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┏━━━┻┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻┻━━━┓
 ┃　　　　　　　　　　　　秋の感謝企画　　　　　　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 ┃　　　お友達3人に1人。講座に、無料ご招待しちゃいます。　　　┃
 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　　　　　　基礎～外用～内服講座　　　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　　  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾　　　　　　┃
 ┃　　　　　　10月期　フラワーエッセンス講座　受付中　　　　　┃
 ┃　　　　　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾　　　　┃
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┌─────┬────────────────────────────┐
 │トピックス│ フラワーエッセンスジャーナルは、まぐまぐを通じ         │
 │          │ メルマガ登録頂いた方々に配信しています。               │
└┬────┴────────────────────────────┘ 
 　│　　　　　　　　　　　
 　├→  オリジナルコラム（連載3）：フラワーエッセンスの質を決めるモノ
 　│　　　　　　　　　　　　　　　バルナオ博士との会話より。
 　│　
 　├→  体験レター：フラワーエッセンス体験をシェア☆新しい習慣のためのエッセンス
 　│　
 　├→  秋の講座感謝企画：3人に1人を講座へ無料ご招待♪　受付中
 　├→  10月開催講座のお知らせ（東京地区）
 　│
 　├→  セルフチェックシート：花のセラピールームより
 　│
 　├→  しあわせデリバリー☆FlowerRemedy.jp 　
 　│　　フラワーエッセンスショップショップからのお知らせ
 　│
 　├→  もうひとつのメルマガ「お花からのメッセージ」のご案内　
 　└→  編集後記

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　　親愛なるメルマガ購読者のみなさまッ♪
 　　こんにちは♪♪

 　　フラワーレメディ.com そふとしぇる
 　　LiFE認定セラピストのさだまさです。

 　　急に秋めいてきましたが、みなさんいかがお過ごしですか？

 　　10月に入ってから、少し大きめの
 　　新しい変化と流れを感じていますが
 　　みなさんのまわりはいかがでしょうか？

 　　変化が起きているときは、
 　　変化を拒まず、抵抗せずに、
 　　『それをチャンスとして活かすには、どうしたらいいか？』
 　　っと、意識の方向転換を図ると
 　　想わぬ発見！や、インプピレーションが沸いてきて
 　　おぉーっ結構いいねぇ～っと想えることが多いように想います。(笑）

 　　読むだけで、理解が深まる
 　　メールマガジン「フラワーエッセンス・ジャーナル』

http://flowerremedy.com/
http://flowerremedy.com/workshop/workshop.htm


 　　スタートですッ☆

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
 　お友達で、未だメルマガ登録が済んでいない方がいらっしゃいましたら、
 　http://www.FlowerRemedy.com/information/mailmagazine.htm
 　より、是非、メルマガ購読の正式登録をオススメしてくださいねッ！

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 セラピストのオリジナル・カキオロシ・コラム

 　　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　　┏━┫　 ☆　フラワーエッセンスの質を決めるモノ　　☆　 ┣━┓
 　　┃　┃　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　         ┃  ┃
 　　┃　┃　　　　　　バルナオ博士との会話より　　　        ┃  ┃
 　　┃♪┗┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳┛♪┃
 　　┗━━┛　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　┗━━┛
 　　

