
はじめに

個別説明会のお申し込みをしていただきありがとうございます🎶

今回の募集では

⾃分に役⽴てたい⼈・スピリチュアルなお仕事をしたい⼈

カウンセリングもプラスしてお仕事をしたい⼈

上記２つのコースをご⽤意しています。

まず、覚醒についてお伝えをしていくと



これが分かったら良いと思いませんか︖

どちらを選べばいいの︖

⼀体これからどうすればいいの︖

そんな不安や⼼配に答えてくれる存在がいたら

良いと思いませんか⁉



これが分かったら良いと思いませんか︖

どちらを選べばいいの︖

⼀体これからどうすればいいの︖

そんな不安や⼼配に答えてくれる存在がいたら

良いと思いませんか⁉

繋がれることで、あなたを望ましい⽅向へと導いてくれる

その存在こそがハイヤーセルフです♪



ハイヤーセルフとは

⾼次元の存在（ハイヤーセルフ）とは

イメージ的にお伝えすると、空から⾒下ろしている

もう⼀⼈の⾃分です♪

なので

このまま進むとどこにいくのか︖

どんな未来が待っているのかを知っている存在なんです︕



毎⽇いくつもの選択をしながら

⼈は毎⽇いくつもの選択を繰り返しながら⽣きています。

そして、その選択によっては未来が⼤きく変わることもあります。

もし、あなたが選択に迷った時

⾼次元の存在（ハイヤーセルフ）と繋がって教えてもらえると

⾃信を持って決断できる︕

それは、⾼次元の存在が導いてくれるから🎶



⾼次元の存在と繋がるために

⾼次元の存在と繋がるために『超意識』に⼊ります︕

超意識に⼊ってコンタクトが取れるようになることを

覚醒すると呼んでいます︕

スピリチュアル覚醒講座では

覚醒する⽅法と、⾝に付けて使えるまでのプログラムがあります。



何と繋がるかが重要です︕

覚醒をして⾼次元の存在とコンタクトが取れるようになった時

どんな存在と繋がっているのか︖

ここが重要なポイントとなってきます。

正しい繋がり⽅や使い⽅を知らない場合

誤って、低次元の存在と繋がってしまう恐れがあります😱

低次元の存在と繋がってしまうと、どんなことが起きるのか︖



あなたを⽀配する低次元の存在とは

詳しくは本講座の中でしっかりとお伝えしますが

低次元の存在と繋がった場合

あなたを⽀配しようとしていきます。

⽀配をされた場合、どういった結末を迎えるかを簡単に⾔うと

エゴがコントロールできなくなる精神的苦痛や

⾁体的苦痛に⾒舞われる場合がほとんどです😓



スモールステップを踏んで

無料レッスンでは、聞こえるのテーマの中で

未来の⾃分からメッセージをいただく基礎練習をしました。

ここで勘違いしやすいのが

覚醒をして繋がるのはハイヤーセルフと⾔う点です︕

スモールステップを踏んで、無理なく体験をしていただくことが
⽬的で未来の⾃分からメッセージを頂きましたが

これはチャネリングとは呼ばず、チャネリングとは



覚醒をして繋がるのは

意図的にハイヤーセルフとコンタクトが取れて

教えて欲しいことに対して対話ができることを⽰します︕

視える・聞こえる・感じる中で⾃分の優位感覚から磨いていき

最終的にハイヤーセルフに聞いたことに答えてもらえるように
なるように、本講座では必要な知識と技術を⾝に付けていただ
きます。

さらにこの講座が選ばれる理由の１つに



いらないものを⼿放しながら

脳科学や⼼理学を活かして

思い込みや決めつけ、先⼊観など

メンタルブロックなどを取り除きながら進めていけます︕

このタイミングで、いらないものは⼿放して

眠っている能⼒を⽬覚めさせて

⾼次元の存在を受け⼊れられるようにしませんか︖



正しい繋がり⽅とコンタクトの取り⽅

あなたに⾃由と愛を与えて、思ったような⼈⽣を楽しみながら

周りの⼈たちにも愛を与えていけるように導いてくれる存在と正
しく繋がるために

そのための⾃⼰設定をして

超意識に⼊れるように準備して

覚醒をして

使えるようにトレーニングをしていけるメニューがこちらです❗



