
 全国一律 390 円！と
 「レイキ」「宝地図」「フォトリーデ ィング」の
 望月俊孝さんからも！（笑）　魔法の解き方番外編

 　┌───────────────────────────┐
 　├○　▼2010年新春3連休開催　特別集中コース　　　　　　 │
 　│　　　　　　　　　　　　　 平日コース受付開始♪ 　　　│
 　├○　                                              　　│
 　│　　フラワーエッセンス　セラピーレベル１　総合講座　　│
 　├○　                                        　　　　　│
 　│　　 http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm　　　　│
 　├○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
 　└───────────────────────────┘

 ＜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 　　　　　　　
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 　　◆◆◆
 　◆◆◇◆◆　
 　　◆◆◆　　　フラワーエッセンス★ジャーナル　2009年12月11日　
 　　＼∥／　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━FlowerRemedy NEWS━
                                                         
 　　2,000円クーポンがもれなくもらえちゃう
 　　携帯版フラワーエッセンスミニマガは、登録お済でしたか？

 　　今スグ携帯から
 　　M0080888@r.mini.mag2.com 宛てに空メールを送信してください♪
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　　こんにちは♪
 　　フラワーエッセンス　スペシャリストのさだまさです。

 　　今回、はじめてメールマガジンにお申込み頂きましたかたも
 　　ありがとうございます。

 　　みなさんは、本田健さんのお友達で
 　　「宝地図」「フォトリーディング」「レイキ」などで有名な
 　　ヴォルテックスの望月俊孝さんをご存知ですか？

 　　そして・・・やって来ました。（笑）

 　　宝地図、レイキで有名な
 　　あのヴォルテックス望月俊孝さんからも！（笑）

 　　魔法の解き方番外編と
 　　送料全国一律390円スタートのお知らせです。

 　　どうぞ最後まで、お楽しみください♪(o^(ェ)^o)ゞ

 携帯でご覧になっている方で全部表示されない方はこちらでご覧頂けます。
 　　　↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://flowerremedy.com/mtos/mt4i.cgi?id=1

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　　　　　　　　　　　基礎の基礎から、百会診断まで・・
 　　★┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓★
 　┏━┫　＝　　1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
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 　　少人数制だから、しっかりわかる♪できる♪♪と　好評です。
 　　　　　　　　　　─────────────

 　　新春の3連休に。

 　　自己啓発と癒しの実践講座。フラワーエッセンス　レベル1
 　　イントロダクションコースが開催されます。

 　　受講者の方々も、例年
 　　神戸、奈良、名古屋、群馬、神奈川など、全国からご参加頂き
 　　活気溢れた実習となっています。

 　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　　┃　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％　　　┃
 　　┃                                              ┃
 　　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 　　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 　　フラワーエッセンス講座　レベル１　総合コースベーシックは
 　　最短3日間で、

 　　『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、エネルギーケア他）』
 　　『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、体系だってマスターすることができるコースですが、

 　　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。

 　　その理由は・・・・

 　　▼こちらでご覧頂けます。
 　　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 　┏━━━目的に応じて、3レベル＋ワークショップ体験━━━━━━━━┓
 　┃
 　┃講師：日本フラワーエッセンスアカデミー　代表　定政千恵
 　┃
 　┃　[レベル１総合コース3回]　準プロ級コース　レベル度★★★
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
 　┃　　　2010年
 　┃　　　　　　1月09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
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　人気の総合講座です。
 　┃　
 　┃　　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。（初心者～準プロ級）
 　┃　
 　┃　
 　┃　[アドバンス]
 　┃　
 　┃　フラワーエッセンスアドバイザーセミナー（1回＋試験）レベル度★★★
 　┃　　　　　　　　　　　　　　http://flowerremedy.com/workshop/fe02.htm
 　┃　
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 　┃　　2010年2月6日：日本橋教室→総合講座で学んだ
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　フラワーエッセンスの知識を活かし
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　フラワーエッセンスを使用したい方に
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　アドバイス出来るスキルを学べます。
 　┃　
 　┃　　ホームセラピスト、ショップアドバイザーを目指す方に。
 　┃　　ペットケアで使用できるエッセンスの使い方と選び方も学びます。
 　┃　　参加証が授与され、さらに、試験合格者には、コース修了認定書が
 　┃　　発行されます。コース修了後、フラワーエッセンス製品を
 　┃　　アドバイザー価格で購入することができるようになります。
 　┃　
 　┃　
 　┃　
 　┃　プロフェッショナルスキルコース(7回＋試験）　レベル度★★★★★
 　┃　　　　　　　　　　　　　　http://flowerremedy.com/workshop/fe02pro.htm
 　┃　　　2009年1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
 　┃　　　　　　　　　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、トライアングルキー診断、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。
 　┃
 　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 　>>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フラワーエッセンスを通じて獲得していきませんか？　│

