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 心身のデトックスと愛、許し、フラワーマンダラの中心　エッセンス。　
 空輸され、明日、ショップに到着します。

 土曜隔週で、ゆっくり体感しながら学べるフラワーエッセンス講座

 フラワーエッセンスの基礎から外用法、内服法まで
 マスターできます。

 ▼フラワーエッセンス　セラピーレベル１
 　基礎総合講座　土曜隔週コース　日本橋教室【受付開始】
http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
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 ＜送信者＞そふとしぇる http://www.FlowerRemedy.com
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 　　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。

 　　お久しぶりです♪

 　　「春分初新月頃から何をしていたか？」

 　　お話すると、とーっても長くなりますが（笑）
 　　システムダウン＆アップを経験していました。（笑）

 　　さてさて、今日は、みなさんにお知らせです。

 　　お待ち頂いておりました

 　　国内欠品中だった
 　　ブラックカンガルーポウのストックボトルが
 　　空輸されてきますよ♪

 　　ブラックカンガルーポウは、
 　　フラワーマンダラ世界の中心？！

 　　ショップのエッセンスへのご感想やご質問を
 　　Twitterでつぶやける
 　　システム導入のご紹介など・・。

 　　携帯でご覧になっている方で全部表示されない方は
 　　こちらのブログでご覧いただけます。
 　　http://bit.ly/dCsXnd

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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

 　「心身のデトックスと　愛・許し」
 　ブラックカンガルーポウ　空輸されショップに到着します♪

http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
http://www.FlowerRemedy.com
http://bit.ly/dCsXnd


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

 iphone,ipod, 携帯, モバイルでもアクセスOK　
 フラワーエッセンスショップ http://flowerremedy.jp/

 　ブラックカンガルーポー
 →（画像と詳細）http://flowerremedy.jp/?pid=4050705

 

 　このブラックカンガルーポウは
 　心身のネガティビティーの排出をサポートするので

 　バルナオ博士は、
 　このブラックカンガルーポウを
 　1年に1度、利用することを推奨しています。

 　講座を
 （画像と詳細）http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 　受講された多くの生徒さんも体験されていますが
 　ブラックカンガルーポウを利用されている方って
 　外からみてもわかるんですよ。

 　周りのエネルギーフィールドのクラリティが高く
 　雰囲気の透明度が増して
 　スッキリとしたエネルギーなんですよね。

 　ホワイトバランスが増しているというか。（笑）

 

 　ご本人もすごく落ち着いていて
 　ムダな引っかかりが無く・・・ムリがまったくない感じで

 　みなさん、スッキリとしたエネルギーになられています。

 　また、虐待や、虐待された経験があり
 　攻撃的な性格になっているペットのケアにも使用されます。
 （画像と詳細）http://flowerremedy.jp/?pid=4098639

 　キーワードは、「愛と許し」

 

 　私も経験ありますが

 　相手や出来事や過去を、許し手放すことで
 　実際に、許され、解放され、多くの恵みを得ることができるのは

 　許したひと本人なんですよね。

 
 　お手元に、診断用花カードをお持ちの方は
 　ボックスをみて頂きたいのですが
 （画像と詳細）http://flowerremedy.jp/?pid=4055493

 　バルナオ博士は、花カードのことを

 　"Flower　Mandala Personality Diagnosis Healing Card"
 　「 フラワーマンダラ 」　と表現しています。

 　バルナオ博士曰く、

 　一般的に人が人生の中で経験する共通のテーマカテゴリーが88あり
 　ワイルドフラワーエッセンスの基本ストックボトルは
 　その88のテーマに対応するように選ばれています。

http://flowerremedy.jp/
http://flowerremedy.jp/?pid=4050705
http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
http://flowerremedy.jp/?pid=4098639
http://flowerremedy.jp/?pid=4055493


 　その中でも、ホワイトニンフウォーターリリーが
 　ワイルドフラワーエッセンスの代表格として有名ですが

 　その放射状のマンダラ模様の88種のエッセンスの色合いの
 　中核としてバランスをとってくれるお花は
 　唯一のブラックカラーのお花でもある
 　ブラックカンガルーポウの「愛と許し」なのかもしれませんね。

