
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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6  June

【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[東]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[東]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[東]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[東]
【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東]  
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[東]
【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東]  
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[東]

【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[大]【PS】ミッシェル[東]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[大]【WS】PLI.DBR[東]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[大]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[大]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
ハッピーヴォルテックスフェスタ2020
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[大]【WS】FSP練習会[東]

【PS】添田さおり[大]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[福]【WS】【PS】Jay[東]
【WS】オーラの教室[東]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[福]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[福]【PS】MIKA[東]
【PS】山本明子[愛]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[福]【PS】大熊めぐみ[東]

【リトリート】エジプトリトリート（4/23～5/10）【PS】ハル[東]
【PS】五百田小聖[東]
【PS】Jay[大]
【PS】樋口貴子[大]【PS】Jay[福]【WS】オーラの教室[福]

【PS】ミラクル[大]

【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
【WS】FSP練習会[東]
【PS】Jay[大]

【PS】五百田小聖[東]
【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東] 【PS】樋口貴子[大]
【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東] 【PS】大熊めぐみ[東]
【PS】添田さおり[大]【WS】FSP練習会[大]
【PS】Jay[東]【WS】DST瞑想会[東]　

【PS】山本明子[愛]

5  May
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CosmicVisionQuest
コズミックビジョンクエスト

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

【WS】グループヒプノ[大]

【PS】ミラクル[大]【WS】オーラの教室[東]
【PS】MIKA[東]
【PS】ミッシェル[東]【WS】DST瞑想会[東]　
【WS】グループヒプノ[東]
【WS】PLI.DBR[東]

【PS】ハル[東]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]

【WS】PLI1Dayワークショップ[東]
【海外】テリー・サイモンズ来日イベント
【海外】テリー・サイモンズ来日イベント
【海外】テリー・サイモンズ来日イベント
【海外】テリー・サイモンズ来日イベント【PS】五百田小聖[東]
【PS】Jay[大]
【海外】テリー・サイモンズ来日イベント
【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東]  
【海外】テリー・サイモンズ来日イベント【WS】グループヒプノ[大]
【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東]【PS】樋口貴子[大]

【海外】テリー・サイモンズ来日イベント
【海外】テリー・サイモンズ来日イベント
【海外】テリー・サイモンズ来日イベント【PS】添田さおり[大]
【WS】FSP練習会[大]
【海外】テリー・サイモンズ来日イベント
【海外】テリー・サイモンズ来日イベント
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
【海外】テリー・サイモンズ来日イベント
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
【海外】テリー・サイモンズ来日イベント
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
【海外】テリー・サイモンズ来日イベント
【海外】テリー・サイモンズ来日イベント
【海外】テリー・サイモンズ来日イベント
【海外】テリー・サイモンズ来日イベント【PS】ミッシェル[東]
【WS】DST瞑想会[東]　
【海外】テリー・サイモンズ来日イベント【PS】Jay[東]
【WS】オーラの教室[東]　
【PS】山本明子[愛]【WS】PLI.DBR[東]
【PS】MIKA[東]
【WS】FSP練習会[東]

【PS】ハル[東]

【PS】ミラクル[大]【PS】Jay[仙]【WS】オーラの教室[仙]　
【PS】大熊めぐみ[東]

New Cosmic Dimension Festival 2020!

Order to the Universe !

ふろく
新・宇宙次元
フェスMAP

Happy Vortex Festa 2020Happy Vortex Festa 20203 keys to Happiness
3 keys to Happiness

Activate Divine Light within Your Soul !

Shine Your Possibilities !



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2020年3月20日現在の情報です。事情により
変更になる場合がありますので、ホームページやお電話でご確認ください。
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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 16

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！
宇宙元旦を超えた今、あなたの意志の働きが思った以上
にパワーアップしています。
あなたのパワーをどんな風に活用したいか？
あなたの日常にリアルにスピリチュアルを実践するときが
やって来ました。

あなたが目覚めた光のマスターとして、自覚して、自立して、
周りの光のマスターと共同創造するチャンスが到来して
います。

今まで自分一人でなんとかしなくてはならない世界から、
これからは周りの魂の仲間と集って、より軽やかに自分自身
の神格を発揮しいくことになるでしょう。

そのためにあなたが実践することは、以下のことです。

実践１： 自分への絶対信頼をおく。
実践２： あなたも周りも神であることに気づいて、
　　　    称え合うこと。
実践３： あなたの神である才能が何かを明らかにし、
　　　    周りに知らせて、貢献する。

この実践を通して、共同創造の世界の中であなたの天命
が開かれていきます。
自分の価値に気づいて、自己愛も高まる春の季節です。
どうかあなたの神聖さを日々感じて、ハッピーミラクルな
日々を送ってくださいね。

輝かしい地球の光の同胞団のあなたへ

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

新・宇宙次元フェス2020 4

レインボーエンジェルズ［東京サロン］ 6

レインボーエンジェルズ［東京］ 24

ケイトキングジュエリー 20

クリスタルワールド 22

レインボーエンジェルズ［大阪］ 30
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Activate Divine Light within Your Soul !
宇宙からの無限の光エネルギーを受け取って、

あなたの聖なる光を点火する

4月

Order to the Universe !
自分の中の真実と交信し、

八百万の神として宇宙にオーダーする

5月

Shine Your Possibilities !
八百万の神々として絆を結び、
無限の可能性をスパークする

2020年の年 間テーマは…

新・宇宙次元 フェス2020
New Cosmic Dimension Festival 2020!

わくわく覚醒して、八百万の神である自分 を思い出し、地球天国を共同創造する祭り

覚醒するってどういうこと？

ある時きめたら
目覚めた状態が続くこと。
でも、また、もどって眠りにつくこともある。

ダイナビジョンと関わる全ての人に

『ハイヤーセルフと統合し
　一瞬ごと目覚めて
　自分の人生を生きる』

『ハイヤーセルフと統合し
　一瞬ごと目覚めて
　自分の人生を生きる』
サポートをさせていただきたい。

そして、あなた自身が
八百万の神そのものなのです。

6月
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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。

MIA
ドルフィンスター
テンプル

①天照大御神（アマ
テラスオオミカミ）
②すべてのモノを平等に
照らし、導いているところ
③最近、伊勢神宮内宮へ参
拝に行った際に「何が周りに
起きようとも、変わらずそのま
ま凛と立っていなさい」とメッ
セージを授かりました。二千年
以上、同じ場所から変わらず日
本を見守り続けている清 し々い
エネルギーが伝わってきて、自
然と涙がこぼれました。

小聖
ドルフィンスター
テンプル

関根悦子
アセンションチャネリ
ング＆マヤ暦

①豊受大神（豊宇気毘売神）（トヨウ
ケノオオカミ）
②衣食住の諸産業の守神、厄除、開運招福の
女神さま。この地球に生を受けた人々が、その
個性を発揮して、輝き、その命を満喫し、豊かに、
地上の生活を楽しんでいくのを応援し、守って
いる女神様。
③日本に永住帰国した直後、神界のお仕事をし
ていらっしゃる霊能者に、私についている神は
豊受大神様だと告げられました。なんかすごー
く、納得したんです。私が、マヤ暦や、アセンショ
ンチャネリング 、スピリチュアルヒーリング、風
水などを通して、人々の開運成功のお手伝いを
している時、一緒にいてくださっています。

KEIKO
手相＆タロット鑑定

①寿老人（七福神）
②深い智恵を持ち、望む人
生を歩む事ができるよう陰で
見守り支えてくれるところ
③ヒーラーとしての仕事を始めてし
ばらく経ってから、私を見守っている
と教えていただく機会があり、言われ
て初めて随所でこっそりと分かりやすく
姿を現している事に気づき大変驚きま
した。私にとって本当に心強く有難い、
守り神様です。

ドルフィンスター
テンプル

①宗像三女神の中でも
「市杵島姫命（イチキシマヒメ）」
②女神だけど、とても力強いという
か、ちょっと男性神のエネルギーも見
え隠れする、頼もしいと私には感じまし
て。身内っぽい、他人ではない感じがして
います。笑
③神社めぐりが好きなので、あちこち行く
のですが、行くところに必ずお祀りされて
いることに気が付きました。縁が深いのか
もな、と気にしたとたんに、毎年広島の厳
島神社へ行くことになったり。行くたびにエ
ネルギーが刷新する感じがしています。

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天照大神（アマテラスオオ
ミカミ）、月読命（ツクヨミノミコ
ト）、倭姫命（ヤマトヒメノミコト）、太
陽神ラー、キリスト
②どんな時でもいつも変わらず側にいて
くれるところ。安心感があり強力で、側に居
てくれるのを感じます。
③FSP（ドルフィンスターテンプル®ミステリー
スクール）に通っていた初期の頃、瞑想中に
ふっと浮かび繋がったのが最初です。見守って
いるよ、繋がっているよ等、いつも教えてくれま
す。伊勢参りの際には、倭姫宮で前世の事が関
係しているのか、急に大泣きをしてしまったこ
ともあります。ご縁を感じています。

アイリス祐子
レインボーエンジェ
ルセラピー

①アバンダンティア（ギリシャ神話の
「豊穣の女神」）
②アバンダンティアの【豊かさ】【女神】のエネ
ルギーはとても明るく暖か。キラキラと煌くその
エネルギーは誰にでもオープンで、初心者さんや
自称鈍感さん、どんな方にでも感じていただきやすく、
パワフル＆フレンドリーなところ！
③私がスピリチュアルな世界に飛び込んで初めて「意図
して繋がった」女神です。それからずっと共に働き、歩み
続け、何十人もの方に【伝授】させていただいている、私
にとってレインボーエンジェルと並ぶ大切で強力な共
同創造主の一人です。あらゆる人の『あらゆる豊かさ』
の願いや祈りを、暖かくパワフルに叶えてくれますよ♡

小山椿
レインボーエンジェ
ルセラピー

①木花咲耶姫（コノハナサクヤヒメ）
②美しさと逞しさを兼ね備えているところ
③ヒーラーになるための勉強をしていた時
代に、同期生の方からセッションを通して「木
花咲耶姫がサポートしてくれている」と言われ
たのをキッカケにずっと気になっている存在
です。
それから私の周りでは不思議と木花咲耶姫と
いうキーワードが度々出てくるようになり、実
は以前勤めていた職場の近くにも木花咲耶
姫を祀っている神社があったことなどがわ
かったりもしてとてもご縁を感じています。

