
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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3  March

【PS】MIKA[東]
【WS】PLI.DBR体験会[東]
【WS】FSP練習会[東]

【PS】Jay[東]【WS】オーラの教室[東]
【認】PLI3国際認定ヒーラー取得[東]【WS】満月瞑想会[大]
【認】PLI3国際認定ヒーラー取得[東]【WS】FSP練習会[大]
【PS】添田さおり[大]
【認】PLI3国際認定ヒーラー取得[東]

【PS】ミッシェル[東]

【認】多次元ヒプノ【認】ケリー［東］【PS】Sasha[東]
【PS】山本明子[愛]【認定】穴口恵子アセンションチャネラー
【認】多次元ヒプノ【WS】FSP国際認定コース瞑想会＆説明会[福]
【認】ケリー［東］【認定】穴口恵子アセンションチャネラー・体験セッション会
【WS】FSP名古屋１DAY[名]【EV】ケリー［東］【PS】ACCO[東]
【PS】ケリー［東］
【PS】ケリー［東］
【PS】ケリー［東］【PS】ミラクル[東]
【認定】穴口恵子スピリチュアル起業養成講座
【GS】ケリー［東］【認定】穴口恵子スピリチュアル起業養成講座
【認】ケリー［東］【PS】大熊めぐみ[東]【WS】新月瞑想会[大]
【WS】FSP東京１DAY[東]【認】ケリー［東］
【WS】FSP大阪１DAY[大]【WS】ケリー［東］　

【PS】ケリー［大］
【PS】ケリー［大］【PS】五百田小聖[東]
【認定】穴口恵子プロフェッショナル瞑想コーチ
【PS】ケリー［大］【PS】Jay[仙]【WS】オーラの教室[仙]
【WS】DST瞑想会[東]【認定】穴口恵子プロフェッショナル瞑想コーチ

【WS】FSPコース体験＆説明会[仙]【PS】ケリー［大］
【WS】FSPコース体験＆説明会[福]【GS】ケリー［大］
【PS】Jay[福]【WS】オーラの教室[福]

【PS】Jay[大]
【WS】FSPコース体験＆説明会[大]【認】多次元ヒプノ
【PS】MIKA[東]【PS】樋口貴子[大]【WS】グループヒプノ[大]
【WS】FSPコース体験＆説明会[東]【認】多次元ヒプノ
【WS】満月瞑想会[大]
【WS】PLI.DBR体験会[東]

【PS】五百田小聖[東]
【WS】グループヒプノ[東]

2  February
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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
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A n n i v e r s a r y【WS】FSPコース体験＆説明会[東]【PS】山本明子[愛]
【PS】大熊めぐみ[東]

【PS】アレッサンドラ［東］【PS】ACCO[東]【PS】添田さおり[大]
【WS】DST瞑想会[大]
【PS】アレッサンドラ［東］【EV】アレッサンドラ［東］【PS】Jay[東]
【WS】DST瞑想会[東]
【PS】アレッサンドラ［東］【PS】ミラクル[大]
【GS】アレッサンドラ［東］【PS】ミッシェル[東]
【PS】ハル[東]【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
【認】アレッサンドラ［東］【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
【認】アレッサンドラ［東］【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
【PS】Sasha[東]
【PS】アレッサンドラ［大］【EV】アレッサンドラ［大］
【PS】アレッサンドラ［大］
【PS】アレッサンドラ［大］
【WS】FSP練習会[東]【WS】DSTテーマ瞑想会[東]
【認】多次元ヒプノ【認】アレッサンドラ［大］

【認】多次元ヒプノ【認】アレッサンドラ［大］
【WS】PLI3修了者[東]【WS】グループヒプノ[東]【PS】ACCO［東］

【PS】アレッサンドラ［大］【認】未来帝王学卒業リトリート
【認】未来帝王学卒業リトリート
【PS】Sasha[札]
【PS】Jay[東]　【フェア】大阪癒しフェア[大]
【フェア】大阪癒しフェア[大]

【WS】満月瞑想会[大]
【PS】樋口貴子[大]

【PS】Jay[大]【PS】ハル[東]【WS】FSP練習会[東]
【WS】DST瞑想会[東]
【PS】山本明子[愛]【PS】大熊めぐみ[東]【PS】Sasha[東]
【認】PLI国際認定ヒーラー取得[東]
【仮】ドゥーガル・フレイザー来日イベント（3月下旬～4月上旬）
【認】PLI国際認定ヒーラー取得[東]
【WS】PLI.DBR体験会[東]【PS】添田さおり[大]

【PS】ミラクル[大]

【PS】Jay[仙]【WS】オーラの教室[仙]
【WRC】バリリトリート2020（2020年3月21～27日本発着予定）

【WS】新月瞑想会[大]

【WS】オーラの教室[東]
【PS】五百田小聖[東]【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
【認定】穴口恵子プロフェッショナル瞑想コーチ
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
【認定】穴口恵子プロフェッショナル瞑想コーチ
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]



C O N T E N T S

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

本誌掲載の日程・内容は、すべて2019年12月20日現在の情報です。事情により
変更になる場合がありますので、ホームページやお電話でご確認ください。
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DST：ドルフィンスターテンプル®

Cosmic Vision Quest   3

テリー・サイモンズ 40

アレッサンドラ・ジリオリ 36

ケリー・ハンプソン 42

ドゥーガル・フレイザー 38

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。

2020年の輝かしい地球の幕開けのお慶びを申し上げます。

A  HAPPY  MIRACLE  NEW YEAR !

2020年という令和2年はどんな一年になっていくか？
想いを巡らせてみると、何と？！
驚くべきエネルギーというか、驚くべき意識に人類が到達して
いるビジョンが降りてきました。

地球に今まで幾度も転生してきていた私たちは、いよいよこの
地球の新しい周波数と共に加速次元上昇をするタイミングが
来ています。

まずは、2020年3月の春分の日、そして、6月の夏至には大きく
私たち一人ひとりの目覚めのときがやってきますので、そこに
向けてやることがあります。

このようなことをしておくと、地球に降ろされる新しい周波数と
共に加速次元上昇しながら、あなたの生きる目的が明らかに
なり、祝福に満ちた日常を送ることができるでしょう。

今年もチームダイナビジョン一同は、このために様々な次元上
昇するイベントを国内外で企画していますので、今年もどうぞ
よろしくお願い申し上げます。

新しい地球の光の家族の皆様へ、

穴口恵子
Keiko Anaguchi

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

ダイナビジョンユニバーシティ
学長　穴口　恵子

レインボーエンジェルズ［東京サロン］ 4

レインボーエンジェルズ［東京］ 46

ケイトキングジュエリー 44

レインボーエンジェルズ［大阪］ 48

１）自分が神であることを自覚すること。
２）神である自分が愛を選択して、日々を過ごすこと。
３）自分が無限の可能性を持っていることに気づき、
　  目の前にあることをやり通す。
４）高周波である自分と低周波である自分を完全に統合すること。
５）自己愛と自己信頼の中で、神聖な自分軸を確立しておくこと。
６）自分の道は自分が開いていくことができると確信を持つこと。
７）あなたの自由意志に従って、どうしたいかを決めること。



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？
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小山椿
レインボーエンジェルセラピー

①分杭峠（ゼロ
磁場）

②この場所に
立った時、とて

も澄んだ柔ら
かなエネル

ギーを全身で受
け取ることが

できました。
聖なる神意識と

繋がりたい人

は是非！ここで
龍を見た人も

いるそうですよ
。

関根悦子
アセンションチャネリング＆マヤ暦

①埼玉県大宮にある武蔵一宮氷川神社（御祭神、
須佐之男命。社記によると今から凡そ二千四百
年以上前の創立）②森林浴ができる、長ーい、ケヤキの大樹に導
かれる、参道！10月11日には天皇御即位を祝う
雅楽演奏会が行われました。それに関係した可
愛いい土鈴『浦安の舞』を購入してしまいました。
＜浦安とは心安かれという意味で平和を祈る舞
＞だそうです。歌詞は昭和天皇の御製「天地（あ
めちつ）の神にぞいのる朝なぎの海のごとくに
波たたぬ世を」私も世界平和を、あらためてお
祈りしてきました！

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明治神宮宝物殿前
広場

②家族で明治神宮に
参拝ついでに

遊びに行きました。
広い芝生でアー

シングしたりピクニ
ック気分をあじ

わったり、レジャーシ
ートに寝転んで

空を見上げてみたり
して色々楽しみ

ました。都心にあるの
に煩さは全くな

く穏やかな空気感で
一日中いたいと

思えるスポットです。

KEIKO
手相＆タロット鑑定

①高野山金剛峰寺
②全山が強力なパワースポットですが、奥之院へと向かう杉木立が続く参道を歩いた時に、日本を創り上げた方々の真摯な志を特に強く感じて、心身共に引き締まる思いがしました。

①おすすめのパワースポット
②その場所での思い出

マリア★
ドルフィンスター
テンプル

①箱根神社（神奈川県）
②箱根神社内には箱根三神を祀る御本殿の他、九
頭龍神社 新宮もあり、ご神水である龍神水が湧き
出ています。立春の日に、恋愛運に効くとされるこ
の龍神水をいただいてきました。それをベースに
精霊や花の力を借りてオリジナルのエッセンスを
作り、身近な方々にお分けしたところ大変ご好評頂
き驚きました。離婚裁判夫婦の復縁、片思い成就、
諦めていた恋人との結婚、男性恐怖心からの脱却、
等々、たくさんの喜ばしい報告を受けています。箱
根神社は神聖で様々な神のご利益が期待できると
共に水の力を司る九頭龍神の龍神水は波動が高
いものと考えられます。

