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┌─────┬────────────────────────────┐
 │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。               │
└┬────┴────────────────────────────┘ 
 　├→　無料ブログメールマガジン「お花からのメッセージ」新発刊のご案内
 　├→  6-7月開催講座のお知らせ（東京地区）
 　├→ ショップリニューアルオープンのお知らせ（オンラインショップ）
 　└→ 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。

 　　オフィスのある高尾は、初夏を感じる光と風と緑がいっぱい☆

 　　脈動する活発なエネルギーに満ちた環境で
 　　新しいコトをはじめるには最高のタイミングなのでしょう。(笑）

 　　従来より、本メルマガを通じ、コラムやお知らせなどの
 　　読み物でフラワーエッセンスのティップスを楽しくお伝えしている他に

 　　”直感的に感じる。”
 　　
 　　『ブログ式メールマガジン』の新規発刊をはじめました♪

 　　さらに、充実♪
 　　楽しさ　倍増♪♪
 　　連動した層の厚いフラワーエッセンス情報でお楽しみくださいミ☆

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
 　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！

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 ━━      　新サービス　　 ほぼ毎日届くお花からのメッセージ   　━━ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 　　　　　『フラワーエッセンス　お花からのメッセージ』発刊のご案内

 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

 　　毎日届くメッセージ。
 　　みなさんは、こんなサービスを利用したことはありますか？

 　　その日のインスピレーションと元気を与えてくれる
 　　お花のメッセージを毎日うけとって、一日がスタートする・・・。

 　　今日一日を振り返りながら、お花のメッセージを心に刻む・・・。

 　　・・・そんなサービスがあったら、
 　　素敵かなって想いました。(笑）

 　　フラワーエッセンスは大好きだけど、全部のお花を
 　　楽に覚えられたら、もっと身近になるのに・・・。

 　　大丈夫です☆
 　　お任せください♪（笑）

 　　1日1種類のお花だったら、インスピレーションとともに、
 　　楽しく、自然とお花を覚えられるようになります。(笑）

 　　そんな感じで、当初、
 　　講座受講生さん限定で、配信を行おうと想っていたサービスですが、

 　　「楽しいこと、ワクワクすること、よいことは、
 　　多くのひとと分かち合いたい♪」

 　　・・・・のスピリットで、（笑）
 　　無料配信サービスでスタートアップしてみました。

 　　フラワーエッセンス講座の受講生のかたも
 　　ぜひ、ご自身のキープアップ、
 　　ブラッシュアップのためにご活用ください♪

 　　インスピレーションと元気を与えてくれる
 　　直感的なお花のメッセージをほぼ毎日、
 　　無料でお届けするメールマガジンサービス。

 　　フラワーエッセンスのお花を1日1つずつ覚える学習としても最適です。

 　　コラムや、読み物は、本メルマガで。
 　　直感的、視覚的なメッセージは、ブロマガで。

 　　本メルマガとブロマガは、連動で動いていきます♪

 　　相乗効果を存分にお楽しみください♪♪

------------------------------------------------------------
 　　ブログメールマガジン『フラワーエッセンス　お花からのメッセージ』

 　　▼サンプルは、ホームページトップでご覧いただけます。
 　　http://www.FlowerRemedy.com

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

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
 　　　　　　新カリキュラムで、基礎の基礎から、百会診断まで・・
 　　★┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓★



 　┏━┫　＝　6-7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

 　　少人数制だから、しっかりわかる♪できる♪♪

 　┏━━━興味に応じて、4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
 　┃　　　　　　　　　 6月23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7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21日(土）22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・・・
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 　┃　[新設講座]
 　┃　
 　┃　アドバンス・ワークショップ(2日）http://flowerremedy.com/workshop/workshop0
4.htm
 　┃　　　　　　　　　　　日程詳細未定→内服法講座での知識をベースに、対面セラピ
 ー、
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　百会診断の実践トレーニングを重点的に行い
 ます。
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　理論よりも、体感や直観力を使用した
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　実践型ワークショップとなりますので
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　エネルギーのわかる方。
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　または、ご理解のある方のみご参加ください
 。
 　┃
 　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━┛

 　>>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。

 　フラワーエッセンスの体験、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
 　マスターすることを目的としたカリキュラムです。

 　体験重視の少人数制なので、　気軽に・楽しく・ワカルまで・・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

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 ☆／★／　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　＼★＼☆
 ／★／　　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓　　　＼★＼
 ★／　┏━━┫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　　┃　　┃　　＼
 　　　┃　　┗━━┳━━━━━━━━━━━━━━━┳━━┛　　┃　　
 　　　┗━━━━━┛　　　　　　　　　　　　　　  ┗━━━━━┛
 　　　　　　　　　　　　http://FlowerRemedy.jp

 　　　　　　ショップ　リニューアルオープンのお知らせ♪

 ＞　　　ショップ専門ドメインにて、新スタート。
 ＞　　　しあわせデリバリー☆フラワーレメディ.jp

 　　　携帯モバイルショップも同時オープン！

 　　　ベリサインセキュアで、快適スムーズ。
 　　　ますます、スムーズで、便利なオンラインショップです。

 　　　～リニューアル＆バージョンアップの内容を一部ご紹介～

 　　　クレジットカード決済手数料無料。
 　　　セキュリティーもベリサインセキュアに対応。

 　　　全国送料無料も5,250円税込のお買い物から。
 　　　クレジットカード完全手数料無料。

 　　　代引き、コンビニ後払も、10500円（税込）のお買い物から
 　　　手数料無料。

 　　　直感的なインターフェース。携帯モバイル用ショップも併設。
 　　　・・・・・などなど。
 　　　

 　　　今後も、バージョンアップ、コンテンツの充実を行ってまいりますので
 　　　メルマガでのお知らせをお楽しみに♪

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

 >　　　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
 (‾－|‾‾|　　　
  ◎‾‾◎‾ 　　

http://flowerremedy.com/workshop/workshop.htm
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 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　送料無料　　┃　⇒　全国一律送料設定。送料無料も、税込5250円から。
 　　　┗━━━━━━━━◆　
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　スピーディ　┃　⇒　当日・翌日発送に対応（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
 　　　┗━━━━━━━━◆　⇒　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。

 　　　　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
 　　　　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

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

 　　ショップを暫定リニューアルオープンしました。
 　　ほぼ毎日お届けのブログマガジンをスタートしました。

 　　新しいコトをひとつはじめると、
 　　ドミノのように、次々と連動して変化が起こります。(笑）

 　　”運命の輪”が動きだす・・・。といった感じでしょうか？(笑）

 　　イマジナリー（仮想）の世界で
 　　ゆらめいていた　たくさんの映像が

 　　リアル（現実）世界とのはざまを飛び越えて

 　　どんどん現実化していくような感覚です。(笑）
 　　
 　　くるっと一周、らせんを昇って、
 　　アップグレードしていきましょー☆

 　　そんなたのしくて、Happyな風（変化）を
 　　お届けできれば幸いです。
 　　
 　　14：15高尾のオフィスにて。

     　　 ☆━☆━☆━☆━☆━☆━☆    
         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」

 ■ 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
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