 　　　＜連載第3回目＞

 　　　現在、フラワーエッセンスは、世界各地で製造されるようになりました。

 　　　講座の生徒さんからも、

 　　　「何故、たくさんのエッセンスの中で、
 　　　オーストラリアン・ワイルド・フラワーエッセンスなのですか？」っと

 　　　いった趣旨のご質問を頂くことがあります。

 　　　「なぜでしょう？」（笑）

 　　　そして、「フラワーエッセンスの質は、ナニで決まるのでしょうか？」

 　　　フラワーエッセンスの質の要因について、

 　　　▼連載で、お送りする第3回目、スタートです♪

------------------------------------------------------------
 　　　＜連載第3回目＞

 　　　話は、パースの北。湖のほとりで、バルナオ博士と
 　　　ピクニック・ランチ・ミーティングをしている
 　　　ところからはじまります・・・

------------------------------------------------------------

 　　　そして、その後・・・
 　　　場所は、オーストラリア、パース北の湖のほとりで、

 　　　私とバルナオ博士と2人で、
 　　　ピクニック・ランチ・ミーティング（笑）をしていた時のこと・・・・。

 　　　フラワーエッセンス・コンファレンス（フラワーエッセンス国際会議）の
 　　　近況について、質問したところ、
 　　　日本での国際会議以降の開催は、今のところ無いとのことでした。

 　　　そこで、私は、バルナオ博士の知り合いのプロデューサーの近況などを
 　　　聞きながら、2001年の日本でのフラワーエッセンス・コンファレンスで
 　　　じぶんが感じとったことを、彼に伝えました。

 　　　（それ以前も、パースで何度か、レクチャーを受けたり、
 　　　ミーティングをしていましたが、
 　　　その話題に触れることはありませんでした。）

 　　　その会場で
 　　　彼のクラリティーが、
 　　　とても、綺麗で澄み渡っていたように感じたこと・・・。

 　　　（バルナオ博士）「ふんふん・・。(ニコニコ）」

 　　　そして、また・・

 　　　「フラワーエッセンスの質は、プロデューサーの質」と同じと
 　　　感じたことをつげると



 　　　彼は、即座に
 　　　「Yes,Yes」っと激しく頷いていました。(大笑）

 　　　「・・・・・・」

 　　　「・・・・・・」

 　　　お互い、何かについて、妙に納得した感じで
 　　　そこに、しばし・・・心地よい沈黙が流れます。(笑）

 　　　その延長線上に、”今”こうして、お互いが、
 　　　隣同士に存在しているんだなぁ～っという事実に、
 　　　自然と笑みがこぼれます。(笑）

 　　　そして、2001年のフラワーエッセンス・コンファレンスから始まった
 　　　ひとつの輪が、完成した瞬間でもありました。(笑）

 、
 　　　『”フラワーエッセンスの質を決めるモノ”』

 　　　次号は、具体例を挙げて、更に堀さげてみたいと想います。

 　　　次号へ続く・・・。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 　 ★・・…………★・・……………★……………・・★…………・・★
 ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★　
 　┌───┐。∵☆
 　│。――│
 　│。＝＝│　　　☆フラワーエッセンス体験をシェア☆
 　│      │ 
 　└───┘
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
 　 ★・・…………★・・……………★……………・・★…………・・★

 　　　コラム執筆の直後。
 　　　
 　　　ちょっとリフレッシュして、デスクに戻ったら、
 　　　1通のメールが届きました。(笑）
 　　　
 　　　あまりにもタイムリー＆爽快なので、
 　　　ご紹介させて頂きます♪(笑）
 　　　

 　○　・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。
 ○ｏ○─────────────────────────────○
  ○○  　　　定政さん

 　　　　こんにちは☆ＯＯＯです。

 　　　　８月９月の講座ではお世話になりました。
 　　　　また、先日はエッセンスをさっそく送っていただいて、
 　　　　ありがとうございました。
 　　　　ちょうど講座で作ったエッセンスを飲み終えたところだったの
 　　　　で、すぐに届けていただけてとてもうれしいです♪

 　　　　あのあとエッセンスを飲み始めて・・・やっぱりリビングフラ
 　　　　ワーってすごいですね！
 　　　　私は今回、初めの３日間の変化が大きかったです。
 　　　　大きいっていっても、ぜんぜん不自然なものではなくて、呼吸
 　　　　がものすごくラクになってたりとか、自分の周りを取り巻く空
 　　　　気がなんだか明るく感じたりとか、とにかく軽くなった感じです。
 　　　　そんなちょっとしたコトなのに、周りの人間関係に対してまた
 　　　　一歩、楽になりました。

