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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。               │
└┬────┴────────────────────────────┘ 
 　├→ フラワーエッセンスコラム：めるまが紙上で受講できるオープンセミナー
 　│　　　　　　　　　　　　　　 ☆願いを叶えるセッション１☆
 　│
 　├→ フラワーエッセンス知識の効果効能？！
 　├→ 体験レポートをアップしました。
 　└→ 編集後記

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　　親愛なるメルマガ読者のみなさまッ♪
 　　こんにちは♪♪

 　　フラワーレメディ.com そふとしぇる
 　　LiFE認定ファシリテーター、セラピストのさだまさです。

 　　寒いですね。（笑）

 　　数日前、高尾は、今年の初積雪がありました。
 　　皆様、寒中お見舞い申し上げます。

 　　寒さが増して
 　　我が家では、ホットウィートが益々、大ブレーク中です。（笑）
 　　http://flowerremedy.jp/?pid=6281843

 　　肌触りのいい布に
 　　可愛らしいお花の刺繍があしらってある

 　　小さなソバガラのマクラのような質感の

 　　有機国産天然大麦100％のホットパックを、電子レンジに入れて3分。

 　　レンジからとりだすと、
 　　パンを温めたようなほのかな香りとともに

http://flowerremedy.com/
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 　　人工にはない
 　　しっとりとした温かさが、優しくじんわりと
 　　伝わって、温めてくれます。

 　　肩や、お腹、足のうえなどに、置くと
 　　なかみのサラサラっとした感触と程よい重みが、
 　　とっても気持ちいいのです。

 　　リフレクＡのお風呂の後だと、さらに、ゆるゆる♪

 　　この感覚をひと言で表現するとすれば・・・

 　　ヨーロッパの田舎の
 　　絵本のような生活♪　　（・・っていう感じです。体験してみて。笑）

 　　メンドくさガリータの我が娘が
 　　夜な夜な、自発的にチンッ☆して
 　　抱いてベットにモグっていく様は、
 　　みていてとっても愛らしいです。（笑）

 　　毎晩、あたたかさだけでなく、
 　　しあわせな気分も
 　　味あわせてくれています♪（笑）

 　　前回の講座にご参加頂いたＹさんは、
 　　既に複数個のリピーター。（笑）

 　　我が家だけ・・・じゃないですね。（笑）

 　　今号は、ホットパックとフラワーエッセンスを使った
 　　リラックス法と、マインドワーク、アファメーションについて
 　　触れていきたいと想います。

 　　みなさんもぜひぜひ、あたたかぁくして
 　　めるまがをお楽しみください。

 　　ほっとなメルマガ・・・・続きは、本編で☆

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
 　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！

 　このメールマガジンはWeb上に内容を掲載しています。
 　ぜひクリックして続きをお楽しみください。

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

 　　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　　┏━┫　　　願いを叶える　めるまが紙上オープンセミナー　┣━┓
 　　┃♪┃　　　　　　　イメージワークと瞑想法　　　　　　　┃♪┃
 　　┃  ┗┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳┛  ┃
 　　┗━━┛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┗━━┛
 　　

 　　　　めるまが紙上で受講する
 　　　　フラワーエッセンス・エクササイズ・オープンセミナー

 　　　　　　願いを叶えるイメージワークと瞑想法【その１】
------------------------------------------------------------

 　　　みなさん。こんにちは。

 　　　わたしが、ホームページを公開しはじめて、ちょうど10年。

 　　　その当時のホームページは、



 　　　わたしが、中学生の時から実践していたこともあって

 　　　イメージング、アファメーションなどの
 　　　願いを叶えるマインドワークや
 　　　瞑想、スピリチュアルワークの方法を中心に
 　　　みなさんにお伝えしていました。

 　　　・・・が、叶う、叶わないには、個人差がありますよね。（笑）

 　　　それを解消する画期的なツールとして
 　　　ワイルドフラワーエッセンスをご紹介しはじめたのが
 　　　http://flowerremedy.jp/
 　　　想えば、今のサイトの原型でした。

