Special Talk Show
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スペシャルトークショー

Sat

本会場（展示会場内）第２講演会場

国際会議場

大人気メンタルコーチ

ワタナベ薫さん
MONEY

11:00～12:30

なぜ同じ手法を実践しても、で
きる人とそうでない人がいる
のでしょうか ? このセミナー
は、そんな願望達成の本質とも
いえる仕組みがわかるだけでな
く、願望達成の足かせとなって
いるものを取り除き、一人でも
願望達成をすることができる、
最強ツールともいえるセルフ
コーチングのスキルを身につけ
て帰ることができます。

SAGBで講師も務めた精鋭ミディアム

キース・ビーハンさん
FREE

大人気メンタルコーチ

ヤンタラジローさん
FREE

14:00～15:00

サウンドの無限の可能性について探ってみませんか？ 音がど
のようにヤンタラジローさんの人生に影響を与えたのかという
体験談のシェアや、
マントラを唱えること、
「ライトランゲージ」
を話すこと、歌うこと、アルケミークリスタルシンギングボウ
ルによる癒し効果についても語り、デモを行ってくれます。

本会場（展示会場内）第１講演会場

潜在能力を引き出す全脳活性プロデューサー

アシュタールの世界的トランス・チャネラー

山岡尚樹さん
FREE

12:30～13:30

ミディアムシップとはどんなことなのか？ 実際にガイドや霊
界にいる大切な人達と対話する方法を学べるだけでなく、スピ
リチュアル・ヒーリングの仕組みと、どのような効果をもたら
すのか？といったこともあわせて学び、それぞれをもっとよく
理解することができる、贅沢な無料講演となっています。

テリー・サイモンさん

12:00～12:50

FREE

人の脳に秘められた潜在能力を、音や香り、イメージや気のパ
ワーを使った実践ワークで引き出し、さまざまな願望を叶えて
くれるという、全脳活性プロデューサーである山岡さんが無料
講演で教えてくれるのは、エジプトの神秘の香りと、オリジナ
ルブレインチューナーを使った潜在脳力アセンション！

17:00～18:00

今、あえてこの地球に生まれてきた人たちは、全員が愛を学ぶ
ためにやってきました。三次元に生きると愛の正体が分からな
くなり、様々な問題を抱えますが、人には生まれたときから愛
がインストールされ、愛と無縁では生きていけません。そんな
愛についてアシュタールからのメッセージを伝えてくれます。

史上初の女性ヒマラヤ大聖者

ヨグマタ相川圭子さん
FREE

FREE

15:45～16:30

亡くなった人のメッセージを伝える
使命に人生を捧げるケルビン氏は、
スピリットコンタクトのスペシャリス
ト。Minty さんは、あらゆる側面
からのアドバイスで、
「本来の心」
の発見もサポートする占い師。NZ
と日本の奇跡のコラボ。人気の２
人の初対談が実現しました。

13:30～14:30

瞑想の最終段階の境地「サマディ」に達したヒマラヤ大聖者ヨ
グマタのインドのダルシャンには、世界中から何万という人々
が集います。会うだけで人々を愛で満たし、目覚めさせる聖な
る出会いです。神と一体となった波動に触れ、DNA レベルか
ら深く癒されるヨグマタの「ダルシャン」を体験しましょう。

初来日のNZ超著名

サイキックミディアム

ケルビン・クルックシャンクさん
Amebaがサービスを提供するSATORI所属の人気占い師

Minty さん

鈴木エドワードさん
脚本家

小説家

劇作家

旺季 志ずかさん
書道家

武田双雲さん

演出家

本会場
（展示会場内）第３講演会場

世界的建築家

Cross Talk Show
FREE

15:00～16:15

脚本を担当した TV ドラマはいずれもヒット。
心理学や哲学にも造詣が深い旺季志ずかさ
ん。バックミンスター・フラーと仕事をし、哲学・
形而上学にも詳しい鈴木氏。世界各国で活動
する武田双雲氏。３名に「好きを仕事にして世
界平和へ」をテーマに語っていただきます。

本会場（展示会場内）第２講演会場

岡西導明さん

天然石業界の重鎮

10:30～11:30

スピリアルライフ提唱者

穴口恵子さん

12:00～13:00

「食から生活を楽しく」する賢人

16:30～17:30

浅野まみ子さん

どうしたらソウルメイトが見つかるのか？ 幸せなパートナーシッ
プを築く方法は？ 夢を実現するにはどうしたらよいのか？ 生
活やビジネス、さらには社会全体にスピリチュアルが広がる転換
期に差し掛かった新しい時代のリーダーが届ける「スピリチュアル
で実用的なライフスタイル」を実感してください。

美しき風水冒険家

FREE

量子医療啓蒙家

その昔、
レントゲンや血液検査などがなかった時代に
「症状」や
「体
質」を診る時、医者であるためには「星を読めること」が必要で
した。これはけっして眉唾の話ではありません。この講演では、
Vanilla さんと一緒に自分自身の体質を星から読み取って、今の
自分に必要なものを考えてみましょう。