 （*実際は、緑地に黒のホワホワが生えてます♪）
 （画像と詳細）http://flowerremedy.jp/?pid=4050705
 

 　【ブラックカンガルーポウの関連記事】：

 →アトピーの方。　美肌したい方に。　「アトピー性皮膚炎」に対して。
 　妊婦さんのフラワーエッセンス　レポート
 　http://flowerremedy.com/blog/2010/04/post-81.html
 

 　他にも

 ■ワイルドフラワーエッセンス製品の正しい選び方や、効果的な使い方

 ■5分でできる耳ツボを使ったストレスケア

 ■痛みのマネージメント法

 ■エネルギーの回復アップ法

 ■深層心理からの情報を引き出す花カード診断の方法

 ■ボディレベル～顕在意識～潜在意識～無意識のレベルにそれぞれ対応させる滴数査定と
 調合法

 ■効果的な内服の仕方　等・・・

 
 マンツーマン感覚で やさしく体得できる
 少人数制　実践参加型 のフラワーエッセンス講座を
 東京・日本橋で開催しています。

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

 次回開催は、ゆったり隔週で学べると人気の

 「土曜隔週コース」ですので

 学んだことを、ご自宅で反復しながら
 ゆっくりじっくり余裕を持って学びたい方に最適です。

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

 人気の「土曜隔週コース」受付中

 

 ▼詳細はこちらをご覧ください。

  →フラワーエッセンス　レベル1 　総合コース 

 日本橋教室　ゆったり土曜日隔週コース5月15日、29日、6月12日
http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
 

 講師：日本フラワーエッセンスアカデミー　定政千恵

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

 バルナオ博士夫妻からのメッセージ

 ▼フラワーエッセンス講座の様子を動画でご覧頂けます
http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm

 フラワーエッセンスの体験談、講座のご感想は
 ▼こちらで、ご覧頂けます。
http://www.flowerremedy.com/voice/index.html#vs

http://flowerremedy.jp/?pid=4050705
http://flowerremedy.com/blog/2010/04/post-81.html
http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
http://www.flowerremedy.com/voice/index.html#vs


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

 英語で 許しのことを　forgivness と言いますが

 許す＝　forgive　からきています。
 

 for - give 　「与える‐ために」 なんです。

  「Love & Forgiveness 」 愛し与えるために♪　 
 

 それでは、みなさんブラックカンガルーポウで
Love&For-giveness to each other !!

-P.S-

 twitterでも、ブラックカンガルーポウの使い方などについて
 つぶやいています。

 よろしければ、お気軽にフォローなさってくださいね♪

 Twitterからのご質問も大歓迎です！
 

 ついたー→http://twitter.com/flowerremedy
 エッセンスbotー→http://twitter.com/essencebot 

 ▼いよいよ。締め切り！

 まずは、効果を体験されたい方には、
 フラワーエッセンスの効果を目で見て
 体で感じられるボディバランスワークショップがお勧めです。
http://www.flowerremedy.com/workshop/specialclass.html

>*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*

 　　　ダイエット効果があがらなかったのは姿勢のせい！？

 　　　激しい運動が苦手なあなたに。

 　　　各パーツ3分で。
 　　　からだのゆがみ、ねじれを解消しながら
 　　　締まりあるメリハリ　ボディへ　リフトアップ↑

 　　　http://www.flowerremedy.com/workshop/specialclass.html
>*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*

 　　　　　　フ┃ラ┃ワ┃ー┃エ┃ッ┃セ┃ン┃ス┃　　
 　　　　　　━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛　　　
 　　ボ┃デ┃イ┃バ┃ラ┃ン┃ス┃ワ┃ー┃ク┃シ┃ョ┃ッ┃プ┃　
 　　━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛

 　　　フラワーエッセンスセラピスト＆
 　　　骨格のプロ。パーソナルトレーナーによる
 　　　バランスアップ・ワークショップのお知らせです。

 　　oＯo。★。oＯo。☆。oＯo。★。oＯo。☆。oＯo。★。oＯo。☆。

 ～お勧めポイント～

 ■ビフォー＆アフターをその場で確認。足首、ふくらはぎ、ほっそり体験。
 ■足と腰がぐーっと伸びます
 ■両足の長さとバランスが揃います
 ■膝と太もも、腰がぐっと絞まります
 ■お腹がきゅっと締まります
 ■脇と肩をきゅきゅっと締めてピンとした姿勢に
 ■背筋がスっと伸びてバストがツンと上向きに
 ■肩がストンと落ちて肩こり、呼吸も楽に

http://twitter.com/flowerremedy
http://twitter.com/essencebot
http://www.flowerremedy.com/workshop/specialclass.html
http://www.flowerremedy.com/workshop/specialclass.html