マリア★
ドルフィンスター
テンプル

①マグダラのマリア、聖母マリア
②大我の愛
③私のハイヤーセルフの名前はマリアです。ヒーラー
の仕事が安定し始めた4年目頃、現在のヒーラー名、マリ
ア★を授かりました。私のハイヤーセルフは根元に聖母マリ
ア、マグダラのマリアとも深く繋がっています。私がヒーラーと
してのスイッチを入れると彼女達の存在とも繋がります。それは
それは大きな愛の存在で無条件、無制限でジャッジはありません。
そして私が思いつかない驚くような内容がメッセージとして伝えら
れます。その内容に私自身も感銘を受け素晴らしい気づきを与えら
れます。時には私のマジカルチャイルドとも共鳴し喜びと愛の周波
数で満たされます。このような授かった状況に感謝を忘れず精進し
ていくことを決意させてくれる大我の愛であり源であるマグダラの
マリア、聖母マリアは私にとって特別な存在です。

①猿田彦、天乃鈿女の尊
（サルタビコノカミ、アメノウズ
メノミコト）
②大男のイメージですが、やさしく、
人生の分かれ道にそばに一緒に立っ
ていてくれるところ
③三重県の椿大神社にお参りに行った
とき、天乃鈿女様から「こちらにいらっ
しゃい」と、話しかけられたのですが、家
族と一緒だったので、長くお話が聞けま
せんでした。奥に、猿田彦様も祭られて
いました。その後も、猿田彦様と、天乃鈿
女様は進路が大きく変わるとき、ヒー
ラーになるかならないか戸惑いが多い
時に、幾度となく、励ましてくれました。

みなさま自身が八百万の
神であるということを思い
出してくださいね。
今回登場した神 と々繋がって
みたい・メッセージを聞いて
みたい方は、ぜひレインボー
エンジェルズのセッションを
受けてみてくださいね♪ 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？

2020年のダイナビジョンの年間テーマは、
『新・宇宙次元フェス2020 ～わくわく覚醒して、八百
万の神である自分を思い出し、地球天国を共同創
造するお祭り～』です☆
そこで今回は、ヒーラーさんに好きな八百万の神や、
その神 と々のエピソードを聞いてみました！

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！

①好きな八百万の神は？
②どんなところが好きですか？
③エピソードを教えてください。

Jay
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本田 健 　 穴口恵子 　 心屋仁之助

Happy Vortex Festa 2020Happy Vortex Festa 2020

人生の幸せの扉を開く3つの鍵人生の幸せの扉を開く3つの鍵

豊かなマスターたちから知恵を受け取り
ワクワクで地球天国を創る一夜限りのお祭り
豊かなマスターたちから知恵を受け取り

ワクワクで地球天国を創る一夜限りのお祭り

開催日：2020年4月12日（日）18時00分 開場
【第１部】18時30分　穴口恵子
【第２部】19時00分　心屋仁之助
【第３部】19時45分　本田健
【第４部】20時15分　3名によるパネルディスカッション
【第５部】20時45分　心屋仁之助による歌
＜会場情報＞
　名称：日本教育会館・一ツ橋ホール
　住所：東京都千代田区一ツ橋2-6-2
　地図：http://www.jec.or.jp/gaiyou/index.html

ハッピーマネー

第2のキー

2020 4.12 Sun

ハッピーマインド

第1のキー

ハッピーワーク

第3のキー

ハッピーヴォルテックスフェスタ2020

セミナーライブ配信決定！
世界各国・日本全国どこからでも参加可能！
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Wizard Academy  Online Salon

あなたは、 「魔法を使う人生」と 
「魔法を使わずに終わる人生」
どちらの人生を選びますか?

ふたりの魔法使いは、魔法によって人を癒し、 
病を治し、悩みを解決したり、

人の生きる力を引き出してきました。

次は、あなたが魔法を使って人生をより良くする番です。

魔法大学が新しくなって再募集決定! 詳細は弊社HPをご確認ください。

運命、女神の神様にして
出版界のレジェンド

櫻井秀勲（校長）
手相・人相学を学び、独自に古今
東西の占い・運命学を研究活用。
実践的な運命論は多くの人を励
まし、勇気づけている。

レムリア時代の魔法を
現代に伝える

穴口恵子（副校長）
その人に本来備わる無限の可能
性を開き、多岐に渡り活躍中のス
ピリチュアルティーチャーを数多
く排出。

月収100万円以上の受講生を10名以上輩出
中には300万円以上稼ぐ方も！最新の集客方法を学び、場所、時間
にしばられず自由なライフスタイルを手にしませんか？

最新のマーケティング・セールス手法
どこでもできる！オンラインセッションの仕方
SNSを組み合わせたスピリアル集客法
高額商品が面白いように売れるセールストーク手法
お客様から欲しいと言われる商品開発法

スピリチュアルコーチ養成講座
第４期生 募集説明会がスタート！

穴口恵子による確立された
スピリチュアル4つのコアスキル

スピリチュアルで安定収入をつくる
最新のマーケティング・セールス手法

1.
2.
3.
4.

講師：久保純平（くぼじゅんぺい）　株式会社ダイナビジョン 取締役　マーケティングリーダー
11歳の時に見たテレビ通販番組ジャパネットたかたに感銘を受け、セールスの世界に入る。23歳で大手
通信会社にて個人セールス販売数日本１位を獲得。チームも同時に日本１位に導く。その後、WEBのコ
ピーライターに転身し1回で5000万円以上のプロモーションをこなす。スピリチュアルのセミナー会社であ
る株式会社ダイナビジョンでマーケティングリーダーとしてチームを率いて年商3.5億から10億円に導く。
人材育成にも長けており、新卒スタッフが育成3ヶ月後、1000万円以上のプロモーションを成功させる。ス
ピリチュアルコーチ受講生も月商100万円を達成するなど。能力を引き出すことに定評がある。スピリチュ
アルとリアルを融合してわかりやすく伝えることを得意としている。

穴口恵子
久保純平
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穴口恵子から直伝！ 聖なる場で心身共に改善♥
全財産50円から、3ヶ月で月収100万円に到達できたのは、月2回開催される「スピリチュアルコーチ養成講座」の、恵
子さんが設定する、神聖なパワーに満ちた会場に身を置けたことも大きかったです。「助けて」と言えるようになる

遠慮なく望んでOK→『神の通訳』で個人＋大勢をサポート♥
メインメニューは個人セッションですが、宇宙に投げていた「多くの人に高次元のガイドからのメッセージを降ろ
したい」と言う望みが、スピリチュアルコーチ三期生中心で開催したイベントで叶いました。ハーフトランスチャネ
ラーという私の能力は、ガイド達に身体と口だけを思考を挟むことなく貸せるため、あなたと繋がるガイドと直接
話せます。お一人お一人に繋がるガイドが必ずいて、神様、精霊、天使、龍神様と…バラエティに飛び、私から出る
言葉遣いや声色も様々。その変化もご覧いただきたいと思っていました。会場のお客様と繋がりやってきたガイド
は天照大御神と大國主命や龍神様…。『神様に礼儀は必要だけど、遠慮は必要ない』と何度も言っていたのが印

象深いです。そう、ガイド達は、あなたを輝かせ幸せに導くサポーター。「助
けて」と意思表示しなければ、「現状で大丈夫」と思われサポートが止まりま
す。だから「遠慮なくお願いしていい」と私は聞いています。個人セッション
ではガイドの言葉が魂に響き、8～9割の方が涙を流します。初の試みのイ
ベント会場でも涙する方がいらして、それぞれの魂にガイド達の言葉が通じ
たと実感。これからは100人単位、1000人単位と、あらゆる高次元のガイド
達がサポートしたいと望む、私を知らない大勢の方々にも、メッセージをお
届けするのがお役目だと感じています。多くの人々が人生の岐路に立った
時、私を訪れます。私の能力には「幸せの軌道修正」が入っているようです。
ですので、あなたのガイドに直接サポートを受けたい方は、私という通訳を
ご利用くださいませ。

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18回目はハーフトランスチャネラー＆ヒーラーとして活躍されている、

「スピリチュアルコーチ養成講座・第三期生」の山内麗花さんです。

インタビュー： 山内麗花 さま

「スピリチュアルコーチ養成講座」を受講して4ヶ月目、人生最大のピンチに追い込まれ、全財産が10円玉5枚に！ 
どん底まで落ち込むと、2つの選択肢が浮かびました。1）このままの状態でこの世をおさらばするか？ 2）「助け」を
求めて状況回避するか？ 私は2）を選び、なんとか心許せる人に相談することができ、その状況をしのぐことができ
ました。するとその後、マウイ島・リトリートのグループセッションの依頼がやってきたのです。なんとか支払いの目
処がつき、その後、スターシードオンラインのAKIKOさんよりサポート依頼が舞い込むなど、3ヶ月後には月収100
万円に到達しました。助けを求めるのが大の苦手だった私には、「助けて」と言う必要があったんですよね。そして
スピリチュアルコーチ三期生はプロとしてスピリチュアルの仕事をしていない方が多かったので、受講者の仲間達
に、どん底の私でもそうなれることを見せ、可能性を引き上げる役割だったと思います。

ハーフトランスチャネラー＆ヒーラー。あらゆる高次元の存在を身体に降ろし、メッセージと共にその
エネルギーを伝えている。スピリチュアルコーチ3期 レムリアン・ヒーリング®プラクティショナー＆
マスターレベル１。22歳で結婚、24歳で出産、29歳で離婚。35歳の時に霊能力に目覚め、さ迷う御魂
を癒すなど、見えない世界への奉仕をひっそり15年間行う。48歳の時、度重なる不幸がきっかけで、
スピリチュアルリーダー達と出会い、更なる霊性が開花する。2016年よりスピリチュアルを仕事にし、
その人と繋がる高次元のガイドの通訳として、たくさんの迷える人たちを幸せへとサポートしている。

“どん底からの月収100万！
  あらゆる高次元達の通訳として
  ステージ拡大へ…”