 　　　　あくまでも自然で、でも確実に自分自身の感覚が変化していく
 　　　　感じ。そんなオーストラリアの花パワーが大大大好きです＾O＾♪

 　　　　前回解決したかった問題については、もやもや感がすこしずつ
 　　　　ほどけていっています。



 　　　　エッセンスを飲み終えたので、継続してその問題に取り組もう
 　　　　と思いカードを手にしたのですが、考えてみたらいまのところ
 　　　　「すごく解決したい問題」というほどのものが見当たらなくて（笑）
 　　　　なので、ひとまず、食生活や生活習慣の悪癖を直したいな～と
 　　　　思い、今回の３つのエッセンスを注文しました。
 　　　　今一番解決したい問題って、それなのかもしれませんね。

 　　　　エッセンスの力を借りながら、もっと自分自身を良い方向に
 　　　　向けていきたいです。

 　　　　あっ、あと、今週から「年に１度の浄化月間」を開始しました☆
 　　　　ちょうど来月が誕生日なので、ブラックカンガルーポウ
 　　　　→ラビットオーキッドと続けながら、すっきりしたいと思ってます。
 　　　　こんな使い方を教えていただけたのも、あのとき講座に参加し
 　　　　てホントに良かったと思います。
 　　　　定政さんの一押しのおかげでしたね（笑）
 　　　　本当にありがとうございました。

 　　　　これからもフラワーエッセンスとはずっとお付き合いしていき
 　　　　たいと思っているので、ぜひよろしくお願いします^^♪
 　　　　（メルマガもさっそく登録し、毎日楽しみに購読してます！）

 　　　                                      　　　　　　　　　　 ○
 　 ○─────────────────────────────○ｏ○
 　  。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*  ○○