FREE

ジョッシュ・スタイバルさん

FREE

Vanilla さん

スピリチュアルリーダーとして世界中で活躍している穴口恵子
さんが常に提唱しているのは「誰もがチャネラーである」とい
うこと。
そんな穴口さんによる無料セミナーでは、会場に集まっ
た高次元の存在たちと交信をしながら、会場の人々にタイム
リーで愛と真実と調和に満ちたメッセージを届けてくれます。

シータヒーリング創始者の一番弟子

FREE

ホリスティック自然療法家

FREE

13:30～14:30

健康番組でのわかりやすい解説でおなじみの、管理栄養士の浅
野まみこさんが、カラダに炎症を起こす油や、修復をしてくれ
る油、イライラを解消させる油、無駄な油など油に対する知識
を紹介。キレイになるための油の選び方について教えてくれま
す。油を味方につけて、美しくなるコツを身につけられます。

11:00～11:50

パワーストーンブームの火付け役と
して知られる、天然石業界の重鎮
である西田さんと、世界中で最も
簡単に風水が実践できると話題の
「千年ノート」を開発し、話題を集
めている風水冒険家の岡西さんが、
風水とパワーストーンや守護石の
使い方をもとに、財運や良い未来
を得る方法を教えてくれます。

メディアで話題のおネエ祈祷師

びびこさん
FREE

15:00～16:00

おネエ祈祷師として話題のびびこさんが提供してくれるのは、
悲しいわだかまりをひとりで抱え込んだりせずに、呼吸法で手
放したり歌ったり踊ったりして、みんなで楽しくお祓いすると
いうもの。なぜなら、「お笑いはお祓い」だから。びびこさん
と一緒にお祓いで気分も運気もアゲアゲにしちゃお〜♪

西田智清さん
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FREE

16:30～17:30

この講演では、エネルギー療法がなぜ効果があるのか、身体の
どこでどのようなメカニズムが働いているのか、量子論的な視
点から解明されている知見を教えていただきます。また、人間
全体の視点を持つホリスティック医学との関係性についても紹
介していただきます。

伊東はなんさん
FREE

11:00～12:00

ペットと話せると聞くと、多くの方は怪しいスピリチュアルな
ものと受け取ります。これはとても残念なこと。でもこれが昨
今の日本の真実。動物対話は「まず現実ありき」からスタート
します。講演ではテレパシーを使わない動物対話の方法を学べ
ます。また、ペットの死生観についても語っていただきます。

“前世療法”のパイオニア

大槻麻衣子さん
FREE

日本の水研究の第一人者

本会場（展示会場内）第６講演会場

本会場（展示会場内）第４講演会場

動物対話を日本に広めるパイオニア

降矢英成さん

第５講演会場

第3講演会場

日本ホリスティック医学協会会長

美しい口元をつくる歯科医

12:15～13:15

根本泰行さん
FREE

17:00～18:00

水研究の第一人者である根本さんから、水が持っている癒しの
力について、科学的な面とスピリチュアルな面の両方から、専
門用語を使わずに、この分野の話を初めて聞く人にとっても理
解しやすい形で概要を説明してもらえます。一見とてもシンプ
ルに思える水の奥深さを知ることができます。

宝田恭子さん
FREE

10:30～11:30

あなたは、スマホたるみ？ それとも、犬食いたるみ？ このふ
たつのたるみの違いをご存じでしょうか？ 日頃の何気ない動作
からつくられるたるみや、普遍的な老化とはどのようなものかに
ついてはもちろん、表情筋トレーニングによって、たるみがどのよ
うに変化するのか、その魅力についても教えてくれます。

オーラや前世を透視画で表現する透視画家

氷室奈美さん
FREE

12:00～13:00

あなたの “ ライフ・ミッション ” は何ですか？ 職業・年齢、
既婚、未婚、子どもがいても、いなくても、
「何か物足りない」
「こ
のままでいいのか？」と感じている人は多いのではないでしょ
うか？ そんなあなたの心の奥にある、“ ライフ・ミッション ”
を大槻さんのサポートで探しにいきましょう。

氷室さんが日常的に、オーラを見たり、感じたりしていること
を、イラストに描き、文章で書くことになったキッカケと経緯
を語ります。また、透視画鑑定で描かれる存在も解説します。
デモンストレーションとして参加者から抽選で選ばれた方に、
実際に透視画鑑定を行います。

実践的スピリチュアリスト

愛と夢を叶える天使

シャルロット・ムトロさん
FREE

エンジェルこまさん

13:45～14:45

FREE

13:30～14:30

ストレスの餌食になると、私たちの体だけでなく、精神も感情も
むしばまれていきます。人生で成し遂げたいゴールや望みからも
遠ざかってしまいます。そんなストレスを解放するストレスリダク
ションについて、日本に住み、日本を愛し、日本女性をヒーリン
グして 10 数年のシャルロットさんが教えてくれます。