10円玉5枚から、月収100万円に！

「スピリチュアルコーチ養成講座」を受けるきっかけとなったのは、『あらゆる高次元の存在と繋がりメッセージを降
ろし伝えられる能力』を、もっと幅広く多くの人のお役に立てるためにも、苦手分野のマーケティングやセールスを習
得したいと思ったからでした。説明会でマーケティング部門の講師・久保純平さんの話しを聞き、この人なら安心だと
思い、まずは仮申し込みをしました。ですが帰る時、穴口恵子さんより、左側から、右側から、クロスするようにハグさ
れると、ふたりの心臓が近づき、魂の記憶が蘇り、自分の意思とは関係なくボロボロと涙が止まらなくなりました。深
い部分で繋がっていないと起こらない現象に、「今の気持ちを忘れたくない」と「仮予約」から「やる」と決まり、その場
で申し込みをしました。受講料が払えるか心配でしたが、結果、「全財産50円から、月収100万円」という更なる奇跡の
ステップを踏むことができました。これは私自身と繋がるガイドからの「宇宙経営へのお導き」だと実感しています。

魂の涙の理由は？　奇跡の宇宙経営へのお導き！

プロフィール

あらゆる高次の存在の通訳として大勢のサポートをする御役目
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～魂の輝きを放つあなたへ～ ハーフトランスチャネラー＆ヒーラー 山内麗花の個人セッション
～彼が現れたり、結婚が叶ったり、自分を必要とする職場に転職できたり…その変化は十人十色！～ 

麗花に出会うということは、あ
なたのガイドさん達が必要だ
と判断して、導いてくださって
いるのです。その導きに沿って
変わろうと決意して行動した
結果、大きな変化の渦が巻き
起こるのです。

□対面4時間（セッション120分＋神仏御縁繋ぎ参拝30分＋ランチ90分）￥68,000
□音声遠隔2時間（LINE/Messenger/電話）￥45,000

詳細は→

★併せて、公演やセミナー、イベントの登壇依頼もお受けしております★
https://ameblo.jp/yachukouhei/

『山内麗花♡次元を超えるメッセンジャー＆ヒーラー♡』

2ヶ月前まで、実は咳がひどく体調が悪化し、講座を休まざるを得ませんでした。ですが助けを求められたことで体調
が回復し、講座に通えるようになると、どんどん意識と共に状況も改善していったのです。そんな恵子さん直伝の、
「直感コンサルティング」「未来ビジョンファシリテーション」「ブロックシフティング」などのスピリチュアルの手法を
身につけられ、現在、自分の能力にプラスして、クライアントひとりひとりの状況に応じて使用しています。
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どんどんインスピレーションが降りてきてあまりのド
ンピシャとシンクロの嵐に毎日ドキドキ・ワクワクし
ています！！

おかげさまで、いつも前向きで物事をとらえて過ご
すことができています。これは以前の私には考えら
れない凄いことです。

このコースに参加して本当にやりたい方向、好きな
ことが分かり、ワクワクするようになりました。当初の
願いはほとんど叶いました！

この１ヶ月で大きな変化があり、始めに設定した目
標と違う生き方を望むようになりました。

仕事の目標を希望年収も、引越しも全ての願いが
叶いました。本当に有難うございます！瞑想も楽しく、
いますべきことにフォーカスできている気がします。

自分の願いはほぼほぼ叶えていただいたように
思います。ありがとうございます！

細やかなスパンのリーディング情報だったので、
少しずつ前に進むことを自分に許可でき、精神的
に安定してきました。

毎朝瞑想の時間を取り入れるようになり、生活に
リズムが出てきました。嫌なことに気持ちを向けて
いる時間が少なくなりました。

瞑想は必ず毎日、というわけではありませんが、
私にしたら続けられていると思います。大きな気づ
きがあるのは、いつもマンスリーの瞑想の時です。

ちょっと下がりそう…という時は通勤中や休憩時
間にも瞑想音源を聴いています。お陰でよい周波
数を保ちやすくなりました。そのためか直感力が
上がり、迷う事が少なくなりました。

朝起きられず4ヶ月あまり登校できなかった息子
が、4月から高校生になり、毎日学校に通っている
のが当時から思うと奇跡のようです。

自分が本当に求めていたものは何かが見えてき
ました。それと同時に、それを実現するパワーが自
分の中からあふれ出てくる喜びを感じました。

毎月のリーディング情報と、毎月
22日22時22分から23時11分
で行われる遠隔セッションの詳細
は随時更新中です。ぜひ一度弊社
ホームページをご覧ください。

毎月わずか9,800円で遠隔セッションを含む3つのプログラムが受講可能です
http://keikoanaguchi.com/miraclezone/

お客様の声

このプログラムで、あなたの夢の叶い方が変わります

毎月３つのギフトを受け取るだけで、いつでも幸せの流れに乗れて次々に願いが叶う
穴口恵子最新スピリアル願望実現プログラムハッピーミラクルゾーン
①最高の1 ヶ月リーディング情報』
②遠隔ヒーリング＆アクティベーション
③最高のあなたになる瞑想法

①最高の1 ヶ月リーディング情報』
②遠隔ヒーリング＆アクティベーション
③最高のあなたになる瞑想法

お金・仕事・人間関係の問題を卒業してお金・仕事・人間関係の問題を卒業して

『最高のあなたになる瞑想法』配信
約15分ほどの「その月」に最も必要なエネルギーを感じて、導いてくれる
瞑想法です。毎日の瞑想に取り入れるだけでエネルギーをアンカリング
してくれます。心地よい状態に入れる誘導瞑想です。

① 瞑想音声

遠隔ヒーリング＆アクティベーション
同時に２つ受け取れます。一つは、ハイアーセルフをお呼びして、あなたの
感情のブロックをクリアにします。もう一つは、様々な高次の存在を読んで
あなたが最高の状態で居られようエネルギーワークを行います。

② ヒーリング

『最高の１ヶ月リーシング情報』配信
１ヶ月をどのように過ごせば、最高の状態でいられるのかを穴口恵子が
リーディングして、「何日にはこういう流れが起こるから、これをしておきま
しょう」と具体的なアドバイスをお伝えします。

③ リーディング

毎月３つのギフトを受け取るだけで、いつでも幸せの流れに乗れて次々に願いが叶う
穴口恵子最新スピリアル願望実現プログラムハッピーミラクルゾーン

私自身、夢の叶え方がすごく変わりました。
ハッピーミラクルゾーンに入ると、あなたの毎日が幸せのヴォルテックスとなり、
安心感の中でずっとワクワクが続きます。私自身もこれによって、思いもよらない
理想をたくさん叶えてきました。あなたには、あなたが思っている以上のもっと
素晴らしい人生が必ず待っています。ハッピーミラクルゾーンの流れに乗って、
ぜひ今よりも壮大な人生の奇跡を体験して欲しいと思います。

穴口恵子

あなたも流れに身を任せて可能性をひらく
ハッピーミラクルゾーンで生きませんか？驚くほど願いが叶う！

テーマに沿ってヒーリングを受けとり、奇跡が次々起こるプログラム！

「Activate Divine 
Light within Your Soul!」
宇宙から無限の光エネルギーを
受け取って、あなたの聖なる光
を点火する

4月
「Order to the 
　　Universe!」

自分の中の真実と更新し、八百万
の神として宇宙にオーダーする

5月
「Shine Your 
　　Possibilities!」

八百万の神々としてきずな出版
を結び、無限の可能性をスパーク
する

6月



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

来日！来日！テリー・サイモンズテリー・サイモンズ
2020年6月2日（火） より、全国にて来日イベント開催！
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【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
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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

あなたの中に眠るスターシードを覚醒させに来ませんか？
2020年6月2日（火）～ テリー・サイモンズ来日イベントを開催！

※上記は予定となり、変更が生じる可能性がございます。

「なぜ、私たちは生まれてきたのか？」
その究極の問いが、11次元の宇宙意識

「アシュタール」との出会いによって明らかになる時…
想像を超えた人生の扉が開かれる！

その究極の問いが、11次元の宇宙意識
「アシュタール」との出会いによって明らかになる時…

想像を超えた人生の扉が開かれる！

アシュタールは愛と平和を守るために多次
元にわたって活躍している金星からのアセ
ンデッドマスターです。サナンダ（キリスト）
や仏陀と共に、意識体として11次元に存在
しています。アシュタールは、巨大な宇宙船
「スター・オブ・アシュタール」の指揮官であ
り、宇宙連合のアシュタール・コマンド（司令
官）としても活躍しています。『地球のアセン
ションを見守り、地球人を愛と平和へと導く』
というミッションを果たすため、「スターシー
ド」を目覚めさせるため、チャネラーを通し
てこの地球とコンタクトを取っています。

スターシードとは、「アシュタールの星の種」
この惑星を住みやすく、より良い場所にするために、アシュ
タールと同じく地球に光と愛をもたらす「使命」を持って生ま
れてきた魂です。「スターシード」を持つ人々は、遠い昔、別
の生涯を生きていた頃にアシュタールと出会った事がある
人たち。そこでアシュタールから聞いた地球の話とミッション
に賛同し、「地球のアセンションを共にサポートする」という
契約をアシュタールと結びました。そしてその契約の印に、ア
シュタールは「アシュタールの星の種」をその魂に宿しました。
いつかその時が来たら、その人が自らの使命に目覚めるよ
うに…。その「アシュタールの星の種」を持って地球へ生まれ
てきた人を「スターシード」と呼んでいます。

アシュタールはアセンデッドマスターであり、意識体であるため、地球上に物理的には存
在していません。そこで、アシュタールが地球とコンタクトをとることを可能にしているの
が、「レディ・アシュタール」の愛称で知られるテリー・サイモンズによる「チャネリング」で
す。トランス状態でテリーがアシュタールの意識と繋がる「チャネリング」により、アシュ
タールのメッセージや知恵を地球にもたらしています。テリーは約30年以上に渡り、世
界中でアシュタールからの愛と光のメッセージを伝え続けています。

「アシュタール」とは？

「スターシード」とは？

「アシュタール」の言葉を伝え続ける「テリー・サイモンズ」
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Light of Ashtar が出来上がるまで

1つ1つの石を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
水で清めていきます。その過程を経て、新しい作品のための石との対話が始まるのです。
石をどの角度でカットし、研磨するか、石が持つ別世界をどう引き出すかなどを石と対話
をしながら決めていきます。見つけた石たちがどう出来上がっていくか、イメージする時
間、創作時間、全てにおいてアシュタールとの共同創造で進めています。

「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。

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。

ライト オブ アシュタール

～宇宙からの究極の愛～
あなたという存在の中心にある光の導きを信じて、今こそ立ち上がり、

魂の光を放ち、あなたの魂からの意志を表明しましょう

Light of Ashtar

Light of Ashtar

オンライン

5月7日（木）
　～17日（日）

アシュタールフェア日程

Light of Ashtarジュエリーで使用するクリスタルは、
世界中を飛び回り、ひとつひとつ厳選して、
今の時代に必要なエネルギーのクリスタルを使用しています。

