り上

げた制限の

枠がどんど
ん外れ、新

たな可能性
が広がる年

。

③制限の
枠を外す

ために、ま
ずは「自分

」を知るこ
とが

必要。瞑想
したりセッ

ションを受
けたりして

、自分自身
と

深く向き合
い感じる時

間を意識し
て持つこと

。自分自身

と楽しく付
き合うこと

が出来た
ら豊かさが

満ち溢れて
き

ますよ。

小聖
ドルフィンスターテンプル
①人生の節目に来ている方の「人生のミッション」をお伝えすることです。過去生より今に生かせる能力をお伝えします。独立、起業を目指す方への後押しのメッセー
ジをお伝えします。②変化、変容がより表面化してきます。社会、政治面にも、
大きなシフトチェンジがあります。女性が自然体に表現
できるようになります。時代、次元を超えた約束のやりと
り、ギフト、シンボル、才能にアクセスすることが可能です。
③ゆっくり過ごすこと。人生の見直しであり、来年の加速
に向けての青写真を描くということ。仲間、家族、人間関
係にも感謝すること。それらが、来年度のよき変化の兆し
を促します。

関根悦子
アセンションチャネリング＆マヤ暦
①浄化。そして、今、表出すべきあなたの内にある、輝くエネルギーを引き出し、あなたの最高最善を実現するための高次元の存在からのメッセージを伝えます。
②十二支の初めの子年。陽気がすでに動き出し、万物が
動き始めています。いよいよ麗しき令和の時代が本格的
に動き出します。スピリチュアルな求めと癒し、アセン
ションがさらに求められ進むと思います。③浄化！浄化！浄化！そして、ブレない自分軸をしっかり持
つこと。楽しく幸せに進化していきましょう。

クリスタールMina

クリスタルチャネリング
・リーディング

①あなたの今後をますます輝か
せ

るための、クリスタルからの
メッ

セージをお伝えします。

②2極化がますます進み、3次元
にとどまるのか、5次元意

識に目覚めていくのかはっきり
と道が分かれていくとお

もいます。
③小さなことでもいいのでまず

は勇気を持って行動して

みること。気になること、物、人へ
どんどんアプローチして

いくことが鍵です。

KEIKO

手相＆タロット鑑定

①あなたに秘
められた、自分

らしく

生きるための
魅力や才能を

お伝え

します。

②思い描いて
きた夢を具体

化させ

るチャンスが訪
れる年。

③あなたの心
がワクワクとき

めく場所へ行っ
てみましょう。

現在、レインボーエンジェルズ東
京店のヒーラーは11名が在籍を
しており、色とりどりのセッションメ
ニューをご提供しています。個性豊
かなヒーラー陣をご紹介します！ 
そして今回は、2020年を迎えるに
あたり、３つの質問をしてみました。

