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 サラツヤ美髪エッセンスリサイクル法。ネットセミナー5　他
 ★フラワーレメディ情報★フラワーエッセンス・ジャーナル☆
 ＜送信者＞そふとしぇる http://www.FlowerRemedy.com
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 　┌──┐。∵☆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　2008年10月17日号
 　　　　＼∥／　 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━FlowerRemedy NEWS━

*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*

 →パーソナルエッセンス付。電話カウンセリング　遠隔セラピー
 　http://flowerremedy.com/therapy/therapy1.htm

 →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

 →あなたのココロがぴたっとわかる　無料花カード診断
 　あなたをサポートをするエッセンスをセルフチェックのページ
 　http://www.flowerremedy.com/therapy/flowercard.htm

 →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

*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*

                                                         
┌─────┬────────────────────────────┐
 │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。               │
└┬────┴────────────────────────────┘ 
 　├→  悲しみや傷付き、劣等感の癒しをサポートするフラワーエッセンス
 　├→  カダンビ博士セミナーのインサイドウォッチ５
 　├→  フラワーエッセンス講座日程のご案内（JFEアカデミー)
 　├→  サラツヤ美髪のためのエッセンス・リサイクル方法（ショップより）
 　└→  編集後記『1クルー2テーマ』あなたならどうする？

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 　　親愛なるメルマガ読者のみなさまッ♪
 　　こんにちは♪♪

 　　フラワーレメディ.com 
 　　フラワーエッセンス　スペシャリストのさだまさです。
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 　　週末は、プロフェッショナルスキルコースの
 　　http://www.flowerremedy.com/workshop/fe02pro.htm

 　　第5～6回が開催されます。

 　　フラワーエッセンスのセッションでは、通常、
 　　1クルー1テーマでエッセンスを内服していきますが

┌─────────────────────────────────┐
 │　　"どうしても！！！"　1クルー2テーマ（異なる2つのテーマ）　　　 │
 │　　 ───────                                               │
 │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
 │　　に、対処しなければならない場合・・・　　　　　　　　　　　　　│
 │　　みなさんでしたら、どうしますか？　　　　　　　　　　　　　　　│
└─────────────────────────────────┘

 　　・・・詳しくは、編集後記で。（笑）

 　　今号は、カダンビ博士のセミナー続編。
 　　
 　　エッセンスのリサイクルで
 　　サラツヤ美髪をGetする方法。

 　　フラワーエッセンス・セミナーのアップデートなどを中心に
 　　ご紹介して行きまーす☆彡

 　　続きは本編で・・・
 　　ご覧ください♪♪

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
 　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/flowerremedy/mm.html
 　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。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

--------☆--------☆--------☆--------☆--------☆--------☆--------☆-------
 　　　　劣等感を癒し、自分の真価の喜びを発見し、育てるためのエッセンス

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

 自分の愛する人の思いやりのなさで傷つけられ、劣等感に陥っている人や
 愛する人がサポートしてくれないときの、悲しみや傷つきの感情に。

 アーチンドライアンドラ

 もし、今あなたが幸せを感じられていなかったり
 自分自身を心地よく感じられなかったら・・・

 ▼アーチンドライアンドラのブログメッセージをご覧ください。
http://www.flowerremedy.com/blog/index.php?itemid=55

 ～今日のひと言～

 新しいドアを開けてみよう♪♪

 アーチン ドライアンドラが
 あなたのお役に立てることを願って☆彡

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

 　　カダンビ博士の
 　　ワイルドフラワーエッセンス　セミナー＆講演会レポート５
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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 　4時間に渡るセミナーの様子を
 　メールマガジンや、ブログ、特別レッスン講座などで
 　ご紹介して行きたいと想います。

 　～セミナーのお題目～

 　1.幸せと健康の方程式
 　2.幸せの３つの法則
 　3.対立の３つの法則
 　4.人間関係を4つの元型と三角キー（トライアングルキー）診断法で分析する
 　5.質疑応答
 　　　　　　　　　　でした。

 　このセミナーの内容や
 　トライアングルキー診断法で分析する方法は
 　プロフェッショナルスキルコースで、
 　http://www.flowerremedy.com/workshop/fe02pro.htm
 　いち早くレッスンを開始致しました。