講座の内容について

あなたを幸せへと導くために

正しい存在と繋がって使えるようになっていただくために

今回は特別企画として

無理なくスムーズに学んでいっていただけるように

オーラヒーラー養成講座をプラスして⾏います。

本講座の流れと内容をお伝えすると



オーラヒーラー養成講座

Stage１ エネルギーと基礎知識について

１１ マインド変換
（思い込み・決めつけなどのブロック解放）

１２ ⼈間はエネルギー体であることを認識する
１３ ⼈間のエネルギーについて（気との関係）

Stage２ オーラについて

２１ オーラとは何か︖
２２ なぜオーラを視る必要があるのか︖
２３ オーラを視るレッスン・プラーナを⾒る
２４ オーラの⾊とオーラが⽰す情報について
２５ セルフオーラの出し⽅について知る
２６ オーラの形・チャクラ

３１ エネルギーの種類や違いについてを知る
３２ イメージの仕⽅（どこから⼊る︖など）
３３ エネルギーのクリーニング
３４ エネルギーの動かし⽅
３５ ヒーリングをしてみる
３６ エネルギーバランス・チャージ調整の仕⽅
３７ セルフヒーリング&チャージと注意点

Stage３ エネルギーについて

４１ セッションをする環境について
４２ オーラを視て状態を判断&診断結果の

伝え⽅について
４３ 今後の対処や解決へのアドバイス
４４ まとめ

Stage４ オーラヒーラーセッションの仕⽅



講座スケジュール

スタートUP
スタートUP

第１回目

2021年12月18日（土）13:00～15:00
2021年12月21日（火）20:00～22:00

2021年12月28日（火） 20:00～22:00

上記日程で覚醒をするための
必要な基礎を学んでいただきます。

全３回 合計６時間

第２回目 2022年1月8日 （土） 13:00～15:00

スタートUPでは受講生様との顔合わせや講座の進め方、メンバーサイトの使い方などをお伝えします。
同日ともに内容は同じになります！

第３回目 2022年1月18日 （火） 20:00～22:00



スピリチュアル覚醒講座

１・スピリチュアルの基礎知識と優位感覚
森羅万象の仕組み・覚醒

２・視える感覚トレーニング

３・聞こえる 感覚トレーニング

４・感じる 感覚トレーニング

６・総合トレーニング

５・グラウンディング

・スピリチュアルとは︖︖
・⾃分の優位感覚
・⽣命・森羅万象
・覚醒
・クリティカルファカルティ

・脳の仕組み・⾒えると視える
・透視や霊視
・波動・エネルギーを視る
・視るというリーディング

・脳の仕組みや⽿の機能・聞こえると聴こえる
・チャネリング
・エネルギーを聞く

・脳の仕組みや体感覚の機能・感じる・体感⼒
・エネルギーを触る・感じる
・オーラフィールドを感じ取る
・味覚・臭覚・触覚を研ぎ澄ます

・第六感を使うトレーニング
・⾃⾝の感覚が正しいのか感じたものをシェアする
・ツールを使って鑑定する
・トータルして学んだスキルで実際に鑑定をする

・現実に⽣きるために必要なグラウンディングについて
・⾃然の⼒を借りてグラウンディングする⽅法
・パワーストーンの⼒を借りてグラウンディングする⽅法



講座スケジュール

全11回 合計33時間

第１回⽬
第２回⽬
第３回⽬
第４回⽬
第５回⽬
第６回⽬
第７回⽬
第８回⽬

2021年1⽉29⽇（⼟）13:00〜16:00
2021年2⽉8⽇ （⽕）19:00〜22:00
2021年2⽉26⽇（⼟）13:00〜16:00
2021年3⽉8⽇ （⽕）19:00〜22:00
2021年3⽉26⽇（⼟）13:00〜16:00
2021年4⽉5⽇ （⽕）19:00〜22:00
2021年4⽉23⽇（⼟）13:00〜16:00
2021年5⽉3⽇ （⽕）19:00〜22:00

第９回⽬ 2021年5⽉21⽇（⼟）13:00〜16:00
第１０回⽬ 2021年5⽉31⽇（⽕）19:00〜22:00
第１１回⽬ 2021年6⽉18⽇（⼟）13:00〜16:00