Jay
ドルフィンスターテンプル

①家族間や職場等の人間関係
の問

題解消、オーラ・チャクラのリ
ーディ

ング・ヒーリング・クリアリング
、過去

世に持っていた才能を現在
に取り

戻す。
②大きなチャレンジをするのに

はぴったりな一年。大きな

変革のエネルギーが動く年と
も言われていますが、その

「変革」を怖がって動かないの
はもったいない！大丈夫！自

分なら乗れる、乗ってやる！とい
う意気込みが一番大事！

③自分自身への信頼や自信を
強める事に注力。→自分軸

の強化になります。

【ワーク】
1、自分を思いっきり褒めて褒め

て褒めちぎって！

自分の良いところだと思うとこ
ろを紙に30個以上書いて

みましょう。
２、会話の中で否定的な言葉を

、肯定的な言葉に置き換え

る。気にしていると、否定的な
言葉を出す前に自分で気が

付いていきます。気が付いたら
、ポジティブな言葉に変換し

て口に出します。最初は言いに
くいですが、慣れていきます。

日本人には「謙遜」という美徳
もありますが、それは、自分

自身の素晴らしいところを知っ
たうえでできる事です。

なので、まずは自分自身を肯定
的に捉えていきましょう！  

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▲

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。

気軽に店頭セッション？
じっくり個室セッション？

ヒーラーさんに聞いてみました！

どんなメッセージが響きますか？ 
1年の集大成のシーズン。新たな自分で、新たな
1年を迎える準備をしていきましょう！

質問① セッションの得意メニュー
質問② 2020年はどんな年になると思いますか？

質問③ 2020年に向けて、今やっておくといいことは何ですか？

Ryoko
レインボーエンジェルセラピー・ドルフィンスターテンプル
①ドルフィン＆レインボーエンジェルセラピーの手法を組み合わせたセッションです。 次の一歩を踏むために必要なメッセージを読むのが得意です。ヒーリング
エネルギーを流すのも得意です。②2020年は、傾向として明るく、ここ数年努力したことや
力を入れたことが花開くように思います。本来の明るさ
や楽しさをそのまま表現するような年になります。来年
明るく気持ちよく進むために、今変わっていく必要がある
と思います。 
③今年中にしっかり自分自身を見つめて、光も影も統合
していく必要があるかと思います。まずは、「大丈夫」の言
葉を自分に言ってみましょう。目の前に起きていることを
認めて、受け入れ、そのうえで自分の望む未来へ進んで
いきましょう。

マリア★
ドルフィンスターテンプル

①どのような内容にも対応できます。その中

でも解放（クリアリング）は変容しやすいです
。

あと恋愛に特化したセッションは気づきや

変化が分かりやすいです。

②2020年は様々な出来事が更に浮き彫りに
なり余計なものが削

ぎ落とされる。ある意味地球上でのデトックス
。それまで真実だと

思っていた概念が崩壊し、新しい息吹をもた
らす。それにより私

達一人一人に解放し覚醒するのか否かが問
われることになる。

③目覚めるか否かを自分と向き合い自由意
思で明確にさせる。

覚醒することを決めた場合は地球上の解放
の流れに沿って重い

エネルギーを手放し統合する。するとよりス
ムーズに本来の高い

意識に戻ることができる。
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Kate King Jewelry

「ケイトキングジュエリー」は、一つひとつのジュエリーが、宝石そのものが宿して
いる絶対的な美しさを備え、最高のパワーをもっています。
あなたが本当に望むものや目的に合わせた周波数を持つ宝石をセレクトすること
で、願いの実現を大きくサポートするようにデザインされた特別なジュエリーです。

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。

～Kさん（30代）の場合～

Determine my own destiny
“ すべては周波数 ”
この世のすべてのものは、振動しています。
すべての物質は、電子の運動によって振動し、
それぞれ独自の「周波数＝波動」を生み出しています。
そして、それぞれが“周波数”という
固有の波動をもっているのです。
お花や動物、机や椅子にも波動があり、
そして私たち人間も波動を発し、
お互いに影響を及ぼしています。
日本でよく使われている『類は友を呼ぶ』という言葉は
似ている人同士が共鳴しあうことをいいます。
同じ周波数同士は共鳴し、引き寄せあうのです。
最高の周波数を身にまとうことで、
環境も望む人生さえも全部が思い通りにしていく
ことができるようになるのです。

フェアの日程

［大阪］ ［東京］
日程：10 月 2 日  (水) ～ 6 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：10月10日(木)~10月14日(月祝日) 
13:00~19:00
会場：レインボーエンジェルズ東京店
住所：東京都目黒区上目黒2-25-10

あなたの「周波数」が変われば、
周りの環境や、望む人生も、

全部が思い通りになる！

石のもつ周波数を
最大限まで引き上げるジュエリー加工
ケイトキングジュエリーで使用する宝石は、エネ
ルギーが良いものを世界中から集め、天然石と
同じ成分の「熱加工石」をつくりだして使用して
います。そのため非常に高い波動を保ち続ける
ことができるのです。

魂と身体のエレメントを読み
目的に合わせた周波数を選びます。
クライアントの魂と肉体のエレメントを見抜き
ガイドやハイヤーセルフとコミュニケーションをと
りながら願いや目的が実現するためのサポートと
なる石をお選びします。

