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マンツーマン 1DAY プログラム/リトリート 2DAYS 

瀬⼾内 SETOUCHI 

〜貴⼥の能⼒と可能性、第六感やハイアーセルフとつながる⼒を最⼤限に引き出し、⼈⽣
の質を⾼めて⾏くためのマンツーマン・ヒーリングリトリートプログラム〜 
 
 

地球の変容と周波数のアップシフトについて 
 
2020 年 9 ⽉よりレイライン、パワースポットでの地球レベルでのアクティベーションが

⾮常に活発になる地域があります。その⼀つが瀬⼾内です。 
 
ガーデイアンアライアンスと呼ばれる地球を守護する存在のサイト（管轄する領域）で

はポジティブなエネルギーや周波数が上昇し、あなた⾃⾝の魂レベルの情報にアクセスが
しやすくなります。 
 
それらの情報には、あなたが⽣まれてきた⽬的や今⽣でのミッション、またより⼤きな

宇宙レベルでの⽬的、集合意識レベルでの⽬的、そして永遠の宇宙があなたを通してさせ
たいことが刻印されています。それらの情報はタイムカプセルのような状態でご⾃⾝の
DNA の中にあります。 
 
またあなたの魂に関わる存在が、この時期に情報を受け取れるようにと超古代に特定の

場所にタイムカプセルをセットしています。（タイムカプセルは 3 次元以上でのレベルで
存在するものです。） 
 
それらのタイムカプセルやそれを開くためのキーコードは、特定の周波数と共に拾い上

げることができます。紐解かれた情報はあなたの魂の⼀部であり、それを取り戻すことで
本来の⾃分⾃⾝のコアを取り戻すことが可能になります。 
 
スピリチュアルカウンセラー泉 雪恵は、2012 年にボイジャーズ著者、アシャヤナ・デ

ィーン（2012 年よりイエシャ・アシャヤナ・アレヤス）主催のアレヤスプロダクションが
主催したペルーマチュピチュでアルフンブラの洗礼を受けました。（アレヤスプロダクシ
ョンから販売されている DVD に泉の洗礼シーンが記録されています。
https://www.arhayas.com/collections/a/products/peru-2012） 
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それ以来スピリチュアルカウンセラー泉 雪恵は、アルフンブラカウンシルとの強固な
ラインを保ち、メッセージを受け取り続けています。地球と⼈類を守護するアルフンブラ
カウンシルと呼ばれる存在から受け取っているメッセージでは、レイラインが⾛る瀬⼾内
海の島々の海底には、ガーディアン・アライアンス/GA と呼ばれる地球を守護する複数の
地球外⽣命体種族の造った海底都市、海底基地が存在します。それらの海底都市は超古代
に作られ、その⼀部は島々として存在します。 
 
彼らは私たち⼈間とはかけ離れた容姿を持ち、意識レベルの⾼い進化した種族です。彼

らの中には、⽔中でも呼吸をすることが可能な種族がいます。彼らは物性の体を持ち地球
表⾯と地球内部、そして次元を含む地球の違う側⾯存在しているのです。私たちの集合意
識に準備が出来る近未来には、彼らを含めた宇宙種族との実際の対⾯が待っているので
す。 
 
瀬⼾内の島々には古代の地球に設置されたプラズマゲートである KHYサイト富⼠、セカ

ンダリーKHYサイト⻑崎、アルフンブラゲートと呼ばれるプラズマゲートの接続ポイント
と関わりの深い場所があります。 
 
このプラズマのゲートは、通常のアセンション（次元上昇）で次元を段階的に移動する

ためのゲートではありません。通常のアセンションを通過し続けた先に⾏く最終⽬的地へ
とすぐに⾏くことの出来る通路です。その最終⽬的地は、内部創造と呼ばれる領域です。
内部創造という領域にはまた段階的な創造の領域があり、最終的には永遠の源の創造の領
域へと繋がっています。 
 
私たちが住む外部創造と⾔う領域は、内部創造から⽣まれています。内部創造は破壊さ

れていない領域で愛、平和、調和、平安が保たれたシノクラシー社会です。シノクラシー
社会とは、シンクロニシティを基本としたデモクラシー社会です。すべての現象や創造
（クリエーション）は永遠の源の聖なる正しい秩序と聖なる正しいタイミングで⾏われま
す。すべての存在はそれを考えなくても、そのリズムと共に調和を保っているのです。そ
の世界は、政府や貨幣システムを必要としません。 
 
