
 2008/02/15 『願いを叶える』　めるまが　連載オープンセミナー4★フラワーレメディ情
 報マガジン★　フラワーエッセンス・ジャーナル前の記事 最新の記事 次の記事 
 ＜送信者＞そふとしぇる http://www.FlowerRemedy.com

□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■□■■

 　┌──┐。∵☆フラワーエッセンスによる癒しと自己実現　
 　│＼／│　　　フラワーレメディ情報マガジン 　　　　　　　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 　　　　◆◆◆
 　　　◆◆◇◆◆　
 　　　　◆◆◆　　　フラワーエッセンス★ジャーナル　2008年2月15日号
 　　　　＼∥／　 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━FlowerRemedy NEWS━

 　Yahoo!登録サイト満10年　特別企画
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==========================================================================
 　　　　┏┓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┏┓
┏━━━┻┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻┻━━━┓
 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　講座修了後も楽しく学びを深められる　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾　　　　　　　┃
 ┃　　　　『アフタースクール　クラブ　』が始動しました♪　　　┃
 ┃　　　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾　　　┃
┗━━━┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳┳━━━┛
 　　　　┃┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃┃
 　　　　┃┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃┃
────┸┸────────────────────┸┸────
 　　[対象講座]　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 　
*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*

 　あなたのココロがぴたっとわかる　無料花カード診断
 　あなたをサポートをするエッセンスをセルフチェックのページ
 　http://flowerremedy.jp/?mode=f1　http://flowerremedy.jp/?mode=f1

 　フレッシュで高品質なエッセンスを、毎日お届け。
 　送料、手数料、ポイントもサービス。

 　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://www.flowerremedy.jp

 　本格セラピーなら。バルナオ博士直伝セラピストによる
 　癒しと解決と自己実現のためのフラワーエッセンス・セラピー
 　http://flowerremedy.com/therapy/therapyroom.htm

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

                                                           
┌─────┬────────────────────────────┐
 │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4☆
 　│
 　├→ 『アフタースクール　クラブ』が発足しました。
 　├→ 3月～4月講座開催日程のご案内
 　└→ 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。

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


 　　昨日はバレンタインズ・ディ。

 　　同日、
 　　アフタースクール・クラブというプログラムが始動しました。

 　　このプログラムは、講座を受講された生徒さんの
 　　その後のお勉強や、質問をパーソナルにサポートする
 　　9つの特別特典を受けていただける講座の
 　　放課後活動のためのクラブです。

 　　内容は、本文でご紹介しますねっ☆

 　　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4】
 　　スタートですッ

 　　続きは本編で・・・
 　　お楽しみください♪

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
 　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4】
------------------------------------------------------------

 　　　みなさん。こんにちは。

 　　　いよいよ、ワーク編に入ります。

 　　　▼前回号を未読の方は、先に、こちらをご覧くださいね。
 　　　http://archive.mag2.com/0000108972/20080131124010000.html

 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

 　　【イメージング編　続き】

 　　　　そこで、同時に、フラワーエッセンスによって
 　　　　http://flowerremedy.jp/?mode=f1
 　　　　より深い層にも、アプローチを行っていきます。

 　　　　テーマにぴったりのフラワーエッセンスを選んで
 　　　　右手で握り、そのテーマに対する考えや気持ちが
 　　　　ポジティブに変わるまで続けていきます。

 　　　　この右手でエッセンスを握る方法は

 　　　　実はバルナオ博士が、最初にフラワーエッセンスを発見した時に
 　　　　同時に発見した手法を応用したものです。

 　　　　（バルナオ博士が、最初にフラワーエッセンスを発見した時の
 　　　　エピソードは、また、別の機会にご紹介しますね。）

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


 　　　　ボトルは、必ず右手で、握ってください。

 　　　　あなたのテーマに、ぴったりなボトルを右手で握って頂くと
 　　　　フラワーエッセンスのエネルギーが
 　　　　マインドに対してアプローチを行い

 　　　　そのテーマの達成を阻害したり障害になっている
 　　　　感情や思い込みに対して、癒し、解放し、気付きや
 　　　　新しい視点を持てるように、より深い心の層に働きかけていきます。