About Kate King Jewellery



（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

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。

大阪の愛と光りにあふれた
パワースポット
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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］

定期開催イベント

分から体験できるヒーリング＆メッセージ

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、あなたの無意識につながり、今のあなた
にはもう不要となった思い込みや感情を手放していくこ
とで、深い解放とリラックスを体験できます。
DSTヒーラーによる誘導瞑想で、瞑想初心者の方もカン
タンに瞑想できます。　［3500円］　
スケジュールは下記リンク、大阪店ブログでご確認ください。

1時間で、身もコロロもスッキリ！新月・満月瞑想会

予約不要！10

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）

詳しくは大阪店ブログ等でご案内します、
お楽しみに♪

１２月２５日　
クリスマスイベント開催予定！

2019年もやります！

coming soon

店頭ヒーラー

聖地特別サンキャッチャー
飾るだけで家が”パワースポット”！ キラキラ光の柱が建つサンキャッチャー

１DAYリトリートでの聖地エネルギーをサンキャッチャーに穴口
がアチューメント。毎日あなたが過ごしている空間にこのサン
キャッチャーを飾り、聖地エネルギーであなたの家を“パワース
ポット”に変えませんか？

（例）伊勢神宮・五十鈴川でのサンキャッチャー
＊今回の聖地ではございません。 ＊デザイン等、変更の可能性がございます。

販売決定

１DAYリトリート共にお楽しみに！

販売開始：１DAYリトリート募集開始と同時（9月上旬予定）
発送予定：１DAYリトリート終了後の1カ月以内
価格：未定

優先案内をご希望の方は　URLまたはQRコードへご登録お願いします。

https://asp.jcity.co.jp/FORM/?UserID=dynavision&formid=588

2019年10月22日（即位礼正殿の儀）は一生のうちに1度しか体験できない
特別な祝日。この特別な1日に穴口恵子と行く１DAYリトリートが決定！
場所は関西のパワースポット。前日21日には穴口恵子による１DAYワーク
ショップ＠大阪・梅田も開催！ 
10月21日（月）22日（火・祝）スケジュールを空けておいてくださいね！

スピリアルコンシュルジュ 真樹さん

皆さんはじめまして真樹です。
趣味は星を見ることです。
よく深夜３時頃、愛犬のチワワと一緒
に夜空を眺めています。

はじめましてのニューフェイス

8月からレインボーエン
ジェルズ大阪店のスピリ
アルコンシュルジュとし
て活躍されている真樹さ
んです。どうぞよろしくお
願いします♪

店頭セッション

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

《石の名前》 
スペサーティンガーネット
《メッセージ》
無限の創造力

「私は、人生を自由に創造します！」

神聖な自己を目覚めさせるためのアファメーション

地球に無限の豊かさが降り注がれてい
る様子を描いたアート。このアートを目の
前に置いて目を閉じ、受け取りたい豊か
さ、叶えたい夢、開花させたい才能をイ
メージしていきましょう。

サポートアイテム

10月にぴったりの
カードは・・・

《石の名前》
シュンガイト
《メッセージ》
すべてを抱きしめる

「どんな私も素晴らしい！」

12月にぴったりの
カードは・・・

《石の名前》 
アクアマリン
《メッセージ》
純粋な想い

「アクアマリン」

「私は、私の純粋な想いを表現します」

神聖な自己を目覚めさせるためのアファメーション

自分や他者をすぐに攻めてしまう
人や、傷つきやすい人にオスス
メ。罪悪感を伴う過度な責任感
をゆるめ、自滅的なパターンを終
わらせます。自分のためになる選
択が出来るよう導きます。

「シュンガイト」
深い瞑想によってたどり着くような
完全にバランスの取れた状態「ゼロ
ポイントフィールド」に持ち主の心
を戻し、本
来の素直な
自分でいる
ことを手助
けするクリス
タルです。