パワースポットと呼ばれる場所は、内部創造への接続ポイント、レイライン、ボルテッ

クス、ゲートの存在する場所と関連する場所があります。それらの場所は、地球⾃⾝の周
波数の上昇、エネルギーの上昇（アップシフト）と共に、徐々に周波数の上昇が⾏われま
す。また、私たちの⾝体や意識もそれらの周波数の上昇と連動しています。 
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この周波数の上昇は今後 900 年間続きます。最終的には、現在の第⼀密度（1〜3 次元）
と内部創造領域であるデヤティ（DhyA-ya-TEi）⾯と呼ばれる領域との統合が⾏われま
す。その意味は、外部創造領域（私たちのいる世界）と内部創造（デヤティ⾯）の未来の
時間枠（2320 年〜6524年）の地球が統合されることです。 
 
それは今後 900 年かけてゆっくりと⾏われます。私たちの世界は、物性の世界からプラ

ズマの領域へと移⾏するのです。 
 
地球は連続的なアクティベーションを続け、アップシフトと呼ばれる周波数の上昇を常

に⾏い続けています。この周波数の同調と合わなくなる存在（フェタリーと呼ばれる種族
や利⼰的な進化を選んだ存在、Fallen Angelics（FA）、侵略者グループ）は徐々にこの地
球から、⾃分の周波数に合う領域へと移⾏していきます。こういった⼤移動が⾏われる激
動の 900 年の中の、初めの 300 年間なのです。 
 
地球のアップシフトや周波数の同調には、プラズマボディと呼ばれるプラズマの体が起
動する必要があります。フロリダ州に住む「Voyagers」シリーズの著者、アレヤスプロダ
クション代表、イエシャ・アシャシャナ・アレヤスの伝える DNA を修復するテクニック
や DNA を⾃ら起動させるアクティベーションを意識的に選択している⼈々は、最も早い
速度で地球のアップシフトに同調し、プラズマボディが進化し続けています。まだ眠った
ままの⼈々はシールドレベルで守護が⾏われ、ゆっくりとした進化をサポートされます。 
 
あなたがこのプログラムに引き寄せられた理由は、貴⼥の中にこれらの周波数を受け取

ることの出来る DNA レベルの刻印があるのです。 
 
このプログラムに引き寄せられた貴⼥は、それらのアクティベーション周波数を受け取

れる「個⼈のコード（DNA コード）」を持っています。個⼈の DNA コードは鍵の様な役
割があり、そのサイト（特定の領域）に必要な周波数を繋ぎ⽌めるためのアクティベーシ
ョンを⼿助けするものなのです。つまり、物性の⾝体で指定の場所（あなた個⼈のパワー
スポットなど）を訪れることは、「鍵を持ってドアを開きに⾏く」と例えられるでしょ
う。 
 
コロナ渦は世界を暗⿊の雲で覆い尽くしましたが、その隙間から太陽の光が差し込む様

に、雲の上には常に⻘空と澄み渡った空気、輝く太陽があるのです。 
 
暗⿊の雲はいずれ密度が薄くなり、⽔分⼦になり、地球の⼤気を循環します。どれだけ
暗⿊の空に⾒えようとも、必ず⻘空と太陽はその上にあり、いつかは光が差し込むので
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す。私たちはその様な流れの中にあり、現在は⼀⼈⼀⼈の魂レベルでのミッションにフォ
ーカスすることが求められています。 
 
※このプログラムはキーロンティックサイエンスと整列した内容です。但し、アレヤス

プロダクションが公表しているテクニックを伝授することや、内容を講義するものではあ
りませんことをあらかじめご理解ください。 
 
 

 
 

〜貴⼥の能⼒と可能性、第六感やハイアーセルフとつながる⼒を最⼤限に引き出し、 
⼈⽣の質を⾼めて⾏くためのマンツーマン・ヒーリングリトリート的プログラム〜 

 
 

普段の⾃分から特別な⾃分へ、そして「特別」が⽇常へ 
 
旅は貴⼥の内側の深い部分を刺激し、スピリチュアルな能⼒が⾃然と開く機会です。ま

た、旅は普段の⾃分から離れて違う⽬線で⼈⽣を眺めることや、普段は湧いてこない様な
アイデアやインスピレーションが内側から湧き出すことを体験できる絶好の機会です。 
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普段という環境は、⾃分の本当に望むことを抑圧する「蓋」の様なものを作り、「本当
の⾃分の望むことが存在する意識の領域」に蓋をすることがあります。しかし、旅はその
蓋を外すことを容易にしてくれます。 
 
⼈⽣のシフト、意識のシフト、スピリチュアルなシフトは、意図的に現実を離れて、⾮
⽇常を体験することや、いつもやっているルーティンから外れることで起こりやすくなり
ます。 
 
