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 　┌──┐。∵☆フラワーエッセンスによる癒しと自己実現　
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====================================================================
 　　　　┏┓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┏┓
┏━━━┻┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻┻━━━┓
 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　　7月末まで♪　　もれなくもらえる♪♪♪　　　 　┃
 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　　　ハーモニールームスプレー（60ml）　　　　　　┃
 ┃　　　　　　　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾　　　　　　┃
 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　　　全員プレゼント・キャンペーン　　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾　　　　　　　　┃
 ┃　　　　　　　オンラインショップ感謝フェア実施中　　　　　　┃
 ┃　　　　　　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾　　　　　　┃
 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
┗━━━┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳┳━━━┛
 　　　　┃┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃┃
 　　　　┃┃▼　1万円以上お求めでもれなく特典　▼　 ┃┃
────┸┸────────────────────┸┸────
          　　　http://FlowerRemedy.com/shop/shop.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。               │
└┬────┴────────────────────────────┘ 
 　├→ 新カリキュラムで、ワカル＆カワル　フラワーエッセンス講座情報（東京地区）
 　├→ もれなくもらえる♪ハーモニールームスプレー全プレ・フェア（オンラインショ
 ップ）
 　└→ ニューエイジャーへの編集後記

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　　親愛なるメルマガ購読者のみなさまッ♪
 　　こんにちは♪♪

 　　フラワーレメディ.com そふとしぇる
 　　LiFE認定セラピストのさだまさです。

 　　2006FIFAワールドカップのグループリーグもいよいよ大詰。

 　　前回メルマガで寄稿した日本代表ユニホーム・カラーのお話に続き、
 　　ワールドカップ繋がりトピ第2弾ミ☆

 ━━━━━━━━ 　現状打破の為のエッセンス！　━━━━━━━━━ 

 　▼今夜のブラジル戦。サッカー日本代表に使って欲しいお役立ちエッセンス製品▼
 　　　　　　>>http://flowerremedy.com/shop/fe/stock3.htm
 　　
 　　シャイブルーオーキッド→ 現状打破。ネガティブな威圧力を一貫して打ち破るため
 に。
 　　ウーリーバンクシア→ 成功信念のエッセンス。失敗を恐れることなく、新しいゴー
 ルに向かうために。
 　　ＷＡスモークブッシュ→ 自分の全ての局面をコントロールする能力を回復するため
 のエッセンス。
 　　アルシニア→ それぞれが役割を果たし、リンクして、全体として機能する。
 　　スターオブベツレヘム→ 希望と創造的解決法。右脳的直感。ひらめき。
 　　
 　　　　　　　　　　　　┌──┐彡
 　　ガンバレ！Nippon!!　│ ● │　

http://flowerremedy.com/


 　　　　　　　　　　　　└──┘彡

 　2006/6/22号のトピックスは・・・この後すぐ♪

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
 　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。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 　　　　　　新カリキュラムで、基礎の基礎から・・ワカル＆カワル
 　　★┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓★
 　┏━┫　＝まだ間に合う！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

 　　少人数制だから、しっかりわかる♪できる♪♪

 　┏━━━興味に応じて、3コース━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━┓
 　┃
 　┃　[基礎]
 　┃　フラワーエッセンス基礎講座(1日）http://flowerremedy.com/workshop/workshop0
1.htm
 　┃　　　　　　　　　　　7月1日（土）→心と体のつながりと関係性を発見し、フラワ
 ーエッセンスを
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　心身の健康維持に役立てていくことを目的と
 しています。
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　レシピも多数紹介。オリジナル・スプレーの
 製作も行います。
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　and more・・・
 　┃　
 　┃　[アドバンス]
 　┃　外用実践講座(1日）http://flowerremedy.com/workshop/workshop02.htm
 　┃　　　　　　　　　　　7月8日（土）→フラワー・エッセンスでは、唯一ともいえる

 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　アキュ（耳ツボ）・トリートメントのテクニ
 ックを実践。
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　ストレスと痛み、 エネルギー消耗、不眠不
 安等への適用法や
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　局所適用方法などを学びます。and more・・
 ・
 　┃
 　┃
 　┃　内服法マスター講座(2日）http://flowerremedy.com/workshop/workshop03.htm
 　┃　　　　　　7月22日(土）23日（日）→花の色の特徴について理解を深めながら、
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　フラワーエッセンス88本のポイントを学びま
 す。
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　花カード診断の方法、調合方法、摂取方法、

 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　反応パターンを実践を交えながら学び、
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　スキルの総括として、調合の実践を行ないま
 す。and more・・・
 　┃
 　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━┛