 　また、トライアングルキー診断法で分析する手法は、ご希望に応じて
 　フラワーエッセンスセラピー　各種コースでもご体験頂けます♪
http://www.flowerremedy.com/therapy/therapy2.htm

 　（編集後記もご覧ください♪）

 　Part5のセミナーメモ、音声ファイル＃5
 　▼こちらで、ご覧頂けます▼
http://www.flowerremedy.com/blog/index.php?itemid=57

 　　◇━━カダンビ先生の最新メソッド━━━━━━━━━━━┓
 　　┃　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　┃
 　　┃　　三角キー（トライアングルキー）診断法が学べる　　┃
 　　┃　▼プロフェッショナルスキルコースは、こちら　　　　┃
 　　┃http://www.flowerremedy.com/workshop/fe02pro.htm　　┃
 　　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇

 　　フラワーエッセンス講座の仮お申込受付中♪
 　　参加費用は、開催7日前までＯＫ。

 　　▼詳細、お手続き方法は、コチラ
 　　http://flowerremedy.com/workshop/workshop.htm

 　　セミナーの様子は、今後も順次、アップしていきますので
 　　ブログのアドレスをRSSフィードしてください♪

 　　▼フラワーエッセンス　ブログ
 　　http://www.flowerremedy.com/blog/

 　　▼オススメ関連書籍『西オーストラリア花物語』
 　　http://flowerremedy.jp/?pid=4055504
 　　本にでてくるアウラ先生は、カダンビ先生がモデルです♪

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 （年内最後の講座です。）

 　地方の方にも、ご好評頂いている3連休開催　特別集中講座。
 　 ───　　　　　　　　　　　 ────

 　お時間のある方は、滞在を伸ばして
 　登山やケーブルカーやリフトなどで
 　近隣の自然散策をゆっくり楽しんで頂くこともできます。

 （高尾山情報）http://www.takaotozan.co.jp/
 　高尾山麓には、とろろ蕎麦屋さんがたくさん♪
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 　教室のある高尾は、紅葉と銀杏のシーズンを迎え
 　艶やかさが日に日に色濃く増しながら
 　皆さんをお待ちしています♪

            ┌───────────────────────────
     ∽      │   フ┃ラ┃ワ┃－┃エ┃ッ┃セ┃ン┃ス┃　┃講┃座┃
 ζ~ノヽヽヽ │   ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛
 (＊ノノノノ │
 ( ノ∩ ∩  ／   自分自身の内なるチカラを引き出し
 ノ人  ▽ )      人生の様々なテーマに向き合い
 ノノ＞ ＜  ＼   解決していくノウハウを、3日間で完全マスターします。
            │
  *100％の   │      
  受講者から │  　　　　 ≪フラワーエッセンス講座日程≫
  　　　　   │  
  『充実した │  イントロダクションコース　11月1日、2日、3日(仮予約受付中）
 内容だった』│
             │            ▼▼▼  今すぐクリック  ▼▼▼
 と　ご評価　│    http://www.flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
 頂いてます。│             
            └───────────────────────────
 （*前回の講座アンケートの結果）

 　イントロダクションコース
 　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
 　は、準プロ級の総合講座です。
 　
 　11月の講座にご参加いただくと、2009年1月からスタートする
 　プロフェッショナルスキルコースへの参加資格も得られます。
 　http://flowerremedy.com/workshop/fe02pro.htm

 　▼　講座参加の効果効能については、こちらをご覧ください♪
 　http://www.flowerremedy.com/blog/index.php?itemid=25

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

─☆─  ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓  ─☆─
 ／｜  ┏┫    ☆☆ 今年最後のフラワーエッセンス講座 ☆☆　  ┣┓  ｜＼
      ┃┗━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━┛┃
 ＼｜  ┗━━━┛                                      ┗━━━┛  ｜／
 ─☆─      http://www.flowerremedy.com/workshop/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伝授

 　　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・・・

 　◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　┃　11月　イントロダクションコース　　募集要項  ┃━━━━━━━━━★
 　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 ┌───┐　　書籍『西オーストラリア花物語』の内容を、日本で学べる。
 │。――│
 │。＝＝│　　バルナオ博士夫妻、直伝のファシリテーター養成
 │      │　　特別レッスンを受けた認定ファシリテーター　
 └───┘　　フラワーエッセンス　スペシャリスト定政千恵が
 　　　　　　　直接指導にあたります。