 　　　今年、Yahoo!登録サイト満10年を記念して
 　　　めるまが紙上で、フラワーエッセンスを使った
 　　　自己実現系のオープンセミナーを、みなさんに
 　　　プレゼントしようと思いつきました。

 　　　よくある自己実現系リアルセミナーだったら
 　　　講師によっては、2日間、数十万円のコース内容。

 　　　それを、さらに超越した成果を
 　　　きっと、みなさんにもたらすでしょう。

 　　　ナニシロ
 　　　マインドワーク+スピリチュアルワーク

 　　　+ワイルド・フラワーエッセンス・ワークなのですから。（笑）

 　　　また、みなさんには
 　　　その成果をしっかり受けとって欲しいので
 　　　数回に分けて、じっくり連載で進めて行きたいと想います。

 　　　みなさんにとって、ラッキーな一年となりますように☆

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

 　　　それでは、みなさん、準備はいいですか？
 　　　セミナーにはいらせて頂きます。

 　　　ちょっと想い出して欲しいのですが

 　　　めるまが前号では、
 　　　花カードを使ったワークの方法について
 　　　お話をしましたよね。覚えてますか？

 　　　花カード診断は
 　　　普段の意識よりも内面のさらに奥深い領域にアクセスして

 　　　そのレベルにあるメッセージを読み解き

 　　　その領域からフラワーエッセンスを選んで使用することによって

 　　　既成概念を解かし
 　　　ブロックとなっている感情を癒し、手放し

 　　　更には、より高いレベルの意識、視点を持つことによって
 　　　今まで気が付かなかったような局面や意味合いが
 　　　みえたり、受け入れられるようになるので

 　　　既存のパターンを手放し、変化させていくという
 　　　アプローチとプロセスを辿る方法でしたよね。

 　　　もう、じぶんには逢わなくなったものを手放して
 　　　新しいレベルを獲得した
 　　　今のじぶんにふさわしいものを手にいれると
 　　　人生が飛躍的にステージアップしていきます。



 　　　そのプロセスとベクトルは、
 　　　イメージで言えば、スピリットからマインド、ボディへ。

 　　　エネルギー的な層（イマジナリー）から、
 　　　物質的な層（リアリティ）に、具現化して
 　　（現れて）いく感じです。

 　　　今回は、その逆のベクトル。

 　　　外界層から、内面層へのアプローチ法について。

 　　　フラワーエッセンスを使った
 　　　リラックス法、イメージング法、瞑想法について
 　　　触れていきたいと想っています。

------------------------------------------------------------
 　　　　　　フラワーエッセンスとホットパックで
 　　　マインドワーク、スピリチュアルワークの環境を整える
------------------------------------------------------------

 　　　やるだけで、誰でもリラックスできて
 　　　マインドワークで願いを叶えるイメージング法、瞑想方法

 　　　【リラックス編】

 　　　今、売れている自己実現系、マインドワーク系の本では、
 　　　『イメージ』・『引き寄せ』が、キーワードになっていますよね。

 　　　では、『イメージ』『引き寄せ』をうまく成功させる方法については
 　　　何て書いてありますか？

 　　　昔の本では、もう少しマニアックに、『α波』という
 　　　キーワードが書いてありました。（笑）

 　　　科学的な言葉に、拒否反応をするひともいるでしょう。
 　　　また、逆に、科学的な言葉に安心感を覚えるひとも居るかも知れません。

 　　　要は、願いを叶えたければ、『リラックスが大切だよ』っということです。

 　　　でも、日常では、様々な出来事も起こりますし、波もあります。

 　　　「私は、充分にリラックスしてる。リラックスしてる存在だ～」って
 　　　じぶんに言い聞かせても、ココロの奥底で納得していなければ
 　　　じぶんをごまかしきれるものではありません。

