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*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*
==========================================================================

 ☆　☆　　　　　　サイト　リニューアル　特別号　　　　　☆　☆　
  　＼☆＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ／☆／
  ☆＼＼＼　　　　　http://flowerremedy.com　　　　　／／／☆
    ＼＼＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／／／／

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

 　パーソナルエッセンス付。電話カウンセリングセラピーを開始
 　http://flowerremedy.com/therapy/therapy1.htm

 　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(動画）
 　http://flowerremedy.com/therapy/index.html

 　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://www.flowerremedy.com/therapy/flowercard.htm

 　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

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

                                                          
┌─────┬────────────────────────────┐
 │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。               │
└┬────┴────────────────────────────┘ 
 　├→  サイトリニューアル　オープン　内容のご紹介
 　├→  コラム：何があなたをストップしているの？
 　├→  遠隔セラピー開始のご案内
 　├→  講座の動画を配信。5月講座　平日特別講座のご案内
 　├→  オススメのフラワーエッセンス紹介
 　└→  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。

 　　ホームページが、リニューアルオープンしました。

 　　これまでの内容に加え、動画や音声などでも
 　　フラワーエッセンスをご紹介していけたらいいなー♪っと
 　　想っています。

http://flowerremedy.com/
http://flowerremedy.com/therapy/therapy1.htm
http://flowerremedy.com/therapy/index.html
http://flowerremedy.com/therapy/flowercard.htm
http://flowerremedy.jp/


 　　コンセプトは
 　　「フラワーエッセンスを　”感じる”ホームページ」です☆

 　　詳しい内容は、本文でご紹介しますねっ☆

 　　それではメルマガ・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、
 　hhttp://www.flowerremedy.com/flowerremedy/mm.html
 　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。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 >☆*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°

 　　　　ホームページのリニューアル内容と便利な機能紹介

 >☆*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°★:*:・°☆:*:・°

 　　ホームページが、サーバー移転し、内容も一新されました。
 　　リニューアルポイントを一部ご紹介致します。

 ┃リ┃ニ┃ュ┃－┃ア┃ル┃ポ┃イ┃ン┃ト┃！┃
┗━┗━┗━┗━┗━┗━┗━┗━┗━┗━┗━┗━━━━━━━━━━
 【１】ホームページ全文検索機能
 【２】動画配信
 【３】携帯用ホームページ
 【４】遠隔セラピー　パーソナルボトル+電話カウンセリング開始
 【５】ペットケアのページ
 【６】みんなの体験談のページ
 　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・などなど。

 【１】ホームページ全文検索機能

┌───┐
 │。――│　各ページ上部に、Googleと連動した検索機能が付きました。
 │。＝＝│　キーワードを入力すると、
 │      │　関連ページを素早く検索することができます。
└───┘
http://www.flowerremedy.com

 　　　　　　　　＼｜／
 　　　　　　　　─☆─ 
 【２】動画配信　／┃＼
 　　　　　　　　　┃
 　┏━━━━━━━┓
 　┃　　　　　　　┃
 　┃　　　　　　　┃　セラピーの様子や、講座の雰囲気などを動画で
 　┃　　　　　☆　┃　ご覧いただけるようになりました。
 　┗━┳┳━┳┳━┛
───┸┸─┸┸───
http://www.flowerremedy.com/workshop/index.html

 【３】携帯用ホームページ

 　　　　　┃
 　┏━━━┓
 　┃┌─┐┃　携帯用ホームページが暫定オープンしました。

http://flowerremedy.com/flowerremedy/mm.html
http://flowerremedy.com/
http://flowerremedy.com/workshop/index.html


 　┃｜　｜┃　通勤中でも、
 　┃└─┘┃　ホームページでのお買い物のほか、
 　┃　☆　┃　フラワーエッセンスの体験談や、
 　┗━━━┛　コンテンツなどもご覧いただけるようになりました。