 ■左右前後の重心バランス、均整がとれた体で、運動効率がアップします
 ■芯が通ったしなやかな心と体つくりに

 　http://www.flowerremedy.com/workshop/specialclass.html
  
 oＯo。★。oＯo。☆。oＯo。★。oＯo。☆。oＯo。★。oＯo。☆。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 　　　Twitter でつぶやくシステムが
 　　　フラワーエッセンスショップに導入されました♪

 　　　　送料大改定！＆離島もＯＫ！　全国一律送料390円導入

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 　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/
 　では

 　各製品ページに、「Twitterでつぶやく」アイコンを導入。
 （画像、詳細）http://flowerremedy.jp/?pid=4048795

 　「つぶやくアイコン」をポチッと押すだけで

 　そのページの製品名と商品ページが、自動入力され
 　つぶやきを、Twitterに
 　簡単に送信できるようになりました。

 　　同時に、Twitterの定政千恵の個人アカウント宛
 ＞　@flowerremedy
 　　にも、メッセージが自動送信されますので

 　　店主へのご感想や、ご質問なども、どんどん気軽に
 　　ついっとしてね♪

 　　フラワーエッセンス・ワールドを、みなさんと
 　　一緒に楽しめたらいいなーっと想っています♪

 　　FlowerRemedy.jp 
 　　フラワーエッセンスショップ　http://flowerremedy.jp

 　　離島もＯＫ！全国送料一律390円♪

 　　送料無料は、5250円から。

 　　フラワーエッセンス1本でも
 　　気軽にご注文くださいね♪

 　　しかも！

 　　小額クレジットカード決済もOKです♪

 　　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。

 　　　◆━━━━━━━━┓

http://www.flowerremedy.com/workshop/specialclass.html
http://flowerremedy.jp/
http://flowerremedy.jp/?pid=4048795
http://flowerremedy.jp


 　　　┃　　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、ご利用くださいね。

 ■ＰＲ■─────────────────

 メルマガ読者のみなさんに、将来の可能性のひとつとして
 「国際ＮＧＯ　R水素ネットワーク」をご紹介させてください。

 2分でわかるR水素の動画→http://bit.ly/F8JNW

 太陽や風力・地熱などの再生可能（Renewable)で
 主に身近な水（H2O)などを電気分解して得るR水素で
 地域で電気や燃料をなどを得ることができる
 テクノロジーは既にあります。

 世界の気候変動や戦争・貧困などの負のサイクルを解決する
 マスターキーとして期待されています。

 新しい文明のための正のサイクルに世界を変えていくためにも
 皆さんの積極的な協力が必要ですのでよろしくお願いします。

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

 　　～編集後記～

 　　今日は
 　　私のお友達や知人に以外と多い
 　　男性のタイプをご紹介したいと想います♪

 　　彼らに共通していることと言えば

 　　みなさん、楽しそうに、積極的に
 　　お家の状況を、自ら教えてくれること・・なのですが（笑）

 　　その理由を聞いて超納得。

http://FlowerRemedy.jp
http://bit.ly/F8JNW


 　　彼らの
 　　【お家にあるものリスト】

 　　■ノートパソコン
 　　■携帯端末
 　　■布団
 　　■洋服
 　　■暖房器具
 　　■テーブル（チェア無し）

 　　　・・・程度らしい。（笑）

 　　冷蔵庫や電子レンジは勿論無く
 　　お皿もないし、コップも無い。

 　　片付けが面倒で、究極的に
 　　そのライフスタイルになったとか
 　　究極的に、クリアしてるからそうなってるとか。

 　　その理由は様々みたいですが。（笑）

 　　とにもかくにも、そんな彼らは
 　　じぶんとノートパソコンと携帯端末だけで、事が足りてしまうらしいのです。

 　　あらゆる意味でフリー♪
 　　・・・なんでしょうね。（笑）

 　　彼らの後を追随すべく（ムリありますが。笑。）
 　　目下、作業中でございますっ♪

 　　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

 　Twitterで、2～3時間毎にお花のキーワード特性や
 　ペットケア、フラワーエッセンス製品の特徴などを
 　ランダムに自動でつぶやくプログラム。
 　フラワーエッセンスボット→http://twitter.com/essencebot

 　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

 →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
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