これはアゼツライトです
これはロシアンレムリアン

これはシリウスアメジストと
ローズデフランス

人生のステージを引き上げる「次元上昇」ジュエリー

石達は、地球がそれぞれの
波動を必要とするときに、発
見され注目を浴びています。
それは宇宙の働きによるも
のなのです。あなたに力があ
るのだということを思い出し、
持つ人を自立へと導いてい
きます。
そのサポートをするのが、
Light of Ashtarジュエリーであり、アシュタールと共同創造する役割なのです。

全てが手作業のため、
仕上るまでには
約6～7カ月かかります。

大　阪

5月28日（木）
～ 6月1日（月）

5日間

［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

福　岡

6月4日（木）
～ 6月7日（日） 

4日間

［会場］
福岡市内を予定
※詳しくはHPまで

東　京

6月11日（木）
～15日（月）

5日間

［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
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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）17日（金）19日（日）
11：00～19：00
会場：西鉄ホテルクルーム博多
福岡市博多区博多駅前1-17-6
（JR博多駅の博多口より徒歩4分）

“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。

創始者ケイトキング来日決定！！

「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。

さあ、あなたはどんな現実を創りだしていきますか？

お客様からのお声

「パワフルな体感で驚きました」
最初にケイトキングジュエリーを身につけた時、あまりにもエネルギーが高くパワフルな
体感で驚きました。その結果、4つ購入いたしました。お値段は勇気がいりましたが、数ヶ
月に臨時収入が入って元が取れました。その後、公私ともに必要な人間関係に出会え、
パートナーともお互いの理解が深まり仲良くなりました。波動調整できるジュエリーを選
べるなんて、なんだか素敵過ぎます。ケイトキングジュエリーは買った後も毎月、新月と満
月にご祈祷してもらえるからなのか、購入後も、いつもパワフルなままなのが嬉しいです。
次回も素敵な子に出会えたらいいなと、今から楽しみです。素敵な出会いをありがとうご
ざいました。　H.Yさま（東京都・女性）
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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 wo rld
Rainbow angels

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

ザンビア産のアメジストで、一部ゲーサイトやヘマタイトを内包
しています。5次元以上にシフトした地球の新たなエネルギーを
持っている石です。これを持つことによって5次元以上へとシフ
トすることを女神ガイアがサポートしてくれる。

Gaia flame ガイアフレーム（ガイアの炎）

サファイヤは経営や起業の基盤を作っていく
時に強力にサポートしていきます。サファイア
は目標を達成する強い意思をもたらしていき
ます。持ち主のカリスマ性を高め、ビジネスだ
けではなく天命や使命へとつなげていきま
す。行動力を高めてくれる石です。

サファイア

グリーンムーンストーンは、サーペン
タインにニッケルが混合された石で
す。この石はハートを喜びへと繋げ、
起こる出来事を喜びの視点からみら
れるようにしていきます。この石ととも
にある時、心かが軽やかにどんなこと
もできるという意識であれるようにな
るのです。

グリーンムーンストーン
（ガーニエライト）

この石はアンブリゴ鉱山で採掘されたものです。さまざまな環境や条件の
中での形成過程をへて生まれ出てきています。ローズクォーツとは異なりイ
オンでピンク色が形成されているのが特徴です。この石から放たれる光は、
あなたのハートの奥深くにあった傷や重さを愛へと昇華させていきます。こ
の石は、深く深くあなたを愛します。その温もりは、とろけるようにハートを
満たしてこれまで自分がどれほど祝福され、守られてきたのかということを
思い出すことでしょう。すべての経験や体験が今の自分へと繋がっているの
だという至福の光で包み込みまるで自分に恋をするように自分を愛おしく
尊重できるようになるのです。あなたがこの石をもつとき、これまでのすべ
ての体験が愛へと昇華され地球や宇宙、すべての存在に愛を送り、愛を受
け取れるようになるのです。あなたの純粋な本質の光が地上へと放たれ必
要な出逢いやチャンスを磁石のように引き寄せていくのです。

ピンククォーツ

ピンクペタライトはナミビアとブラジルの限られた場所
でのみ産出される超レアストーンです。天使や高次の存
在との繋がりをサポートしていきます。この石に心惹か
れる時には、あなたが本来の自己へと回帰する時が
やってきているのです。心を開き、流れに身を委ねること
で、大きな飛躍を体験することでしょう。

ピンクペタライト

ストロマトライトはあなたの中にある封印されて
いた才能や能力を開花させていきます。脳の中に
ある心配や不安などの不必要なデータを消去し、
まだ使用していない潜在能力を活性化していくの
です。本来の自己が今世での使命や天命を思い
出し、行動できるようになることでしょう。

ストロマトライト

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。

超レアストーン



〒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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たくさんの才能を持っている
のに、自信のなさで発揮し
きれていないこともあるな～
と感じるので、5次元以上
へとシフトすることを女神ガ
イアがサポートしてくれるア
メジストをおすすめします。

～ガイアフレーム～

プロモーション担当 
トシロウ

発送担当 たい

オンラインショップ店長 ゆき

～チャロアイト～

～ファシネーション
　　　　for MEN～

ゆきさんはこんな人！Byあやみ
妖精のように可愛らしいですが、
芯が強く女子力たっぷりです♡

トシロウさんはこんな人！Byゆき
トシロウさんの自然体さは、場
をなごませます。でも実は熱い
情熱も持っていたりします！

ショップ担当 てらっち
てらっちはこんな人！Byトシロウ
表に出す言葉は少なめでも、
内なる探求の深さと自分らしい
世界を感じます。

たいさんはこんな人！Byむっちゃん
たくさんの人たちとのご縁とご縁
を繋ぐパワフルメッセンジャー！

～ビッグバンクォーツ～

ショップ店長 
あやみ

～ルビー～
ゆきさんの中に ある、情熱・セク
シュアリティ・優 美な華やかさが
更に開花しそう です！
カリスマ性が高 まって、誰の目も
釘付けにしちゃ いそう！

～モルダバイト～
変わり者が地球で生きるために絶対に
持つとイイ！笑
ぼく自身、最初に買った石で、そこからス
ピの探求が始まり今の自分があります。

むっちゃんが今の明るさの
まま、温かさを醸し出し
たら存在から光があふれ
出しそうです。

ショップ担当 むっちゃん
むっちゃんはこんな人！Byてらっち
一緒にいるとこっちまでウキウキ
する遊び心溢れる少女。

〇〇さんを益々

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

クリソコラを中心に4種類～の成分が混ざり合う、とても希少な石です。多くの場
合、地熱によって溶けて混ざった形跡が見られ、長い年月をかけた地球の躍動が
感じられます。この石は雑念をクリアにし、本来の自分の力を取り戻します。手放
せない思い込み、植え付けられてきた価値観など、自分らしくない観念を解放し、
そして再び戻ることがないよう守ります。また、高いヒーリング力をもつことから
「エンジェルストーン」とも呼ばれています。余談ですけど「クォンタム・クアトロシ
リカ」って噛まずに言えると気持ちよくないですか？ぼくだけですか？伝われ！笑

自分らしさを取り戻す天使の石 『クォンタム・クアトロシリカ』

☆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☆

統括マネージャー あき
亜樹さんはこんな人！Byたい
他者の魅力を引き出すのが
上手くて、多幸感を味合わせ
てくれる素敵な方！

虹やキラキラが大好きで
その魅力を伝え続けるた
いさんに、益々エンジェル
たちの祝福がたーくさんあ
るように選びました。

～エンジェルオーラクォーツ～

あきより
　あやみちゃんへ

あやみ
より

　ゆき
さんへ

ゆきより　トシロウさんへ

トシ
ロウ
より

　て
らっち

へ

てら
っち
より

　む
っちゃ

んへ

むっちゃんより
　たいさんへ

あやみちゃんはこんな人！
Byあき
自分のワクワクを極めて
いて素敵な人！ 

たいより
　あきさんへ

通称モテエッセンスと呼ばれる
このフラワーエッセンスをおすす
めします！
YOUTUBEで「ちょいスピライフ」と
いう番組をスタートして声をかけ
られることも多くなっているので、
人気に拍車がかかるはず！ 

こんな方におすすめ！
・とにかくモテたい男性
・仕事運も恋愛運もアップしたい男性

こんな方におすすめ！

こんな方におすすめ！

・自信をつけたい方
・才能を発揮していきたい方

・情熱を思い出したい方
・女性性を高めたい方

こんな方におすすめ！
・もっと視野を広げたい方
・強く後押ししてほしい方

こんな方におすすめ！
・エンジェルと繋がりたい方
・周波数をより高めたい方

こんな方におすすめ！
・ホッとしたい方
・素直になりたい方

こんな方におすすめ！
・スピリチュアルを探求したい方
・地球生活を楽しみたい方

破壊と再生を繰り返しながら真実
と共に生き、制限の枠を超え、無
限の可能性を開き続けられるよう
選びました。

スピリアルコンシェルジュに

聞いてみました！

？醒覚 させちゃうアイテム は
今号ではリレー形式でコンシェルジュがコン
シェルジュへおすすめの商品を選びました。
あなたと同じテーマを持ったコンシェルジュ
がいるかも？



26    Cosmic Vision Quest

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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VOL81・スペシャルふろく

新・宇宙次元フェスMAP新・宇宙次元フェスMAPの使い方

目覚めの時は今
あなたが八百万の神 2020年のダイナビジョンの年間テーマ、

『新・宇宙次元フェス2020～わくわく覚醒して、八百万の神である自分を思い出し、
地球天国を共同創造するお祭り～』の精神が宿っているMAPです。
部屋に置いたり、持ち歩いたり…あなた自身が地球天国に！！