 　　　　　ＯＯＯさん♪

 　　　　　メッセージ、ありがとうございました♪

 　　　　　順調そうで、嬉しいですッ☆

 　　　　　また、状況など、ご連絡ください♪♪

 　　　　　楽しみにしていますッ―‐☆

 　　------------------------------------------------------------

 　　　　　ちなみに・・・。文中の3本のエッセンスは、

 　　　　　グリーンローズ
 　　　　　http://flowerremedy.jp/?pid=4050239

 　　　　　シルバープリンセスガム
 　　　　　http://flowerremedy.jp/?pid=4050333

 　　　　　ブルーチャイナオーキッド
 　　　　　http://flowerremedy.jp/?pid=4050723
 　　　　　です。

 　　　　　本来は、潜在意識や、無意識の領域からのメッセージを

 　　　　　▼花カード診断
 　　　　　http://flowerremedy.jp/?mode=f1

 　　　　　によって、反映させて、
 　　　　　そのひとのテーマや問題に対して、最適なエッセンスを
 　　　　　選定することをお勧めしていますが、

 　　　　　以上、3本のエッセンスは、オーストラリアで、
 　　　　　自然療法Diet（食事療法やサプリメント療法）のプロが、

 　　　　　■　アルコールや、喫煙などをやめたいひと
 　　　　　■　ダイエット（食事制限）に取り組んでいるひと
 　　　　　■　悪習慣を改善したいひと　　　等

 　　　　　幸せを妨げている古い習慣から
 　　　　　新しい習慣への移行期のサポートとして
 　　　　　利用しているエッセンスです。

 　　　　　『わかっているケド・・・続かない』
 　　　　　そのようなシーンで、お役に立つかと想います。

 　　　　　カダンビ・バルナオ博士が1年に1度

http://flowerremedy.jp/?mode=f1


 　　　　　摂ることをお勧めしている
 　　　　　心身をクリアに。じぶんらしくあるためのエッセンス。

 　　　　　ブラックカンガルーポウ
 　　　　　http://flowerremedy.jp/?pid=4050705

 　　　　　ラビットオーキッド
 　　　　　http://flowerremedy.jp/?pid=4050924

 　　------------------------------------------------------------

 　　　メルマガ読者のみなさんも、お気軽に、
 　　　「こんなことがあったよ～」っという体験談をお寄せください♪

 　　　メルマガに採用させて頂きました方には、

 　　　しあわせデリバリー☆FlowerRemedy.jp 　フラワーエッセンスショップ
 　　　http://flowerremedy.jp/

 　　　にて、ご利用頂ける
 　　　500ハッピーポイントをプレゼントさせて頂きます。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 　　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　　┏━┫　 ☆　　　　　秋の　講座　感謝企画　　　　　☆　 ┣━┓
 　　┃　┃　　　　3人に1人。　講座無料ご招待　のご案内 　   ┃  ┃
 　　┃　┃　　　　　　　  　  　　　　             　　　　 ┃  ┃
 　　┃♪┗┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳┛♪┃
 　　┗━━┛　　http://flowerremedy.com/workshop/cm.htm　 ┗━━┛
 　　

 　　　フラワーエッセンスの良さを、もっと多くの方に知って頂きたい。

 　　　期間限定となりますが、3人以上のグループで、
 　　　講座にお申込頂きましたグループのお一人様を、無料でご招待 させて頂きます。

┌─────────────────────────────────┐
 │　　　対象講座は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        │
 │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        │
 │　　　10月20日（土）開催　　　　　　　　基礎講座　　　　　        │
 │　　　10月21日（日）開催　　　　　　　　外用講座 　　　　　       │
 │　　　10月27、28日（2日連続開催）　　内服法マスター講座  　       │  
└─────────────────────────────────┘ 

 　　　　以上の全ての講座が対象となります♪♪

 　　　3人様のグループの場合、お一人様を無料でご招待させて頂きますので、
 　　　参加費用は、3人のご参加で2人分となります。

 　　　いずれの講座も、少人数制をとっておりますので
 　　　定数に達した場合は、キャンセル待ちとなります。

 　　　詳しくは、ホームページのキャンペーンのご案内
 　　　http://flowerremedy.com/workshop/cm.htm
 　　　をご覧ください。

 　　　
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
 　　　　　　基礎の基礎から、百会診断まで・・
 　　★┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓★
 　┏━┫　＝10月 開催フラワーエッセンス講座情報（東京地区)　　＝　┣━┓
 　┃　┗┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳┛　┃
 　┗━━┛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┗━━┛

┌───┐
 │。――│　　書籍『西オーストラリア花物語』の講座を、日本で学べる。
 │。＝＝│　　心と体と人生をプラスに変えるフラワーレメディ
│      │
 └───┘自分で自分を癒す知恵とノウハウをマスターするフラワーエッセンス講座