また、旅は五感をフルに起動させ、更に第六感やそれ以上の感覚に刺激を与えます。旅

の間は、新しい体験の連続です。マインドフルネスな意識を保つことや、今、ここを感じ
ることを集中的に⾏える絶好のチャンスなのです。 
 
 

 
 

新しい⾃分を発⾒するために、⽇常から離れて⾃分⾃⾝を整えるための 
「凝縮されたマインドフルネスな時間」がここにあります。 

リトリートは⾃⼰成⻑が⽬的であり、未来の⾃分への⾃⼰投資です。 
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貴⼥だけの専属カメラマンが旅に同⾏気分のフォトセッション 
 
フォトセッションは旅の間を通して⾏われます。開運フォトグラファー泉 雪恵は、メ

ッセージをお伝えしながら、あなたとオーラが輝くプロフィール写真を撮影します。撮影
は導かれた場所、パワースポット、貴⼥の希望する場所で⾏います。 
 

 
 
 

決めた時から旅は始まる！ 
 
このプログラムには旅の前にオリエンテーションを兼ねたスピリチュアルコーチング

（オンライン 30 分）から始まります。旅を終えた後は、受け取ったメッセージや現地で
起こった出来事、体験、気づきを振り返るためのアフタフォローセッション（オンライン
30 分）があります。 
 
参加される⽅に安⼼してプログラムを受講して欲しいと⾔う思いから、オリエンテーシ

ョン、スピリチュアルコーチングをプログラムの⼀貫として組み込んでいます。 
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旅の前にセッションを⾏う理由 
 
このプログラムで得たいことや、本当に望むものを明らかにするためです。適切な質問

は、潜在意識に 24時間答えを探させます。旅の⽬的や貴⼥の本当に望むことが明らかに
なると、何をすればいいのかが明確になります。また、ハイアーセルフからメッセージを
得やすい状態にもなるのです。 
 
コーチングで旅の⽬的や未来のビジョンが明らかになり、なりたい⾃分像が浮かび上が

ると、フォトセッションでどんなイメージに仕上げたいのかが明確になります。 
 
もし旅の前に不安なことや分からないことがあれば、この機会に確認することが出来ま

す。あらかじめ疑問や不安を解決し、⼼の準備を整えて出発しましょう。 
 
 

旅を終えてからセッションを⾏う理由 
 
アフターフォローセッションでは、旅の体験をスピリチュアルコーチングで振り返るこ

とで、持ち帰ったスピリチュアルな情報や、後から湧き上がった感情をマインドフルネス
に⾒つめることが出来ます。それにより隠れていたメッセージや、現地では謎だったこと
への答えが得られることがあります。 
 
⼈によっては旅を終えると、考えやものの⾒⽅が⼤きくシフトすることがあります。そ

ういった場合もコーチングで次のビジョンを引き出し、次に何をすべきかを明確にするこ
とが可能です。 
 
 

本来の⾃分に⽬覚めるためのスピリチュアルジャーニー 
 

当⽇の旅では、1⽇⼜は 2⽇間を通してハイアーセルフ、サイトガーディアン、GA、カ
ウンセルと呼ばれる存在等からのメッセージをお伝えします。貴⼥がその場所に呼ばれた
理由や、今の地球での役割も知ることが出来るでしょう。 
 
このツアーを通過した貴⼥は、もう旅の前の貴⼥ではありません。古い⾃分を脱ぎ捨

て、美しい、⾃由な蝶々の様に…。本来の⾃分に⽬覚めるためのスピリチュアルジャーニ
ーです。 
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リトリートとは？ 
 
カウンセリング・コーチング先進国の欧⽶では、リトリートは積極的に取り⼊れられて

います。普段とは違う環境で深く⾃分と向き合い、リフレッシュ＆リラックスすること
で、⼼が⾃然とリセットされ、新しい⾃分で再スタートをすることを⽬的としています。 
 
スピリチュアルリトリートでボディ・マインド・スピリットを整えることは、セルフケ

アであり、⾃然と「今」を整えることへとつながります。リトリートは、⾮⽇常の中でマ
インドフルネスに丁寧に時間を過ごし、集中的に⾃⼰成⻑を⽬指すことに取り組むことが
可能です。 
 
 

リトリートのメリット 
 
1. リラックスとリフレッシュ 
2. デジタルデドックスのチャンス 
3. ⾃分だけの時間をもち、⾃分を丁寧に扱い、向き合うことが出来る 
4. 誰かの期待に応えることを⼿放し、⾃分の期待に応えることが出来る 
5. 仕事や家庭、⼈間関係などの忙しい⽇常から⼀旦離れることで気持ちがリセットされ、