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

①千葉県内：成田
山新勝寺、香取神

宮他　全国：伊勢
神宮・江島神社・

九頭竜神社等
②神社仏閣巡り

が大好きです。出
身地である大好

きな千葉県の神
社

仏閣を中心にご
紹介します。

毎年初詣に向か
う成田山新勝寺

はお堂も広く、ご
本尊不動明王様

の

ご加護のおかげ
か、地に足が着き

、いつも明るい気
分になります。そ

して自分軸がし
っかりするように

思います。また成
田で有名な食べ

物

は鰻。ぜひ帰りの
参道で食べてみ

てください。続い
て初詣時期は大

変

にぎわう香取神
社。御祭神の経津

主大神様は勝運
、交通 安全、災難

除

けの神として有
名だそうです。人

が少ない平日に
ゆっくり経津主大

神

様にご参拝して、
今後どのようにな

りたいか？　また
、試合や試験など

の前に、お願い
に行くのがオス

スメです。もし時
間があれば、茨

木現

にある鹿島神宮
とセット行くと、

よりご利益が強
まると思います。

他に

もまだまだ！まだ
！ 千葉県内の

神社仏閣にはお
もしろく、パワー

の強

い場所がありま
す。ぜひ千葉に訪

れた際は、いろい
ろ楽しみながら

、

感じる時間を過
ごしていただけ

たら嬉しいです。

アイリス祐子レインボーエンジェルセラピー

①箱根元宮・ 九頭龍神社(本宮)・ 箱根神社

②富士山を臨む駒ヶ岳、芦ノ湖に囲まれた

自然豊かな正にパワースポット！ここを訪れ

ることで人生での奇跡が起きた思い出は数

え切れないほど！ ですが、中でもDr.テリー

サイモンズとアシュタールと共に過ごしたド

ラゴンフィールドワークの１日が強烈な光

の思い出です。神棚にもお祀りしており、節

目節目に１日かけて三社へ宣言や感謝の

ご挨拶に足を運び、自然のエネルギーと融

合して日々の自分をリセットし襟を正しに行

く場所でもあります。

ドルフィンスターテンプル

①京都：貴船神社・奥野宮、大阪：阿倍野晴明神社、奈良：大神神社、中目黒：馬頭観音
②京都：貴船神社・奥野宮…初めて訪れた時、とても清 し々い空気の場所で、本当に神域だと感じました。居るだけでクリアになっていく事がはっきり分かりました。大阪：阿部晴明神社…京都の晴明神社が有名ですが、私的にはこちらの晴明神社の相性が、とても良いらしく、体調不良で訪れた時、一気に体調が戻りました。今は直径30センチの水晶玉が置いてあって、その水晶玉も本当にパワフル！！！奈良：大神神社…山自体がご神体のこの神社。先日、訪れたばかりでしたが、境内に入っただけで自分軸が戻ります。御山の登山口にあるご神水がおススメ！飲むのにも、プレーにも最適です！中目黒：馬頭観音…とっても小さいお社ですが、観音様のエネルギーがとってもパワフル！ ダイナビジョンやレインボーのある中目黒の商店街付近はこの観音様に守られています！お参りすると、いつも紫とゴールドの光が降り注ぎ、すっきりします。

JAY

ヒーラーさんの
私のおすすめ！パワースポット☆
2020年の幕開け！ 初詣などで、神社仏閣に行く
機会も増える時期ですね。
今回はヒーラーさんおすすめのパワースポット
を聞いてみました。

ヒーラーさんに　聞いてみました！
ヒーラーさんに　聞いてみました！

レインボーエンジェルズのお店自体もよくお客さまか
ら、「ここに来ると癒されるので、パワーチャージをし
に来ました！」、「神社仏閣の境内のように、エネル
ギーが違う！」と『ここはパワースポットですね。』と言
われます。ぜひぜひ、みなさまも東京のパワースポッ
ト『レインボーエンジェルズ』へお越しくださいね！

2020年☆幕開け

〜新年特集〜
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宇宙意識と繋がり、本来のあなたに目醒めていく！

クリ
スタ

ル
特
集

Rain
bo

w an
gei

s

Cosmic Vision Quest   7

ツーソン
クリスタルフェア　　　
アメリカのアリゾナ州ツーソンで開催される

「世界一のミネラルショー」。世界中から集まる
パワフルな石達を皆様にお届けします。

2020

サンフランシスコ

ロサンゼルス
ツーソン

ヒューストン

シカゴ
ワシントンDC

ニューヨーク

ツーソン地図

石に夢中！目利きのコンシェルジュ達

「今、地球に必要な石」が集まる場所♪

　あなたを引き出す石を選んできました

様々な形や色の石、石、石が並ぶ中、

その人本来の輝きを思い出す石に呼ばれます。

広い会場を１日中ひたすら歩き周ります。

ページをめくって、ツーソンの石達と出会いに行きましょう。♡

あなたの心に共鳴する石が、あなたに送るメッセージとは？

「天界の音楽」を響かせるクリスタルは
どれかしら？　魂と繋がる石との出会い…

アメリカ・アリゾナ州のツーソンはここ
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宇宙意識と繋がり、本来のあなたに目醒めていく！
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Crystal world
Rainbow angels

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

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

地球と宇宙からの祝福のエネルギーが
注がれたクリスタルたちとの出会いを
お楽しみください。

８つのクリスタルの画像から、
気になる１つのクリスタルを選んでください。
（クリスタルからのメッセージは次のページへ）

あなたの人生を幸せに導く
クリスタルからのメッセージを
受け取れますよ♪

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

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

地球と宇宙からの祝福のエネルギーが注がれたクリスタルたちとの出会い
をお楽しみください。

８つのクリスタルの画像から、気になる１つのクリスタルを選んでください。（
クリスタルからのメッセージは次のページへ）

あなたの人生を幸せに導くクリスタルからのメッセージを受け取れますよ♪

1.ディバインクォーツ

5.オブシディアン

6.ユーパーライト

8.シトリン

7.ペタライト

2.ローズクォーツ

3.アマゾナイト

4.アクアマリン
美しさや輝きだけでなく、さまざまなパワーを秘めたクリスタル
を選りすぐってお届けしたいため、年間に数千個と石を視て
いる私たちコンシェルジュの目で、石のエネルギーを一つ一つ
確認しながら、仕入れています。
周波数を高めたり、女神やドラゴン（龍）などの存在と仲良く
なれるクリスタルをお選びしています。

私たちが「ツーソンミネラルショー」へ行くのは…

ツーソン
クリスタルフェア

2020



レムリア時代から始まっ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。

Cosmic Vision Quest   11

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。

レム
リア

の愛
の魔

法学
校
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あなたをサポートする
クリスタルからのメッセージ

あなたが
呼ばれた石は？

このクリスタルは『ディバインクォーツ』と
いう石です。
想像を超えた豊かさというギフトが人生
にもたらされているのを喜びとともに受
け取ってください。それはお金という豊
かさだけではなく、人や愛などでもたら
されることもあるでしょう。まずはあなた
がその豊かさを受け取ることで、自分だ
けでなく周りへも循環させていくことに
なるのです。

1.のクリスタルを選んだ方へ
このクリスタルは『ローズクォーツ』という
石です。
あなたという愛の存在をもっと世界へと
表現していくようにとメッセージを伝え
ています。誰かと比べることなく、あなた
という唯一の存在を輝かせていくときな
のです。周りではなく、自分自身を優先
し、本当に言いたいことを、本当にやりた
いことをしていきましょう。そうすること
で、あなただけでなく周りも喜びでみた
されていくことになるのです。

2.のクリスタルを選んだ方へ

このクリスタルは『アマゾナイト』という石
です。
あなたが心の中にしまい込んでいた、本
当の望みがもうすぐ具現化しますとメッ
セージを伝えています。もっと自分の望
みへと集中してください。具体的にあな
たが望む未来を思い描いてください。誰
に遠慮することなく、本当に望んでいる
ことを現実化できる力があなたの中に
あるということを想い出してください。

3.のクリスタルを選んだ方へ
このクリスタルは『アクアマリン』という石
です。
あなたが言えずにため込んでいた言葉を
もっと表現していくようにとメッセージを
伝えています。あなたの内側から溢れでた
言葉が宇宙へと放たれ、必要な出逢いや
チャンスを自分の人生へと創り出していく
ことになるのだとメッセージを伝えていま
す。自分自身の本当の想い（本音）を表現
していください。本音は愛から発せられる
ものなのです。恐れずに、あなたが本当に
伝えたいことを表現していきましょう。

4.のクリスタルを選んだ方へ

このクリスタルは『ブラックオブシディア
ン』という石です。
あなたの中にある情熱という炎を行動
することへの燃料にしていきましょう。や
りたいことをやりましょう。会いたい人に
会いに行きましょう。誰かのために使う
のではなく、自分の魂の喜びのために情
熱の炎を使っていくのです。そうすること
で驚くほどのスピードで自分が望んでい
た現実へと移行していけるのです。

5.のクリスタルを選んだ方へ
このクリスタルは『ユーパーライト』という
石です。
あなたの中にあるあらゆる制限という枠
を外し、新しい世界へと意識を拡大させ
ていきますというメッセージを伝えてい
ます。あなたの中にある人生への情熱の
炎を灯し、本来望む人生を生きるための
インスピレーションを行動へと変化させ
ていきます。天と地をつなげる光を放
ち、新しい意識への扉を開いていくため
驚くほど早く人生がステージアップして
いることに気づくでしょう。

6.のクリスタルを選んだ方へ

この石は『ペタライト』という石です。
もうすぐあなたにターニングポイント（転
機）が訪れるというメッセージを伝えていま
す。過去の経験をもとにして未来を描くので
はなく、あなたが本当に望んでいるビジョ
ンへと意識を向けるようにと伝えています。
本来のあなたの輝きやスピリチュアリ
ティー（精神性）を発揮していくことになる
でしょう。それが人を惹きつけ、必要な出逢
いやチャンスをもたらしていくことになりま
す。目の前にもたらされるチャンスに気後
れすることなく、受け取っていきましょう。あ
なたには無限の可能性があるのです。

7.のクリスタルを選んだ方へ
この石は『シトリン』という石です。
この石は、今までのあなたの枠を超えた
可能性を発揮していくことになるとメッ
セージを伝えています。自信や意志、創
造力、顕現力を高めていけるようにサ
ポートしています。ハイヤーセルフと一
体化し、その神聖さを体現しながら、創
造力を発揮して生きることで、自分自身
にとって最高で最善のものを具現化す
ることができるようになるのです。

8.のクリスタルを選んだ方へ

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

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

～エゴや誤った自己概念から開放され、肉体を持って悟り、地球上でマスターとして生きる～

A n n i v e r s a r y

Dolphin Star Temple
Mystery School

Japan

20th
Since2000

A n n i v e r s a r y

Dolphin Star Temple
Mystery School

Japan

20th
Since2000

A n n i v e r s a r y
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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8日（土）、9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75万円（※早割価格あり）
＊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
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FSP
1・2・
3で扱

うテー
マと

　　
　　
　出
来るよ

うに
なる
セッシ

ョン

チャクラのバランシング／クリアリング／ヒーリング

ハイヤーセルフからメッセージを伝える

ネガティブな感情にとらわれた状態を開放する方法

アカシックレコードからのギフトを受け取る

他人からの感情的な攻撃や影響を浄化する

FSP1レベルで扱うテーマ

□ チャクラのヒーリングとクリアリング、バランシング
□ エンティティデポジション（除去）
□ 寄生体のクリアリング
□ インプラント、コントロールデバイスのクリアリング
□ クンダリーニチャネルクリアリング
□ プログラミングの抹消
□ コスミック・フラッシュ
□ アカシック・レコードの神殿からギフトを受け取る
□ 魂のクリアリングとブラックホールのヒーリング
□ サブチャクラ
□ 契約の解除®
□ セルフヒーリングにも使えるチェンバーセッション

インナーチャイルドのリーディングとヒーリング

トラウマ体験などの無意識レベルのヒーリング

感情と思考を整えるヒーリング

男性性と女性性のバランスをとるヒーリング

睡眠の質の向上

FSP2レベルで扱うテーマ

□ 潜在意識と無意識の違い
□ 無意識のヒーリング
□ ディパターニング＆リパターニング
□ ボディ・ビーングチャネルの
　 クリアリング＆リーディング
□ アストラル体とシルバーコード
□ PEEMSAホログラフィック・ヒーリング
□ アセンションムービー
□ インナーチャイルドのヒーリング
□ 四次元と五次元のホログラフィックヒーリング
□ 女性性と男性性の統合（聖なる母・聖なる父）
□ 性格のリーディング＆ヒーリング