http://flowerremedy.jp/


 　　　バルナオ博士夫妻、直伝の特別レッスンを受けた
 　　　認定ファシリテーターが、直接指導にあたります。

 　┏━━━興味に応じて、4コース━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　┃
 　┃　[基礎]
 　┃　フラワーエッセンス基礎講座(1日）http://flowerremedy.com/workshop/workshop01.htm
 　┃　　　　　　　　　　10月20日（土）→心と体のつながりと関係性を発見し、フラワーエッセンスを
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　心身の健康維持に役立てていくことを目的としています。
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　レシピも多数紹介。オリジナル・スプレーの製作も行います。
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　and more・・・　
 　┃　
 　┃　[アドバンス]
 　┃　外用実践講座(1日）http://flowerremedy.com/workshop/workshop02.htm
 　┃　　　　　　　　　　10月21日（日）→フラワー・エッセンスでは、唯一ともいえる
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　アキュ（耳ツボ）・トリートメントのテクニックを実践。
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　ストレスと痛み、 エネルギー消耗、不眠不安等への適用法や
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　局所適用方法などを学びます。and more・・・
 　┃
 　┃
 　┃　内服法マスター講座(2日）http://flowerremedy.com/workshop/workshop03.htm
 　┃　　　　　　　 10月27日(土）28日（日）→花の色の特徴について理解を深めながら、
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　フラワーエッセンス88本のポイントを学びます。
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　花カード診断の方法、調合方法、摂取方法、
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　反応パターンを実践を交えながら学び、
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　スキルの総括として、調合の実践を行ないます。and more・・・
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 　┃　[新設講座]
 　┃　
 　┃　アドバンス・ワークショップ(2日）http://flowerremedy.com/workshop/workshop04.htm
 　┃　　　　　　　　　　　　日程調整中→内服法講座での知識をベースに、対面セラピー、
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　百会診断の実践トレーニングを重点的に行います。
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　理論よりも、体感や直観力を使用した
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　実践型ワークショップとなりますので
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　エネルギーのわかる方。
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　または、ご理解のある方のみご参加ください。
 　┃
 　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 　>>ご自分やご家族の健康や、スキルアップ、より豊かな人生のために。

 　　親子関係、恋愛関係、職場関係、自己鍛錬、自己実現、スキルアップ、健康・・・
 ＿┌─────────────────────────────────────┐＿
 ＼│　　　自分自身の内なるチカラを引き出し、人生の様々なテーマに向き合い、　　│／
 　│　　　　　　　　　　　解決していくノウハウを獲得する　　　　　　　　　　　│
 ／└┬───────────────────────────────────┬┘＼
 ── 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　──

 　　フラワーエッセンスの体験を通じて、知識を深めながら、
 　　今後の人生の中で「永続的に使える」実用的なテクニックを
 　　マスターすることを目的とした講座カリキュラムです。

 　　ワークショップの体験を通じ、じぶんの変化を感じながら、
 　　スキルを身に付けていきます。

 　　お友達と一緒のご参加なら、もっと気軽で楽しく、
 　　さらに、『それぞれ５％の割引特典』、または
 　　『3人に1人。講座無料ご招待キャンペーン』もご利用頂けます♪
 　
 　　定員数に達し次第、受付終了とさせて頂きますので、
 　　ご希望の方はお早めにお申込ください。

 　▼開催講座の詳細情報は、こちらのページで
 　http://flowerremedy.com/workshop/workshop.htm

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 　　　・*☆*・・*☆*・・*☆*・・*☆*・*☆*・*☆*・*☆*・*☆*・

 　　　　　　　　フ┃ラ┃ワ┃ー┃エ┃ッ┃セ┃ン┃ス┃　　
 　　　　　　　　━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛　　　
 　　　　　　　セ┃ル┃フ┃チ┃ェ┃ッ┃ク┃シ┃ー┃ト┃　　
 　　　　　　　━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛　　　

http://flowerremedy.com/workshop/workshop.htm


 　　　・*☆*・*☆*・・*☆*・・*☆*・・*☆*・*☆*・*☆*・*☆*・:*.☆。

 　　　　フラワーエッセンスのサロン『花のセラピールーム』には、
 　　　　http://flowerremedy.com/therapy/therapyroom.htm

 　　　　酸素バーや、
 　　　　音楽セラピー
 　　　　バイオフィードバック
 　　　　ＨＲＴヴァイブラサウンド施設が
 　　　　併設されているのをご存知ですか？

 　　　　http://www.style21.co.jp/salon-style21/music-session.html

 　　　　そのＨＲＴのセッションメニューに、
 　　　　フラワーエッセンスによるサポートサービスを追加する
 　　　　打ち合わせを、現在進めています。

 　　　　日本では唯一の
 　　　　ＨＲＴとフラワーエッセンスを同時体験できる施設となります。
 　　　　（ＨＲＴについては、上記ＨＰにて）

 　　　　そんな折、セルフチェックシートを製作する
 　　　　お手伝いをしていましたので、
 　　　　メルマガ読者の方にも、シェアしたいと想います。

------------------------------------------------------------
 　　　以下のリストで、自分が該当すると思う項目をチェックして、
 　　　チェックした数を数えてみてください。