霊感が強い家系に生まれ、幼少期から神様や天使等、目に見え
ない存在たちと交信してさまざまなメッセージを受け取り、願
いを叶えてきたというエンジェルこまさんが、宇宙の神様と天
使にサポートをもらい、願いを叶えてもらうコツを教えてくれ
ます。また、願いを叶えるヒーリング瞑想も体験できます。

ホリスティック・タッチ創始者

潜在意識対話師

アダラーコリンズ 慈観さん
FREE

森本利恵さん

15:15～16:15

FREE

13:30～14:30

人は誰しも、なんらかの恐れを持ちながら生きています。人間
にとって恐れは、生きるために必要なものでもあります。そし
て恐れが恐れである限り、その恐れはパワーを持ちます。一度
その恐れと対面してみませんか？ そんな恐れにフォーカスし
た内容をアダラーコリンズ慈観さんが教えてくれます。

私たちには、誕生日、陰陽五行、血液型のような生まれ持った
要素があります。その自分自身の素質には、ヒントがたくさん
入っています。そんな素質や本質を出していき、自身が気づい
ていない無意識の潜在意識を明確にしていきます。それは、自
分自身の取り扱い説明書ともいえるでしょう。

ペットアロマ＆レメディの達人

３分で１個心のブロック解除

姫野純子さん
FREE

栗山葉湖さん

16:45～17:45

FREE

15:00～16:00

みなさんは潜在意識にも人種があることをご存知でしたか？
マインドブロックバスター創始者である栗山さんが、
「どんな
鑑定よりも言い当てている」「疑問がとけました」などと話題
となっている、
「星」や「生年月日」によらないまったく新し
い情報「サブコンシャス★トライブ」について教えてくれます。

エドガー・ケイシーの研究、
啓蒙活動に尽力

六本木ヒルズNo.1カウンセラー

光田 秀さん
FREE

美礼あいさん

11:00～12:15

FREE

16:30～17:30

20 世紀最大の奇跡の人と呼ばれるエドガー・ケイシー。そん
なエドガー・ケイシーの研究、啓蒙活動を行っている光田秀さ
んがエドガー・ケイシーの生涯と偉業、そしてケイシーがアカ
シックレコードにアクセスしてもたらした「ケイシー療法」と
呼ばれる治療法についても、詳しく教えてくれます。

カバラ数秘術をもとに生み出した「光ビジョン数秘術」を使っ
て導き出されたパーソナルナンバーをもとに、あなたがこの世
に来た本当の理由と、あなたが光輝いて生きていける世界を、
それぞれ教えてくれます。どうすればソウルメイトに出逢い、
愛され、お金持ちになれるか、その秘密も学べます。

タッチ研究の第一人者

宿命宮占い・時間占い・手相修正の創始者

本会場
（展示会場内）第７講演会場

本会場
（展示会場内）第５講演会場

ペットとの大切な時間をより楽しく、HAPPY な時間にするための
ホリスティックケアとは？ どんな自然療法があるのか？ アロ
マテラピー、バッチフラワーレメディ、クレイテラピー、マッサー
ジなどを紹介してもらえるだけでなく、植物や自然の恵みを暮ら
しの中に取り入れるコツや素晴らしさも教えて貰えます。

山口 創さん
FREE

12:30～13:30

皮膚に触れて心身を癒す手技が、古今東西を問わず多くの文化
で行われてきたことからわかるように、その癒し効果は、経験
的に太古の昔からわかっていました。この無料講演では最近の
研究によってわかってきた、タッチングがもたらす心身の癒し
効果について第一人者である山口さんが教えてくれます。

唯一無二のマヒナ鑑定士

りささん
FREE

14:00～15:00

松田樹峰さん
FREE

11:00～12:00

特許をもつ手相修正はすでに２万人超えの実績をもち、
「世界初！
手相修正して幸せ掴も♪」をスローガンに世界に向けて活躍中！
ヒット中の時間占いと手相修正をテーマに、世界でここだけでし
か聞くことができない幸せを掴む方法をご紹介！プロの手相修正
医師養成など手相修正の力を学べます。

人の心に火を灯す開運王子

堀向勇希さん
FREE

12:15～13:15

電話占いクイーンとして、電話占い業界トップクラスのリピー
ト率を誇るりささんが、電話占いを通して、また今の社会を通
して、人間の心、大切にしていかなければいけないことを話し
てくれます。また、私たちが魔の世界へと踏み込まないように、
自分を見つめ、正しい道へ歩ける方法を教えてくれます。

人間関係を一番スムーズにするのは相手に「自己重要感」を与
えること。それは「褒める」ということなのです。褒める技術
を学べば、まさにコミュニケーションにおける『魔法』を手に
したのと同じことです。『褒め活』著者の堀向さんが講座でお
伝えしている内容を濃縮タイプでお届けする無料講演です。