 　　　『リラックスしたくても、できないよ～』

 　　　そんな日でも、自動的に、心地よいリラックス状態に導く方法を
 　　　まずは行っていきましょう。

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

 　　【リラックスする】

 　　フラワーエッセンスで、ストレスと緊張を溶かして
 　　ココロをリセットし、ハートをオープンにする方法。

 　　（心身のストレスケアを行いながら、心地よくリラックス）

 ～～～～～～～～～【用意するもの】～～～～～～～～～～

 　1.リフレクソロジーＡ
 　http://flowerremedy.jp/?pid=4049450

 　2.スキンラスタークリーム



 　http://flowerremedy.jp/?pid=4048795

 　3.ホットウィート　Ｌサイズ1個
 　http://flowerremedy.jp/?pid=6281668

 　4.バランスオブマインド（いずれか必要に応じて使うと良いです。）

 　リラックス
 （落ち着かない。イライラ。トゲトゲ。サワサワしている。不安。）
http://flowerremedy.jp/?pid=4039018

 　創造性
 （現実の細かい点が気になる。緊張が解けない。ひとの話が素直に聞けない）
http://flowerremedy.jp/?pid=4048836

 　積極性
 （小さなことが引っかかって、理想に向かって明るく前向きに考えられない。）
http://flowerremedy.jp/?pid=4048838

 　集中と瞑想
 （気持ちが散漫で、集中できない。意識がフラフラする。あれもこれも気になる。）
http://flowerremedy.jp/?pid=4048841

 　ご注意ください！

 　ご使用になるフラワーエッセンスは、
 　鮮度よく管理されているもの限定で、お願いします。

 　（新たにお求めになるときは、人が頻繁に触れたり
 　アロマ等の香りの強い製品と一緒にディスプレーされていたり
 　照明や日光が当たっているような製品は、オススメできません。

 　専門知識のあるひとがいる　保管管理の行き届いたショップで
 　きちんとエネルギーの高いままの製品を入手してくださいね。）

 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

 　【手順１】　お風呂に入る前に
 　　　　　　スキンラスタークリームで、フェイスパックをします。
 　　　　　　http://flowerremedy.jp/?pid=4048795

 　【手順2】　顔にクリームを塗ったまま
 　　　　　　リフレクソロジーＡのお風呂で全身浴しましょう。
 　　　　　　http://flowerremedy.jp/?pid=4049450

 　　　他の方の再入浴は、避けたいので
 　　　ご家族とお風呂を共有されている方は、
 　　　じぶんが一番最後に入り、入る間際にフラワーエッセンスを垂らして
 　　　良く攪拌して、20分～30分顔だけ、外に出す感じで、
 　　　頭までスッカリ浸かりましょう。

 　【手順3】　お風呂からあがったら、スキンラスタークリームを
 　　　　　全身に塗ります。　http://flowerremedy.jp/?pid=4048795

 　　　　　顔や、首すじ、肩や、胸、お腹には、
 　　　　　たっぷりしっかり塗りましょう。

 　【手順4】　ホットウィートを、電子レンジで3分間温めます。
 　　　　　　http://flowerremedy.jp/?pid=6281668

 　【手順5】　ホットウィートを、お腹に乗せます。
 　　　　　　ほかほかと太陽神経業が温まり、とてもリラックスしてきます。

 　　　　　　普段から、体の冷えを感じる方は、ホットウィートのＳサイズに



 　　　　　　足をのせて、足からも温めましょう。
 　　　　　　http://flowerremedy.jp/?pid=6281843

 　【手順6】　必要に応じて、バランスオブマインドを、内服で摂ります。
 　　　　　　http://flowerremedy.jp/?mode=cate&cbid=199281&csid=0