基本の使い方①…あなたの覚醒したいゾーンに右手の指をあて、左手は胸にあて、 深呼吸を3回。各ゾーンのマントラを唱えて、神である自分を起こしましょう。

＊また、各ゾーンに合わせた天然石や、携帯電話を置くのもオススメです。P24～25 の「覚醒させちゃうアイテム」もご参考に♥＊

わっしょい！わっしょい！さあ覚醒しましょう♪ 八百万の神である あなたの祭りがはじまります♪

王様ゾーン
『オン アビラ ウンケン ソワカ』

宇宙そのもの大日如来のマントラ

パイライト
人の意見に惑わされない力強
さなど、男性性のエネルギー
をもたらします。劣等感や罪悪
感の払拭に最適！本当の自分
に戻れる石。

オススメの石

女神ゾーン
『オン アロリキャ ソワカ』

様々な問題の味方観音菩薩のマントラ

ピンクカルサイト
別名、愛と美の女神「アフロディー
テ」。自他共に無条件の愛で接せられ
るように促し、内面も外面も美しく生
きるサポートしてくれる石。

オススメの石

新・宇宙次元フェスMAP は次のページ→

LOVEゾーン
『オン ウンダキ ウンジャク
ウンシッチ ソワカ』

愛の神様 愛染明王のマントラ

ロードクロサイト
愛情のエネルギーの石。セルフラ
ブはもちろんパートナーを引き寄
せ、恋愛への情熱を引き出します。

オススメの石

浄化ゾーン
『ノウマク サンマンダー バーサラダン
センダン マーカロシャーダー ソワタヤ
ウンタラター カンマン』

破壊と再生・悪を滅する不動明王のマントラ

ハーライト
肉体・精神共に浄化しバランスを調整。
不要なものをクリアにすることでハイ
ヤーセルフと自然と繋がれる導きに
沿った行動・判断ができます。

オススメの石

自分天国神社
『オン アミリタ テイセイ カラ ウン』

極楽往生、現世安穏の阿弥陀如来のマントラ
ここには、あなたのお気に入りの石を置きましょう。

♥八百万の神である『聖なる自分自身』を大切にすると誓いましょう♥

アバンダンスゾーン
『オン ギャク ギャク ウン ソワカ』

富・智慧・成功の歓喜天・ガネーシャのマントラ

ゴールドサンストーン
ワクワクしながら豊かさエネル
ギーと繋がり、出会い＆チャン
スを吸引。仲間たちとヴォル
テックスを構築し、拡大するサ
ポーターの石。

オススメの石

発信ゾーン
『ノウマク サンマンダー ボダナンメイ
ギャシャニエイ ソワカ』

運気上昇のサインを送る龍神のマントラ

アマゾナイト
イマジネーション力を高め、魅力や才
能を最大限に発揮させます。抑え込ん
でいた自分らしさが、ちゃんとした形
で他者に伝わる表現ができるように
サポートします。

オススメの石

基本の使い方②
あなたのお名前を
書いてください♥
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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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LOVE
ゾーン

王様
ゾーン

発信
ゾーン

無限の可能性をスパーク
制限を超えられる！

本音を伝えて覚醒
自分を表現！人気力覚醒

〜新・宇宙次元 フェスMAP〜

ハイヤーセルフと統合 し
一瞬ごと目覚めて自分 の人生を生きる

八百万神 ワッショイ
ダイナビジョン 覚醒穴口 恵子

わくわく 覚醒して
八百万の神である 自分を思い出し

地球天国を共同 創造する祭り

女神
ゾーン

あなたの無限の美を覚醒
セクシャリティな情熱が咲く

違和感はスッキリ浄化
眠りをクリアして覚醒

浄化ゾーン

「わたしはお金」
宇宙マネー力覚醒

自分天国神社

アバンダンスゾーン

モテモテ地球天国
愛に目覚めて！



（11:00～19:00 / 定休日：第1、3火曜日）
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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。無意識レベルのエネルギー浄化と解
放を受け取れる贅沢な1時間。気持ち良くて熟睡しても、浄
化と解放はバッチリ♪不要な思い込みや制限を手放して、
瞑想後はスッキリ！ドルフィンスターテンプルミステリース
クール・ヒーラーによる誘導瞑想で、初心者の方でも瞑想
が手軽に体験できます。［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！

他にもレインボーエンジェルズ
大阪店だけのオリジナルな
イベント続々開催中♪ 詳しくは、レインボーエンジェルズ大阪店ブログをチェック！

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

この春、おすめクリスタル

アイシス Isis クオーツ
エジプトの女神アイシスがシリウスより持ちだし、地球のエジプト
へたどり着いたといわれるクォーツです。このクォーツの波動は、
内なる女神性を優しく目覚めさせ、豊かな愛の源は自分自身であ
るということに気付かせてくれます。

アパナ・アミュレット ワークショップ

アパナ‘anapa’とはハワイ語できらめく・輝きという意味。
キラキラ輝く、とっておきのお守りを自分で作成する講座です！

お守りはバッグチャームにもなります。
おすすめの使い方はブラの紐に付けてハートの近くに置くことで
クリスタルによっては、ハートが活性化したり癒したりすることができます。

クリスタルと仲良くなろう

ご自身で作成するからこそ、あなただけのお守りになります！
また、クリスタルと仲良くなる方法などもお伝えします。

モルガナイト・カルサイト・ディバイン

【開催日】4/26、5/24、6/28　各日13:00~16:00
【価　格】3,000円（ワーク代・紐代）※クリスタル代は別途となります。
【会　場】レインボーエンジェル大阪店

4月5月6月のテーマのクリスタル1つをお守りにしていきます。

4月お勧めクリスタル

カルサイトで内側
より自然発火させ
てあなたの光を増
幅させましょう♪

宇宙から無限の光エネルギーを受け
取ってあなたの聖なる光を点火する

4

カルサイト

5月お勧めクリスタル

まずは自分自身と
つながり愛して宇
宙にオーダーしま
しょう♪

自分の中の真実と交信し
八百万の神として宇宙にオーダーする

5

モルガナイト

6月お勧めクリスタル

拡大のエネルギー
を無限の可能性と
ともに♪

八百万の神々として絆を結び
無限の可能性をスパークする

6

ディバインクォーツ

アイシスクォーツからのメッセージ
私と繋がることで、あなたの内側の光の愛でまずは自分自身を
溢れさせ、そして周りの人へと広げて、光り輝く世界を共に創造
しましょう。

レインボーエンジェルズ大阪店では、“店頭セッション”を随時開催中！
今回は、店頭セッション・ヒーラーさんへインタビュー！！

①2020年自分軸を持って生きるにはどうしたらいいですか？
②ヒーラーになろうと思ったきっかけは何ですか？
③ヒーラーをしていて、何が一番やりがいや楽しさを感じますか？
④どんな方にセッションはお勧めですか？

DSTヒーラー 
愛子さん

太陽のように明るくてパ
ワフル、そして優しい愛
子さん。水曜日によく店
頭セッションをされてい
ます！

①自分が自分の人生の

原因であり責任者であ

り、創作者である自覚を

持って行動していくこと。

②人類と地球・宇宙の進

化に貢献することが自分

の使命、天分、喜びだと

感じたから。
③クライアントの人生に

貢献できたと感じるとき。

④勇気を出して前進した

い方。自分の人生を生き

たい方。才能を見出だし

開花させたい方

あなたの悩み、もやもや、迷っていることについて、パ
ワフルヒーラが「高次元の視点から」問題の本質や、
隠されたものを明らかにしていきます。クリアリングや
ヒーリングを行うことで、あなた本来の輝きを取り戻
します。レインボーエンジェル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］

スカル（頭蓋骨）オイル
トリートメント、体とエ
ネルギーから癒され気持
ち良くておススメ！

①自分の感覚を信じて個
性を活かすこと。そのため
には自分自身を知ること、
声を聴くこと、感情を無視
しないこと、そして…好きな
ことをやる、嫌々やってるこ
と、恐れからやってることを
やめる
②娘がアトピーで苦しんで
る時、どうにかしたいと悩ん
でいた私にヒーラーさんが
寄り添ってくれ、サポートし
てくれたこと
③セッションの後のクライ
アントさんの笑顔を見たと
きに幸せを感じます♡
④人生の過渡期にいると
き、自分らしく輝きたいと
思ったとき、とにかく心と体
が疲れてるとき

アセンションチャネラー＆
スカルオイルトリートメント 
有里杏さん

優しく包容力のある僚子
さん。ハンドトリートメ
ントからも一言メッセー
ジを受け取れます！

①五感を満たし、心とカ
ラダを緩めて、健康な状
態を保つ。
②アロマセラピーから始
まり、様々なセラピーに
出会って、経験や知識を
必要としている方にお伝
えできたらと思って
③セッションさせて頂い
た方がご自身で決断し、
笑顔で行動している姿を
見せてくださる瞬間。
④一歩前進したいとき、
背中を押して欲しい方
に。何となく気になって…
と感じた方にオススメ☆

ハンドオイルトリートメント＆
神様カードリーディング
河村僚子さん

店頭セッションとは ？

あなたはご存知ですか？予約不要！
10分から体験できる“ヒーリング＆メッセージ”

定期開催イベント
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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



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。
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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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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

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

古代レムリア時代から脈 と々受け継がれ、日本で20 年以上かけて体系化されたノウハウ古代レムリア時代から脈 と々受け継がれ、日本で20 年以上かけて体系化されたノウハウ

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！

「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。
詳細な情報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

入会費等【完全無料】メールアドレスの登録のみで完了

穴口恵子
高次の存在たちと繋がる

世界の旅

ギリシャ

シャスタ

グラストンベリー

ギリシャでは美しい景色に癒されながら、
各地でメッセージを受け取っていきました。

「自分軸の大切さ、創造主の自分を思い出
す旅になりました」「何事もポジティブに捉
える視点を得られた旅でした」と参加者の
方からもご好評をいただきました。

穴口恵子が22年間呼ばれ続けているシャス
タ山。シャスタは天国と地球が出会う場所と
も言われていて、呼ばれた人しか行けない特
別な聖地です。シャスタにピンと来るあなた
は、天と地を繋ぐ役割を持っているはず♥

バリ
ティルタウンブル寺院で沐浴をし、「誰もが
内なる神の言葉が降りてきますように」と祈
りを捧げると、レインボードラゴンが来てく
れました。

地球のハートチャクラの場所、グラストンベリー。
宇宙と地球と人間がひとつとなり慈愛に満ちた
時間を過ごせる場所。夏至のセレモニーが行わ
れたチャリスの井戸で瞑想をして、「愛と調和と
真実に満ちた聖杯のエネルギー」を穴口は受け
取りました。

バリ

グラストン
ベリー

シャスタ

ギリシ
ャ

どの写真も穴口と繋がった神々の意識を纏ったパワフルな写真です。見るだけで、あなたにパワー注入。ですが、リアルな場所のパワーは格別。あなたもリトリートで目覚めて「神聖な自分」で新しい地球を生きませんか？　2020年も、あなたの魂が覚醒するリトリートを開催する予定です。詳細な情報をご希望の方は、ぜひワールド・リトリート・クラブ（WRC）へ♥。