 　　　　そうすることによって、表層的な意識と深層心理の葛藤が解け
 　　　　同じベクトルに向かって、協力し合い
 　　　　ひとつになって、働きはじめます。

 　　　　ボトルを右手で握った後に、マインドの変化を感じたら
 　　　　そのエッセンスを内服していくとよいでしょう。

 　　　　毎日、内服することによって、その時のマインドの変化が
 　　　　徐々に定着していき、じぶんのものとなってきます。

 　　　　古いパターンを手放し、新しいパターンを獲得していきます。

 　　　　内服する場合は・・・・。続く。

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

 　　　　┏┓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┏┓
┏━━━┻┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻┻━━━┓
 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　講座修了後も楽しく学びを深められる　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾　　　　　　　┃
 ┃　　　　『アフタースクール　クラブ　』が始動しました♪　　　┃
 ┃　　　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾　　　┃
┗━━━┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳┳━━━┛
 　　　　┃┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃┃
 　　　　┃┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃┃
────┸┸────────────────────┸┸────
 　　[対象講座]　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 　　　先日のイントロダクション講座での出来事。

 　　　講座では、マイ調合ボトルを製作し
 　　　その後1ヶ月間、調合ボトルを実際に使用しながら
 　　　内面の変化を記録して、学習を深めていく方法や

 　　　受講後に、知識やテクニックを定着させるための
 　　　アドバイス、

 　　　また、その体験を、参加者でシェアしながら
 　　　他の方の体験からも学ぶシステムを
 　　　ご提供させて頂いていますが

 　　　お勉強を、さらに深め続けて頂くための
 　　　フォローアップ　プログラム案について
 　　　生徒さん達と意見交換をしました。

 　　　その結果、講座修了後もみんなが参加できる
 　　　『アフタースクール　クラブ』という会が
 　　　発足することになりました。

 　　　フラワーエッセンスのお勉強と活動サポートのための
 　　　クラブ活動や、COOP（共同組合）として
 　　　ワイワイご利用頂ける『放課後クラブ』

 　　　その内容を一部ご紹介致します♪

 　　　
 　　　既受講者の方には、順次ご案内を開始していますので
 　　　未だ、ご案内が届いていない方は、メールでご連絡くださいね。

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

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


 　講座の内容を忘れてしまった？
 　

 　大丈夫です！

 　『アフタースクール　クラブ』 が発足しました。

 　1.クラブ会員専用メールアドレスをご用意

 　2.家庭教師？サービス（笑）

 　講義内容に関するご質問を、パーソナルにご回答。
 　メール（ボイスメール）月2回
 　お電話（スカイプ）1回20分

 　3.セラピーのご優待
 　4.お友達の講座ご優待
 　5.講座再受講優先ご案内
 　6.講座再受講費用のご優待
 　7.新教材のアップデートのご案内
 　8.シークレットサービス1（笑）
 　9.シークレットサービス2（笑）

 　等など。
 　サービスが必要な方だけご参加頂けるサークル会員制度です。

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

 　　　　基礎からプロを目指す方まで

 　　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　　┏━┫　☆　　　　　　　参加受付中の講座　　　　　　☆　┣━┓
 　　┃　┃　　　レベル１　イントロダクション コース　3回　　┃  ┃
 　　┃　┃　　　レベル２　プロ　スキル修了資格コース 8回　　┃  ┃
 　　┃♪┗┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳┛♪┃
 　　┗━━┛http://flowerremedy.com/workshop/workshop.htm ┗━━┛
 　　

┌───┐
 │。――│　　書籍『西オーストラリア花物語』の内容を、日本で学べる。
 │。＝＝│　　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、直接指導にあたる日本唯一の講座。
└───┘