⽇常に戻ってから活⼒がアップする 
6. ⾃分と向き合うことでハイアーセルフと繋がり、深いところの⾃分の声を聞くことが

出来る 
7. これからのことをじっくり考える時空間を得られる 
8. 古い⾃分を⼿放し、新しい⾃分に出会える 
9. ⾃分の⻑所や可能性に気づける可能性 
10. 感情のコントロールが容易になる 
11. ブレない⾃分の芯を強化する 
12. メディテーション、マインドフルネスを集中して⾏うことで、⾃分なりのやり⽅を⾝に

付けること出来る 
13. 今後の⼈⽣にポジティブな影響や刺激を与える 
14. ⾮⽇常の場所で、普段しないことや新しい挑戦をすることが出来る。 
15. 本来の⾃分に⾃然に戻ることが容易になる 
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いつも頑張っている⾃分へのご褒美に 
「本来の⾃分と向き合える極上のスピリチュアル時空間」 

をプレゼントしませんか？ 
 
リトリートは普段と同じ環境ではなかなか実⾏に移すのが難しいことにチャレンジ出来

るチャンスです。「参加する！！」と決めた時から貴⼥の内側で変容が起こり、ハイアー
セルフとのスピリチュアルジャーニーが始まります。 
 
⾃分の内側から湧き出るものを捉えて⾏くことはこれからの時代にもっともっと必要と

される技術です。貴⼥らしく⽣きるため、オリジナリティのある質とレベルの⾼い仕事を
するために、リトリートは⾮常に効果的です。また、パワースポット瀬⼾内での気分転換
と休養は、これからの⼈⽣への新たな活⼒を得ることが出来るでしょう。 
 
⾃分⾃⾝をより深いレベルから整え、ハイアーセルフと繋がるための「凝縮されたマイ

ンドフルネスな時間」がここにあります。リトリートは⾃⼰成⻑が⽬的であり、未来の⾃
分への投資です。 
 
リトリート中のスピリチュアルワークでは、奥深くにいる⾃分⾃⾝とハイアーセルフと

の繋がりを深く感じることが出来るでしょう。どんな⼈にも⾃分の内側の直感やハイアー
セルフとつながる⼒があるのです。なぜならそれらはあなたの⼀部だからです。コツを掴
むことが必要ですが、練習を重ねると⾃分⾃⾝で出来る様になります。 
 
マンツーマン・スピリチュアルリトリートは 1DAYもしくは、⼀泊⼆⽇の予定で開催し

ます。マンツーマン開催ですから、貴⼥の都合を優先出来ます。 
 
⾏きたいと思った時が、「場所に呼ばれている」時。受けたいと思った時が、「ハイア

ーセルフから呼ばれている」時。そのタイミングに乗ることは、宇宙の流れに沿っている
こと。貴⼥の魂がずっと願いつづけていたことなのかもしれません。すべての現象は偶然
では無く必然です。 
 
あなたがこのご案内に⽬を⽌めたのも偶然では無く、ハイアーセルフからの導きなので

す。貴⼥のハイアーセルフはいつも貴⼥のために、⼈⽣の次なるステージへの扉へと導い
てくれます。それに気づいて必要な⾏動を起こして⾏くことが、魂のステージがアップシ
フトする⽅法なのです。 
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マンツーマンリトリートはあなただけのオーダーメイドプログラムです。抱えているテー
マ、⽬標とする課題に向かって貴⼥にベストなプログラムをご提案いたします。 
 
 

2 つのスピリチュアルプログラム 
 
このプログラムは宿泊を伴わない 1DAYプログラムと⼀泊⼆⽇のリトリート形式のいず

れかで開催いたします。 
 
瀬⼾内という範囲は、淡路島を含む岡⼭、広島、⼭⼝、四国で囲む広い範囲のことを⾔

います。今回集中的にアクティベーションが⾏われる場所は、本州側の尾道港から広島港
までの範囲です。 
 
1. 尾道、瀬⼾⽥ 1DAY 6時間コース 

フェリーで瀬⼾⽥港、もしくは向島へ渡り、ガイドからの導きで尾道、瀬⼾⽥を巡る
コース 
 

2. 尾道、瀬⼾⽥⼀泊⼆⽇リトリートコース 
 
 

参考：せとうちパレットプロジェクト 
新しい⾊を探しに⾏こう 

https://www.setouchi-palette.jp 
 
 