サポートアイテム

サポートアイテム

11月にぴったりの
カードは・・・

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

Rainbow Angels Crystal Card

価格：4,104円（税込） 全44枚

～クリスタルから放たれる虹の光は、あなたそのものの輝き～

Channeling by Keiko Anaguchi

奇跡を起
こすスピリチュアルレッスン

スピリアルライフマスターを目指す人のための

宇宙マネーと繋がって、あなたが無限の豊かさそのものであることを思い出すことに
意識を向けてみましょう。あなたがどれだけの豊かさを具現化してきたか？あなたが
最も活かされる場所はどこなのか？あなたが無限に豊かであると感じる人間関係を
手にしていくことを選んで、無限の豊かさを創造していきましょう。

［サポートカラー］ゴールド、レインボー、オレンジ
［応援にくる高次元の存在］
天宇受売命、天照大神、レインボードラゴン、弁財天

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

「マスターカード・
アースアバンダンス」

神聖な自己を目覚めさせる
ためのアファメーション

Dive into Abundance!
～宇宙マネーで無限の豊かさを創造する～

自分の本質に気づいて、どれほどまでにその本質を自分自らが楽しめているかが鍵となる
一ヶ月です。ニューアース（新しい地球）への交信は、何よりも本質であるあなたと繋がった
ら、自然に始まっています。グラウンディングをして、あなたがじっくりと真実の喜びとは何
か？ということを全身で感じて、表現してみることで、新しい地球との繋がりが始まります。

［サポートカラー］白、オパールレインボー、ライトブルー
［応援にくる高次元の存在］
アシュタール、レデイヴィーナス、女神レイラキーニ（アルクトゥールスの調和の女神）、大天使ミカエル

Live in Joy & Truth
～自分の本質と喜びからニューアースへ発信する～

10月
October

すべてが統合するタイミングが来ています。あなたの光と闇が統合されるためにやるこ
とがあります。それは、自分をゼロ磁場化すること。ゼロ磁場化するためには、究極の統
一磁場をあなたが創造することなのです。それは、シンプルに二極化から自由になって、
自分が地球と自分と全てと一つである状態を体験することを選択することで、叶います。

［サポートカラー］無色透明の光、パステルレインボーの光、ピンク紫
［応援にくる高次元の存在］
ホワイトブラザーフッド、虹の光の同胞団、創造主

Enter into ZERO Vortex
～ゼロヴォルテックスの中で光と闇の統合完了～12月

December

11月
November
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巨大なアメジスト、天使の置物…気
がつくと、勤務先はスピグッズに占
領されつつありました。「大天使ミ
カエル様のおかげでうまくいった
ね」とボスに言われ、胸の内は「は
あ、私がやったんですけど～」とイ
ライラ。どんどん手柄をスピリチュ
アルにのっとられ、「恨みます！ スピ
リチュアル」という気分に至ったの
は、今から十数年前の話ですが、な
んとそのグッズをボスが購入して
いた場所が、「レインボーエンジェ
ルズ東京」だったのです。

ボスは著書を何冊も出す美容家。スピにはまり「シャスタ
山の本」の企画を出したところ、まさかのまさか美容と関
係ないその企画が通り、私は穴口恵子さんと初対面。「自
分の使命が分かる場所」「望みが具現化する場所」と恵子
さんに伝授され、いざシャスタへ。恵子さんは多忙とのこ
とで、ダイナビジョンの初期スタッフ眞田友恵さんがコー
ディネートしてくれました。シャスタ山はまるで、ディズ
ニーランド。ハートレイクでは妖精が舞い、天使の形の切
り株にはミカエルが宿る…何百もある白糸の滝にかかる
虹、リアルなファンタジーとの遭遇に、細胞が総立ちで歓
喜し、每日深夜まで酷使していた体が元気に！ 人間本来
の力を取り戻せるものが「スピリチュアル」と認識が変わ
り、だんだんこの世界に関わることが増えていきました。

恵子さんの言葉通り、帰国後、一緒に行ったメンバーはあ
れよあれよと本来の使命につくことになりました。ダイナ
ビジョン勤務の眞田友恵さんも独立してギャラリーを持
ち、私も美容家との仕事が手離れ、眞田さんとその時一緒