カリスマ婚活アドバイザー

ディバインアクセラレーション Ⓡ 創始者

山田由美子さん
FREE

杉浦優司さん

15:30～16:30

FREE

自身が 20 歳で結婚生活、28 歳で離婚。29 歳で婚活を開始。
年間 80 人以上とのお見合いを体験し、2 年後に結婚。そんな自
分自身の体験から「悩まないで楽しんで輝く結婚ができる方法」
を伝授するようになった山田さんが、いまどきの結婚事情や結婚
難民にならないためにはどうすればいいのかを教えてくれます。

13:45～14:45

「心のブロックがどうやら人生を難しいものにしているらし
い。」そんな話を聞いたことはありませんか？ それは真実で
す。この講演会では、心のブロック解放の専門家である杉浦さ
んによって、その疑問の答えを得ることができるでしょう。ま
た、そのような心のブロックの解放まで体験できます。
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FREE

15:15～16:15

パワーストーンは持ったことがあるけど、あまり効果を実感で
きなかった人や、持つのをやめてしまった人が 40％もいます。
それは、パワーストーンの使い方を知らないから。
「ミラクル
の種ワーク」を通じて、パワーストーンの使いこなしや幸せな
未来をつくるヒケツをレクチャーいただきます。

スピリチュアルリーダー

クロ戌 -黒戌仁- さん
FREE

16:45～17:45

スピリチュアルって誰にも備わっているもの？ 霊感を高めたら
霊が視えるの？ 生霊や地縛霊に憑かれないためにはどうすれば
いいの？ などの素朴な疑問、そして占い断ちをするための「気
付き」と「根拠あるスピリチュアリティ」について、霊能者、そし
てインド政府認定ヨガ講師の立場から伝えてくれます。
本会場（展示会場内）第８講演会場

あなたの魂を見抜き、本当の幸せへと導く

沖田法瀧さん
FREE

ハワイ・コナ島のマスターティーチャー

本会場（展示会場内）第９講演会場

ウィステリアキョウコさん

第８講演会場

本会場（展示会場内）第７講演会場

パワーストーンカウンセリング提唱者

仏陀
（宇宙）の愛の形ロータスカード著者

11:00～12:00

リサ・フレンチさん
FREE

17:00～18:00

ハワイ・クレアボヤント・センターの創立者で、透視能力を
35 年間研究し教えてきたリサさんが、透視能力がみなさんや
他の人たちにどのように役立つかを説明してくれます。また、
透視ヒーリングのワークが、どのようにすべての人々や地球に
素晴らしい結果と光をもたらすかも語ってくれます。

草野妙敬さん
FREE

10:30～11:30

６万９千３８４文字という妙法蓮華経を含む「法華三部経」の教
えを、仏教に初めて触れる方にもわかりやすくという想いで創ら
れた『ロータスカード』
。膨大な法華経をカードにするという困難
をいかにして乗り越えたのか？ 宇宙からのメッセージを元に行
動したことで起きた出会いと奇跡を著者が語ります。

21世紀のカードボイジャータロットの創始者

ジェームスワンレスさん
FREE

12:00～13:00

自分にも霊感があったらいいのにな。そう思ったことはないで
しょうか？実は、霊感は誰にでもあるのです。運動神経と同じ
で発達している方とそうでない方がいて、未発達の方は何も感
じ取れていないだけのこと。そんな霊感の鍛え方を、国内最高
峰の霊能力者として名高い沖田法瀧さんから学べます。

21 世紀のタロットカードとして生み出された『ボイジャータ
ロット』
。
タロットカードとして使えるだけでなく、人生を変え、
潜在能力を開花させる魔法のツールとも呼ばれている『ボイ
ジャータロット』とはどんなカードなのか？ なぜ 40 万部以
上売れたのか？ などを作者から直接聞ける貴重な機会です。

古代の叡智を通じ日本語の素晴しさを伝える

日本にレイキを普及させた第一人者

板垣昭子さん
FREE

望月俊孝さん

12:30～13:30

FREE

今まで 1 万人以上の受講者に古代の叡智であるカタカムナを通じ
て、日本語の素晴らしさを伝えてきた板垣さんが、カタカムナっ
てなに？ なぜ、日本語はすごいのか？といった、どなたにも知っ
てもらいたい古代文字カタカムナに関する話や、これからの暮ら
しに活かせるポイントを教えてくれる無料講演です。

「道開き参り」先導師

菜奈実さん
FREE

13:30～14:30

2 月に出版された『癒しの力』と、6 月に新版としてリニュー
アル出版された 10 万部以上の売上を誇るベストセラー『癒し
の手』
の内容を、
著者自ら深く紐解きます。また、
「言葉やイメー
ジ」を使って、すぐに日常で使うことができる、現実を変える
方法を体感型ワークショップを通して身につけられます。

運命学カウンセラー

音と声のパワーで輝く豊かな人生へ

村山友美さん

14:00～15:00

FREE

15:00～16:00

みなさんは、神社仏閣はお好きですか？ よくお参りに行かれ
ますか？ お願い事はされますか？ そのお願いは、叶ってい
ますか？ 参加者に次々と変化が起きる「神仏習合・道開き参
り」の先導師として、1 年半で 1500 人以上を開運へと導いて
いる菜奈実さんが「道開き参り」のポイントを紹介します。