受講者さま特典として

１・受講者様専⽤の練習会グループにご招待

２・認定ディプロマ（試験合格規定）



受講費について

オーラヒーリング講座 ￥220,000（税込）

スピリチュアル覚醒講座 ￥693,000（税込）

合計⾦額 ￥913,000（税込）

上記２つがセットになって



受講費について

オーラヒーリング講座 ￥220,000（税込）

スピリチュアル覚醒講座 ￥693,000（税込）

合計⾦額 ￥913,000（税込）
本⽇より３⽇間以内にお申し込みをされた⽅に限り

合計⾦額 ￥498,300（税込）

早期割引 ￥414,700を引いて



カウンセリングの技術も同時に学べます︕

今回の募集では

⾃分に役⽴てたい⼈・スピリチュアルなお仕事をしたい⼈

カウンセリングもプラスしてお仕事をしたい⼈

上記２つのコースをご⽤意しています。

カウンセリングが同時に学べるコースをご紹介すると



こんな⾵に活躍していきませんか︖

占いや鑑定などをする技術は⾝に付けても、お越しになられた⽅が満⾜をしな
ければもう２度と来ないかも知れません。

なぜ、私の鑑定予約が３ヶ⽉待ちの状態がずっと続いているかと⾔うと
⭐会えてよかったです♪
⭐セッションをしてもらえたおかげで♪
⭐また来てもいいですか︖♪
⭐お友達に紹介してもいいですか︖♪

そんな⾵にして、９８％以上の⽅が嬉しい⾔葉をかけてくれるので

広告とかは使わずに、あっという間に予約が埋まる状態が続いているんですが

それは、あることをしているからなんです︕︕



カウンセリング技術を活かして

私は普段、未来鑑定と未来鑑定カウンセリングの２種類のセッションをしていま
すが、どちらのコースでも

カウンセリングの技術を活かしています︕

その中でも⼀番気を付けていることがありますが

それは

会話をしていく時の全体的な流れです︕
もちろんどんな⾔葉を使うのか︖どんな⾵に伝えるのか︖こちらも⼤事にしてい
ますが

そのおかげでたくさんの⽅に喜んでいただけています♪



こんな未来が待っています♫

スピリチュアル能⼒とカウンセリング技術をミックスすることで

感謝をされながら⾃分のやりたいお仕事を楽しむことができます︕

愛のある⾔葉を愛情を込めてお伝えできることで

必要としている⽅たちを元気にしながらお仕事ができるって本当に

最⾼です💕

しかも、私の場合で⾔えば、会えて良かった︕鑑定してもらえたおかげで︕

また会いたいです︕お友達にも紹介してもいいですか︖など

この⾔葉がエネルギーに変わり、さらに私を元気にしています♫



こんな⽅にオススメです︕

霊視鑑定

透視鑑定

チャネリング

リーディング

オーラ鑑定

タロットカードセッション

オラクルカードセッション

その他のカードセッション

マヤ暦

四柱推命

九星気学など

上記以外にもセッションをされる⽅であれば、プロのセッ
ション技術を⾝に付けることで活躍できる幅が広がります︕



スピリチュアル覚醒講座&カウンセリング

１・⾔語とイメージについて

・⾔語とイメージとの違いについて
・肯定変換の仕⽅

２・傾聴について

３・承認について

４・質問について

６・まとめ

５・伝える順番と流れについて

・プロの傾聴の仕⽅とは
・ピンポイントで聴いて欲しい部分を受け取る

・承認をするべきところ
・承認の仕⽅

・質問をする時の注意点とは
・質問の仕⽅

・感情を動かしていくテクニック
・また会いたいです︕と⾔われる⼯夫
・セッションの⼀連の流れ

・⾔葉の使い⽅
・伝えていく順番
・注意点

講座の内容について



受講費について

オーラヒーリング講座 ￥220,000（税込）

スピリチュアル覚醒講座 ￥693,000（税込）

カウンセリング講座 ￥363,000（税込）

合計⾦額 ￥1,276,000（税込）
上記３つがセットになって



受講費について

オーラヒーリング講座 ￥220,000（税込）

スピリチュアル覚醒講座 ￥693,000（税込）

カウンセリング講座 ￥363,000（税込）

合計⾦額 ￥1,276,000（税込）
本⽇より３⽇間以内にお申し込みをされた⽅に限り

合計⾦額 ￥799,700（税込）

早期割引 ￥476,300を引いて



受講者さま特典として

１・受講者様専⽤の練習会グループにご招待

２・認定ディプロマ（試験合格規定）