 　　　　これで、リラックスのための導入環境が整いました。

 　　　　深く、ゆったりとしたリズムで、呼吸を繰り返します。

 　　　　お腹が温かく、ぽかぽかして、
 　　　　体全身がゆるんでいるのを感じてください。

 　　　　お腹に光や太陽をイメージするとよいでしょう。

 　　　　体は軽く、とってもリラックスして、心地よいです・・・・・・。

 　　　　この段階まで到達してから、はじめて
 　　　　イメージワークに入っていきます・・・・・

 　　　　・・・・次号へ続く。

 　　－【補足解説】－

 　　この段階まで到達したら、心身のバランスも整ってきて
 　　免疫系も自然治癒力もオートマチックに働きだします。

 　　この境地だけでも、心身の健康には、とっても役にたつと想いますので
 　　ぜひ、行ってみてくださいね。

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
 　　　　　　　フラワーエッセンス知識の効果効能？！って
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
 　　　　　　

 　　　今や、インターネットで
 　　　様々な情報が入手できるようになりました。

 　　　私が、ホームページを１０年前に立ち上げた頃とは、違って
 　　　フラワーエッセンスの情報も、溢れるくらいになりました。

 　　　今は、情報が溢れているので
 　　　パズルのような断片的で様々な相反する情報によって
 　　　どの情報が、実際のところどうなのか・・・・
 　　　と想うことも多いでしょう。

 　　　あるひとは、Ａと言っているけど
 　　　こっちでは、Ｂと言っている。

 　　　実際に、私の講座にご参加された生徒さんたちは
 　　　それまでは、フラワーエッセンスを使っていても
 　　　何かいつも、モンモン、モヤモヤしてたものが
 　　　あったと言っています。

 　　▼そんな気持ちをスッキリさせる処方箋がコレ。
 　　┌────────────────┐
 　　│　フラワーエッセンス知識を　　　│
 　　│　体系だってマスターすること　　│
 　　└────────────────┘

 　　　体系だって知ることは、平面で断片的な情報に
 　　　立体感と奥行きを与えます。



 　　　そして、ひとプロセスずつ、体験と実践を交えながら
 　　　ステップ毎に、理解を深めていくので
 　　　実生活にもスグに応用ができるようになります。

 　　┌────────────────────┐
 　　│フラワーエッセンス知識の効果効能！！！！│
 　　└────────────────────┘

 　　　もし、少しでも、今ある知識にモヤモヤ感をお持ちでしたら
 　　　ぜひ、講座にご参加ください。

 　　　3日間のコースを修了すると。

 　　　霧が晴れた山頂からの眺望のように
 　　　ワイルドフラワー製品のことだけでなく
 　　　フラワーエッセンスの全体像がみえてきます。

 　　　物事をみる視点が変化し、洞察が深くなります。

 　　　コースで実践する内容は、その日から。

 　　　ご自分だけでなく、ご家族や、友達にも
 　　　役に立って喜ばれる一生モノの知識です。
 　　　http://flowerremedy.jp/?mode=f4

 　　　例えば、ボディケア。

 　　　製品を使いこなせるようになるばかりではなく

 　　　アキュ（耳ツボ）トリートメントは
 　　　生徒さん全員が驚愕＆大絶賛して頂くほどのご体感をもたらします。
 　　　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 　　　ご年配の方や、ベビーケアにも大変役に立ちます。
 　　　　

 　　　深くて、精妙な花カード診断の方法と
 　　　http://flowerremedy.jp/?pid=4055493

 　　　最適な調合エッセンスの創り方もマスターするので

 　　　これからの人生の様々な転機や、テーマがあるときには
 　　　花カードをとりだして、セルフ診断を行い
 　　　適切なマイボトルを創っていくことができるようになります。

 　　　叶えたい願いがある場合には、花カードで
 　　　サポートとなるエッセンスを選び、
 　　　調合ボトルを摂っていくことで
 　　　じぶんが進化、成長し、ステージアップしていきます。

 　　　より自分らしく、自分らしいエネルギーとなっていくので
 　　　シンクロニシティや、外界の心地よい変化も
 　　　訪れてくるようになります。

 　　　学んだスキルは、直ぐに活かせるので

 　　　あなたは、日頃のケアや、癒し、夢の実現の方法を
 　　　スグ翌日から、実践できるようになるのです。

 　　　イントロダクションコースは、準プロ級の講座内容なので
 　　　フラワーエッセンスのプロへの道も開けます。
 　　　http://flowerremedy.com/workshop/fe02pro.htm

http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
http://flowerremedy.com/workshop/fe02pro.htm