http://www.flowerremedy.com

 【４】遠隔セラピー　パーソナルボトル+電話カウンセリング開始

 　／‾‾＼／‾‾＼▲▲▲  　ご自宅で、セラピーを
 　│田田││田田││││　　ご体験頂けるようになりました。

http://www.flowerremedy.com/therapy/therapy1.htm

 【５】ペットケアのページ　

 　　　∧　∧　
 　　(=・ェ・=)　　Pet Lovers！！のためのページ。
 　┌─Ｕ─Ｕ─┐　
 　│ペット用♪│　うちのにゃんこも使ってましたぁ♪

 　└─────┘
http://www.flowerremedy.com/flowerremedy/petcare.htm

 【７】みんなの体験談のページ

 　　★☆　☆★　　
 　☆　　★　　☆　お寄せ頂きました
 　★　　　　　★　メールやメッセージを
 　　☆　　　☆　　ご紹介するページです。
 　　　★　★　　　
 　　　　☆　　　　

http://www.flowerremedy.com/voice/index.html

 　　リニューアルは、今後も、まだまだ続く予定です。

 　　便利で使えるフラワーエッセンスのリファレンスページや、
 　　フラワーエッセンスを「知る」+「感じる」ホームページの
 　　続きは、こちらで→　　http://www.flowerremedy.com

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

……………………………………………………………………………………………

 　／‾‾＼／‾‾＼▲▲▲  　ご自宅で、セラピーを
 　│田田││田田││││　　ご体験頂けるようになりました。

http://www.flowerremedy.com/therapy/therapy1.htm

 　:*.☆。　　　　　　　　　　　　　　　　　。☆.*:
 　◆　━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥…━　◆
 ◆●◆　　　　遠隔セラピー　内容のご紹介　　　◆●◆
 　◆　━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥…━　◆
 　:*.☆。　　　　　　　　　　　　　　　　　。☆.*:

 　電話カウンセリング+パーソナルボトル、オリジナルポーチ付き

 　あなたを癒し、願いを叶えるとされるフラワーエッセンス　セラピー。

 　専門家によるサポートを受けながら　ご自宅で気軽にスタートできる
 　遠隔セラピーのサービスを開始いたしました。

……………………………………………………………………………………………
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 　あなたをストップさせているものはなんですか？

 　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 　　┃　　あなたが今、最も解決したいテーマや　　　┃
 　　┃　　願いをひとつ、思い起こしてみてください。┃
 　　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 　　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 　　　あなたは、心の底で、どうなりたいと想っていますか？
 　　　何が、その実現をストップさせていますか？

 　その考えや想いの本質や原因は、普段意識していない
 　潜在意識や無意識の層にある過去の記憶や体験、習慣や考え方の
 　パターンによって、知らず知らずのうちに、影響を受けています。 

 　セルフイメージや、思い込みが影響していたり、親の考えを
 　無意識に再現していることもあります。 

 　そのような事柄が影響しあい、特定のシーンになると、
 　関連付けされている感情や思考が活性化し、無意識に
 　特定のパターンで行動したり、反応したりしていることが
 　原因となっている場合があるのです。

 　固有のテーマや問題を根本的に解決したり、願いを叶えるには、
 　表面に現れている状況や表層意識に対してだけではなく
 　潜在意識や無意識の情報に対してフォーカスをあて、
 　その真の原因に対してアプローチを行っていく必要があります。

 　フラワーエッセンス　セラピーでは、お花のカードを使って
 　あなたの潜在意識や無意識のレベルに介在する本質にフォーカスをあて
 　あなたを癒し、願いを実現するためのフラワーエッセンスを
 　深層心理から しっかりと選ぶことが出来ますので、

 　お好きな時間に、インターネットで
 　花カード診断を行い結果をメールでお知らせください。

 　フラワーエッセンスの専門家に電話でカウンセリングと
 　アドバイスを受けながら、あなたの状況にぴったりのエッセンスを
 　選定し6種類のエッセンスをカスタマイズ。

 　あなた専用のパーソナルエッセンスが、後日ご自宅に届きますので
 　到着後、スグにセッションをはじめられます。

 　あなたの想いを実現させるために、特別に選ばれた 
 　それらのフラワーエッセンスは、優しく穏やかに内面に働きかけ、
 　潜在意識や無意識の層にアクセスして、ストップの原因となっている
 　感情を癒し、固定概念や思考パターン、リアクションパターンを
 　優しく解きほぐしながら、内なる変化を自然に引き起こし
 　気付きや変容を促し、あなたらしさとステージアップを
 　真からサポートしていきます。

 　約1ヶ月間に渡るフラワーエッセンス セッションを ご体験ください。

 　花カード診断は、ネットで　無料でお試し頂けます。
 　　　　　　　　　　　　　 ──────────
http://www.flowerremedy.com/therapy/flowercard.htm