過去世からの天才性をとりもどす

遺伝的課題、家系的な呪縛をクリアリングする

願望実現を飛躍的に高める7チャクラ活用化

成功への恐れ、幸せへの恐れを癒す自己妨害クリアリング

直感、インスピレーション、リーディング能力を高める

FSP3レベルで扱うテーマ

□ 過去世のリフレーミング
□ 過去世ゴーストを回帰させるリーディング
□ ツインフレームのリーディング＆ヒーリング
□ 遺伝的嗜癖のヒーリング
□ 遺伝的影響のクリアリング＆ヒーリング
□ ソウル・アフィニティ
□ ブループリントのリーディング
□ ソウルリカブレーション
□ 現実化のための７つのチャクラの役割
□ 黒魔術のクリアリング
□ インナーボイス（内なる声）＆テレパシック
　 ＆聴聴覚のチャネル
□ 自己妨害のクリアリング

FSP2レベルで出来るようになるセッション FSP3レベルで出来るようになるセッションFSP1レベルで出来るようになるセッション

卒業生の声

しま様（男性）
一番凄いのは、私も含め参加者
の全員が変容する事だと思いま
す。周りの人達の笑顔が、回を重
ねるごとに輝いていくのを見るこ
とができ、とても嬉しかったです。
スピリチュアルな学び以上に、人
として生きていくうえで大切な事
をたくさん教わった気がします。
出会った皆に感謝します！ありが
とうございました。

HW様（女性）
私の長い間の希望であった、ハイ
ヤーセルフにビジョンで会えた
喜び（ビジョンも初体験）、様々な
手法、こんなに盛りだくさんの経
験＆体験は初めてでした。

MM様（女性）
「本来の神聖な力を取り戻してい
く」「本来のスピリットの輝きが
放ち出す…」そんな素晴らしい
コースでした。過去生やブループ
リントにアクセスするのもとても
意味ある体験でしたが、集合意
識レベルで、地球・宇宙と共に浄
化していく過程は「本当に私達は
一つなんだ…」と『ワンネス』が腑
に落ちる、そんな至福感で満たさ
れました。
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インタビュー： 山内若菜 さま

「レムリアの愛の学校」と穴口恵子さんからのDSTの説明が始まると、なぜだか涙が溢れだしました。「大丈夫？」と隣
の人が心配するほどに…。私は「声フェチ」でダメだな～と思う声は絶対受け付けないのですが、恵子さんの話す声
と私のハートは共鳴し、感情が溢れ、涙が止まらなくなっていました。はじめて恵子さんを知ったのはHAPPYちゃん
のYOUTUBE。大学時代にエイブラハムの本を読み、頭では理解できたのですが、どう実生活に使えばいいかわから
ない中、日常で分かりやすく実践するHAPPYちゃんの存在を知り、自分自身のエネルギーの取り扱い方をひもとくこ
とに興味を持ちました。私は追求派で何事も中途半端にやりたくない達なので、「もっと体系的にエネルギーの取り
扱い方を学べる場所はないか？」と探したところ辿り着いたのがDST。そこで1DAY説明会に参加したのです。

“ドルフィンスターテンプル®は
　『自分自身』がわかる愛の学校”

なぜだか涙が溢れだした…DST・1DAY説明会

「わけわからん」が小さい頃からの口癖な程、私は私のことや、この世界のことが分からなくて、生きるのがつらかっ
たです。「なんとかしたい」と歌やダンスを学びましたが、ただただ苦しい状態が続き、浮かぶことを色々やるのです
が、なにもかもうまくいきませんでした。だからこそエイブラハムやHAPPYちゃん、そして穴口恵子さんが校長を務
めるDSTへと興味を持っていったのです。涙が溢れるほど自分のエネルギーが動いた1DAY説明会後、もちろんコー
ス受講を考えダイナビジョンのHPを調べました。それと同時に目に飛び込んできたのが、「採用募集」。その際、1DAY
説明会でJAYさん（P54の「SCの部屋」を参考に）が、「働きながらコースを受けていた」と話していたのを思い出し応
募してみたところ、念願通り、働きながらDSTコースを受講し、2019年の11月に「DST国際認定ヒーラー」に！ おかげで
「わけわからん人生」が「小さい頃からDSTを教えといてよ～」と叫ぶくらい、楽になっていったのです。

「わけわからん」苦しかった人生がDSTによって楽に～

DSTのFSPコースを学ぶことで、実は私には「この地球は危険である」という根深い概念があり、何重にも自分自身に
バリアを張り巡らせていたことが分かりました。だからダンスや歌を学べば学ぶ程、苦しくなるのは当然。歌やダンス
でチャクラは揺れ、浮かび上がるクリアにならないもの達を、バリアにより無意識に閉じ込めていたのです。私同様
に鈍感にならないと生きづらい方々も多いのでは？　その無意識が意識的になる本来人間の持つ「超感覚」を身に
つけることができ、真の自分自身であるハイヤーセルフそのものになれる学びが詰まっているのがDST。バリアを
張っていた頃の私は「ハイヤーセルフがいるんだったら守ってよ」と怒りを覚え、「そんなもんない」と信じることさえ

できませんでした。ですがDSTで何度もハイヤーセルフと繋がるトレーニングを重
ねることで確信が持て、ハイヤーセルフと信頼関係で結ばれるようになりました。そ
もそも自分自身が理解不能だったのは、ハイヤーセルフと分離し仲違いしていた
から…。安心安全な場で恵子さんからDSTの秘技を直接伝授され、大勢のみんな
で瞑想し、みんなで不要な過去の思い込みと契約解除し、本来の自分自身の望み
へと書き換えていく…。大勢でそれぞれの自分へ集中することはとてもパワフル

生きづらい地球が平和に→ハイヤーセルフと信頼関係で結ばれる♡

ハイヤーセルフと繋がるとスイスイス～とスムーズな人生に

Spireal Life Report Vol.17

わ
け
わ
か
ら
ん
！

バリア

バリア

バリア

バリア

心に従って京都の

鞍馬山へ日帰り旅！

ハイヤーセルフと信頼関係ができてきた！

ピン！

わけわからん？　から　自分がひもとかれる　ドルフィンスターテンプル ®

メッシュ入れたい★DST を学ぶまでは

怖くてバリアしまくり！

この世のわけがわからなかった

で、曖昧だったことが腑に落ちていきます。2020年2月のFSPコースではさらに人数が増え、エネルギーの渦が拡大
し、パワフルな学びが得られると予想しています。

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17回目はドルフィンスターテンプル®（以
後DST）の事務局で働きながら2019年度
の「DST・FSP1～3コース」を学び、FSP国際
認定ヒーラーとなったばかりの山内若菜
さんです。

FSP国際認定ヒーラー
資格取得コース開始

2020年2月 穴口恵子直伝！

をチェックしてください

→　P12～15

年間コースや単発セミナー、瞑想会など、ドルフィンスターテンプ
ルジャパン®の情報を入手したい方は、メルマガDST-J通信がオ
ススメ！ □ヒーラーによる『チャネリングメッセージ』　□ジャイの
一口スピメモ などなど…DSTのスタッフが共同創造した、あなた
のエネルギーがパワーアップする記事が届きますよ♬

で検索お願いします。
詳細は ドルフィンスターテンプルミステリースクール 

～メルマガ【DST-J通信】～～メルマガ【DST-J通信】～

DSTの卒業生には優秀なヒーラーも多数いて、個人セッションも人気です。私自身、JAYさんの個人セッションを受け、
急に髪にメッシュを入れたくなりました。その理由はDSTコースで取得できる「様々な過去生のリーディング」より、「西
洋の軍人」だったことが分かったから。実のところ戦いが嫌いなのに「三銃士」だけは宝塚や映画で見るくらい好きで
した。特にハッピーエンドの映画には、過去生の戦うことへの傷を癒してもらっていたことも分かりました。セッション
を受けた夜に、ずっと金髪が気になっていたことがピンときて、今まで毛染めの経皮毒に恐れていたのに、メッシュを
ポンと入れられました。さらに無性に京都の鞍馬山に行きたくなり、今までだったら安全な段取りを組んでいました
が、心のまま夜行バスに乗り日帰りしてきたのです。その時、苦しい出来事も同時に起きていて、どうにかしたいという
思いでJAYさんのセッションを受けました。それは何度もやってきてはバリアを張り逃げていた案件。ですがハイヤー
セルフと繋がると、あの手、この手で、バリアが剥がされる出来事がやってきます。なんと10年間飾っていた鏡も割れ
て、その問題は私の鏡、私の内側にあるものだと気づかされることがあったり、鞍馬山で引いたおみくじには「温純（優
しく穏やかな）だけではダメ、少し積極的にすすめ、外ばかり見て、自分軸を見失うな」と書いてあり納得しました。す
べてはハイヤーセルフからのギフト。帰ってからDSTの創始者であるアモラの本を読みたくなり、事務所の本棚を見
ビックリ。そこには「アモラ最後のワークショップ鞍馬山」のDVDがありました。こうしてハイヤーセルフと繋がると意識
が立ち上がり、心に従った行動が可能になります。すると、ピタッとタイミングが合い、スイスイス～と人生がスムーズ
に楽しくなっていきます。本当に学校で教えておいて欲しかった、「自分を攻略できる学び」がDSTと実感しています。
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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）

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

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

2020年
3月14日（土）、15日（日）
4月4日（土）、5日（日）
5月9日（土）、10日（日）
6月6日（土）、7日（日）
7月11日（土）、12日（日）

【料金】通常：420,000円／早割：400,000円
　　　再受講：210,000円

【会場】
中目黒・コスミックビジョンスペース（大広間）

PLI 
コースのご案内

■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。

● 神聖なる流れのマトリックス
● ドルフィンムーブ
● DNAのクリアリングと脳骨髄液の活性化
● カーアクティベーション（16の経路を開き、ハイアーセルフのエネルギーとつなぐ）
● ハイヤーセルフ・コスミッククンダリーニと地球のクンダリーニの活性化
● ディパターニングとリパターニング（自分の固執したパターンを解放する）
● ドルフィンスターリンキング（エネルギーボディの青写真を再構築し、惑星レベルのつながりをとり戻す）
● アセンブリッジ・ポイントのシフト（個の進化を司るエネルギーのポイントのシフト）

● 骨髄液のトリートメント
● 横隔膜と神経系のクリアリング・ヒーリング
● 全脳の活性化

PLI1東京週末コース

8月29日（土）、30日（日）
9月12日（土）、13日（日）
10月17日（土）、18日（日）
11月7日（土）、8日（日）
12月5日（土）、6日（日）

Workshop − Dolphin Star Temple Mystery School Japan
Workshop − Dolphin Star Temple Mystery School Japan
Workshop − Dolphin Star Temple Mystery School JapanWorkshop − 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

テーマ瞑想会

講師：MIKAによる
「真実の剣と聖杯を受け取る瞑想」

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

真実の剣は神聖なる真実と繋がり、それを護るためのシン
ボルです。剣と対をなす女性の側面が聖杯であり、それは
女神と聖なる結婚のシンボルです。アストラル界や四次元、
五次元の闇の側面に囚われることなく次元を移動するた
めには真実の剣と聖杯を使えるようになる必要があり、そ
のためのイニシエーションがこの瞑想です。剣は大天使ミ
カエルから、聖杯は大天使ミカエラから授けられ、この瞑
想を通して大天使ミカエル・ミカエラとの繋がりが深まって
いくことでしょう。