 　>>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、気軽に・楽しく・ワカルまで・・をサポート。
 　
 　お友達と一緒のご参加なら、もっと気軽で楽しく、
 　さらに、それぞれ５％の割引特典もご利用頂けます♪
 　
 　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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ☆／★／　　　 クレジットカード手数料無料サービス実施中　　　 ＼★＼☆
 ／★／　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓　　　＼★＼
 ★／　┏━━┫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　　┃　　┃　　＼
 　　　┃　　┗━━┳━━━━━━━━━━━━━━━┳━━┛　　┃　　
 　　　┗━━━━━┛　↓全プレフェア7月末まで↓　 ┗━━━━━┛
 　　　　　　　　http://FlowerRemedy.com/shop/shop.htm

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

 　　　　
 　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　┃　　梅雨でも快適♪　　　もれなく貰える　　　　　　　　　　　┃
 　┃　　　　　　　　　　　　‾‾‾‾‾‾‾　　　　　　　　　　　┃
 　┃　　ハーモニールームスプレー60ml 全プレ・フェアを実施中♪　 ┃
 　┃　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾　　　　　　　　　　　　　　┃
 　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
 　　　　　　　　　　▼全プレフェア7月末まで▼　
 　　　　　　　　http://FlowerRemedy.com/shop/shop.htm

 > 　　ハーモニールームスプレーとは？
 　　　━━━━━━━━━━━━━━━
 > 　　ポジティブなエネルギーで場の雰囲気を整える
 > 　　心地よい環境のためのルームスプレー。
 　　　
 >　　　■プレッシャーを感じるとき
 >　　　■リラックスしたいとき
 >　　　■物事に集中したいとき 
 >　　　■寝室、リビング、 勉強部屋　オフィイス
 >　　　■会議室、病室、介護のお部屋等にご利用頂けます。

 >　　　フラワーエッセンスの効果をより高めるラベンダーのアロマオイルが
 >　　　ブレンドされているので、ほのかな香りも同時にお楽しみください。

 　　　（対象：ご注文金額1万円以上のお買い求めの方。
 　　　　定数に達した時点で終了となる場合があります。お急ぎください。）

 5000円以上のお買い上げで
   ＿＿＿＿　
  /□∥　〒| 　　 全国送料無料＆クレジットカード手数料無料
 (‾－|‾‾|　　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
  ◎‾‾◎‾ 　　＆スピーディーな当日・翌日配送（特定日除く）

 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　送料無料　　┃　⇒　全国一律送料設定。送料無料も、税込5000円から。



 　　　┗━━━━━━━━◆　
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　スピーディ　┃　⇒　当日・翌日発送対応（特定日除く）
 　　　┗━━━━━━━━◆　
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　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（5000円以上で）
 　　　┗━━━━━━━━◆　⇒　便利なコンビニ後払い・代金引換にも対応
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　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。
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　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
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　プレゼント　　┃　⇒　製品パフォーマンスを高めるツールのプレゼント
 　　　┗━━━━━━━━◆　　　ハーモニールームスプレー・全プレフェア♪

 　　　　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.com/shop/shop.htm
 　　　　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

┌─────┐
 │編集後記  │＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
└─────┘

 　ここまで、読んでくれて、どうもありがとう♪

 　ブラジル戦直前。緊急配信メルマガの雰囲気ですが・・(笑）
 　どうぞ、もう少しだけ・・・お付き合いください。＜願！(笑）

 　それにしても・・・。オーストラリア戦は、不覚でしたッ。

 　最初の日本の得点＆川口の連続好セーブ。

 　不思議なエネルギーが漂っていたにも関わらず、
 　「こんな勝ち方でいいの～？」っという気持ちから、
 　川口（日本？）に掛かっていた魔法が・・・
 　とけちゃった・・？

 　次のクロアチア戦。
 　「日本の決定力不足が不安要素」・・・見事。その通りに実現。
 　・・・集合意識の勝利。

 　で。いよいよ。今夜・・・。ブラジル戦。
 　日本の勝機は・・・？

      　　☆━☆━ ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    
         心のソコから信じ、ピースを感じられれば
 　　　　      実体は後からついてくるミ☆
          ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆ 
   
 　（だけど、お願い・・。リキまないでね♪
 　　不安が消え、ピースが訪れるようにしてね。）

 　・・・っということで、次回もお楽しみに♪♪

 　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
----------------------------------------------------------------------
 　このメールマガジンはインターネットの本屋さん「まぐまぐ」
 　を利用して発行しています。
 　購読の解除はお手数ですが下記ＨＰにてお願い致します。
 　まぐまぐマガジン     http://www.mag2.com      ID=0000108972 
────────────────────────────────────
 　発行者：そふとしぇる / FlowerRemedy.com (http://www.FlowerRemedy.com )
────────────────────────────────────
    Copyright(C)  Softshell, FlowerRemedy.com   All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

      　　　　　　 ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    
                    カラダ・ココロ・たましい
           “Wisdom is nurturing body, mind and soul” 
                  ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    
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