パワースポット瀬⼾内とリトリートプログラム 
 
パワースポットで⼀晩過ごす（睡眠をとる・⾝体をその⼟地に置いて、魂が故郷へ還る

こと）ことは、魂レベルからパワーをチャージする⽅法の⼀つです。私たち⼈間は睡眠中
に⾝体を抜け出て魂の故郷へと還ることや、これからの未来の為の情報を受け取りに⾏く
ことをしています。 
 
物理的に違う⼟地で睡眠を取ることは、⼟地のエネルギーが作⽤するために、いつもと
違う世界で魂が必要とする情報を受け取りに⾏くことが可能になります。旅⾏に出かけた
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ら休めなかったと⾔う体験はありますか？その様な体験は、⼟地のエネルギーと貴⼥のエ
ネルギーの相性の問題やカルマ的な要因で起こることが理由です。 
 
⼀般的にパワースポットと呼ばれる場所は、スターゲートやレイライン、ボルテックス

と呼ばれるエネルギースポットと関連があることが多く、それらの場所は睡眠中に私たち
の魂が普段⾏くことの出来ない、周波数の⾼い領域への通路となっていることが多くあり
ます。 
 
このリトリートでは、超古代の海底都市の存在する瀬⼾内でハイアーセルフとのつなが

りを強化するための様々なプログラムをご⽤意しています。瀬⼾内海の⼀部にはレイライ
ンが通り、地球の⻘写真に組み込まれた「ゲート」との接続ポイントがあります。 
 
⽇本には KHYサイト富⼠と呼ばれる地域があります。その場所は、超古代に地球の設計

として組み込まれている内部創造への出⼊り⼝として使われるプラズマのゲートです。そ
れらの⼀部はアルフンブラゲートと呼ばれます。プラズマのゲートは地球がある⼀定の状
況にならないと起動しない様にプログラムされていますが、2012 年に起動しました。 
 
これらのゲートは、内部創造と呼ばれる物理世界（外部創造）が出現する前の領域へと

つながるゲートです。外部創造にいる全ての存在は内部創造からやってきました。外部創
造でスピリチュアルな旅を終えると、内部創造へと還るようにプログラムされています。
内部創造はよりピュアな状態で保たれており、そこに住む⼈々の意識レベルは⾼く、愛・
平和・調和・平安の保たれたシンクロニシティを基本とした⺠主主義の社会です。（シノ
クラシーと呼ばれます。） 
 
 

アルフンブラカウンシルと共に在るこのツアーのミッション 
 
1. あなたがその場所へと導かれた理由、レイライン、サイトでの⾃分の役割を知る 
2. サイトガーディアン（領域を守護する存在）とのコンタクト、彼らの存在を感じる 
3. 海底都市のGA種族とのプラズマレベルでの対⾯を⾏う 
4. ⽕のエレメンタル、⽔のエレメンタルの浄化・不要なものを永遠の源へ返還する 
5. エーテルのエレメンタルに触れ、情報を受け取る 
6. アースクリスタル・⼤気（⼤地と⾵）のエレメンタルからバイオフィールドのチャー

ジを⾏う 
7. 今、ここ、奇跡、ミラクル、その瞬間のガイダンスとイベントを楽しむ 
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8. 未来へのご縁を結ぶ（6524年のハイアーセルフとつながり、⾃分のための情報を得
る） 

9. 貴⼥にとっての改運・開運スポットを⾒つけ、運を上げる 
 

10. 地球で⽣まれてきた⽬的を優雅に達成するために、永遠の豊かさとつながり循環させ
る 

11. スピリチュアルカウンセリング、コーチングセッションで本来のあなたがもっと輝き
くためのヒントを得る 

12. フォトセッションでインナーチャイルドを満たし、セルフイメージをアップさせる 
 
 
貴⼥を導くスピリチュアルツアーのガイドは、アレヤスプロダクション、イエシャ・ア

シャヤナ・アレヤスから 2012 年ペルーツアーでアルフンブラの洗礼を受けた唯⼀の⽇本
⼈である、スピリチュアルカウンセラー泉 雪恵です。 
 
このツアーはアルフンブラカウンシルと繋がるライン上のカウンシル、GA、サイトガー

ディアンとのスピリチュアルジャーニーです。泉には、ガーディアン達が⾏っているアク
ティベーションや個⼈のためのテクニックがライブで伝えられます。また、貴⼥が呼ばれ
ているサイトにピンポイントでご案内することが可能です。他では体験できない貴重なツ
アー＆セッションとなるでしょう。 
 
 