［日時］2月28日（金）
［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

東京

メニュー 1

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♪

DST主催 ドルフィンスターテンプル®瞑想会DST主催 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！

【東京】
1月31日（金） 講師：Jay
2月18日（火） 講師：Sasha
3月13日（金） 講師：Jay
19:00～21:00

ドルフィンスターテンプル® 瞑想会
全国各地で開催！！

＊CDは
レインボー
エンジェルズ
WEBSHOPへ

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。

【大阪】
2月17日（月） 
17:00～19:00
講師：添田さおり

［料金］3,500円 ※遠隔も可能です。
［会場］
【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

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。

【名古屋】
■2020年1月28日（火．初不動．母倉）1106号室
■2020年3月4日（水.一粒万倍日．大安．神よし）1206号室
■2020年4月23日（木.牡牛座新月）1106号室
■2020年6月19日（金.一粒万倍日）1206号室
19:00～20:45（開場18：30）

［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）
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。

各 地 情 報 ★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

☆当日ご参加大歓迎です！ 事前に上記へお申し込み頂
けると椅子の準備が出来てありがたいです。
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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！

2月14日（金） 14:00～16:00  講師：ミッシェル
3月2日（月） 19:00～21:00 講師：ACCO

［会場］中目黒 コスミックビジョンスペース
2月8日（土） 17:00～19:00 講師：樋口貴子

［会場］レインボーエンジェルズ大阪店
3,500円

FSP練習会メニュー 2

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

ドルフィンロス…
の卒業生へ

【東京】
3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。

【東京】
1月5日（日）/2月10日（月）/3月16日(月）
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】
1月5日（日）/2月10日（月）/3月16日(月）
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

【DBRセッション】
DBRセッションもベッドを使い、横になって施術します。ヒーラーはクライアン
トの「骨」に触り語りかけながら調整していきます。カイロプラクティックのよう
な大きな動きではなく、限りなく最小の動きをします。肉体へのストレスを最小
限に抑えてエネルギーに働きかける力は甚大となります。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？
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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！

JAYのスピメモ
VOL.2

オーラ

各地情報

オーラとは、あなたの全身を包むエ
ネルギーフィールド。肉体の前後左
右60cm~90cmの等間隔で包まれ、
美しい「たまご型」が理想の形。足の
裏から地面にもぐっている部分まで
包まれるため、オーラが整えば自然
とグランディングされます。ですが慌
ただしい日常生活を送る中、私達は
外側の人や物や事に影響されがち。
満員電車や人混みでイラッとしたり、
落ち込んでいる人と一緒にいて気分
が下がったりするのは、オーラが崩
れている証拠。DSTではオーラを意
図的に整える方法を習得できます。

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】
1月6日（月）、2月28日（金）、3月13日（金）
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

【大阪】
1月12日（土）
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。
「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。

【東京】1月10日（金）、3月26日（木） 19:00～21:00 ［会場］中目黒・コスミックビジョンスペース
【仙台】1月31日（金）、3月20日（金・祝） 16:00～18:00 ［会場］仙台市内
【福岡】2月3日（月） 16:00～18:00 ［会場］福岡県博多市内
講師：Jay　［料金］3,500円

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 と々人類の悟りの為、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！

『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』

【東京】

【大阪】

【料金】

【DBRセッション】
DBRセッションもベッドを使い、横になっ
て施術します。ヒーラーはクライアントの
「骨」に触り語りかけながら調整していき
ます。カイロプラクティックのような大き
な動きではなく、限りなく最小の動きをし
ます。肉体へのストレスを最小限に抑え
てエネルギーに働きかける力は甚大とな
ります。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？

私自身、感受性が敏感で、周りの人
達の影響を受けやすいエンパス体
質でした。DSTでオーラの調整を
習った初日に満員電車に乗ってビッ
クリ！ まるで、ふとんの中にスッポリ
と入っているみたいに温かく、今ま
で感じていた満員電車の不快感が
一切ありませんでした。オーラは私
達の感情ひとつで、エネルギーがだ
だ漏れて薄くなったり、身体に影響
を及ぼすこともあります。例えば、腰
が重い人は下半身にオーラが偏っ
ていたり、頭でっかちの人のオーラ
は頭の周りのみで足の部分の消え
転びやすくなったり。私も2ｍｍくら
いの段差で大転倒するほど足元が
弱かったのですが、オーラの調整法
を習得してからは解消されました。
オーラを意図的に整えることで、日
常の感覚も研ぎ澄まされ、「超感覚」
になっていきます。たまに起こる奇

跡は、無意識に「超感覚」を使ってい
る時なのです。本来、誰しもが意図
的に使えるものなんですよ！ DSTで
はその方法が身につき、どんどん精
度を上げることが可能。まずは「オー
ラの教室」から体験してみません
か？ 他人のエネルギーと交じり合い、
刺激し合う不快感を、自分自身の
オーラが守ってくれますよ！　奇跡
を意のままに起こせるようになりま
すよ！
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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®
心の
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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）

1月4日（土） MIKA
1月10日（金） Jay
1月16日（木）  ミッシェル
1月18日（土） Sasha
1月20日（月） ACCO
1月25日（土） 大熊めぐみ
1月30日（木） 五百田小聖

2月8日（土） MIKA
2月13日（木） 五百田小聖
2月15日（土） 大熊めぐみ
2月17日（月） ACCO
2月18日（火） Jay
2月21日（金） ハル
2月24日（日）  Sasha
2月20日（木） ミッシェル

3月1日（日） MIKA
3月2日（月） ACCO
3月7日（土） Jay
3月13日（金） ハル
3月14日（土） 大熊めぐみ
3月14日（土） Sasha
3月27日（金） 五百田小聖

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

なぜ?
どうして?

大阪
1月12日（日) 添田さおり
1月23日（木） ミラクル

1月18日（土）
2月15日（土）
3月14日（土）
講師：山本明子2月8日（土） 樋口貴子

2月7日（金） Jay
2月17日（月） 添田さおり
2月19日（水） ミラクル

3月11日（水） 樋口貴子
3月13日（金） Jay
3月16日（月） 添田さおり
3月18日（水） 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

2月3日（月）
講師：Jay

料金：17,500円（60分）
会場：福岡県博多市内

1月31日（金）
3月20日（金・祝）
講師：Jay
料金：17,500円（60分）
会場：宮城県仙台市内

3月6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!



24   Cosmic Vision Quest Cosmic Vision Quest   25

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！
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Rainbow Angels

穴口恵子とすみれちゃんが神様とおしゃべ
りしながら、会場の参加者のみなさんへの
大切なメッセージをお届けします。

Body Mind Spirit

JAY（北村敬子）
ドルフィンスターテンプル事務局長。
全国の地の「気」がパワフルなスポットを
巡り、あなたのエネルギーがアップする
場所を御紹介します。

癒し関連の商品・サービスが一度に体感できる

2020年3月7日（土）、8日（日） 10：00～17：00
大阪ATCホール

歩く“パワースポット”
会うだけで運気が上がる！
穴口恵子の講演会を開催します。
無料講演会・有料講演会を開催します！

穴口恵子&すみれちゃん
開催予定!!

毎日をHappyに過ごせるための
サポートとなるような、天燃石や
スピリチュアル雑貨などを多数ご
用意してお待ちしております。

穴口認定ヒーラーのミニセッションを
癒しフェアだけの特別価格で受けられます！
穴口恵子が校長をつとめるヒーラー育成スクール「ドルフィンスターテンプ
ル」の認定講師、認定ヒーラーたちによるミニセッションが、癒しフェアだけ
の特別価格で受けられます！あなたのお悩みや質問に、高次元の存在たち
からメッセージを降ろしてお伝えします。

たくさんの
素敵なイベントを

ご用意してご来場を
お待ちしております♪

たくさんの
素敵なイベントを

ご用意してご来場を
お待ちしております♪

「神様と
HAPPY LIVE TALK SHOW！」

癒しフェア 大阪 に出展します！2020 in

今回の相方はドルフィンスターテンプル事務局スタッフ
でもあり、先日FSP国際認定ヒーラーになったばかり！の
若菜ちゃんです。
今回の奈良行きは彼女の直感で決まりました。笑

こちらの神社のご祭神は「大物主大神」。
拝殿の後ろにどーんと構えている三輪山がご祭神です！
大きな鳥居をくぐると、別世界が広がった！と誰もが分か
るくらい空気が澄んでいます。
そして、とても静か。玉砂利を踏む音だけが響きます。（神

社の玉砂利を歩
くだけでも浄化
が出来るんです。
身も心もきれい
になりながら拝
殿に進むのです
ね。）

なんと！この日は月次
祭が行われる日で、
巫女様の舞が見れま
した♪
舞を見ていると急に
濃厚な金木犀の香が
漂ってきて、見回して
も金木犀が見当たら

ない。その時、若菜ちゃんが「マスターや大天使が近くに
来た時はバラの香りがするといいますが、日本の神様は
金木犀の香がするって聞いたことがあります！！！」と！！！
わー♪大物主さまが通ったんだー！と二人で興奮してい
ました。笑

そして、参拝も無事済ませ、次に三輪山の登山口もある
狭井神社（さいじんじゃ）へ。大神神社の境内は壮大で、
拝殿から歩いて10分はかかりました。ここは、神様の荒
魂（あらみたま）をまつる神社です。

そして！裏に薬井戸（くすりいど）があるのですが、

「ご神水｣として水を汲みに来られ
る方があとをたたない。」といわれ
ている、神聖なお水が飲めるので
す！（かなり近代的でした。笑）
この日は本当に暑い日だったの
で、もちろん頂きました！
エナジードリンク飲んだかしら？
というくらい、本当に疲れが吹き
飛びました！ここのご神水は、持ち

帰る事もできます！（ペットボトルでも販売されていまし
た。）こういったご神水は、スプレーボトルに入れて、空間
浄化として空間に撒いたり、クリスタルの浄化用としても
活用できますよ♪

本当に一日いても飽き
ない、大神神社！
登山してのお参り・登拝
もできます！次回はチャ
レンジしたいな～。
最後に、なぜか気になっ
てカメラを向けたら。。
こんなきれいな光が★
みんなに光が降りてるん
だな～と感じました！

今回は奈良へ行ってまいりました！

ジャイのスピ旅リポート

奈良編VOL.1

まずは日本最古の神社と
言われている「大神神社」へ！

みんなに光が注がれる大神神社

そしてどどーんと
拝殿が現れました！
 荘厳！！

月次祭の神子様の舞

「万病に効くという薬水が湧き出る井戸」

こんにちは！ドルフィンスターテンプル事務局 
事務局長のジャイです！
今回から始まった「スピ旅 リポート」！
私はいつも出張で他県に伺った際に必ず神社
仏閣スポットを訪れ、その地の「気」を中目黒に
持ち帰る。という事を自分の楽しみ行事として
行っています。
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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？