にいた編集者と、現在12年続く「わたし時手帖」という月
の満ち欠け、星の動き、石や色が詰まった手帖をつくるこ
ととなりました。仕事軸、他人軸で時間に追われ生きてい
た自分にピリオドを打ち、全ての時間を私自身で生きる
決意をして生まれた企画です。さらに去年、結婚したんで
すが、相手はそのシャスタ山の旅に、編集者が借りたカメ
ラの持ち主！ 本人と会う前にシャスタでカメラと先に出
会っていたのです。ダイナビジョンの提供する海外リト
リートは運を開くミラクルがいっぱいですよ！

シャスタ山をきっかけに、ご縁をいただいた穴口恵子さ
んとダイナビジョン。時代と共に、恵子さんとスタッフはパ
ワフルに進化し、それぞれ地上に生きるマスターとして使
命を全うする姿は、まさに「スピリアル」。そう皆が体現す
るようにダイナビジョンが提供するものは、スピリチュア
ルにとどまらず、ビジネスや日常生活で無限の可能性を
開くメニューです。その情報が詰まった宝箱が「コズミッ
クビジョンクエスト」。あなたの魂に引っかかった情報は
「人生の羅針盤」。ぜひ参加してみてください。 既にこの小
冊子は穴口恵子と彼女と繋がる高次の存在のパワーが
注がれた『お守り本』。神事に携わる思いで、編集長に挑
ませていただいております。今後も魂が喜ぶワクワク企画
を盛り込んでいきますので、よろしくお願いいたします。

毎号ダイナビジョンで活躍するスピリアル・コンシェルジュの
インタビューをお送りするSCの部屋ですが、今回は番外編。
この「コズミックビジョンクエスト」の編集長である、外部
スタッフの竹中章恵さんです。

S Cの部屋
スピリアル・コンシェルジュのへや

竹中章恵（HA＊） …2020年度版で12周年のロングセラー「わたし時手帖」（KADOKAWA）
の著者。現在、「コズミックビジョンクエスト」の制作、自己啓発やスピリチュアルの書籍企画、
ライター、その他、商品企画やイラストレーター、時にミュージシャンとして多岐に渡り活躍。

アンケートにこたえて！

「わたし時手帖2020」を3名様にプレゼント♪

CosmicVisionQuest

氏名

住所

メールアドレス

性別

Q. この小冊子をどこで手にいれましたか？

Q. よかったページは？ 内容は？（複数回答可）

Q. 次のキーワードで気になるものを2つチェックしてください。
□使命・天命　□お金・豊かさ　□人気・集客　□浄化・解毒
□恋愛・パートナーシップ　□宇宙・宇宙意識　□ハイヤーセルフ　
□次元上昇　□好きなことを見つけたい 　□統合（ワンネス）

Q. ダイナビジョンで活躍するヒーラーやコンシェルジュで好きな人、ファンの人
　 がいれば教えてください。

Q. コズミックビジョンクエストに求める内容は？
（例：「旅のルポをもっと詳しく」「〇〇さんのインタビューが読みたい」など）

当選の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。
♥アンケートにご協力いただきありがとうございます。

こちらの応募用紙を記入して
ハガキの裏面に貼り付け、
〒153-0051
東京都目黒区上目黒2丁目
15-6川鍋ビル5F「株式会社ダ
イナビジョン宛」までお送りくだ
さい。
（2020年1／末〆切）

VOL.79 アンケート

●月の満ち欠け・星の動き
●2020年が幸せになる星読み
●新月のお願いの仕方×メモ
●毎月幸せになるレッスン
●レインボーエンジェルズ他、

専門家による幸せコラム…
自然のサイクルを味方につけて
望み通りの

「わたしを生きる手帖」
です！！

愛されて12周年ロングセラー

「わたし時手帖2020」（KADOKAWA）

をプレゼント！
キリトリ

ハガキで応募♥

恨みます！ スピリチュアル

スピ開花♥きっかけはシャスタ山

コズミックビジョンクエストは
可能性を開く情報の宝箱

私自身を生きる「わたし時手帖」の誕生

番外編
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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