このプログラムはどんな⽅におすすめ？ 
 
1. 理由はわからないがとにかく直感で⾏きたい！と感じる⽅（ハイアーセルフレベルで

呼ばれているサインです！） 
2. ⾃分にとってのパワースポットを知り、訪れたい⽅、呼ばれた理由を知りたい⽅ 
3. マンツーマンプログラムを受けてみたい⽅ 
4. ハイアーセルフとつながる時間を持ちたい⽅ 
5. ハイアーセルフとつながる⽅法を学びたい⽅ 
6. ⾃分のオーラやチャクラ、それ以上の感覚を研ぎ澄ますレッスンを受けたい⽅ 
7. 瞑想、マインドフルネス、スピリチュアルリーディング、コーチングを集中して受けた

い⽅ 
8. ⾃分にとって必要なエネルギーの種類、その理由、どこに⾏けばそれを得られるのか、

今後それをどう活かすのか？を知りたい⽅ 
9. パワースポットでプロフィール写真を撮影したい⽅ 
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10. 専属カメラマン同⾏の旅をしてみたい⽅ 
11. セルフイメージの向上に集中して取り組みたい⽅ 
12. ⾃分に集中したい⽅ 
13. ⾃分に投資することで何が変わるのかを体験したい⽅。 
14. 不思議体験、ミラクル体験が出来るかもしれないワクワク感を得たい⽅ 
15. もっと⼤きなレベルで今の地球に起こっていること、宇宙で起こっていることスピリ

チュアルな知識を広げたい⽅ 
16. ツアーをサポートするガイド、案内役がついた⾃⼰探求の旅をしたい⽅ 
17. ⽣まれてきた意味、今⽣でのミッションを知り、向き合いたい⽅ 
18. 起こっていることの意味、シンクロの意味を学びたい⽅ 
19. これからの未来についてビジョンを受け取りたい⽅ 
20. 「今この瞬間」を思いきり⽣きたい⽅ 
21. もっと⾃分らしく⽣きたい⽅、それについて何をすべきかを考えたい⽅ 
22. 気づかない領域(無意識レベル)でたくさん変化したい⽅ 
23. 思考の断捨離、⼈⽣の整理をしたい⽅ 
24. マンツーマンで、あらゆることをスピリチュアルカウンセラー泉とじっくり話したい

⽅ 
 

※感じ⽅や捉え⽅は⼈それぞれであり、結果として現れる現象スピードも⼈によって違い
ます。ここに書かれている⽂章は成果を保証するものではありませんことをあらかじめご
理解ください。 
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1DAYプログラムのサンプルスケジュール 
 
尾道、向島、瀬⼾⽥〜多々羅⼤橋コース 
 
1DAY  1週間前 ※1DAY開催 2⽇前までに受けて下さい。 

zoomオリエンテーションセッション 30 分 
 
 
1DAY 当⽇の流れ 

1. 指定場所へ集合 
2. スピリチュアルガイダンスによりルートを決定します。 
3. 尾道でのスピリチュアルワークもしくは、フェリーで指定の島へ移動します。 
4. ガイダンスとスピリチュアルメッセージを受けて移動して⾏きます。 
5. スピリチュアルワーク、テクニック、メッセージのお伝え、フォトセッションは流れ

の中で⾏います。 
6. ランチと休憩もこれらの流れの中で取ります。 
7. メッセージは開始から終了まで伝えられます。 
8. 1⽇の振り返りと 1DAYクロージングセッション後に解散。 
 
※ あらかじめ決められたスケジュール通りに何時に○○を⾏うと⾔う⾵に決まっており

ませんことをあらかじめご了承の上ご参加下さい。なぜならシンクロとメッセージで⾏
動することで、未来の時間枠の周波数と連動することへのレッスンが⾏われるからです。 
 

※ 流れの中でのワークは、永遠の源の意図とそのライン上に整列することです。すべては
聖なる正しい秩序とタイミングで物事が展開されることを体験してください。また、そ
れを楽しんで頂けたら幸いです。 

 
 
リトリート 1週間後 

zoomアフターフォローセッション 30 分 
 
※貴⼥のご要望に合わせてプログラムをご提案いたします。詳細はお問い合わせくださ
い。 
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1泊 2⽇リトリートのサンプルスケジュール 
 
尾道、向島、瀬⼾⽥〜多々羅⼤橋コース 
 
リトリート 1週間前 ※リトリート開催 2⽇前までに受けて下さい。 

zoomオリエンテーションセッション 30 分 
 
 
リトリート 1⽇⽬ 

1. 指定場所へ集合。 
2. スピリチュアルガイダンスによりルートを決定し移動します。 
3. ガイダンスとスピリチュアルメッセージを受けて移動して⾏きます。 
4. スピリチュアルワーク、テクニック、メッセージのお伝え、フォトセッションは流れ