異色の経歴を持ち、独自の世界を展開するマルチアーティスト
である村山さん。今まで 3 万人以上が神秘の音の効果を体感
しています。村山さんによると、これから 7 年が勝負のとき。
数学・天文学から算出された “ 惑星周波数 ”、味方につけるべ
き「惑星と周波数」について教えてくれます。

シャスタヒーリングアカデミー主宰

イギリスで最も有名なミディアムのひとり

上田サトシさん
FREE

トレイシー・J・ヒッグスさん

15:30～16:30

FREE

この講演では、心、オーラ、そして身体の関係をわかりやすく
説明します。さらに、瞑想を通して、心がどのように変わって、
身体、人間関係、親子関係、仕事、そして人生がどのように変
化していくのか？ そんな疑問の答えも、実例を交えながら解
説し、実際に瞑想の仕方、気を流す方法まで学べます。

Performance

パフォーマンス
パフォーマンス

パフォーマンス

ヒーラー、
セラピストから絶大な信頼を得る

本郷綜海さん
FREE

10:30～11:00

ヒーラーたちのヒーラーとして活躍する本郷綜海さんが、ヒーラー
とはどんな仕事なのか？ 何をしているのか？ さらにあなたに
最適のヒーラーの見分け方や、避けるべきヒーラーについてバッ
チリとレクチャーしてくれるだけでなく、あなたの内なるヒーラー
をエネルギーワークで目覚めさせてくれます。

美の魔法使いと呼ばれる 愛されメイクの巨匠

クリスタルボウルに導かれ愛を届ける

クリスタリスト麻実さん
FREE

14:15～15:15

クリスタルボウルの音は、澄みきった繊細さと大自然を思わせる
力強さをあわせ持ち、また空気そのものを震わすような、不思議
な音色を響かせます。そんなクリスタルボウルを普及したクリスタ
ルボウル・アカデミー・ジャパンならではの、クリスタルボウルの
魅力を存分に体感できる無料パフォーマンスです。

世界初、唯一のマインドヨガ指導者

ダケアヤナさん

TAKAKO さん
FREE

16:30～17:30

トレイシーさんによる「デモンストレーション」はイギリスだ
けでなく、ヨーロッパ各地で行われ、毎回満席になるほど人気
のステージ。これまでに数多くの人が愛する人と再会し、メッ
セージを受け取り、涙を流してきました。スピリットの世界は
確かにあると実感できる内容となっています。

11:30～12:15

FREE

15:45～16:45

世界のセレブのヘアメイクを手がける、ビューティークリエ
イ タ ー の TAKAKO さ ん が、 し あ わ せ を 引 き 寄 せ、 運 気 UP
し、よりフレッシュで豊かな人生を送るためのメイク法をレク
チャーします。キラキラ輝く夏の主役になれるアロハメイクで、
10 歳若く見られるビューティポイントを伝授します。

聞くだけでエネルギーが変わる・唱えればトラウマが消える・歌っ
て人生を変える魔法の LIVE イベント！ 伝統的なサンスクリット
語マントラでのサウンドヒーリングを体験できるチャンスです。
「正
しい発音」のレクチャーもあるので、
初めての方もご参加ください。
神秘のサウンドソニックを体感できます。

シコアサイズの共同開発者

護身術「クラヴマガ」インストラクター

内田英利さん
FREE

西尾 健さん

12:45～13:45

MONEY

女性や高齢者向けの生活習慣病予防プログラムの開発、フィット
ネストレーナーの育成、生涯フィットネスに関する講演や運動指
導などを行なう内田英利さん。大相撲の、貴乃花親方と共同開
発した「シコアサイズ」というプログラムで、40 代でも 50 代で
もできる、無理のないトレーニングを実体験してみませんか？

17:00～18:00

話題の護身術「クラヴマガ」のトレーニングを通じて、危険時に
必要な心構えと動き方を体感します。
「自分の身は自分で守る！」
と意を決したのであれば、瞬時に自分のメンタルスイッチを 0 か
ら 100 に切り換え、アグレッシブに立ち向かい、相手がひるんだ
隙に全力で逃げる！ そんな護身の真髄を感じてください。
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Workshop

ワークショップ
会議棟 6 0 9

会議棟 1 0 1

究極の簡単なヨガ「ゆるぴこヨガの創始者」

PICO さん
MONEY

10:30～12:00

世界各国を旅してきた PICO さんが「幸せとはなにか」を、その
時の気づきやエピソードを織り込みながら語ります。そして、あ
なたの生きる力をパワーアップさせてくれます。辛かった自分の過
去が宝に変わるとしたらとても素晴らしいことだと思いませんか？
あなたの人生が変わる日になることでしょう。