 　北海道～沖縄まで。
 　夜のご相談にも対応しています。

 　サロンまでお越しいただけない方や、忙しい方もご利用ください。

 　▼詳細は、こちらのページでご覧頂けます。
 　http://www.flowerremedy.com/therapy/therapy1.htm

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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 ☆　☆　　　　　　フラワーエッセンス講座　　　　　　　　☆　☆　
  　＼☆＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ／☆／
  ☆＼＼＼　　　5月開催イントロダクションコース　　　／／／☆
    ＼＼＼　　8月スタート　プロ　コース　受付開始　／／／／

 　　　　　　　　＼｜／
 　　　　　　　　─☆─ 
 　　　　　　　　／┃＼
 　　　　　　　　　┃
 　┏━━━━━━━┓
 　┃　　　　　　　┃　気になる方は、必見！！o(^-^)o
 　┃　　　　　　　┃　
 　┃　　　　　☆　┃　▼まずは動画をご覧ください▼
 　┗━┳┳━┳┳━┛　http://www.flowerremedy.com/workshop/index.html
───┸┸─┸┸───

 　　　　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/index.html　 ┗━━┛
 　

┌───┐
 │。――│　　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
 　　　▼以前のメルマガで、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
 　┃　　　　　　5月17日、18日、31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/fe02pro.htm
 　┃　　8月スタート→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

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


 　┃　　　　　　　　　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

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

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　LiFE認定セラピストの
 　フラワーエッセンス　ピックアップ☆

 　　◆◆◆
 　◆◆◇◆◆　スターオブベツレヘム
 　　◆◆◆　　http://flowerremedy.jp/?pid=4050344
 　　＼∥／　　

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　　ここ数日、あちこちで

http://flowerremedy.com/workshop/index.html
http://flowerremedy.com/workshop/index.html
http://flowerremedy.jp/?pid=4050344


 　　　クライアントさんから

 　　『スターオブベツレヘム』の名前が、とてもよく挙がります。

 　　
 　　わかるなぁー。(笑）
 　　

 　　そういえば、講座の動画でも
 　　バルナオ博士が、スターオブベツレヘムを紹介していましたね。(笑）

 　　▼実寸大のスターオブベツレヘムと、その説明はこちらでご覧頂けます。
 　　　http://www.flowerremedy.com/workshop/index.html

 　　
 　　新しいスタートに最適。直観力や創造性、可能性の領域へとアクセスさせる
 　▼スターオブベツレヘムは、こちらでお求め頂けます。
 　　http://flowerremedy.jp/?pid=4050344

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

 　　■■■　■■■　　　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/?pid=4050344
http://flowerremedy.com/workshop/index.html
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  │＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
└─────┘

 　　今年元旦から始まった、リニューアルの流れを受けて

 　　（歯が折れたり、プリンターが壊れたり。笑。）

 　　サーバーとサイトがリニューアル　しました♪

 　　サーバーのディスク容量も増えたり、新機能が付いたりと

 　　あーあれもできるなー。これもしたいなーっと

 　　創造性の領域も一気にアップぅ↑↑↑(笑）

 　　やりたかったことが実現できそうな環境が整ってきましたー。

 　　ワクワクo(^-^)o

 　　みなさんが
 　　読んでも、観ても楽しくて

 　　知識も増えて
 　　使って実利も享受できる

 　　サイトにしていきたいですッ！

 　　→フラワーエッセンスの講座みたいな雰囲気？！(笑）

 　　これからも、まだまだ（！)リノベーションしていきますので（笑）
 　　　　　　　　　　　　　　───────
                            　　　↓
 　　　　　　　　　　　　（！）バルナオ博士のコラムをみてね。

 　　サイトにも、高尾にも遊びに来てくださいねー。（笑）

 　ーＰ．Ｓ－
 　　今回のメルマガも、その流れで、
 　　アスキー絵文字を主体にお送りしましたとさ。（笑）→右脳的ッ☆

 　　それでは、楽しいＧＷを☆

 　　次回のメルマガまで。アディオス♪

 　　16：30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♪

 　メルマガ読者の方のマイミクさん大歓迎です。



 　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

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

     　　 ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    
         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」

 ■ ＜そふとしぇる＞ＨＰアドレス http://www.FlowerRemedy.com
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