の中で⾏います。ランチと休憩もこの流れの中で取ります。 
5. ⼣⾷ 
6. 1⽇の振り返りと 1DAYクロージングセッション 
7. 海と⼤地とつながる⼣のメディテーション 
 
 
リトリート 2⽇⽬ 

1. 海と⼤地とつながる早朝メディテーション 
2. 朝⾷ 
3. 朝のスピリチュアルリーディングとコーチングセッション 
4. 貴⼥が呼ばれているパワースポットへ 
5. 周波数を取り⼊れるウォーキングメディテーション、リーディング・スピリチュアルワ

ーク、フォトセッション、マインドフルネスワーク 
6. 2⽇⽬の振り返りと 2DAYクロージングセッションの後に解散 
 
※ あらかじめ決められたスケジュール通りに何時に○○を⾏うと⾔う⾵に決まっており

ませんことをあらかじめご了承の上ご参加下さい。なぜならシンクロとメッセージで⾏
動することで、未来の時間枠の周波数と連動することへのレッスンが⾏われるからです。 
 

※ 流れの中でのワークは、永遠の源の意図とそのライン上に整列することです。すべては
聖なる正しい秩序とタイミングで物事が展開されることを体験してください。また、そ
れを楽しんで頂けたら幸いです。 
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リトリート 1週間後 

zoomアフターフォローセッション 30 分 
 
 
※ 貴⼥のご要望に合わせてプログラムをご提案いたします。詳細はお問い合わせください。 
 
 

スピリチュアルナビゲーター紹介 

 
スピリチュアルカウンセラー 泉 雪恵 
1975年⽣まれ、京都出⾝、2018年に 12 年間ビジョンボードに貼り続けた夢が叶い、神

⼾に移住。 
 
Bullet Proof Human Potential Coach、ICF国際コーチ連盟 ACC認定コーチ、開運写真
家、作家（Amazon Kindle電⼦書籍で 11冊出版）2005年 KANSAI 1週間「予約の取れな
いカリスマ占い師ベスト 10」に選ばれる。 
 
⽗⽅には、⿅児島県沖永良部島、⽥皆にてジッキノーザト寺を設⽴したノロ（ユタ）の
曽祖⺟と神主の曽祖⽗がいる。曽祖⺟の先祖は 14世紀に琉球から沖永良部島を統治した
世ノ主王に仕えた四天王と呼ばれる 4⼈の側近の⼀⼈。（⻄⽬国内兵衛佐にしみくにうち
ベーさ/ジッキノーザト）スピリチュアルな能⼒はこの⾎統から受け継ぐ。 
1996-1999 まで 8年間のアメリカ在住。現地でバーテンダー、カリフォルニア州認定の

セラピストの資格を 2 つ取得。帰国後は語学⼒を⽣かし⼼理学、成功法則、コーチングを
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⽇本とアメリカで学ぶ。NYベストセラー著者・実業家で「ザ・シークレット」にも出演
したジョン・アサラフ⽒の成功法則は 2013 年より学び続けている。 
 
アレヤスプロダクション 2012 年ペルーツアーにて、アルフンブラの洗礼を受けた、ただ

⼀⼈の⽇本⼈。その様⼦は DVD の 2枚⽬に収録されている。 
 
全世界でベストセラー「シリコンバレー式⾃分を変える最強の⾷事」の著書であるデイ

ブ・アスプリー⽒の創設、監修の Bullet Proof Human Potential Coach⽇本⼈登録コーチ
としてはただ⼀⼈。また国際コーチ連盟（ICF）ACC資格保持。 
 

 
お申し込みから参加の流れ 

 
1. メールでお申し込み yukieizumi@officepluseight.com 
2. ご⼊⾦後ご予約確定 
3. 1DAYもしくは 1泊 2⽇リトリート⽇時の決定、zoomオリエンテーション、zoomア

フターフォローの⽇時を予約下さい。 
4. ワークブックを PDFでお送りします。zoomオリエンテーション当⽇までにワークブ

ックには必ず⽬を通して、必要箇所には書き込みをお願い致します。 
5. zoomオリエンテーション開催（リトリート 1週間前） 
6. リトリート開催 
7. リトリート終了後、⼀週間程度でフォトセッションのデータをお送りします。 
8. zoomアフターフォローセッション 30 分（リトリートから 1週間後） 
 
 

参加費に含まれるものについて 
 
1. 乗船料、レンタサイクル料⾦、ランチ代、休憩時のお茶代はプログラムに含みます。 
2. 1泊 2⽇リトリートの場合は、⼀泊⼆⽇のシングルまたはそれ以上の個室のお部屋、⼣
⾷と朝⾷が 1 にプラスされます。（プログラム内容により変動があります。詳細はお問
い合わせください。） 