龍神カード開発者

MONEY

10:30～12:00

30 代でサイキックを通じてトラウマから脱出。本来の自分を
取り戻し、人生に希望を見出したことから学びをスタートし、
今では個人セッションは 1 ヶ月以上待ちという人気を誇るか
わのさんが教えてくれるのは、サイキック能力を開花させてく
れるという、ツリーオブライフの意識の成長モデルについて。

草野妙敬さん

12:30～14:00

MONEY

龍神ブームの火付け役である著者が、最新刊『龍神とつながる
強運人生』から、人生を強運にする方法を、
龍神とのコラボレー
ションでお届けするこのワークショップ。著書には掲載できな
かった、龍神から伝授された特別ヒーリングワークなど、龍神
が今、あなたに伝えたいこと満載の 90 分です。

13:00～14:00

『ロータスカード』は、その人に必要なメッセージを、その人
にあった形で届けるための現代版対機説法ツールともいえるも
の。このワークショップに参加することで、『ロータスカード』
を日常で活用し、人生の指針としたり、人生をより飛躍させる
ツールとして活用することができるようになります。

ボイジャータロットの創始者

スピリアルライフ提唱者

ジェームスワンレスさん
MONEY

かわのななこさん

仏陀（宇宙）の愛の形ロータスカード著者

大杉日香理さん
MONEY

サイキックセラピスト

穴口恵子さん

14:30～16:00

MONEY

初心者向けに Dr. ジェームスがわかりやすくレクチャーしてく
れます。
『ボイジャータロット』を知ってたけど学ぶ機会がな
かった、人生を示してくれるツールが欲しい、自分の潜在能力
を開花し、人生を創造していきたい、変わりたい・変容したい
と思っている、そんな方にオススメの内容です。

14:30～16:00

これからチャネリングを学んで、自分の人生をより明確に導いて
いきたい方にオススメのセミナー。チャネリングとは何か？ チャ
ネリングすることのメリットは何か？ チャネリングについてのノ
ウハウを受け取り、あなたもチャネリングができるようになったら、
どんな可能性が開かれるかを体験できます。

ヒーラー、セラピストから絶大な信頼を得る

本郷綜海さん

日本を代表する書道家

MONEY

武田双雲さん
MONEY

17:00～18:30

永久保貴一さん

11:00～12:30

ツキとは？ 運命とは？ といった内容や、神仏や神社仏閣を
題材とした作品を多く手がけ、霊能者との交流も多い人気漫画
家の永久保先生。謎の霊能者・ほしのさんの占術や、気功を通
して知り得た秘密を元に語っていただきます。
講演会後半では、
質問コーナーもご用意してあります。お土産付き！

霊能者

天宮玲桜さん
MONEY

世界一ゆる〜い幸せの帝王学提唱者

東2・3ホール WS会場A

会議棟 102

オカルトホラーマンガ界の第一人者

会議棟 610

このワークショップでは 2
つのワークを行います。1 つ
めは「自分の夢を書くことで
明らかにして実現させる」
。
書くことで自分の心を見える
化し夢を明確にします。2 つ
めは「自分のことを愛せる文
字で自分の名刺を書く」。愛
おしい気持ちで自分の名前を
書き、あなたの世界を大きく
広げる魔法のツールである名
刺を作ります。

MONEY

16:30～18:00

高次元からのメッセージは、特別な能力がある人たちだけが受
け取れるものではありません。誰でも自分自身の神聖な部分と
つながることでメッセージを受け取ることができます。ワーク
ショップでは、メッセージを受け取る土台を作り、一斉エネル
ギーワークであなたをあなた自身の深みとつなげます。

チャネリング・スクール創始者

本田晃一さん
MONEY

13:30～15:00

あなたの人生が変わってしまう、夢をかなえる世界一簡単な方
法。このとっておきの方法を、本田晃一さんがゆる〜く伝えて
くれます。本田さんの話を聞いたり、質問タイムで会話をする
だけで、自分でつくっている枠や思い込みに気づけてしまうか
ら、ゆる〜くてもなんだか勝手にうまくいってしまいます。

エリザベス・ニコルソンさん
MONEY

10:30～11:30

チャネリングは本来誰もが持つ能力として、29 年前に初めて
チャネリングスクールを考案したエリザベスさん。１マインド
を鎮めて２意識を内面に向け３エネルギーとつながる…。ガイ
ドや高次存在と意識的にコンタクトするチャネリングを教えて
くれます。
高次元存在を会場に呼んでチャネリングも行います。

Tarot de Paris＆ゼロロジー 創始者

フィリップ・トーマスさん

13:00～14:30

MONEY

12:00～13:30

その人を見るだけで、過去世や過去、現在、未来、ご先祖さま、
守護霊さま、使命…さまざまなものを見透す霊能者である天宮
さんが、みなさんのご質問にお答えします。
神様からのメッセー
ジや神様からのアドバイスを、ぜひ受け取ってください。涙あ
り、笑いありの90分で、人生の浄化をしてみませんか？