 　　　□人間関係は良好だ。

 　　　□自分を理解してくれる人がいる。

 　　　□毎日元気で、気力も充実している。

 　　　□自分の考えを、はっきりと表現することができる。

 　　　□職場や学校、家庭など周りの環境に満足している。

 　　　□失敗しても、気持ちの切り替えが直ぐにできる。

 　　　□考えと気持ちと行動が一致している。

 　　　□リラックスする時間を設けている。

 　　　□心身共に、健康で、ハツラツとしている。

 　　　□達成感や充実感を感じて生活をしている。

------------------------------------------------------------

 　　いかがでしたか？

 　　以上は、ストレス、エネルギー、サポートに関係する10項目です。

 　　チェックマークが付かなかった項目がある方は、
 　　ちょっと立ち止まって、

 　　「どうしてだろう？」
 　　「これを改善するにはどうしたらいいと想う？」

 　　っと、ご自分に質問してみてください。

 　　そして、そのテーマが固まったところで

 　　バランスオブマインド診断
 　　http://flowerremedy.jp/?mode=f2

 　　更に、より深く内面にスポットをあてる
 　　花カード診断
 　　http://flowerremedy.jp/?mode=f1

 　　を行って、あなたへの

http://flowerremedy.jp/?mode=f1


 　　お花からのメッセージをお読みください♪

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
 　　　　　　　しあわせデリバリー☆FlowerRemedy.jp 　
 　　　　　　　フラワーエッセンスショップからののおしらせ
 　　　　　　　
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 ☆／★／　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　＼★＼☆
 ／★／　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓　　　＼★＼
 ★／　┏━━┫フラワーエッセンス専門店の品質とサービス　┣━━┓　＼★
 ／　　┃　　┃　　　そふとしぇる☆オンラインショップ　　┃　　┃　　＼
 　　　┃　　┗━━┳━━━━━━━━━━━━━━━┳━━┛　　┃　　
 　　　┗━━━━━┛　　　　　　　　　　　　　　  ┗━━━━━┛
 　　　　　　　　　　　　http://FlowerRemedy.jp

 　　　　　しあわせデリバリー☆FlowerRemedy.jp　より

 　　　　　みなさまの益々のハッピーに♪

 ☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・°★.。.:*☆

 　　■■■　■■■　　　お買い物で貰える　ハッピーポイントとは？
 　■□□■■■■■■　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ■□■■■■■■■■■　500ポイント＝500円としてのご利用のほか
 ■□■■■■■■■■■　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ■■□■■■■■■■■　ポイントのご利用時にも、ポイントを加算！
 　■■■■■■■■■　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 　　■□■■■■■　　　５倍ポイントサービスや
 　　　■■■■■　　　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 　　　　■■■　　　　　前振込には、お振込ポイントも付与させて頂きますッ☆
 　　　　　■　　　　　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ≪ポイントの貯め方、使い方≫
 ハッピーポイントについて⇒http://flowerremedy.jp/?mode=f9

 >　　　あなたにぴったりが、必ずミツカル

 >　　　　　:*.☆。フラワーエッセンスをお求めなら・・・。☆.*:
 >　　　　　◆　━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥…━　◆
 >　　　　◆●◆　　　高品質な製品＆サービスをお約束　　◆●◆
 　　　　　　◆　━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥…━　◆
 >　　　　　:*.☆。　　　　　　　　　　　　　　　　　。☆.*:

   ＿＿＿＿　
  /□∥　〒| 　　 全国送料無料設定＆スピーディーな発送
 (‾－|‾‾|　　　
  ◎‾‾◎‾ 　　
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃ハッピーポイント┃　⇒　ポイントご利用で、５％相当がサービスに。
 　　　┗━━━━━━━━◆　
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　送料無料　　┃　⇒　全国一律送料設定。送料無料も、税込5250円から。
 　　　┗━━━━━━━━◆　
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　便利！！  　┃　⇒　携帯用モバイルショップも併設。
 　　　┗━━━━━━━━◆　
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　時間指定　　┃　⇒　キメ細やかな時間指定対応。
 　　　┗━━━━━━━━◆
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　ラクラク決済　┃　⇒　クレジットカード決済手数料無料。
 　　　┗━━━━━━━━◆　⇒　便利なコンビニ後払い・代金引換にも対応
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　　安心　　　┃　⇒　LiFE認定セラピストによる製品管理。
 　　　┗━━━━━━━━◆　⇒　セキュリティーもベリサインセキュアに対応。

 　　　　結果を求める方の、エッセンス選びに。
 　　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　　　　　　▼　しあわせデリバリー☆フラワーレメディ.jp　▼
 　　　　　　　　　　　　http://flowerremedy.jp
 　　　　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

http://flowerremedy.jp/
http://flowerremedy.jp/?mode=f9
http://flowerremedy.jp/


★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 ━━      　　お花からのスピリチュアル・メッセージ   　━━ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 　　　　　もうひとつのメルマガ。

 　　『フラワーエッセンス　お花からのスピリチュアルメッセージ』のご案内

 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

 　　ほぼ毎日届く情報配信サービス。
 　　『フラワーエッセンス　お花からのスピリチュアルメッセージ』

 　　お花の特性のページを

 　　おかげさまで、現在、土日を除く、”ほぼ”毎日配信を行っています。

 　　インスピレーションと元気を与えてくれる
 　　直感的なお花のメッセージをほぼ毎日、
 　　無料でお届けするメールマガジンサービス。

------------------------------------------------------------
 　　ブログメールマガジン『フラワーエッセンス　お花からのメッセージ』

 　　▼サンプルは、ホームページトップでご覧いただけます。
 　　http://www.FlowerRemedy.com

------------------------------------------------------------

┌─────┐
 │編集後記  │＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
└─────┘

 　　変化云々・・・っと、スタートしたメルマガの冒頭。

 　　次のコラムを書き終えた直後に、いくつかの出来事が発生！（笑）

 　　ちょうど、
 　　ココ最近、エネルギーの質が変わったと感じているというひと達の話や
 　　その理由についての情報が訪れました。（笑）

 　　＜なるほど。(笑）

 　　もし、ココ最近、
 　　そのような感覚や、心身の変調を感じるひとが居ましたら、
 　　是非、フラワーエッセンスをお試しください♪

 　　エネルギー的な事柄には、エネルギー的な働きかけでね。(笑）

 　　アディオス♪

 　　
 　　18：38高尾のオフィスにて。

     　　 ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    
         カラダ・ココロ・スピリチュアル
  “Wisdom is nurturing body, mind and soul” 
         ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    

 　みなさん、今回の「フラワーエッセンス・ジャーナル」は
 　いかがでしたでしょうか？

 　メルマガ、ホームページに関する
 　皆様のご意見ご感想お待ちしております♪

 　次号まで、See You♪♪

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 フラワーレメディ情報メルマガ「フラワーエッセンス・ジャーナル」

http://flowerremedy.com/


 ■ 掲載された内容を許可無く転載することを禁じます。
 ■ ご意見・ご質問はこちらまで http://flowerremedy.com/information/qform.htm
 ■ ＜そふとしぇる＞ＨＰアドレス http://www.FlowerRemedy.com
----------------------------------------------------------------------
 　このメールマガジンはインターネットの本屋さん「まぐまぐ」
 　を利用して発行しています。
 　購読の解除はお手数ですが下記ＨＰにてお願い致します。
 　まぐまぐマガジン     http://www.mag2.com      ID=0000108972 
────────────────────────────────────
 　発行者：そふとしぇる / FlowerRemedy.com (http://www.FlowerRemedy.com )
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