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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2019年10月に開催した穴口恵子と行く
「ギリシャリトリート2019」をレポート！
ぜひ、写真を通してギリシャの旅を体験してみてく
ださいね。そしてぜひ世界のどこかで、あなたとも
旅をご一緒できる事を楽しみにしています！
※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

穴口恵子と行く世界の聖地
ギリシャリトリート

スピ旅レポートスピ旅レポート

2019

アテネのピレウス港からクルーズ船に乗船！ギリシャの島々を巡るク
ルーズ旅の始まりです！最初の寄港地は青と白の街並みが美しいミ
コノス島。有名な「ミコノスの風車」や「パラポルティアニ教会」、マリ
ア様の教会などを訪れ瞑想を行ったり、穴口がソウルファミリーとし
て10年以上の付き合いのあるダミアーノさんマリアさんご夫婦が営
むジュエリー＆アートギャラリーを訪れるなど、充実のひとときを過
ごしました。

古代遺跡や中世の建造物が残るロードス島は「太陽と薔薇の島」と
も言われ、様々なパワースポットがあります。ギリシャで最古のアクロ
ポリスのアテネ神殿では、女神アテネと繋がってメッセージを受け

取ったり、ロードス島ならではの古代遺跡や
中世の建造物の街並みとショッピングを楽し
みました。

古代ギリシャにおける最古の文明ミノア文明の発祥の地「クレタ島」では、クノッソ
ス宮殿を訪れ調和と平安のエネルギーを受け取ったり、虹色の光が映り込んだ不
思議な写真が撮れたり、女神アトランティスから
のメッセージを受け取りました。アトランティス伝
説が残る島であり、ギリシャで最も人気の島「サン
トリーニ島」では、青と白のコントラストが美しい
サントリーニならではの街並みを散策しながら、
美しい景色を写真に残して楽しみました。

ギリシャリトリートの最後の目的地は、神話の始まりの地「デ
ルフィ」。「この地にはレムリア時代から受け継がれた「愛の教
え」が宿されている」と穴口は語ります。ギリシャ神話において
「アポロンの神託」が行われていたとされる聖域「デルフィ神
殿」を訪れ、小鳥のさえずりと自然に囲まれながら瞑想の時
間を取り、このギリシャリトリートを通した自分へのメッセージ
をそれぞれ受け取りました。デルフィ神殿でたっぷりエネル
ギーとメッセージを受け取った後には、穴口イチオシのギリ
シャ料理に舌鼓を打ち、五感でギリシャを堪能！ギリシャ最後
の夜は、みんなでお茶をしながらこのギリシャでの学びや気
づき、体験をシェアしました。

あっという間にギリシャリトリートも最終日。遺跡や写真スポットを通
りながら、デルフィからアテネへ戻り、日本へ帰国！…のはずだったの
ですが、ここでまたしてもまさかの事態が発生！日本で猛威を振るっ
た台風19号の影響により、もう1泊アテネに滞在することに！どうや
ら、ギリシャの神々は参加者の皆さんの事が大好きで帰したくないよ
うです（笑）ホテルでゆっくり1泊してから、ギリシャを出国。全員無事
に日本に帰国し、ギリシャリトリートが終わりました。

Departure

Delphi

Arrival

Kusadasi & Patmos Island

Crete & Santorini Island

Rhodes Island

Athenes

Mykonos
Day1

Day3

Day5

Day4

Day2

Day6
Day7

Day85つ星エアライン「カタール航空」で出発～！…のはずが！？まさかま
さかの航空機のトラブルにより欠航に！一時はどうなるかと思われま
したが、そこはさすが穴口恵子のリトリート！参加者の皆さんの強運
パワーで、無事にパリ経由でアテネまでたどり着きました。「フランス
は奇跡のメダイユ教会やルルドの泉があったりマリア様とご縁の深
いパワースポット。そこを経由してくるなんてやっぱりみんなツイてる
わね～！」と穴口。まさに「人生を楽しむ現実の捉え方」を実践で学ん
だ瞬間でした。普段穴口がどんな風に日常を捉えているのか、間近
で感じることができるのもリトリートの魅力です。

トルコの「クシャダス」では、マリア様が余生を過ごした家だったとされ
るチャペルを訪れ、それぞれの祈りと瞑想の世界でマリア様と交流し、
祈りの中で湧き上がってくる純粋な願いや思いを小さな紙に書いて
供えるセレモニーを行いました。到着した時にはどしゃ降りだった雨、
それがなんと！祈り終わる頃にはすっかり晴れ模様！天候も味方してく
れました。「ロードス島」では、ヨハネがイエス・キリストから啓示を受け
たとされる洞窟で瞑想ワークを行って、ヨハネからのメッセージを受け
取ったり、修道院を訪れて心穏やかな時間を過ごしました。

大充実のクルーズ旅もついに終了。クルーズからバスに乗り換え、ア
テネ市内の神殿巡りへと出発！スニオン岬へと向かいながら、途中で
ビーチに立ち寄り、足を浸して海で浄化。その後、海の神ポセイドン
のポセイドン神殿を訪れ、瞑想をしながらポセイドンからのメッセー
ジとエネルギーを感じました。その他にも、近代オリンピックが初め
て開かれたパナシナイコスタジアムや、ゼウス神殿、世界遺産でもあ
るアテナイのアクロポリスを訪れ、アテネのパワースポットの数々を
堪能しました。

参加者の方のご感想

訪れた場所がどこも素敵だったことと、その神殿など
で

恵子さんが降りてきたメッセージをリアルタイムでシ
ェ

アして下さるのが良かったです。一人ひとりの写真
を

撮ってくれるのも嬉しかったです。思い切って自分が行
き

たいところへ自分を連れて行ってあげられたことで
、私

はこれでいいんだという自己重要感が増したように思
い

ます。ギリシャ滞在中も、これでいいんだ！という喜び
の

中で過ごすことができました。スピリチュアルが好き
な

人には最高に嬉しいリトリートだと思います。（Y.Iさま
）

今回のリトリートで、恵子さんが仰っていた
「自分軸からぶれない自分でいること、自分
は創造主なんだ」という事が腑に落ちまし
た。このリトリートでギリシャの神殿を巡る
うちに、「私はここに居たんだ」と強く思いま
した。アトランティスの神官だったころを思
い出した気がしました。帰ってきてからも、
「自分軸で動く」「創造主として自分自身に
日々意識を向けてみる」などをしています。今
回、恵子さんとお会いするのも初めてでした
が、ギリシャ神話の聖地、アトランティス伝説
の残る聖地に今、このときに行けたことは、
私の中で大きな意味があったと思います。こ
れからどんなことが待ち受けているのかがと
ても楽しみです。そして帰ってきてから、その
意味がどんどんと分かってきて、直感力も増
してきた感じです。素敵なリトリートに参加
できたこと本当に嬉しく思います。ありがと
うございました(^-^) （Y.Kさま）

リトリートに参加して、何事もポジティブに前向
きにとらえられるようになりました。自分の気持
ちが純粋に何がしたいのが分かってきました。
ワークや瞑想では過去の自分を振り返り統合す
る機会になりました。自分自身を見つめる機会
を持ちたい方やパワーアップしたい方にオスス
メです！（Y.Sさま）

次回のギリシャリトリートの予定は未定となっております。
開催が決まった際にはWRCにていち早くご案内いたします。
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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23日（木）～5月10日（水）日本発着予定

参加者の方にインタビュー

スピ旅レポート
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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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リトリート情報
2020年開催予定

スフィンクス、イシス神殿、大ピラミッドのエジプト3大パワースポット
を豪華貸切！ プライベートクルーズ「アファンディナ号」でのナイル川
クルーズもついた、エジプトを大満喫できる大人気のリトリートです。

スフィンクス・イシス神殿・大ピラミッドの
3大パワースポットを豪華貸切！

大好評！

キャンセル待ち

続出！！

インドネシアのバリ島は、島全体がパワースポットと言われるほど
エネルギーが強く、あらゆる場所で神聖なエネルギーを浴びること
ができる神秘の島！バリ島の様々なパワースポットを巡りながら、深
く深く自分と、女神ガイアと繋がっていきましょう。リトリート中には、
あのシークレットゲストによる、ここだけの現地特別イベントも開催
予定！どうぞお楽しみに！

バリリトリート2020バリリトリート2020

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

"神々が棲む島"バリ島でのスペシャルリトリート

「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？

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。

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

※開催日程や内容は変更が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

古くからネイティブアメリカンに聖地として崇められ、米USAウィー
クエンド誌で「アメリカでもっとも美しい町」に選ばれた、美しく神聖
な聖地セドナ。セドナにはヴォルテックスが多数存在し、その波動
は訪れる人々の心と体を癒し、人生に大きな変化を起こすと言われ
ています。セドナでエネルギーをチャージした後には、ロスに移動
し、バシャールとの貴重なグループセッションを行う予定です。

セドナリトリート2020セドナリトリート2020
ロスでのバシャールグループセッション付き

日本発着予定2020年4月23日（木）～5月10日（水）

マグダラのマリア教会や、ルルドの泉、アセンションチャペルなど、
南仏にある様々なパワースポットを巡りながら、ワークや瞑想、チャ
ネリングを通して、マグダラのマリアの真実の愛を深く感じていきま
す。ベストシーズンである夏のヨーロッパもたっぷりと楽しみながら、
自分の内側と繋がっていきましょう。

南フランス・シークレット
リトリート2020
南フランス・シークレット
リトリート2020

マグダラのマリアの真実の愛と繋がる

世界7大聖山のひとつとしても知られるシャスタ。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、「地球の11チャクラ」に位置する場所です。20年以上毎
年訪れ続けている、シャスタのプロフェッショナルとも言える穴口恵
子が、とっておきのパワースポットの数々へ皆さまをお連れします。
シャスタを訪れた人に様々なミラクルが起こった事から「シャスタ
マジック」なんて言葉ができるほど、パワーのあるシャスタ。ぜひ
シャスタマジックを体感してみてください。

シャスタリトリート2020シャスタリトリート2020
世界7大聖山シャスタで目醒める

2020年9月初旬予定

入会費等【完全無料】メールアドレスの登録のみで完了

2020年3月下旬予定

2020年5月下旬予定

2020年8月上旬～中旬予定 現地集合・現地解散



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

Alessandra GilioliAlessandra Gilioli
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アメリカだけでなく、オーストラリア、ブラジルなど世界中を回りアクティ
ベーションを届ける、ギャラクティック・シャーマンのアレッサンドラの
来日が決定！
毎年ダイナビジョンのために降ろされた、日本人の魂と肉体に刻まれ
た使命、そして世界のリーダーとしての役割を光の細胞レベルから目
覚めさせるための、純粋で革新的なコード。ご縁あるあなたのために
用意されました。
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アルデバランのコードと繋がると？

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

昨年に引き続き待望の来日

アルデバランの
エネルギーを
あなたも
感じてみませんか？

牡牛座の中でもっとも輝くアルデバランは、地球に水晶をつく
るサポートをしてくれる星です。そして、私たちのDNA、チャク
ラ、ライトボディーをアップデートして精神的な目醒めを手助
けしてくれます。「今、日本人にはこのアルデバランからのエネ
ルギーが必要」と、ギャラクティック・シャーマンのアレッサンド
ラを通して伝えられました。アルデバランと縁がある人にとっ
て、魂から深く癒される特別なギフトとなるでしょう。