2020年の幕開けと共に、木星、土星、冥王星が
山羊座に鎮座して、
「わたしがわたしと深く関われるモード」
に、包まれます。
「超わたし軸で生きられる年」です。

KEY1
あるがまま
ありのまま

KEY2
もやもやを
感じ切ろう

KEY3
自分辞典を
調べる感覚で

素の自分の価値を
学べる年

違和感で自分独自
の感覚を知る

様々な反応の出処を
発見→才能開花

「純粋なわたし」中心で周囲と
楽しめ、「興味のある人・物・事」
とつながるようになります。

ハガキの裏面に
貼り付けてください。

わたし時手帖HP
https://www.watashidoki.jp

わたし時手帖より

2020年は
どんな年？



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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12  December

【認定】未来帝王学[東]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[大]【認定】PLI1[東]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[大]【認定】PLI1[東]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[大]【旅】穴口恵子[ギリシャ]
【PS】ACCO[東]【WS】PLI体験会[東]【WS】DBR体験会[東] 
10/5～ギリシャリトリート（仮）【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[大]
【旅】穴口恵子[ギリシャ]【認定】多次元ヒプノセラピスト[東]【PS】MIKA[東]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[大]【旅】穴口恵子[ギリシャ]
【認定】多次元ヒプノセラピスト[東]【PS】Sasha[東]
【旅】穴口恵子[ギリシャ]【PS】ミッシェル[東]【WS】FSPコース説明会[東]
【旅】穴口恵子[ギリシャ]【PS】五百田小聖[東]【WS】DST瞑想会[東]
【旅】穴口恵子[ギリシャ]【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・平日・東]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[東]【旅】穴口恵子[ギリシャ]
【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・平日・東]【PS】添田さおり[大]
【WS】FSP練習会[大]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[東]【旅】穴口恵子[ギリシャ]
【WS】FSP練習会[東]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[東] 【PS】山本明子[愛]
【旅】穴口恵子[ギリシャ][グラストンベリー]【PS】樋口貴子[大]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[東] 
【旅】穴口恵子[ギリシャ][グラストンベリー]【PS】Jay[大]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[東] 
【旅】穴口恵子[グラストンベリー]【WS】FSPコース説明会[大]
【旅】穴口恵子[グラストンベリー]
【PS】ドゥーガル[大] 【旅】穴口恵子 [グラストンベリー]
【PS】ドゥーガル[大] 【旅】穴口恵子 [グラストンベリー]
【PS】ドゥーガル[大]【PS】Sasha[札]
【PS】ドゥーガル[大]【PS】Jay[仙]【WS】オーラの教室[仙]
【PS】ドゥーガル[大]
【旅】ドゥーガル[奈良]【WS】穴口恵子１DAYワークショップ［大］
【旅】ドゥーガル[奈良]【旅】穴口恵子［玉置神社］
【PS】大熊めぐみ[東]【WS】FSPコース説明会[東]
【PS】Jay[東]【WS】オーラの教室[東]
【PS】ハル[東]【WS】FSP練習会[東]
【PS】ドゥーガル[東]【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・週末・東]
【認定】多次元ヒプノセラピスト[東]
【WS】ドゥーガル[東]【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・週末・東]
【認定】多次元ヒプノセラピスト[東]
【PS】ドゥーガル [東]
【EV】ドゥーガル [東]【認定】未来帝王学[東]
【PS】ドゥーガル [東]【認定】未来帝王学[東]
【PS】ドゥーガル [東]【PS】ミラクル[大]

【PS】ドゥーガル[東]【フェア】アシュタールジュエリーフェア[福]
【認定】ドゥーガル[東]【フェア】アシュタールジュエリーフェア[福]
【認定】PLI3[東]【WS】オーラの教室[札]
【認定】ドゥーガル[東]【フェア】アシュタールジュエリーフェア[福]
【認定】PLI3[東]【WS】FSPコース説明会[札]
【認定】ドゥーガル[東]【フェア】アシュタールジュエリーフェア[福]
【認定】PLI3[東]