穴口恵子

高次の存在たちと繋がる
世界の旅

世界中を飛び回り、まるでディズニーランドに
いる時のようにワクワクしながら、地球を楽しみ
続けている穴口恵子。そのパワーのヒミツの
ひとつは、世界中のパワースポットでその土地
の高次の存在とのご縁を繋ぎ続けている事です。



シャスタ集中コース

シャスタ集中コース
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透視を通してクライアントを的確に誘導し、魂からの真の癒しを行う多次元ヒプノセラピー。この
手法を行う多次元ヒプノセラピストを育成する養成コースです。参加者がまず潜在意識の解放を
行い、自らの深い癒しを体現していきます。光の空間を作り、高次の存在につながりながらも退行
していくこの方法は、通常のヒプノ技術と大きく違い、プロのヒプノセラピストの方々にもオススメ
です。FSP1を受講された方ならどなたでも受講できます。

穴口恵子から伝授…魂から真の癒しを行う多次元ヒプノセラピー

シャスタコースの
航空券の手配について

航空券のご手配は、各自でお願いして
おります。ご手配の際には、別途ホーム
ページのモデル便を参照のうえ、最寄り
の旅行会社にお問い合わせください。
メドフォード空港から、シャスタ市内ま
では、送迎をご用意いたします。

が贈る超古代レムリアの真実の愛の教え

シャスタ集中認定ヒーラー取得
FSP1～3 申込セット！

多次元ヒプノセラピスト養成コースを除く
FSP1、FSP2、FSP3コースを合わせてお申込みいただくと、

国際認定ヒーラー取得割引として
10万円引き の69万円
でご参加いただけます！

1

通常価格

79万円 が

ドルフィンスターテンプルの神殿が確立された
シャスタ山で

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

「真実の自分に目覚める」このシャスタでの日々は、
貴方自身への最高のギフトになるでしょう。

穴口恵子♥直伝奇跡のスピリチュアルコース

シャスタ山
集中コース

【日時】
2020年
6月23日（火）～6月30日（火）

FSP1 FSP2 FSP3

日本発：6月22日（月）、
日本着：7月2日（木）

【料金】
230,000円
（早割価格5月31日（日）まで）
250,000円
（通常価格6月1日（月）から6月15日（月）まで）

【日時】
2020年
7月11日（土）～7月20日（月）
日本発：7月10日（金）、
日本着：7月22日（水）

【料金】
270,000円
（早割価格6月30日（火）まで）
290,000円
（通常価格7月1日（水）から7月5日（日）まで）

【日時】
2020年
7月2日（木）～7月9日（木）
日本発：7月1日（水）、
日本着：7月11日（土）

【料金】
230,000円
（早割価格6月14日（日）まで）
250,000円
（通常価格6月15日（月）から6月22日（月）まで）

アメリカ・シャスタ山　　　　聖地シャスタ・シティ内を予定　　　　穴口恵子場所 講師宿泊共 通

世界有数のパワースポット、聖地シャスタで穴口恵子から
ヒーリング、リーディング、チャネリングを直接学べる認定コース。
聖地でのワークがあなたの人生にとって最高のギフトとなるでしょう。

世界有数のパワースポット、聖地シャスタで穴口恵子から
ヒーリング、リーディング、チャネリングを直接学べる認定コース。
聖地でのワークがあなたの人生にとって最高のギフトとなるでしょう。

【料金に含まれるもの】
授業料・教材費

【料金に含まれないもの】
●現地までの航空運賃 ●空港送迎費（片道1台150～240ドル目安） 
●食費 ●お小遣い
●宿泊費（先着11名様は会場隣接の宿泊施設がご案内可能です。別途お問い合わせ下さい。）

※受講後には認定証を発行します。

！2020年8月20日（木）～8月27日（木）
【日本発8月19日（水）、日本着8月29日（土）】
210,000円（早割価格8月2日（日）まで）
230,000円（通常価格8月3日（月）から8月9日（日）まで）
アメリカ・シャスタ山　　
聖地シャスタ・シティ内を予定
穴口 恵子

日時

場所
宿泊

料金

講師

in シャスタ
多次元ヒプノセラピスト認定コース穴口恵子穴口恵子
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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！
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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）

4月9日（木） ミッシェル
4月16日（木） Jay
4月18日（土）  MIKA
4月18日（土） Sasha
4月19日（日） 大熊めぐみ
4月23日（木） ハル
4月24日（金） 五百田小聖

5月8日（金） 五百田小聖
5月10日（日） 大熊めぐみ
5月12日（火） Jay
5月23日（土） MIKA
5月23日（土）  Sasha
5月24日（日） ミッシェル
5月28日（木） ハル

6月5日（金） 五百田小聖
6月7日（日） Sasha
6月15日（月） ACCO
6月18日（木） ミッシェル
6月19日（金） Jay
6月21日（日） MIKA
6月25日（木） ハル
6月28日（日） 大熊めぐみ

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

なぜ?
どうして?

大阪
4月15日（水） 添田さおり
4月25日（土） Jay
4月26日（日） 樋口貴子
4月30日（木） ミラクル

4月18日（土）
5月16日（土）
6月20日（土）
講師：山本明子

5月5日（火・祝） Jay
5月9日（土） 樋口貴子
5月11日（月） 添田さおり
5月22日（金） ミラクル
6月5日（金） Jay
6月7日（日） 樋口貴子
6月10日（水） 添田さおり
6月27日（土） 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

料金：17,500円（60分）
会場：愛媛県今治市周辺

4月26日（日）
講師：Jay

料金：17,500円（60分）
会場：福岡県博多市内

6月27日（土）
講師：Jay

料金：17,500円（60分）
会場：宮城県仙台市内

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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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。

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
「虹色の炎の瞑想」

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、「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］5月24日（日） 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」

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］6月18日（木） 19：00～21：00
［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

＊CDは
レインボー
エンジェルズ
WEBSHOPへ

＊CDは
レインボー
エンジェルズ
WEBSHOPへ

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】
4月13日（月） 講師：Sasha 19:00～21:00
5月12日（火） 講師：Jay 19:00～21:00
6月22日（月） 講師：Sasha 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！！

［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

FSP練習会メニュー 2

JAY（北村敬子）
ドルフィンスターテンプ
ル事務局長。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.3 瞑 想

『瞑想』と聞くと、「難しい。できないよ
～」と思ってしまう方が、多いかもしれ
ませんね。
実は私も、そうでした。「無」にならな
きゃいけない…、雑念は出しちゃいけ
ない…と。そして「無」になろうとすると、
寝ちゃうし…（笑）「そんな事できない
よ～」と、避けて来ていたんです。です
が、瞑想のすごさって知ってますか？
「脳」には「前頭前野」という部分があ
ります。ここは「思考」を扱う部分でも
あります。この「前頭前野」の働きが

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】
4月13日（月）、5月4日（月・祝）、6月22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

【大阪】
5月11日（月）、6月10日（水）
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頂けます。
「え！これがオーラ？」と思わず声をあげてしまうような感覚を、 1時間半ほどの時間で体験して頂くことができます。
他の参加者の方とペアを組んで実際に自分自身でリーディングを行い、また相手からもリーディングを行ってもらうこ
とを体験していただけるのが、この「オーラの教室」。
オーラって何？　オーラはどうなっているの？　特別な人にしか、感じられないのでは？
こんな風に思ってしまうかもしれませんが、心配はご無用です。トレーニングをしっかり受けたアシスタントティー
チャー陣が、この「オーラの教室」をリードし、参加者がしっかりオーラを体感していただけるようにナビゲートしてい
きます。オーラを体験することで、あなたの感性は研ぎ澄まされ、いつも疑問に感じていた事や不安の意味も理解で
きるようになるかも知れません。そして、あなたの今のオーラの状態を知る事で、あなた自身の現在の状況を知ること
ができます。あなたが「自分自身を知りたい」と心に決めれば、このオーラをみる教室で体験したことは、あなたの人生
に新しい扉を開き、毎日の生活に新しい流れをもたらしてくれることでしょう。

【東京】4月16日（木）、5月22日（金）、6月19日（金） 19:00～21:00 ［会場］中目黒・コスミックビジョンスペース
【福岡】4月26日（日） 16:00～18:00 ［会場］福岡県博多市内
【仙台】6月27日（土） 16:00～18:00 ［会場］仙台市内　　　　　　　　　【共通】講師：Jay　［料金］3,500円

ストップしている時（寝ている時）に活
動的になるのが「海馬」です。原始脳と
も言われる箇所です。前頭前野が休
まっている時の海馬の働きは、余計な
記憶、嫌な記憶、そのそれぞれ感情も
含め、整理して、削除することです。
なので！　簡単にいうと、「スッキリ」す
るのです。なんと、それを起きながら可
能するのが「瞑想」なのです！
前頭前野を休ませるためには頭でいろ
いろ考えないことです。その為に言わ
れているのが「呼吸」に集中する！こと。
瞑想で必要な事は「呼吸」に集中です！
それでも、難しいと思われる方には…
ドルフィンの瞑想を。ドルフィンの瞑想
は、いとも簡単に、呼吸に集中できるん

ですよ。ドルフィンの瞑想の特色は『誘
導瞑想』です。ファシリテーターが言う
ことをただ、聞いているだけでいいん
です。すごいですよ！　私も大の苦手
だった瞑想が簡単にできるようになり
ました！エネルギーも感じる事ができ
たり＾＾なんたって最後にはハイヤー
セルフと出会って一体になることがで
きますからね♪
ぜひご体感くださいませ～。

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。

★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￥2,000/10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！

5月25日（月） 11:00～13:00  講師：ミッシェル
6月19日（金） 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
5月9日（土）、6月7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

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】
6月1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】
4月10日（金）/5月26日（火）/6月20日（土）
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】
4月10日（金）/5月26日（火）/6月20日（土）
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