私がアルデバランと初めて繋がったのは、ブラジルで
ワークショップを行っているときでした。アルクトゥルス
などの星から7人のガイドが来てそのうちの1人が、アル
デバラン星人だったのです。私は、いくつかの星と繋がり
がありますが、彼らと繋がったときはまるで、家族のよう
でした。そして、ダイナビジョンにチューニングした時、意
外なことに最も強くコンタクトをとってきたのがアルデ
バランだったので、今年も日本でアルデバランとワーク
することを決めました。

イブニングセミナー
2月18日（火） in東京
2月25日（火） in大阪

個人セッション

2月17日（月）、18日（火）、19日（水） in東京
2月25日（火）、26日（水）、3月4日（水） in大阪

遠隔アクティベーション

3月3日（火）

※時間帯は各日程によって異なります。詳細はHPをご覧ください。

東京・大阪2Days
2月22日（土）＆23日（日） in東京
2月29日（土）＆3月1日（日） in大阪

グループセッション
2月20日（木） in東京
2月27日（木） in大阪

各イベントの詳細は、ダイナビジョンHPよりご確認ください。

www.dynavision.co.jp/
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募集スタートと同時に一気に満席、キャンセル待ち多数となってしま
う毎回大人気の個人セッション。45分間の個人セッションでは、とにか
く膨大な情報量が特徴。ドゥーガルのリーディングと、質問が可能です。
ですが、聞いてみたいことは質問する前にドゥーガルにはお見通し！な
んてことも。定期的にドゥーガルにセッションしてもらうために、来日
のたびに個人セッションをお申込みいただくリピーターさまも多数い
らっしゃいました。また、全枠Zoomでの参加がOKとなり、日本各地か
らお申込みをいただいた個人セッションとなりました。

歴史的にも特別な1日、「即位礼正殿の儀」の日にドゥーガルと
“日本はじまりの地”である聖地・橿原神宮、その前日には日本
最強パワースポットと名高い大神神社を巡る2daysワーク
ショップが開催されました。ドゥーガル自身、以前から「奈良に
呼ばれていると感じている」と話していたように、特別な想い
を持ってスタートしたワークショップ。天気が心配されましたが
晴れ間も覗き、神聖な空気をまとった場での特別な2日間と
なった、と参加者の皆さまも口にされていました。
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講師：ドゥーガル・フレイザー
LA在住。生まれながらのサイキックで若干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次々に魅了。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気づきを
与え、来日のたびに多くの愛と感動を呼んでいます。

全米TOPサイキックコーチ

2019年10月、全米TOPサイキック・コーチの
ドゥーガル・フレイザーが来日しました。
今回は、東京・大阪・奈良の3都市で各種イベントを開催。
その様子をご紹介いたします！

東京・大阪個人セッション全51枠・即満席！

即位礼正殿の日に“日本はじまりの地”と
最強パワースポットを巡る
奈良２daysワークショップ

世界数千人のオーラを20年以上みてきた
ドゥーガルが、オーラを世界一カンタンに見
る方法をお伝えしました。1dayセミナーのは
じめにドゥーガルが伝えた、たった一つの参
加ルール。それは「楽しむ」ということ。「オー
ラを絶対に見る！」とガチガチに力むのでは
なく、遊園地に来たようなワクワク感が溢れる
オーラの教室となりました。1日かけて、本来
のオーラの見方、オーラにまつわる誤解など
レクチャーしていきました。

遊園地に来たように楽しむ！
世界一カンタンなオーラの教え
『オーラ・メイド・イージー』
1dayセミナー

毎回大人気のイブニングセミナーが、今回も満員御礼となって開催されました。今
回のイブニングセミナーでドゥーガルに初めて会うという方も多く、多くの方が
ドゥーガルや、そのオリジナルカラーメソッドに興味を持っていることがわかりまし
た。開催後のアンケートでは満足度が驚異の94％！ほとんどの方が「満足」「非常に
満足」と回答していました。特に、会場から数名選んで行う公開リーディングや質問
タイムでは、多くの情報量を読み解き、聞いている方々も「自分に当てはまる部分あ
り、気づきが多くあって学びになった」との声を多数いただきました。

ベストセルフを憶い出す！
自分らしく生きる『リメンバリング・ベストセルフ』
イブニングセミナー

2019年10月・来日イベント開催レポート

ドゥーガル次回来日の最新情報

ドゥーガル・フレイザードゥーガル・フレイザー

色が持つ癒しの力やエネルギーに興味があって参加しました。私たち人類は、全員進化の途中にあっ
て誰も完全な答えは持ってない。だから完璧を求める必要はない、というドゥーガルさんの言葉は、ダ
メ出しばかりしてる自分にとってはまさに「神の声」でした。生まれた時から一緒にいるハートは、ハイ
ヤーセルフの故郷と聞きました。ドゥーガルさんからの「ハートの声をもっと聴いて！」という言葉もシ
ンプルなのに、私の心にとても響きました。
（匿名希望／イブニングセミナーご参加）

ドゥーガルさんを動画で見た時に、なぜか惹かれてドゥーガルさんに会ってみたくて参加しました。セミナーで瞑想前に話された｢赤｣
が持つエネルギーは、今の私が望んでいるものばかりで驚きました。そして、なぜか｢赤｣は苦手で遠ざけていたことに気づき、苦手で
も取り入れた方がよいのか質問タイムで聞いてみました。ドゥーガルさんは、私の思い込みを変えてくれて、苦手な色でも側に置いた
り身に着けると良いことをアドバイスしてくれました。その後、以前の私は「赤」が実は好きだったこと、その時期の環境の中でも自分ら
しく自信を持って生きていたことを思い出しました。ドゥーガルさんのおかげで「赤」は力を与えてくれる存在となり、これから「赤」を積
極的に取入れてどう変化していくのか、とても楽しみです！
（M.Mさま／イブニングセミナーご参加）

令和天皇即位の礼という大切な日に参加できたこと、多分一生忘れないと思います。自分の内側に
耳をすませば、神様やガイド、宇宙の祝福が優しくささやきかけてサポートしてくれていること、それ
をやわらかに受けとる感覚をグループで一緒に体験できたことが素晴らしかったです。日常に戻っ
てから呼吸が浅くなってきたと感じた時はハートに手をあて、あの感覚を思い出して、また幸せな自
分に戻って行くというのを日々練習しながら過ごしています。ドゥーガルとの会話にもとても癒され
ました。
（匿名希望／奈良2daysワークショップご参加）

ご参加いただいたお客様から、ご感想をいただきました

ドゥーガルのイベントってどんな感じ？ 2017年にアメリカで発売す
ると同時にベストセラーと
なった『ユア・ライフ・イン・
カラー』が、監訳を穴口恵子
が行い、『カラーマジック』と
なって10月に発売となりまし
た。ドゥーガルが20年以上も
の長い期間、探求し続けてき
たカラーの叡智を詰め込み、
日常に取り入れやすい内容
となっています。発売と同時
に瞬く間に大人気となり、
Amazonでは一時売り切れ、
イブニングセミナーでも購
入されるお客様が多数い
らっしゃいました。

待望の新刊 
カラーマジック 解禁！

さらに…

次回のドゥーガル・フレイザー来日は2020年3月下旬～4月上旬を予定しています。
※上記は2019年11月現在の予定となり、変更になる場合もあります。ご了承ください。
来日イベントの詳細が決定次第、ダイナビジョンホームページ、メールマガジン等で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」にご登録いただくと、来日
イベントのご案内の用意が出来次第、最優先でメールをお送り
させていただきます。ご登録はカンタン！メールアドレスのみ入
力で1分以内に完了します！ぜひご登録ください。

ドゥーガル来日イベント優先案内メール希望フォーム

▼優先案内メール希望フォーム▼
ドゥーガルの最新情報はこちらのHPより随時更新！

http://bit.ly/2020dougallfraser

http://dougallfraser.dynavision.co.jp/
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11次元からの愛と光のメッセージ
銀河連合司令官“アシュタール”の世界的チャネラー

テリー・サイモンズテリー・サイモンズ
2019年11月～12月 来日イベントを開催！！
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あの奇跡と感動が再び！ 2019年11月～12月に東京・大阪にて
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しました。

【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。今回も募集開始とともに満
席が出るなど、大人気！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。次のステージへと踏み出したい方にぴったりなセッションです。

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、アシュタールの世界的チャネ
ラーテリー・サイモンズ、スピリアルライフ提唱者穴口恵子の3名が一度に集まった史上
初のイベント「アシュタール・フェスティバル」！当日は、日本各地からたくさんの方にご参
加いただき、大いに盛り上がりました。見逃した方は、映像購入で何度でもご視聴いた
だく事が可能です！ぜひこちらもご利用ください。

今回の来日では『ライフミッション（天命）』をメインテーマに、セミナーやアクティベー
ションを行いました。なぜライフミッション（天命）が大切なのか？ライフミッション（天
命）に目醒めると人生はどう変わるのか？なぜ私たちは地球に生まれてきたのか？をア
シュタールの11次元の視点から解説してもらうとともに、それぞれのライフミッション
（天命）へと繋がるヒントとなる瞑想やワークを行いました。
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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」

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」

並木良和×テリー・サイモンズ×穴口恵子、
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」

気軽にお得な「アフタヌーンセミナー」、実践的な「1dayセミナー」、
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）

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。

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！

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。

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

次回のテリー・サイモンズの来日は「2020年5～6月頃」を予定しております。
※上記は予定となり、変更が生じる可能性がございます。

史上初！ 豪華コラボレーション！

1番人気！ キャンセル待ち多数

2番人気！ お得なグループ

宇宙視点からライフミッション（天命）に目醒める
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2010年に、大天使ミカエルから授かった5D－12Dヒーリングシステムで、ミカエルをはじ
めとする、ケンタウルス座アルファ、ベガ、アルクトゥールス、シリウス、アンドロメダ、オリオ
ン、プレアデス、ニビル、メルデキアの存在など、銀河系の数多くの高次元の存在たちが関
わる、革新的なヒーリングシステムです。

このヒーリングの特徴は、あらゆる角度から、総合的に人間のエネルギーフィールドに働き
かけることです。インプラント・細胞・DNAに刻まれている記憶やカルマの解除が行えたり、
高次元存在との共同ヒーリングなので光速レベルのヒーリングをすることが可能です。

長年スピリチュアルを学ばれた方々は口を揃えて「今までのヒーリングで最もパワフルに
感じた」と言います。その優しくも力強く解放と変容を促す特殊なヒーリング法でヒーラー
デビューする方が多くいらっしゃいます。

また、今現在国内でこのコースを学べるのは、ダイナビジョンだけです。
2019年のレベル1に続き、2020年はレベル2も新たに登場です！

スピリチュアル・ティーチャー、チャネラー、セカンドウェイ
ブ・プレアディアン。エネルギー・ヒーラーとして、卓越したミ
ディアムとしての過去15年間に渡る活動は、世界中で何千
人もの人たちをサポートしてきている。
2010年に大天使ミカエルから20～30種類のエネルギー的
なヒーリング・テクニックを学び、より多くの人々に伝えるた
め革新的ヒーリングシステムとして、「スターヒーリング・イ
ンターギャラクティック・エナジー」と空間ヒーリング『アセン
デット・スペース』を創設。現在、世界中（７カ国）でプラク
ティショナーの認定を行っている。
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2020年1月来日決定