 ／└┬───────────────────────────────────┬┘
 ＼
 ── 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　─
─

 　海外の病院やケア・センター等でも治療の一環として行なわれている
 　Living Essence『オーストラリアン・ワイルドフラワー・エッセンス』による
 　フラワーエッセンス講座。

 　体験重視の少人数制なので、
 　フラワーエッセンスの体験、体感、知識と、
 　今後の人生の中で永続的に「使える」実用的なテクニックの両面を
 　気軽に・楽しく・ワカルまで・・サポート。

 　
 　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ご予約ください。

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

 　『まず、体験したい！！』

 　という方には、こちらの
 　ボディマインドシンクロワークショップがおすすめ。

http://flowerremedy.com/workshop/fe02pro.htm
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 　目で見て、体感して、ボディ調整のスキルや姿勢アップが
 　できちゃう単日のショートワークショップ
 　
 　http://www.flowerremedy.com/workshop/specialclass.html

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　　今日は、連載中の魔法の解き方の番外編です。

 　　本田健さんのお友達で

 　　「宝地図」「フォトリーディング」「レイキ」などで有名な
 　　ヴォルテックスの望月俊孝さんのメールマガジンを
 　　ある日楽しく読ませて頂いていたら？？

 　　2009年12月09日付けのメールマガジンのタイトルが

 　　なっなんと！！！！

 
 　　「魔法の解き方、かけ方」

 
 　　んん？(笑）

 　　笑えるので内容を転記します。

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

 定政 さん

 こんばんは。望月俊孝です。
 本日のメッセージをお届けいたします。

 ★魔法の解き方、かけ方？

 よく「魔法はかけた人しか解けない」なんてことが映画や小説で言われますね。

 さて、今、あなたが遠い昔に魔法をかけられたとしましょう。

 それは「○○な人生を歩みなさい」

 と今、生きている人生を歩むように魔法がかけられたのかも知れません。

 　なかなか自由に思い通りにいかないとしたらそれは魔法がかかっている可能性
 があります。

 さて困りました。

 　　この続きはブログ記事でご覧頂けます。

 　　フラワーエッセンスとの関係性はいかに・・・（笑）
 　　↓
 　　http://flowerremedy.com/blog/2009/12/post-66.html

‥‥★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━*‥
 *‥▲▲　　　　　　　　　　　　　緊急告知！　　　
 ‥▲▲▲　　　　　送料大改定！＆離島もＯＫ！　全国送料390円に♪
 *▲▲▲▲　　
‥‥■‥*‥━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━*
 FlowerRemedy.jp 　フラワーエッセンスショップ　http://flowerremedy.jp

 　　送料改定までのストーリー
 　　http://flowerremedy.com/blog/2009/12/390.html

 　　　早い話が、全国送料一律390円になったって訳です♪

 　　　離島もＯＫ！

http://www.flowerremedy.com/workshop/specialclass.html
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 　　　東京は、祝祭日時間指定あり宅配便でも、400円。