ゼロロジーとはヌメロロジーでは扱わない 0 を源として生ま
れた、数秘を超えた０数秘。タロー・デ・パリの創始者フィリッ
プ・トーマスさんによって開発されました。ゼロロジーを知る
ことで自分の人生の流れを知るだけでなく、意識的に人生の流
れに乗るコツをつかめるようになります。

シコアサイズの共同開発者

古神道祝詞奏上を直伝する神職

内田英利さん
MONEY

古川陽明さん

15:00～16:30

MONEY

40 代でも 50 代でも、年齢に関係なく、誰でもできるシコア
サイズを大相撲の貴乃花親方と共同開発した内田さんによるこ
のワークショップでは、シコアサイズを90分間フル体験する
ことができます。フォローアップはもちろん、質問タイムもあ
ります。新しいエクササイズを体験してみませんか？

14:00～15:00

心身を浄化し、場の穢れを祓い、吉縁を結び、神々に愛され、
最終的には神人合一へと至ることができるという祝詞の奏上方法
を、
『古神道祝詞 CD ブック』著者である古川陽明さんから直接
学べるだけでなく、本では紹介できなかったような秘伝の祝詞も
伝授いたします。なんと『古神道祝詞 CD ブック』付！

会議棟 102

宇宙の７つの法則を伝える作家

日本にレイキを普及させた第一人者

心理・スピリチュアリティーの伝道師

新刊『癒しの力』と 10 万部以上のベストセラー『癒しの手』
の内容を元にした『変化を体感しながら学べる』体感型ワーク
ショップ。レイキを身につけている方はもちろん、誰でもが使
える、人間が元々持っているエネルギーを使った、望みを引き
寄せる方法や、セルフメディケーションの方法を伝授します。

メルギルさん

望月俊孝さん
MONEY

よしだひろちかさん
MONEY

17:00～19:00

角川書店から出版され、引き寄せの本として話題となった『メタシークレット』の著者
Dr. メルギルが来日！ 日本でメタシークレットのスクールを展開するメタシークレットユ
ニバーシティのマスタートレーナーとして活躍する、よしだひろちかさんとの合同セミナー
です。メタシークレットについてはもちろん、引き寄せ法則のその先まで学べます。
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16:00～17:30

東2・3ホール WS会場D

東2・3ホール WS会場B

ひとりひとりに愛をこめて詩を届ける詩人

詩人誠（せい）さん
MONEY

10:15～11:45

このワークショップでは、
「幸せになる方法」と、
「愛のエリアの
体験」を学ぶことができます。瞑想の基本や自分を癒す方法、
自分とつながる方法を参加者全員で共有して、ひとつの愛のエリ
アをつくっていきます。自分を心から大切に想い、心からこの自
分でよかったと言える自分と出会ってみませんか？

美しい口元をつくる歯科医

宝田恭子さん
MONEY

オーラや前世を透視画で表現する透視画家

氷室奈美さん
MONEY

14:00～15:30

どなたにでもオーラを感じて、オーラを見ることは可能です。オー
ラとは何かという説明からはじまって、オーラを感じるためのリ
ラックス法や、見るための準備、そして実際にオーラを感じて視
たものをシェアしていきます。自分は霊感が無いからオーラを見
るのは無理、と常日頃考えている方にこそおすすめです！

「道開き参り」先導師／運命学カウンセラー

菜奈実さん

12:15～13:45

MONEY

16:00～17:30

このワークショップでは、プチ鑑定書を制作して、生年月日に
秘められたメッセージを読み解いていきます。
「道開き参り」
「街
歩き開運ツアー」でも大人気の鑑定法です。良くも悪くも自分
自身を理解することが、開運の秘訣となります。本当の自分を
理解して、道開き参りをしてみませんか？

人の心に火を灯す開運王子

一般社団法人本質力開発協会代表理事

東2・3ホール WS会場E

トレーニングによって、たるまない、たるませない表情筋づく
りが可能になります。どう実践すればよいのか、そのポイント
をお伝えします。また、実際にたるみ予防に最適なトレーニン
グも行います。表情筋トレのコツを覚えていただき、帰宅後も
毎日続け、たるみと無縁の美しい表情をキープしてください。

堀向勇希さん
MONEY

14:15～15:45

潜在意識の仕組みを大切にし、ネガティブな鑑定は一切なく、
手相を通して目の前の人を幸せに、心に火を灯し元気にすると
いう前向きな鑑定法である「開運未来流手相リーディング」を
学ぶことができます。手相は手を取り合って楽しめる、一生使
えるセラピーツールです。

全人類総セラピスト化に向けて活動中

日本タッチ協会さん
MONEY

MONEY

11:00～12:30

たった８分間聞き流すだけで、これまでにない深い癒しを体験
し、理想の人生を引き寄せることができるというシンプル瞑想
「エッセンスゼロ」を体験できます。瞑想によって、宇宙全体
のゼロポイントエネルギーを感じ、その場で実用的な効果がで
るだけでなく、自分が望む効果が次々と実現していきます。