【フェア】アシュタールジュエリーフェア[東]【WS】FSP練習会[東]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[東]
【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・週末・東]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[東]
【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・週末・東]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[東]
【WS】FSPセッション体験会＆瞑想会＆コース説明会[東]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[東]

11  November

CosmicVisionQuest
コズミックビジョンクエスト

Dive into Abundance!
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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

Dougall Fraser

Dr.Terrie Symons
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to 

ZERO Vortex

♦宇宙マネーお守り
♦陰陽統合袋とじワーク
♦宇宙マネーお守り
♦陰陽統合袋とじワーク

～ふろく～～ふろく～

【認定】PLI3[東]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[大]【認定】PLI3[東]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[大]【WS】テーマ瞑想会[東]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[大]【認定】DBR[東]
【PS】山本明子[愛]【PS】Jay[福]【WS】オーラの教室[福]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[大]【認定】DBR[東]
【WS】FSPコース説明会[東]
【フェア】アシュタールジュエリーフェア[大]【WS】FSP練習会[東]
【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・平日・東]
【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・平日・東]
【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・平日・東]【PS】ACCO[東]
【WS】お金のワーク[大]【PS】MIKA[東]【WS】グループヒプノ[東]
【PS】大熊めぐみ[東]【PS】Jay[大]
【WS】FSP１DAY[東]【PS】Sasha[東]【PS】添田さおり[大]
【WS】FSP練習会[大]
【PS】テリー［東］【PS】ミッシェル[東]
【PS】テリー［東］【認定】未来帝王学[東]【WS】瞑想会[東]
【PS】テリー［東］【認定】未来帝王学[東]【PS】五百田小聖[東]
アシュタールフェス（並木さん・テリー・穴口）
【WS】FSPコース説明会[東]
【認定】穴口恵子[東]【EV】テリー［東］【認定】DBR[東]【PS】ミラクル[大]

【認定】穴口恵子 [東]【GS】テリー［東］【認定】DBR[東]
【WS】FSPコース説明会[名]
【PS】テリー［東］【WS】PLI3修了生の為の1DAY [東]
【PS】テリー［東］【WS】DST瞑想会[東]
【認定】PLI1[東]
【PS】テリー［東］【認定】PLI1[東]
【PS】テリー［東］
【WS】FSPコース説明会[東]【PS】山本明子[愛]【認定】PLI3[東]
【WS】【リ】テリー［東］【認定】PLI3[東]【PS】添田さおり[大]
【WS】FSP練習会[大]
【GS】テリー［東］【PS】ミッシェル[東]【WS】FSP練習会[東]
【WS】テーマ瞑想会[東]
【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・平日・東]
【PS】テリー［大］【認定】FSP3[国際認定ヒーラー取得・平日・東]
【WS】FSPセッション体験会＆瞑想会＆コース説明会[東]
【PS】テリー［大］【PS】大熊めぐみ[東]【PS】ハル[東]
【PS】【EV】テリー［大］【PS】MIKA[東]【PS】Jay[大]
【認定】穴口恵子[東]【GS】テリー［大］【PS】Sasha[東]
【WS】FSPコース説明会[大]【認定】DBR[東]
【認定】穴口恵子[東]【WS】【遠隔】テリー［大］【認定】DBR[東]
【WS】FSPコース説明会[大]
【PS】テリー［大］【PS】ACCO[東]【WS】FSP練習会[東]
【WS】FSP1DAY[東]
【PS】Jay[東]【WS】オーラの教室[東]

【認定】PLI3[東]【認定】多次元ヒプノセラピスト[東]
【認定】PLI3[東]【認定】多次元ヒプノセラピスト[東]
【WS】FSPコース説明会[名]

【PS】樋口貴子[大]
【WS】2019大阪店クリスマスイベント[大]

【PS】ミラクル[大]