 　　　首都圏は450円。

 　　　東北～関西は500円。

 　　　送料無料は、5000円から。

 　　　電車賃より安いでしょ？（笑）

 　　　これで、フラワーエッセンス1本から気軽に
 　　　ご注文いただけるようになったなーっと喜んでおります♪（笑）

 　　　しかも！　小額のクレジットカード決済もOKです♪

 クリスマスにも間に合うよ♪

 　　　　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　　◆●◆
 　　　　◆　━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥…━　◆
 　　　　:*.☆。　　　　　　　　　　　　　　　　　。☆.*:

 　　地方の方も。都心の方にも・・・みんなに、それぞれの満足とサービスを。

   ＿＿＿＿　
  /□∥　〒| 　　 全国一律送料390円！＆送料無料5250円（税込）から
 (‾－|‾‾|　　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
  ◎‾‾◎‾ 　　＆スピーディーな当日・翌日発送（特定日除く）

 　>>地方の方に・・お届けしたい。だから。

 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　送料無料　　┃　⇒　全国一律送料設定。送料無料も。
 　　　┗━━━━━━━━◆　
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　スピーディ　┃　⇒　当日・翌日発送対応（特定日除く）
 　　　┗━━━━━━━━◆　

 　>>都心の方にも・・便利でありたい。だから。

 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　時間指定　　┃　⇒　キメ細やかな時間指定対応。
 　　　┗━━━━━━━━◆

 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　多彩な決済　　┃　⇒　クレジットカード手数料無料
 　　　┗━━━━━━━━◆　⇒　便利なコンビニ後払い・代金引換にも対応

 　>>高品質な、良い製品をお届けしたい。だから。

 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　品質管理　　┃　⇒　LiFE認定セラピストによる製品管理。
 　　　┗━━━━━━━━◆　⇒　回転の速いフレッシュな製品をお届け。

 　>>プロのセラピーを受ける感覚を知ってもらいたい。
 　>>最高の製品パフォーマンスを提供したい。だから。

 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　無料相談　　┃　⇒　LiFE認定セラピストによる無料相談。
 　　　┗━━━━━━━━◆　⇒　もちろん。使用方法のアフターフォローも徹底

 　　　　結果を求める方の、エッセンス選びに。
 　　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓



 　　　　　　　▼　セラピストに相談できるウェッブショップ　▼
 　　　　　　　　　　　 http://FlowerRemedy.jp
 　　　　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 　ますます便利で、高品質なサービスを、是非、ご利用ください。

--------☆--------☆--------☆--------☆--------☆--------☆-----

 　　～編集後記～

 　　今年もクリスマスシーズンがやって来ました。

 　　大人になると
 　　欲しいものは大抵、手に入る（自分で買える）
 　　ようになります。だから。

 　　どうぞあなたの大切なかたに。

 　　買えるものはフラワーエッセンス・・・
 　　得られるものはPriceless・・・・

 　　それでは、次回まで
 　　Hug&Hug♪

 　　Love&Light☆彡
 　　フラワーエッセンス・スペシャリスト
 　　さだまさちえ　　(o^(ェ)^o)ゞ

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

 Twitterやってます♪

Twitter→http://twitter.com/flowerremedy

 　Mixiにも、居ます♪
 　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
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 　 ★・・…………★・・……………★……………・・★…………・・★
 　 
 　　 　　 http://www.FlowerRemedy.com　（HPはココをクリック！）
 　　 
 　 ★・・…………★・・……………★……………・・★…………・・★

 →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

http://FlowerRemedy.jp
http://twitter.com/flowerremedy
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http://flowerremedy.com/therapy/index.html


 →あなたを癒し、様々な問題解決を手助けする
 　一生涯使えるノウハウを3日間で完全マスターする講座（動画）
 　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.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

 →アップデートな読むエッセンス
 　フラワーエッセンス　ブログ
 　http://www.flowerremedy.com/blog/           

 →携帯サイト
 　http://www.flowerremedy.com/m/

 →携帯ミニマガお申込み
 　http://www.flowerremedy.com/m/m.html

http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
http://www.flowerremedy.jp
http://www.flowerremedy.com/blog/
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