大天使ミカエルが授けた

30年後のヒーリングシステム
超人気ヒーラー養成コースが進化します！

注目のスターヒーリング・システム
インターギャラクティックエナジーとは？

ケリー・ハンプトン Kelly Hampton

1月20日（月） 19:00～21:00 in 東京

■レベル1認定ヒーラー養成コース 
1月18日（土） & 19日（日） in 東京

アセンデット・スペース認定プラクティショナー養成コース

個人セッション（50分）
■東京 1月21日（火）、22日（水）、23日（木）
■大阪 1月29日（水）、30日（木）、31日（金）、2月1日（土）
①10:00～ ②11:00～ ③12:00～ ④14:30～ ⑤15:30～ ⑥16:30～ ⑦17:30～

■東京 1月24日（金）  ■大阪 2月2日（日）
①11:00～13:00  ②15:00～17:00

1月28日（火） 

イベント詳細はダイナビジョンHPをご覧ください

ケリー・ハンプトン

スターヒーリング・インターギャラクティック・エナジー

遂にレベル2が登場！
■レベル2認定ヒーラー養成コース
1月25日（土） & 26日（日） in 東京

1月27日（月） in 東京

イブニングセミナー［東京］

認定ヒーラー養成コース［東京］

1DAY プラクティショナー養成コース［東京］

個人セッション/グループセッション［東京&大阪］

グループセッション（120分）

遠隔ヒーリング&アクティベーション［全国］

昨年大好評だったケリーによる財運をアップさせる 
特別遠隔が今年も開催されます!  海外・全国から参加が可能です!

★大好評
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Kate King Jewelry

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

Determine my own destiny

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。

フェアの日程

［東京］ ［大阪］ ［福岡］
日程：
2020年4月1日（水）～4月6日（月） 
11：00~19：00
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

日程：
2020年4月9日（木）～4月13日（月） 
11：00~19：00
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

日程：
2020年4月16日（木）～19日（日）
11：00～19：00
会場：福岡市内を予定
詳細はHPをご確認お願い致します。

「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。

“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。



〒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

スモーキークォーツは、あらゆるレベルで強力な浄化とグラウンディングを
もたらします。ネガティブなエネルギーに引き込まれるのを防ぎ、持ち主の
環境や心をポジティブな波動に整えます。そして、もう不要となった考え方
を捨て去る方法を教えてくれる石です。グラウンディングに重要な第1チャ
クラ（尾てい骨あたり）を司る石ですが、ぼくはなぜか、この石を持つと眉間
の第6チャクラがウズウズして、ビジョンを見る力が活性化されます。
石との付き合い方は人それぞれでよいのです！

あらゆるレベルで浄化＆グラウンディング 『スモーキークォーツ』

☆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☆

夢を紙に書いて、パイライト
の下に置いておくといいと
聞いたのですが、石を手に
入れたその日（紙に書く
前）に叶っちゃいました！

～パイライト～

ショップ担当 ゆふ

ショップ担当 
むっちゃん

プロモーション担当 
トシロウ

ジュエリーをお迎えしてい
から、叶えたいリストの
夢がたくさん叶っていま
す。私のそばにいて、一
緒に夢を叶えてくれる
素敵なパートナーです。 

～アシュタール
　　ジュエリー～

WEB発送担当 たい

WEBショップ店長 
ゆき

～ハーキマー
ダイヤモンド～

～ディバインクォーツ～
強烈な光を持つディバイン。 
自分がどんな自分で在りた
かったか、常に思い出させてく
れます。自分の本質に繋げて
くれるピュアレイと一緒に持

つのがオススメ！ 

～スーパー
倍音チューナー～

2020年に叶えたいこと：
家のインテリアをビー
チサイドのカフェのよう
にして居心地よい空間
をつくる！ 

2020年に叶えたいこと：
ダイナビジョンの
YOUTUBEチャンネル
「ちょいスピライフ」の
再生数を、編集が外注
出来るくらい伸ばしたい！ 

2020年に叶えたいこと：
自分の神聖な部分と向
き合う聖地巡りをしま
す！  

2020年に叶えたいこと：
自分の内側の神聖で静
かな部分に座して、四季
を感じ常にゆったり過
ごしたいです♪ 

2020年に叶えたいこと：
スピリチュアル初心者
の方向けの番組をつく
りたい。

購入後、色々な形で豊か
さが流れてきて、値段で
はなく、先に出したものが
返ってくるとはこういう事
か！と腑に落ちて、お金の
ブロックが打ち破られまし
た。 着用している時とそ
うでない時のエネルギーが
全然違います！ 

～ケイトキングジュエリー～

ドリームクリスタ ル と 呼
ばれるハーキマー は、輝い
た姿を具現化し、 内 に 秘
めた才能や希望 を 開 花
させるサポートをし てくれま
す。自分が主人 公となっ
て人生を歩むク リスタル

です。 

ショップ担当 まさみ
2020年に叶えたいこと：
コーチング・ヒーリングを通して、
可能性を開くお手伝いをしたい！ 

夢や望みが、自分が思ってい
るレベルをはるかに超えて、
叶っちゃう自分（周波数）にな
れる魔法のチューナーです！ 

ショップ店長 あやみ
2020年に叶えたいこと：
世界6大猫スポットを制
覇すること！ 

誘導瞑想CDです。具現化の得意な
天使、レインボーエンジェルと繋がっ
てからは、叶っていない願いはないので
はないかというくらい、どんどん願いが
叶っていて、レインボーエンジェル達って
本当にすごいなーと感じます、笑

ショップ統括 亜樹

～Rainbow Angel 
Therapy&Healing～

2020年に叶えたいこと：
子どもも一緒に家族で
参加できる瞑想会やワ
ークショップを企画して
いきたいです。

オススメグッ ズは？

スピリアル コンシェルジュに

を叶える サポートになる

～ヒマラヤ水晶の
　ガネーシャ～

あらゆる障害を取り除
き、知恵と財産をもたら
すとして、ヒンドゥー教で
もっとも有名な神、ガ
ネーシャ。願いを形にした
い、導かれるように夢を
叶えたい、自分にでき
ることを見つけたい

方にオススメ！

聞い てみました！

夢



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 ！

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！

（11:00～19:00 / 定休日：第1、3火曜日）
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定期・特別イベントの日程・
詳細は、大阪店ブログにて！

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

［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）

予約不要！10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、
初心者の方でもOK

［3,500円］

新月・満月瞑想会
（月2回）

1時間で
深いリラックス
＆浄化！

店頭セッション

2020年あけましておめでとうございます！

＊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。

https://ameblo.jp/rainbowangels-osaka/

天満橋駅
道が2股に分かれています、
右手の出口を選んで直進

階段かエスカ
レーターで上が
るとガラス扉が
あるので外に出
てください。

階段が見えて
くるので、左
手に上がって
ください。

上がりきると、左手に
“テレビ大阪”が見え
てきます。テレビ大阪
を目印にまっすぐ

1回休み
お店の手前にある
セブンイレブンで
休憩♪その隣です！

ゴール

スタート

大きなミカエルが迎えてく
れます！レインボーエンジェ
ルズ大阪店は広くてゆった
り。落ち着いてあなたにピッ
タリのクリスタルに出会え
ます♡ご来店お待ちしてお
ります♡

“ドーンセンター”の文字
が目印。天満橋駅1番出口
です。

パワースポットすごろく

大阪の愛と光りにあふれたパワースポットへ参りませんか
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
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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170万ダウンロード!!
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9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！

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…

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！

インターネットで　　　　　　　　　　 を検索
→ トップページから　　　　　　を検索

アマゾンオーディブル
穴口恵子

Amazonオーディブルが
月額聴き放題からコイン制に

聴き方は
こちらから!

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
1月、2月、3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！



Cosmic Vision Quest   5352   Cosmic Vision Quest

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

《石の名前》 
セレナイト
《メッセージ》
時は満ちた

「私の夢や理想を、行動にうつします」

神聖な自己を目覚めさせるためのアファメーション

セレナイトはライトボディを地球の波
動に結びつけます。地球上の新しい
波動に最も強力に働きかけるクリス
タルのひとつ。

サポートアイテム

1月にぴったりの
カードは・・・

《石の名前》
ラピスラズリ
《メッセージ》
最高の道を切り開く

「私の直感は、最高の
道へと導いてくれます」

3月にぴったりの
カードは・・・

《石の名前》 
カーネリアン
《メッセージ》
愛の力

「カーネリアン」

「私が、やりたいことをやればやるほど、
私も周りも幸せです」

神聖な自己を目覚めさせるためのアファメーション

人生における積極的な選択を助
けるほか、自己信頼や自己認識、
マイナスの条件の克服を助けま
す。瞑想の時のお供としてもオス
スメ！

「ラピスラズリ」
どんな状況
にあっても、
自らの力で
切り開 いて
いくパワー
をもたらしま
す。自分の意
見をはっきり表現できるよう、思考
力・判断力も強化します。

サポートアイテム

サポートアイテム

2月にぴったりの
カードは・・・

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

Rainbow Angels Crystal Card

価格：4,104円（税込） 全44枚

～クリスタルから放たれる虹の光は、あなたそのものの輝き～

Channeling by Keiko Anaguchi

奇跡を起
こすスピリチュアルレッスン

スピリアルライフマスターを目指す人のための

2020年の幕開けとともに、新しい地球が新しい宇宙の中に存在していく扉が開いて
います。それとともに、地球人としてのあなたが新しい扉を開いたら、どんな人生が
待っているか？あなたが望む輝かしい未来を引き寄せていきましょう。

［サポートカラー］シルバー、オパールレインボー、マジェンダ
［応援にくる高次元の存在］
 アシュタール、プレアデスの大天使アンラー、アルクトゥールスの女神レイラキーニ

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

「セレナイト」

神聖な自己を目覚めさせる
ためのアファメーション

Open New Galactic Gate!
～さぁ、新しい宇宙を体現しよう～

本格的に2020年が始まりました。このタイミングであなたが今まで未知なるものだと
感じていたことに対面しながら、自分の無限の可能性を開くチャンスが来ています。
恐れから自由になって愛ある選択をして未知なる自分に出逢いましょう。

［サポートカラー］ダイアモンドレインボー、ロイヤルブルー、イエロー
［応援にくる高次元の存在］
瀬織津姫、木花咲耶姫、国常立命、天照大神

Jump into New dimensional field!
～新しい次元のフィールドに入る～

1月
January

春分の日に向かって、地球もあなたも幸せのスイッチをオンにして、幸福の周波数を
日々の中に取り込んでいきましょう。今までの現実ではない、更なる高周波な自分を感
じるためには、どんなことをしながら、幸福の周波数をキープするかが鍵となります。