【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？

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】

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。

地元の方が足繁く通う地
元密着型の神社です。
沖縄の神社は赤瓦の屋根
が印象的。狛シーサーがお
出迎えです！

御祭神は琉球古神道神の日の神、
竜宮神（ニライカナイ神）、普天満
女神（グジー神）と天神・地神・海神
といった、沖縄ならではの神様もま
つられています。この神宮の一番の
神聖な場所は、本殿後方の洞穴（写
真NG）！中は鍾乳洞で古代は本殿
だったと伺えます。入った瞬間、「見
られている？」という感覚が…。「許
されるなら一日中ここで本を読ん
で過ごしたい場所」という愛子さん。
逆に私達は、完全にこの場から「よ
そ者」扱いされていると感じ、「変な
事したらあっという間にやられちゃ
う」と、たいちゃんと二人で、「私達は何もしません！荒らしませ
ん！」と必死にお祈りしました。笑。さらに多くの龍（竜）がいて、
ここから必要な場所へ飛んでいくイメージがやってきました。
地球とガッツリ繋がる、誰でも自然にグラウディングできちゃ
う強力な場！次回から必ずご挨拶に立ち寄ります！

巨大ショッピングセンターの裏に
ポツンとありました。
その昔、日照りがひどかった時、龍
が飛び立ったという場所。掘ってみ
ると、水が溢れ出し、おかげで豊作！
裕福な地になったという言い伝え
がある場所でした。しかも、敷居に
足を踏み入れた途端、すごい振動！
ずっと震えているというか、脂肪燃
焼マシーンに乗っている感覚。笑。
足裏からチャージできました。

沖縄一の聖地と言われ、3度目
の訪問！一番奥にある三庫理
（サングーイ）の三角の通り道は
来るたびに、本当にエネルギー
がリセットされ、空気？次元がガ
ラッと変わる場所です。まさに
「宇宙」に繋がっているように感
じます。※拝所が三庫理（サン
グーイ）といいます。この三角の
通り道の右側です。

ここから、神の島・久高島を拝む事が
できます。昔の高貴な方もここから眺
めたんですよね～。空気が本当に違い
ますからね～。「生まれ変わる」ような人生のターニングポイ
ントにはピッタリな場所です！

鉄壁な石垣！そこを
上ると、なんとも幻想
的な石垣の門が～♥。
この門は「太陽の門」
ともいわれます。夏
至の日にこの門の穴
より太陽の光線がバ

バーンと差し込むそう。それにしてもこのお城跡。私的には某
天空の城を彷彿とさせます！ ここは原点回帰をするのにばっち
りな場所。生まれ変わるようなエネルギーが渦巻いていました。
笑

まだ、海開き前で泳
げませんでしたが、
足をつけただけで、
癒されて浄化され
ました。
沖縄は、とっても「力
強い」けど、とても「軽

やか」。何でも受け入れる度量の深さが感じられるけど、誰でも
彼でも良いわけではない。その凛としたエネルギー。本来のレ
ムリアのエネルギーってそうなのかもしれないなー。

次回は地元の先輩方にいろいろ聞いておくねー！と愛子さん。
めっちゃ期待してますー！！！

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

沖縄編VOL.2

まず、愛子さんのおすすめ神社、琉球八社 普天満宮へ。

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

わくわくさまです！（ダイナビジョンの社内挨拶言葉です！）ジャイ
です！今回のスピ旅は！神々の島、沖縄へ行ってまいりました～！
レムリアのエッセンスを色濃く残すこの地のパワースポットを巡
りまーす！旅の相方はレインボーエンジェルズ東京店スタッフの
たいちゃん。彼女がレインボーに務める以前からの親友（むしろ
家族。笑）で、25年来のお付き合いになります。（今は何歳とか、
逆算しないでね。笑）そして私たち共通の友人で、またまた25年
来のお付き合いになる沖縄在住の愛子さんに現地ナビゲート
をして頂きました！

まず、愛子さんのおすすめ神社、琉球八社 普天満宮へ。

続いて訪れた場所は、地元の方しか完全に知らない
「龍巻井（るーましがー）」

次は世界遺産・斎場御嶽へ！

三角の通り道で次元がガラリ変化！

この三角の通り道
を抜けると！
またしても聖域が！

そして！玉城城址へ！

やはり沖縄の海！（朝の海・夕焼けの海）
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各地情報

Pleiadian Ligtwork IntensivePleiadian Ligtwork Intensive

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

エジプト時代では、ピラミッドの中で行われていたと言われています。

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

そして！ 1990年初頭。
ドルフィンスターテンプル®の創始者であるアモラ・クアン・インのチャネリングによ
り現在に復活しました。
それが「PLI (Pleadian Lightwork Intensives)」コースです。

満を持して復活しました！

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

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

PLIも3コースに分かれています。

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

■ PLI 2
細胞レベルのクリアリングを行います。
細胞に残された記憶は、私たちが肉体を持って生きることの決意と直結しています。どんなに意識
の上でクリアになっていても、それが細胞レベルから取り除かれていなければまた同じ現実が繰り
返されてしまいます。肉体すべての細胞から、残されてきた痛みの記憶やカルマが取り除かれた時、
私たちのエネルギーが宇宙やハイヤーセルフと調和し、肉体に神意識が降ろされると言われていま
す。そして、カー経路と肉体の経絡を繋ぎ、ライトボディと肉体が同時に存在できるようになります。

■ PLI 3
PLI1,PLI2のワークを全て終えてこそ開かれる最後の2本のカー経路を開きます。
最終的には開かれた全てのカー経路に「ダイヤモンド」の高周波エネルギーを流します。「ダイヤモ
ンドライトボディ」となります。意識しなくても、ハイヤーセルフとは常に一体化、高周波なライトボ
ディになっている事によりより軽く、より楽にあなたの人生が好転したことを実感できる事でしょう。

2020年夏ごろには、
PLを体験していただけるセミナーを企画中です！！

2020年夏ごろには、
PLを体験していただけるセミナーを企画中です！！

PLIのコースは次元も空
間も超えた素晴らしい神
聖なエネルギーですべて
が行われました。真摯に
自分自身を思い出してゆ
くプロセスを仲間と分か
ち合えたことに心から感
謝しています。40代女性

PLI受講生の声

詳細はネットで　ドルフィンスターテンプル　と検索♪

FSP1，2とはケタ違い！とても
深い大きな変化を得ました。自
分自身としっかり向き合い、本
当の望みがクリアになりまし
た。一緒に受講した仲間から、人
の無限の可能性を垣間見ること
ができ、人はマスターであり神
なのだと改めて実感。30代男性

PLIを受けて一番変化し
たのは肉体と自分自身
の感覚です。コースが進
むと同時に、課題がクリ
アになっていきました。
解放、気づき、神聖さを
受容し、進むべき人生へ
の道へと導かれた極上
の時間でした。女性
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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！

★おかげさまでもうすぐ3周年
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…

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

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
4月、5月、6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！
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穴口恵子のハッピースピリアルライフ

JP

JP

チャンネル登録おねがいします♥

ダイナビジョン・レインボーエンジェルズのスピリアルコンシェルジュ
鈴木トシロウ＆ゆきがお送りするYouTube チャンネル♬

日常にちょいスピ！見て聞いて♥しあわせスイッチオン

その他、あなたのスピリアルライフをサポートする、
さまざまな「ちょいスピ」情報満載♥

スピ＋リアルな捉え方で日常がしあわせに！ 石博士！？トシロウの「すごい石解説」は必見

カードの制作にも関わった、ゆきからレクチャー♥ 全チャクラ調整！ P29〜のふろくを使う際に必見♪
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ダイナビジョンのコンシェルジュが厳選した、4月・5月・
6月にぴったりのレインボーエンジェルズクリスタル
カードとサポートアイテムをご紹介します！

《石の名前》 
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

穴口恵子がハワイからレムリアのエネル
ギーを込めた、フラワーオブライフのプ
リントされたバッグ。フラワーオブライフ
は、創造のパワーを持っていて、才能の
開花を導きます。

サポートアイテム

4月にぴったりの
カードは・・・

《石の名前》 
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

自分自身との結婚（統合）をサポート
します。罪悪感や過度な責任感をゆ
るめ、バランスをとりながら、自分のた
めにも、そして結果他者のためにもな
る選択をしていけるよう促します。

サポートアイテム

5月にぴったりの
カードは・・・

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

あなたの魂に眠っていた聖なる光が目覚めて、輝き始める時がやってきました。魂と
深く繋がって、対話をすることで、あなたの魂のブループリントが活性化し、あなたの
天命を全うする才能を開いていきましょう。宇宙の無限の光のエネルギーが応援して
くれています。

［サポートカラー］インディゴブルー、シルバー、ゴールド
［応援にくる高次元の存在］ アシュタール、サナトクマラ、レディーヴィーナス

Rainbow Angels
Crystal Card Message
クリスタルカードメッセージ

「レムリアン・トートバッグ」

Activate Divine Light within Your Soul
～宇宙から無限の光エネルギーを受け取って、あなたの聖なる光を点火する～

あなた自身がハイアーセルフと一つになって、自分の真実に気づき、宇宙に見けて、あ
なたの役割を発信する時です。あなたが心から望んでいることを叶えることを宇宙は
サポートしてくれます。

［サポートカラー］ダイアモンドレインボー、オレンジ、ピンク紫
［応援にくる高次元の存在］
シリウスの大天使ヘルメス、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

Order to the Universe！
～自分の中の真実と交信し、八百万の神として宇宙にオーダーする～

4月
April

あなたの可能性が八百万の神々と交流することで開かれていくチャンスがやってきま
した。あなたも周りにいる大切な人も、無限の可能性を開くために、出会っていること
に気づき、双方の絆を深めて、お互いの才能を引き出し合いましょう。

［サポートカラー］赤、黄色、ロイヤルブルー
［応援にくる高次元の存在］
女神アバンダンティア、瓊々杵命、木花咲耶姫

Shine Your Possibilities！
～八百万の神 と々して絆を結び、無限の可能性をスパークする～6月

June

5月
May

《石の名前》 
ユーディアライト
《メッセージ》
可能性が目覚める

「私は、あたらしい自分に
出会う準備が整っています」

神聖な自己を目覚めさせるためのアファメーション

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です。このアートを
目にしたり、共に瞑想することで、無限の
可能性はすべての人に与えられていると
いうことに気づくことが出来るでしょう。

サポートアイテム

6月にぴったりの
カードは・・・

「アースアバンダンス」

価格：4,104円（税込） 全44枚

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。

Rainbow Angels Crystal Card
～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～