 　　　自然に変化していきながら、どんどん素敵なじぶんになって
 　　　ひとに喜ばれ、感謝されるおシゴトです。

 　　　経験と歳を積みかさねることが
 　　　プラスに現れるシゴトでもあります。

 　　　一生涯をつうじてのライフワークとなるでしょう。

 　　　あっ！そうそう。

 　　　ミシュランで☆☆☆の
 　　　高尾山の近くです。（笑）

 　　　▼コースのお申込、お手続き方法は、コチラ
 　　　http://flowerremedy.com/workshop/workshop.htm

 　　┌──────────┐
 　　│欠点も、少々あります│
 　　└──────────┘

 　　　欠点はといえば、ちょっと遠いこと。

 　　　東京駅から1時間。新宿から45分です。(*1)
 　　　いずれも、始発駅 to 始発駅なので、ラクなんですケドね。(笑)

 　　　あと、交通費と参加費用が必要という点くらいです。（笑）

 　　　でも。それらを換算しても。

 　　　あなたのこれからの人生一生に渡って、役に立ち
 　　　また、知っておいて頂いたほうがいい内容だと想います。

 　　　一生使える知識なので

 　　　今、20歳の方でしたら、費用は、1日あたり3.8円です。（*2)

 　　　ヒーター1つ、1時間の電気代より断然安いです。（笑）

 　　　また、同じように、あなたの周りの大切なひと達の役にもたつので
 　　　実際は、何倍もの費用対効果になります。

 　　　フラワーエッセンス講座　レベル１　イントロダクションコースは、

 　　　『フラワーエッセンスの基礎』

 　　　『製品知識と選び方、効果的な使い方』

 　　　『外用法。耳ツボトリートメント
 　　　（ストレス、痛み、エネルギーケアなど）の紹介と実践』

 　　　『内服法。花カード診断・調合・滴数査定の仕方、効果的な飲み方』等

 　　　準プロ級の講座内容を

 　　　体系だって楽しく

 　　　実践しながらマスターすることができる

 　　　少人数制のコースです。
 　　　http://flowerremedy.com/workshop/workshop.htm

http://flowerremedy.com/workshop/workshop.htm
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 　　　100％の受講者から、『よくわかった』『楽しかった』と
 　　　ご評価を頂いています。

 　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　　　┃　講座修了後のアンケート結果：　　　　　　　　┃
 　　　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 　　　┃　よくわかった　　　　　　　　　　→100％　　 ┃
 　　　┃　楽しかった　　　　　　　　　　　→100％　　 ┃
 　　　┃　充実した内容だった　　　　　　　→80％　　　┃
 　　　┃　もっと勉強してみたい　　　　　　→80％　　　┃
 　　　┃　他（プロ）の講座にも参加したい　→60％　　　┃
 　　　┃                                              ┃
 　　　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 　　　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 　　　その理由は・・・・

 　　　▼こちらでご覧頂けます。
 　　　http://flowerremedy.com/workshop/workshop.htm

 　　　▼コースのお申込、お手続き方法は、コチラ
 　　　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 (*1:ＪＲ中央特快利用時)
 (*2:イントロコースに参加して、80歳まで活用した場合)