［サポートカラー］ゴールド、フューシャピンク、紫、ホワイト
［応援にくる高次元の存在］
女神ハトホル、女神ダーナ、太陽神ラー、女神フォーチュナ

Create new reality for happiness!
～幸せになるために新しい現実を創造する～3月

March

2月
February
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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

小学4年生くらいから、怖い話や不思議な世界に魅了されワク
ワク。うれしそうに写真集を見る私に、「好きなアイドル？」と
思った弟。でもその正体は「心霊写真」で弟はビックリ…（笑）。
中学生になる頃には並行して、天然石にハマり、ラピスラズリ
と水晶をお年玉でゲット。目的は人間関係の悩みの解消。石は
要望に応えてくれ、人間関係の流れがスムーズに…。そこから
どんどんスピリチュアルミーハーになり、いつかは占い師や不
思議な仕事がしたいと望んでいましたが、ついた仕事はライ
ブハウスのブッキングマネージャー。繊細なバンドマン達と心
むきだしでぶつかり合う日々に疲れ、ヒーラーに見てもらうよ
うになりました。対面、電話、数々のヒーラーを体験し、気づく
と良質なヒーラーを見極められるクライアントのプロに。そこ
でヒーラー探しに開いた雑誌で見つけた『誰でもヒーラーに
なれる』という言葉にときめきが走りました。それは、現在、私
が事務局長を務めるドルフィンスターテンプル®（以後DST）の
コース案内と穴口恵子。これがダイナビジョンとの出会い。か
れこれ15年前のこと。その時点では、まだDSTとも穴口とも認
識せぬまま、音楽の仕事に没頭し続けました。

「誰でもヒーラーになれる」にときめいてから5年後。勤務先で
ある肝入のライブハウスが閉店。魂が抜け殻になりました。こ
れからどうしようと思った時に知り合いに誘われたのが穴口
の「虹と天使のお祭り」。その後、ダイナビジョンの瞑想会やセ
ミナーに参加するようになりました。そこから3年が経ち、DST
のコース受講を考えHPを検索したところ、求人ページを発見。
「仕事をしながら、仕組を知るのが早いかも」と思い、応募。で
すが連絡がなく、その間にダイナビジョンで開催されていた、
「シャンカリジュエリーフェア」へ行くことにしました。どうして
も「着けると人生動く」と書かれていたシャンカリジュエリーが
欲しかったからです。
そこで私は願掛けをしました。「ジュエリーを着けて連絡が来
たらスピリチュアルの道に進む、来なければその道はナシ」と。
なんと2日後に連絡があり、採用。そして配属されたのがDST事
務局でした。そこで、ときめいた雑誌のページと合致。未来の
私に何度も、誘われていたんですよね。そこから働きながら
DSTのコースを受講し、念願のヒーラーになれたのです。

小さい頃から「いつも元気で悩みなさそう」と周りに言われる
見かけとは裏腹に悩み事だらけでした。さらに、その言葉に傷
つきながら、元気を演じていました。ですがDSTを学ぶうちに、
気づけば見かけどおりの「いつも元気で悩みない人間」になっ
ていました。私にとって180度どころか570度の立体的な大変

革。友人が「注意することがないくらい変わった」と言うほどに
…。手相占い師にも「悩みありませんね」と言われ、肉体も立証
してくれています。その秘密はDSTの手法で誰にでも備わる感
性と感覚を使いながら、自身の内側に抱えてきた負のエネル
ギーを全て手放してきたから。すると五感が研ぎ澄まされ、次
第に人間本来の超感覚が開花し、自分自身への理解が深まる
と同時に、他人への理解も深まるんです。私の変化に驚いた友
人はスピリチュアルを怪訝に思いながらも、まずは体の痛み
を取るために私のヒーリングを受けてくれました。DSTのコー
スでは心だけでなく、肉体にハイヤーセルフのエネルギーを
直接流し周波数をあげる秘技を習得できます。私の施術によ
り、痛みが取れた友人は、今度は心の内側までセッションさせ
てくれ、今では、ダイナビジョンのショップ、レインボーエンジェ
ルズのスタッフとして働いています。

DSTの事務局長でありながら、日々、営業部長としてあちらこち
らでDSTを伝えています。皆様にお伝えたいことは、「みんなは
凡人ではなく特別な才能をそれぞれ持っているということ」。
DSTの学びは3年半かけて自分自身と向き合う、愛と魔法の大
学のようなもの。それは魂への自己投資。それによりお金のブ
ロックがバコンと外れる方が大勢います。必ずかけた金額以
上のお金が戻ってきます。なぜなら、それぞれの様々な使命が
クリアになり、願望実現のスピードが加速するから。ヒーラー
で活躍するだけでなく、受講生の中には芸術やビジネスの才
能が開花するなど、各界へ飛び立っています。つい最近の受講
生の中には、終了３日前に、以前から希望していた憧れのホテ
ルに採用された方もいます。DSTコースを３年半がんばったら、
もうがんばらなくてよくなるんです。特に「わたしなんて」「能力
なんて私にはない」と思っている人こそ向いています。その大
きな伸びしろが、ミラクルを開花しますよ。まずは瞑想会や
オーラの教室など、イベントから気楽にお越しください。「なに
これ」「こんなのはじめて」を感じてもらえば、もう一回あれもこ
れもとスルメみたいに味わいたくなりますから！

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。今回はドルフィンスターテンプル®事務局長
であり、またヒーラーとしても人気のJayさんです。

S Cの部屋
スピリアル・コンシェルジュのへや

JAY…DST事務局長。「元気で軽やかに」がヒーラーとしてのモットー。周りの人に「話すだけで元気になれる」と言わ
れることが多く、そうだったら活かしたい！とスピリチュアルの道へ進むと決めて巡りあったのがDST。現在はDST事
務局長を務めるまでに。個人セッションも行っていて、得意とするメニューは・オーラ、チャクラのクリアリング・エネル
ギー体の調整・多次元レベルのリーディング・ヒーリング・家系のリーディング・クリアリング・カップルリーディング。

不思議大好き→スピリチュアルミーハー、
そしてクライアントのプロへ

思議大好き→スピリチュアルミーハー、
そしてクライアントのプロへ

『誰でもヒーラーになれる』に導かれ
DSTで働き学びヒーラーになる

驚きのDSTで570度の大変革！　
見かけと中身が一致♡私も他人も幸せにする！　

お金のブロックも外れるDSTは
使命がクリアになる魔法大学



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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3  March

【PS】MIKA[東]
【WS】PLI.DBR体験会[東]
【WS】FSP練習会[東]

【PS】Jay[東]【WS】オーラの教室[東]
【認】PLI3国際認定ヒーラー取得[東]【WS】満月瞑想会[大]
【認】PLI3国際認定ヒーラー取得[東]【WS】FSP練習会[大]
【PS】添田さおり[大]
【認】PLI3国際認定ヒーラー取得[東]

【PS】ミッシェル[東]

【認】多次元ヒプノ【認】ケリー［東］【PS】Sasha[東]
【PS】山本明子[愛]【認定】穴口恵子アセンションチャネラー
【認】多次元ヒプノ【WS】FSP国際認定コース瞑想会＆説明会[福]
【認】ケリー［東］【認定】穴口恵子アセンションチャネラー・体験セッション会
【WS】FSP名古屋１DAY[名]【EV】ケリー［東］【PS】ACCO[東]
【PS】ケリー［東］
【PS】ケリー［東］
【PS】ケリー［東］【PS】ミラクル[東]
【認定】穴口恵子スピリチュアル起業養成講座
【GS】ケリー［東］【認定】穴口恵子スピリチュアル起業養成講座
【認】ケリー［東］【PS】大熊めぐみ[東]【WS】新月瞑想会[大]
【WS】FSP東京１DAY[東]【認】ケリー［東］
【WS】FSP大阪１DAY[大]【WS】ケリー［東］　

【PS】ケリー［大］
【PS】ケリー［大］【PS】五百田小聖[東]
【認定】穴口恵子プロフェッショナル瞑想コーチ
【PS】ケリー［大］【PS】Jay[仙]【WS】オーラの教室[仙]
【WS】DST瞑想会[東]【認定】穴口恵子プロフェッショナル瞑想コーチ

【WS】FSPコース体験＆説明会[仙]【PS】ケリー［大］
【WS】FSPコース体験＆説明会[福]【GS】ケリー［大］
【PS】Jay[福]【WS】オーラの教室[福]

【PS】Jay[大]
【WS】FSPコース体験＆説明会[大]【認】多次元ヒプノ
【PS】MIKA[東]【PS】樋口貴子[大]【WS】グループヒプノ[大]
【WS】FSPコース体験＆説明会[東]【認】多次元ヒプノ
【WS】満月瞑想会[大]
【WS】PLI.DBR体験会[東]

【PS】五百田小聖[東]
【WS】グループヒプノ[東]

2  February
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A n n i v e r s a r y【WS】FSPコース体験＆説明会[東]【PS】山本明子[愛]
【PS】大熊めぐみ[東]

【PS】アレッサンドラ［東］【PS】ACCO[東]【PS】添田さおり[大]
【WS】DST瞑想会[大]
【PS】アレッサンドラ［東］【EV】アレッサンドラ［東］【PS】Jay[東]
【WS】DST瞑想会[東]
【PS】アレッサンドラ［東］【PS】ミラクル[大]
【GS】アレッサンドラ［東］【PS】ミッシェル[東]
【PS】ハル[東]【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
【認】アレッサンドラ［東］【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
【認】アレッサンドラ［東］【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
【PS】Sasha[東]
【PS】アレッサンドラ［大］【EV】アレッサンドラ［大］
【PS】アレッサンドラ［大］
【PS】アレッサンドラ［大］
【WS】FSP練習会[東]【WS】DSTテーマ瞑想会[東]
【認】多次元ヒプノ【認】アレッサンドラ［大］

【認】多次元ヒプノ【認】アレッサンドラ［大］
【WS】PLI3修了者[東]【WS】グループヒプノ[東]【PS】ACCO［東］

【PS】アレッサンドラ［大］【認】未来帝王学卒業リトリート
【認】未来帝王学卒業リトリート
【PS】Sasha[札]
【PS】Jay[東]　【フェア】大阪癒しフェア[大]
【フェア】大阪癒しフェア[大]

【WS】満月瞑想会[大]
【PS】樋口貴子[大]

【PS】Jay[大]【PS】ハル[東]【WS】FSP練習会[東]
【WS】DST瞑想会[東]
【PS】山本明子[愛]【PS】大熊めぐみ[東]【PS】Sasha[東]
【認】PLI国際認定ヒーラー取得[東]
【仮】ドゥーガル・フレイザー来日イベント（3月下旬～4月上旬）
【認】PLI国際認定ヒーラー取得[東]
【WS】PLI.DBR体験会[東]【PS】添田さおり[大]

【PS】ミラクル[大]

【PS】Jay[仙]【WS】オーラの教室[仙]
【WRC】バリリトリート2020（2020年3月21～27日本発着予定）

【WS】新月瞑想会[大]

【WS】オーラの教室[東]
【PS】五百田小聖[東]【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
【認定】穴口恵子プロフェッショナル瞑想コーチ
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
【認定】穴口恵子プロフェッショナル瞑想コーチ
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]