ご購入・お問い合わせはこちらから
http: //www.rainbowangels.jp/

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！
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2019年5月に入社し、2020年2月海外クルーズ中に人生初の
大号泣を体験。「恵子さんに怒られる、もうダイナビジョンに
残れないかも」という大失敗と共にそれは起こりました。あ
る撮影の際に、準備不足のせいで、関係者の時間をムダにし
てしまったのです。不甲斐なさと悔しさでいっぱいになる私
に恵子さんは、「確かにもう少し準備をしておけばよかった
ね。これは人生にも言えること。『これでいいか』で人生を終
わらせないで、自分で確信をもってやりなさい」というメッ
セージをくれました。失敗した時は、怒られ重い課題がやっ
てくると思っていた私は、『私の先の可能性を見てくれる』恵
子さんの器の大きさと愛の深さに涙が止まりませんでした。
それを恵子さんに伝えると、「愛の本質で生きているのがダ
イナビジョンスピリットでダイナビジョンにつながること。そ
れに気づいてくれたことが嬉しい」と恵子さんは言ってくれ、
「ここは愛のある安心できる場所。今まで思っていた会社像
とは全然違う」と感動しました。その愛が響き過ぎて出た涙
は、魂の覚醒の涙。しかも、その日は満月。「満月だから起き

たのね！ ただの失敗ではなく、
気づきのための出来事と思
えばいい」という言葉に、恵子
さんの指針である『無限の可
能性を開く』ということは、こ
ういうことなんだと実感でき
ました。

海外クルーズ中、「覚醒セッション」を恵子さんから受け、これ
までの自分史語ることで、私自身の「覚醒ポイント」を教えても
らいました。「妹になんでも譲っていたこと」。「いつも感情を
抑えて、思っていることを最後まで言い切らず、自分でブロッ
クすること」。そこから、「今、どう思った？」と恵子さんが聞いて
くれ、感情を出すトレーニングの開始。そうして蘇ったのが、
中学時代バレー部で「ピンチサーバー」をしていた記憶。レ
ギュラーにはなれなかったけど、試合の流れを好転させる飛
び道具・ピンチサーバーをやっていたんです。恵子さんはビッ
クリして、「もっと、その力を発揮すればいいんだよ」と背中を
押してくれました。あの時いつも「緊張を乗り越えて、思いっき
りやってやる」と決意し、サーブを打ち込んでいました。ほとん
どレギュラーの人がもらうMVP賞をとった試合もあります。緊
張感をコントロールして「ここぞ」という時に勝つという精神
を思い出し、仕事のメールを書く時も、「この1通を絶対に読
んでもらう」という気持ちで書かせていただいています。『ダ
イナビジョンの好転ポイントを打つ』というくらいの気合で、

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？

Q1. よかったページは？  それはなぜですか？

Q2. あなたが今、一番解決したいことは何ですか？

Q3. これまで受講してよかったダイナビジョンのセミナーや、購入してよかった
　   レインボーエンジェルズの商品があれば教えてください。

Q4. Q3により、何か変化があれば教えてください。

Q6. 今回のアンケートの回答を弊社の発行物、WEBなどで掲載してもよろしい
　   でしょうか？

Q7. Q6で「はい」とお答えいただいた方のみへのご質問です。
　   匿名希望でしょうか？

Q5. コスミックビジョンクエスト（小冊子）を通して、どんな内容を知りたいですか？
　　（例：「講師の日常」「天然石の使用法」など）

当選の発表は、商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5月末〆切）

VOL.81 アンケート

アンケートにこたえて！

穴口恵子の最新著書

叶える力
自分が願った通りの人生を生きる！

私たちは、誰もが、
【叶える力】を持って
生まれてきました。
その使い方を忘れてし
まっているだけ…。
この本を読めば、その
力を思い出せるはず！

キリトリ

ハガキで応募♥

ポイントは次のページを。

5名様にプレゼント♬

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。プロモーターの高梨知菜さんです。S Cの部屋

スピリアル・コンシェルジュのへや

プロモーターとしての力をどんどんつけていきたいです。

恵子さんと過ごすことで、間近で学ばせてもらっているのが、
「スピリアルライフワーク」という働き方。遊んでたかと思っ
たら、「ブログ書いてくる」と決め、2～30分集中。遊びと仕事
の切り替えが鮮やかなうえ、仕事をまったく業務とは思って
いない恵子さん。ここ数年、普段はオフィスに来ないように
して、自分のパワーが一番発揮できる状態の時に集中してや
る。途中でしんどくなったら、一旦休んで、思いっきり遊ぶこ
とを許可する。旅が好きな人は旅をしながら、自分の好きな
場所、場所で、仕事をしていい～♪　そんなスピリアルライ
フワークを実践されています。私も見習い、海外クルーズ中
はメリハリを意識しました。が、実際はなかなか難しく、他の
スタッフのサポートのおかげ
でなんとか進めることができ
ました。仕事も遊びもめいっ
ぱい楽しむことで、自分のパ
ワーと可能性を発揮できる
『スピリアルライフワーク』を、
体験させていただき感謝して
います。

「人の成長を見られる仕事がしたい」と思い、小学校の先生
を目指していたこともありましたが、現在携わらせてもらっ
ている、海外講師のセミナーや講座などで、そういったシー
ンを垣間見ることができています。ダイナビジョンに勤務し
たことで、対象はこどもでなくても、自ずと夢が叶っていたん
です。プロモーターとして、マーケティングやコピーライティ
ングなど専門的なスキルを伸ばしながら、「人が大きな変化
が得られ、成長し続けられるダイナビジョンのプログラム」を、
様々な方々にお伝えしていきたいです。

自分史上最大の大号泣＆覚醒
～愛の本質に生きるダイナビジョン～

勝利へと好転させるピンチサーバー！ 
忘れていた可能性が目覚める

仕事は業務じゃない♥
伝えたいスピリアルライフワーク♪

「人の成長を見られる仕事がしたい」
気づくと夢が叶っていた♥　

高梨知菜…プロモーター。ダイナビジョンのスタッフとSNSを通じて知り合い、彼らの「仕事で海外に
行くスタイル」に憧れ、「働きたい」と望んだ途端、2019年5月にダイナビジョンに入社。普段から引き
寄せの法則を取り入れるなど、スピリチュアルが日常的な若い感性で、SNSをはじめ様々なメディア
を楽しみながら取り入れるプロモーションに期待大！

□ はい　　□ いいえ

□ はい　　□ いいえ
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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

ハガキの裏面に
貼り付けてください。

穴口恵子

叶える力
自分が願った通りの人生を生きる！

（きずな出版 ￥1540）

1）自分自身の夢を叶える
2）誰かと一緒に夢を叶える
3）周囲を巻き込んで夢を叶える
4）自分以外の人の夢を叶える
5）世界が変わっていく

ただし、覚悟は必要です。

そう心に決めること。

引き寄せよりも強く
祈る必要すらない…
【叶える力】を手に
できる一冊です。

2020年

3/20
発売

好評発売中

あなたの夢はきっと叶う！
─本田健さん推薦

「わたしの願いは
　すべて叶う」

【叶える力】には

5つのレベルがある



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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6  June

【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[東]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[東]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[東]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[東]
【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東]  
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[東]
【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東]  
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[東]

【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[大]【PS】ミッシェル[東]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[大]【WS】PLI.DBR[東]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[大]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[大]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
ハッピーヴォルテックスフェスタ2020
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[大]【WS】FSP練習会[東]

【PS】添田さおり[大]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[福]【WS】【PS】Jay[東]
【WS】オーラの教室[東]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[福]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[福]【PS】MIKA[東]
【PS】山本明子[愛]
【フェア】ケイトキングジュエリーフェア[福]【PS】大熊めぐみ[東]

【リトリート】エジプトリトリート（4/23～5/10）【PS】ハル[東]
【PS】五百田小聖[東]
【PS】Jay[大]
【PS】樋口貴子[大]【PS】Jay[福]【WS】オーラの教室[福]

【PS】ミラクル[大]

【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
【WS】FSP練習会[東]
【PS】Jay[大]

【PS】五百田小聖[東]
【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東] 【PS】樋口貴子[大]
【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東] 【PS】大熊めぐみ[東]
【PS】添田さおり[大]【WS】FSP練習会[大]
【PS】Jay[東]【WS】DST瞑想会[東]　

【PS】山本明子[愛]

5  May
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CosmicVisionQuest
コズミックビジョンクエスト

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

【WS】グループヒプノ[大]

【PS】ミラクル[大]【WS】オーラの教室[東]
【PS】MIKA[東]
【PS】ミッシェル[東]【WS】DST瞑想会[東]　
【WS】グループヒプノ[東]
【WS】PLI.DBR[東]

【PS】ハル[東]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]

【WS】PLI1Dayワークショップ[東]
【海外】テリー・サイモンズ来日イベント
【海外】テリー・サイモンズ来日イベント
【海外】テリー・サイモンズ来日イベント
【海外】テリー・サイモンズ来日イベント【PS】五百田小聖[東]
【PS】Jay[大]
【海外】テリー・サイモンズ来日イベント
【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東]  
【海外】テリー・サイモンズ来日イベント【WS】グループヒプノ[大]
【認】PLI1国際認定ヒーラー取得[東]【PS】樋口貴子[大]

【海外】テリー・サイモンズ来日イベント
【海外】テリー・サイモンズ来日イベント
【海外】テリー・サイモンズ来日イベント【PS】添田さおり[大]
【WS】FSP練習会[大]
【海外】テリー・サイモンズ来日イベント
【海外】テリー・サイモンズ来日イベント
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
【海外】テリー・サイモンズ来日イベント
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
【海外】テリー・サイモンズ来日イベント
【認】FSP国際認定ヒーラー取得[東]
【海外】テリー・サイモンズ来日イベント
【海外】テリー・サイモンズ来日イベント
【海外】テリー・サイモンズ来日イベント
【海外】テリー・サイモンズ来日イベント【PS】ミッシェル[東]
【WS】DST瞑想会[東]　
【海外】テリー・サイモンズ来日イベント【PS】Jay[東]
【WS】オーラの教室[東]　
【PS】山本明子[愛]【WS】PLI.DBR[東]
【PS】MIKA[東]
【WS】FSP練習会[東]

【PS】ハル[東]

【PS】ミラクル[大]【PS】Jay[仙]【WS】オーラの教室[仙]　
【PS】大熊めぐみ[東]

New Cosmic Dimension Festival 2020!

Order to the Universe !

ふろく
新・宇宙次元
フェスMAP

Happy Vortex Festa 2020Happy Vortex Festa 20203 keys to Happiness
3 keys to Happiness

Activate Divine Light within Your Soul !

Shine Your Possibilities !