 　　　心と体と人生を3日間でプラスに変えるフラワーレメディコース。

 　　　　フラワーエッセンスの知識を得ることによる
 　　　▼効果効能の特集記事はこちらです。
 　　　http://www.flowerremedy.com/blog/index.php?itemid=25
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 　　フラワーエッセンスの体験を通じて、知識を深めながら、
 　　今後の人生の中で「永続的に使える」実用的なテクニックを
 　　マスターします。

 　　体験と実践（ワークショップ）を通じ
 　　じぶんの変化を感じながら、スキルを身に付けていく
 　　少人数制を採用。個別に向き合いながら、
 　　フェイスToフェイスでスキルを伝授していきます。
 　　http://flowerremedy.com/workshop/index.html

 　　みなさまとお会いできることを楽しみにしています♪

 　┏━━━目的に応じて、2コース━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 　┃
 　┃講師：日本フラワーエッセンスアカデミー　代表　定政千恵
 　┃
 　┃　[イントロダクションコース3回]　準プロ級コース　レベル度★★★
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　http://flowerremedy.com/workshop/fe01.htm
 　┃　　
 　┃　　　　　　11月1日、2日、3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
 　┃　　　　　　　　　　　　　　　　人気のイントロダクションコースです。
 　┃　
 　┃　　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]
 　┃　プロフェッショナルスキルコース(8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。
 　┃
 　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 　／‾‾＼／‾‾＼▲▲▲  　ご自宅で、フラワーエッセンスセラピーを
 　│田田││田田││││　　ご体験頂けるようになりました。

http://www.flowerremedy.com/therapy/therapy1.htm
……………………………………………………………………………………………

 　:*.☆。　　　　　　　　　　　　　　　　　。☆.*:
 　◆　━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥…━　◆
 ◆●◆　フラワーエッセンス　ホームセラピ－　　◆●◆
 　◆　━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥…━　◆
 　:*.☆。　　　　　　　　　　　　　　　　　。☆.*:
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 　電話カウンセリング+パーソナルボトル、オリジナルポーチ付き

 　あなたを癒し、願いを叶えるとされるフラワーエッセンス　セラピー。
 　サロンまでお越しいただけない方や、忙しい方もご利用ください。

 　▼詳細は、こちらのページでご覧頂けます。
 　http://www.flowerremedy.com/therapy/therapy1.htm

 　花カード診断は、ネットで　無料でお試し頂けます。
 　　　　　　　　　　　　　 ──────────
http://www.flowerremedy.com/therapy/flowercard.htm

…………………………………………………………………………………………

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 ┏━━━━━┓　 その容器！捨てないで！！
 ┃　チ　┏━┛
 ┃　ェ━┫　　　ショップからのエッセンス・リサイクルのご提案
 ┃　ッ━┫　　　 
 ┃　ク━┫　　　☆サラツヤ美髪のための　エッセンスリサイクル法☆
 ┗━━━┛　　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 　　　夏場のダメージ+秋の乾燥シーズンに。

 　　　エッセンスのリサイクル容器を使って
 　　　手軽にサラツヤ美髪を手にいれてみましょう♪

 　　▼用意して頂く材料は・・・・続きは、こちらのブログでご覧頂けます。
 　　http://www.flowerremedy.com/blog/index.php?itemid=56

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 >　　　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
 (‾－|‾‾|　　　
  ◎‾‾◎‾ 　　
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃ハッピーポイント┃　⇒　ポイント5倍サービスで、
 　　　┗━━━━━━━━◆　　　５％相当がサービスに。
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　送料無料　　┃　⇒　全国一律送料設定。送料無料も、税込5250円から。
 　　　┗━━━━━━━━◆　
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　便利！！  　┃　⇒　携帯用モバイルショップも併設。
 　　　┗━━━━━━━━◆　
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　時間指定　　┃　⇒　キメ細やかな時間指定対応。
 　　　┗━━━━━━━━◆
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　ラクラク決済　┃　⇒　クレジットカード決済手数料無料。
 　　　┗━━━━━━━━◆　⇒　便利なコンビニ後払い・代金引換にも対応
 　　　◆━━━━━━━━┓
 　　　┃　　　安心　　　┃　⇒　LiFE認定セラピストによる製品管理。
 　　　┗━━━━━━━━◆　⇒　セキュリティーもベリサインセキュアに対応。