 　　　心と体と人生をプラスに変えるフラワーレメディコース。

 　　　フラワーエッセンスの知識を得ることによる効果効能の特集は
 　　　▼前々号メルマガで、詳しくご紹介しています。
 　　　http://archive.mag2.com/0000108972/20080126171158000.html

 　┏━━━目的に応じて、2コース━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━┓
 　┃
 　┃　[イントロダクションコース3回]
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
 　┃　　今年初の平日コース
 　┃　　　　　　　3月12日、19日、26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。
 　┃　
 　┃　　フラワーエッセンスの基礎、製品知識、耳ツボトリートメント、内服診断、調合
 の理論
 　┃　　知識を学び実践すると共に、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
 　┃　　製品を心身の健康維持に役立て、様々なシーンに対応できる能力を身に付ける
 　┃　　ことができます。　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]
 　┃　プロフェッショナルスキルコース(8回＋試験）

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


 　┃　　　　　　　　　　　　　　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。
 　┃　
 　┃　
 　┃　　フラワーエッセンスの基礎、製品知識、耳ツボトリートメント、内服診断、
 　┃　　調合の理論知識をベースとして、プロとして必要な心構えと資質、精度の高い対
 面診断
 　┃　　百会診断の方法、カスタム製品の作り方の他、今まで誰も教えてくれなかった
 　┃　　効果的なセラピーの進め方と、実際の現場で必要となる対応力、応用力を培う方
 法
 　┃　　セラピーでそのまま使える資料一式を公開。 
 　┃　　プロの現場で培ったノウハウを余すところ無くお伝えします。
 　┃　
 　┃　　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るようになります。
 　┃
 　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━┛

 　　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。

 　　どの講座も体験と実践を通じ、じぶんの変化を感じながら、
 　　スキルを身に付けていく、アットホームな少人数制のコースです。
 　　http://flowerremedy.com/workshop/workshop.htm

 　　　前回のアンケートの結果
 　　　100％の受講者から、『充実した内容だった』と　ご評価を頂いています。

 　　　その理由は・・・・

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

 　　定員数に達し次第、受付終了とさせて頂きます。
 　　残席少々ですが、未だ間にあいます。

 　　　▼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

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


 　　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、リニューアル中

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

 　　前回のメルマガで
 　　体験談レポートの掲載についてご案内していますが
 　　http://flowerremedy.jp/?mode=f4

 　　ちょこちょこと、リニューアルされていますので
 　　是非、ちょこちょこ覗きにきてくださいね☆

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

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

 　　■■■　■■■　　　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。
 　　　┗━━━━━━━━◆　⇒　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/?mode=f9
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  │＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
└─────┘

 　先週の連休。

 　イントロダクションコースの2月講座が開催されました。

 　今回は、白金や勝どきなど、バリバリの都内から
 　下り電車に乗ってのご参加

 　また、遠くは、四国の高知から
 　生徒さんにお集まり頂きました。

 　高知の生徒さんは、夜行バスで、片道12時間かけ
 　移動も含めて、丸々4日間の時間を費やし
 　講座にご参加頂いたわけです。

 　昨日ちょうどメールを頂戴しました。

 >こんにちは。先日は大変お世話になりました。
 >講座はとっても楽しくて、いい仲間と出会い、
 >「行ってよかった～」と心から満足して帰ってきました。

 >エッセンスも１回１～２滴ずつ内服しています。
 >１日１０滴以上のペースです。
 >とにかく自分が変わりたい一心ですので、欲するがままに、
 >でも、あまりいきすぎないように（*^_^*）心がけながら飲んでいます。

 　いや～。嬉しいですね。
 　癒されます。（笑）

 　いい仲間との出会いは、私にとっても
 　かけがえの無い心の財産です♪

 　ありがとうございます。

 　そして、メルマガをお読みいただいている
 　あなたにも、ありがとう♪

 　バレンタインには、一日遅れですが、愛と感謝をのせて☆

 　　それでは、次回まで

 　　アディオス♪

 　　17：45高尾のオフィスにて。

 　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っ♪

 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

     　　 ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    
         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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