3. メッセージやプロセスをご⾃⾝で書き込めるワークシートを事前にお送りします。 
4. 現地ではメモを取れないことが多く、メッセージはその場で録⾳を⾏います。こちらで

録⾳したデータはメッセンジャーに添付してお送りいたします。 
5. フォトセッションのデータは 3 つの種類のファイルでご提供します。後⽇ドロップボッ

クスに⼊れてお送りいたします。 
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ファイル種類 
1. 全ての写真データの⼊ったファイル 
2. リーディングで選んだエネルギー的なベストショットファイル 
3. ベストショットデータに調整と編集を⾏ったデータファイル 

 
 

参加費 
 

1DAY6時間コース 158,400円（税別 144,000円） 
1泊 2⽇リトリートコース 242,000円（税込 220,000円） 
 
 

事前にご了承いただきたいこと 
 
1. このプログラムは⼥性専⽤、マンツーマンプログラムです。 
2. リトリート⼆⽇間の合計セッション枠は合計で 10 時間枠を基本としています。 
3. 移動時間の予測がつかないことがございます。お時間に余裕を持ってお越し下さい。 
4. 撮影⽤の⾐装、2⽇⽬のパワースポット散策の為の服装をご⽤意下さい。⾃転⾞に乗
ったポーズ撮影を希望される⽅は、安全のため⾃転⾞に乗れる服装をご⽤意下さい。 

5. 現地は突⾵や冷える場合がございます。服装のご準備をお願いいたします。 
6. 指定集合場所までの旅費交通費は実費でお願いいたします。 
7. 台⾵等、天災などの理由で当⽇開催ができない場合は、⽇程延期または場所の変更で

開催させていただきます。 
8. 事前にお送りするワークブックに必ず⽬を通し、必要な箇所をご記⼊の上当⽇お越し

ください。 
9. 持ち物、⼀泊⼆⽇の着替え、歩きやすい靴など、筆記⽤具、飲料⽔、フォトセッショ

ン⽤の⾐装や⼩道具等、ワークブック 
 
 

キャンセル等その他の規定 
 

1. 2週間前までのキャンセルはキャンセル料 50％、7⽇前からは 100％のキャンセル料⾦
を頂戴いたします。御返⾦の際はキャンセル料を差し引いた残⾦から銀⾏への振り込
み⼿数料と事務⼿数料 5,280円を差し引いた額を御返⾦いたします。事前にご理解、ご
同意の上、お申し込みをお願いいたします。 

2. オリエンテーション（事前の 30枠 zoomセッション）開催後は、1DAY開催までの期



  

スピリチュアルカウンセラー泉 雪恵 21 

 

間に関わらず 100％のキャンセル料⾦を頂戴いたします。 
3. 緊急事態宣⾔、ロックダウン、突然の社会情勢の変化により開催されない場合は、⽇程

変更等カウンシルからのリクエスト、メッセージをお伝えした上で、スケジュール、場
所を改めての開催、他のプログラムへのご案内、振替、充当などをご提案させて頂きま
す。 

4. 集合場所に遅刻される場合は、お早めにご連絡ください。ご連絡なき場合は当⽇無断キ
ャンセル扱いとなることがございます。 

5. 旅⾏保険等が必要な場合は、ご⾃⾝でご⽤意ください。⼜、スピリチュアルカウンセラ
ー泉 雪恵はこのプログラムでの事故、怪我、盗難、急病等、そのほかのトラブルにつ
いては⼀切責任を負いません。⾃⼰責任の上、お申し込みください。 

6. ご⼊⾦と同時に上記事項をお読みいただき、同意の上といたします。 
7. 申し込み後にお送りするプログラム参加同意書はご署名とご捺印後にコピー、スキャ

ンをしてメール添付でお送り下さい。実物は当⽇ご提出ください。 
8. プログラムの資料、ワークシート、録⾳データ、画像データは主催者に帰属します。 
9. 以上の規定はプログラム終了後も有効に存続いたします。 
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プログラム申し込みについての同意書 
 
 
 

私は、案内資料に記載された注意事項、同意事項、キャンセル規定に全て同意した上でこ
のプログラムに参加します。 

以上 
 
 
協議解決 
同意書に定めのない事項や疑義が⽣じた場合には、誠意をもって協議し、円満に解決でき
るよう合理的な努⼒をするものとします。 

（以下余⽩） 
 
 
 
署名捺印の上ご提出ください。 
 
 

年   ⽉   ⽇ 
 
申し込み者：（住所）〒 
 
       (電話番号) 
 

   （⽒名）           ㊞ （⾃署） 
 