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

http://www.flowerremedy.com/therapy/therapy1.htm
http://www.flowerremedy.com/therapy/flowercard.htm
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http://flowerremedy.jp


 ☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・°★.。.:*☆

 　　■■■　■■■　　　お買い物で貰える　ハッピーポイントとは？
 　■□□■■■■■■　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ■□■■■■■■■■■　500ポイント＝500円としてのご利用のほか
 ■□■■■■■■■■■　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ■■□■■■■■■■■　ポイントのご利用時にも、ポイントを加算！
 　■■■■■■■■■　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 　　■□■■■■■　　　５倍ポイントサービスや
 　　　■■■■■　　　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 　　　　■■■　　　　　前振込には、お振込ポイントも付与させて頂きますッ☆
 　　　　　■　　　　　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ≪ポイントの貯め方、使い方≫
 ハッピーポイントについて⇒http://flowerremedy.jp/?mode=f9

 ☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・°★.。.:*・°☆.。.:*・°★.。.:*☆

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ☆お友達にご紹介頂きました方には

 お友達がショップをご利用頂く際に、
 ご紹介者様欄にフルネームを明記して頂くだけで、
 お友達、ご紹介者様、それぞれに、
 もれなく500ポイントをプレセントさせて頂きます。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

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

 　　週末は、プロフェッショナルスキルコースの
 　　http://www.flowerremedy.com/workshop/fe02pro.htm
 　　第5～6回が開催されます♪

 　　フラワーエッセンスのセッションでは、通常
 　　1クルー1テーマでエッセンスを内服していきますが、

┌─────────────────────────────────┐
 │　　"どうしても！！！"　1クルー2テーマ（異なる2つのテーマ）　　　 │
 │　　 ───────                                               │
 │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
 │　　に、対処しなければならない場合・・・　　　　　　　　　　　　　│
 │　　みなさんでしたら、どうしますか？　　　　　　　　　　　　　　　│
└─────────────────────────────────┘

 　　プロフェッショナルコースでは
 　　"どうしても！！！"1クルー2テーマ（異なる2つのテーマ）での
 　　 ───────
 　　セッションを行いたい場合の対処法の紹介とレシピ
 　　カスタム製作の実践を行っていきます。

 　　セラピストさん達は、そのノウハウを使って、この1ヶ月間
 　　1クルーで、ご自身の2つのテーマについてのワークを
 　　肌で体験♪して頂き

 　　その結果をシッカリ享受♪して頂き（笑）

 　　その知識と経験をセラピーの現場でも
 　　充分活かして頂けることと想っています♪

 　　1ヶ月ぶりにお会いするセラピストさん達の内服結果と成長も
 　　とても楽しみです♪o(^-^)o

 　　っということで、これから明日の準備に入りますので(笑）
 　　またのちほど♪

http://flowerremedy.jp/?mode=f9
http://www.flowerremedy.com/workshop/fe02pro.htm


 　　それでは、みなさん
 　　LOVELY♪＆スペクタクル♪な
 　　素敵な週末をお過ごしくださーいっ☆

 　　それでは、次回のメルマガまで。See You Soon♪

 　　▼メルマガの感想など、気軽にメール頂けると嬉しいです☆
 　　http://www.flowerremedy.com/information/contact.html

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

 　Mixiにも、居ますので
 　みなさん気軽に声をかけてくださいねっ♪

 　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

 Mixiコミュ　→　http://mixi.jp/view_community.pl?id=2958623

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 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」

 ■ ＜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.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 　 ★・・…………★・・……………★……………・・★…………・・★
 　 
 　　 　　 http://www.FlowerRemedy.com　（HPはココをクリック！）
 　　 
 　 ★・・…………★・・……………★……………・・★…………・・★ 

http://www.flowerremedy.com/information/contact.html
http://mixi.jp/show_profile.pl?id=11898510
http://mixi.jp/view_community.pl?id=2958623
http://www.FlowerRemedy.com
http://www.mag2.com
http://www.FlowerRemedy.com
http://www.FlowerRemedy.com%E3%80%80%EF%BC%88HP%E3%81%AF%E3%82%B3%E3%82%B3%E3%82%92%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%EF%BC%81%00