 　┏━━━目的に応じて、2コース━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━┓
 　┃
 　┃　[イントロダクションコース3回]　　受付中
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
 　┃　　
 　┃　　　　　　　2月9日、10日、11日→フラワーエッセンス療法を、体験エクササイズ
 を通じて
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　やさしく理解しながら、実践。
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　自分を癒しながら、フラワーエッセンスの
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　ヒーリングメソッドをトータルに身に付ける
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　人気のイントロダクションコースです。
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　上級講座のベースとなるメソッドを
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　総合的にマスターします。
 　┃　
 　┃　[アドバンス]　　　　　　　　　　受付中
 　┃　
 　┃　プロフェッショナルスキルコース(8回＋試験）
 　┃　　　　　　　　　　　　　　http://flowerremedy.com/workshop/fe02pro.htm
 　┃　
 　┃　　　　　　　　　　日程はＷＥＢで→プロフェッショナルとしての資質とスキルを
 身に付ける。
 　┃　                                  フラワーエッセンス療法、フラワーレメディ
 の
 　┃　                                  プロの知識とテクニック。
 　┃　                                  セラピーの実践対応力、応用力、成長力のた
 めの
 　┃　                                  育成プログラム。
 　┃　
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　修了試験に合格後は、コース修了証が発行さ
 れ
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　フラワーエッセンスのプロとして必要な
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　資材・製品供給サポートをお受け頂くことが

 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　できます。
 　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━┛

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 ☆／★／　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　＼★＼☆
 ／★／　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓　　　＼★＼
 ★／　┏━━┫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　　┃　　┃　　＼
 　　　┃　　┗━━┳━━━━━━━━━━━━━━━┳━━┛　　┃　　
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 　　　┗━━━━━┛　　　　　　　　　　　　　　  ┗━━━━━┛
 　　　　　　　　　　　　http://FlowerRemedy.jp

 　　しあわせデリバリー☆FlowerRemedy.jp　フラワーエッセンスショップ
 　　ちょこちょこっと、リニューアル

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
 　　

 　　みなさんに気が付く程度に（笑）
 　　
 　　体験談レポートをアップしました。
 　　http://flowerremedy.jp/?mode=f4

 　　フラワーエッセンスの作用の現れ方は、
 　　そのひとのテーマ毎に異なります。

 　　他の方の体験談って参考になりますし
 　　面白いですよーっ♪

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　　前号のめるまがで、ヒソヒソしたお年玉ポイントクーポン番号の
 　　ご利用は、月末までです。Check it☆

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

 　　■■■　■■■　　　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5倍サービスで、
 　　　┗━━━━━━━━◆　　　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。

http://flowerremedy.jp/
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 　　　┗━━━━━━━━◆　⇒　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
 　　　　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ☆お友達にご紹介頂きました方には

 お友達がショップをご利用頂く際に、
 ご紹介者様欄にフルネームを明記して頂くだけで、
 お友達、ご紹介者様、それぞれに、
 もれなく500ポイントをプレセントさせて頂きます。

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

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

 　めるまがを書いていると
 　タイムリーで、印象的なメールが届くことがよくあります。

 　今回は、福島のＦさんからのお礼のメールです。

 　半年間で起こったプロセスやストーリーをご報告いただきました。

 　って。（笑）

 　『めちゃめちゃ進化してるじゃないですかーーーーぁ！』（笑）

 　永年悩んでいた問題も解消したようですし

 　そもそも、問題って、
 　気が付けば必要ないってことも

 　場合によっては、それはそれは、ありがたーいってことも
 　みえましたね。（笑）

 　ほんとうによかったです。

 　ありがたい＆嬉しいですねー。（笑）

 　わたしも、めちゃめちゃ嬉しいです♪

 　ライフワークしていると
 　「ありがたい＆嬉しい＆楽しい」が、よく起こります。

 　みなさんも、ライフワーク、楽しんでくださいねッ☆

 　Mixiにも、居ますので
 　みなさん気軽に声をかけてくださいねーッ♪

 Mixiコミュ　→　http://mixi.jp/view_community.pl?id=2958623

 　MixiID（フラワーエッセンスマスターの名前で居ます。）
 →　http://mixi.jp/show_profile.pl?id=11898510

 　では、次回まで。アディオス♪

 　　17：00高尾のオフィスにて。

http://flowerremedy.jp/


     　　 ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    
         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」

 ■ 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
----------------------------------------------------------------------
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