龍音シンギングボウル演奏家

伊藤てんごく。
さん

16:15～17:45

MONEY

「癒しの手」は特殊能力ではありません。日本タッチ協会共同
代表山口創先生による「脳からストレスが消える肌セラピー」
。
実技監修をしたセラピスト小松ゆり子さんと同協会代表の有本
匡男さんによる、皮膚感覚の高め方「触れる」ときの心の在り
方。様々な角度から「癒しの手」を創る方法を教えてくれます。

13:00～14:30

細胞のバイブレーションがあがる、内なる高次の自己が覚醒し
始める、金粉現象が起こり、高次元意識がスパークする、そん
な奇跡を引き起こす「龍音シンギングボウル」の生演奏です。
その音にフォーカスすることで、望む未来を引き寄せられると
もいいます。ぜひ、生の「龍音」を聞きに来てください。

東2・3ホール

神人合一の日本古来の叡智を伝授

美しき風水冒険家

大野百合子さん
MONEY

鶴田豊和さん

岡西導明さん

10:00～12:00

MONEY

15:00～16:30

WS会場C

このワークショップでは、和の叡智に伝わる「私たち人間とい
う存在」を理解します。自分が何かを知ることが、豊かさを手
に入れる第一歩。産び結ぶは、和の叡智の土台となる言葉。私
たちの分け御魂である魂と、身体の意識である魄を統合し、豊
かさを産み出し、そのエネルギーで自分の人生を満たします。

風水の知恵を活用し、人生を大逆転させ、１万件を超える実践
風水鑑定を通じて、
時代と人の意識の変化を体感した岡西さん。
風水の活用の仕方も変化すべきであると直感し、世界中で最も
簡単に風水が実践できると話題の「千年ノート」を開発。千年
ノートの最も正しい活用法を学ぶことができます。

運命矯正カウンセラー

ホリスティック自然療法家/量子医療啓蒙家

山倭厭魏（やまとおうぎ）さん
MONEY

Vanilla さん

12:30～14:00

MONEY

17:00～18:00

新しいアロマセラピーの世界である「アロマポセカリー」とは？
こちらは、量子アロマセラピーとも呼べるものです。体と精油
だけ、
また心と精油だけのつながりだけを見るのではなく、もっ
と大きな、今私たちが存在するこの世界の変わることがない法
則とつなげて考えることができる理論を学べます。

古代の叡智を通じ日本語の素晴しさを伝える

世界でも稀有なコーマワークの世界を体験

東2・3ホール WS会場F

運勢を変えたいと思ったら、
「名前に宿る意味」を知ることか
ら始めましょう。自分自身の「名前の力」の使い方を知れば、
決められた運勢を自分で操縦できるのです。自分を知らずに進
むことは、行き先を決めず、地図を持たずに歩いていくような
もの。その地図を得る方法を学ぶことができます。

板垣昭子さん
MONEY

14:30～16:00

古代文字カタカムナの中でも、特に大切なヌキアワの成り立ち
や、日々に活かす循環のしくみ、さらにはカタカムナかるたや、
下じき、クリアファイルの活用法などを学んでいきます。より
深くカタカムナ文字について教えてもらえるのはもちろん、質
疑応答も織り交ぜながら講義を進行していきます。

「食から生活を楽しく」
する賢人

浅野まみ子さん
MONEY

岩村晃秀さん
MONEY

10:30～12:00

行徳総合病院内で長年コーマワークに携わる経験豊富な臨床
コーマケア協会メンバーが担当。呼吸を合わせるということか
ら、非常に静かな反応をキャッチして、そのプロセスに寄り添
う方法を実際に参加者同士で体験します。セラピスト、ヒーラー
等、繊細なアプローチに興味のある方におすすめです。

有名芸能人もお忍びで通う大人気占い師

MASAYUKI さん

16:30～18:00

MONEY

12:30～14:00

東2・3ホール WS会場D

自分のカラダの土台を作ることで、無理なダイエットをしなく
てもカラダはどんどん変わっていきます。このセミナーでは、
やってしまいがちな間違った食べ方を指摘、すぐに実践できて
効果が出やすい食事術を学べます。これをきっかけに、カラダ
の内側から、自分を変えてみませんか？ 特製カレー付！

古代から伝わるマヤの叡智を取り入れながら宇宙法則、帝王学、
自己啓発、
心理学など様々なエッセンスを取り入れ編み出した、
MASAYUKI 発のオリジナルメソッドのマヤ暦占星術を学べま
す。基礎を知り、使命や魂の目的に気づき、実生活への応用、
最後には自分の運命を望み通りの方向へ導く方法も学べます。

波動の調律師

サイキックリーダー

東稔紫月（とねしずく）さん
MONEY

MAYURI さん

10:30～11:30

MONEY

14:30～16:00

一年の中にはエナジーの流れがあります。その流れに乗って動く
と、飛躍しやすくなります。時を掴み流れに乗るためには、どう
すればいいのでしょう？ 目標を達成するためにエナジーの流れ
を把握し、どこでどう仕掛ければいいのか、1 年のパワーポイン
トや、流れのつかみ方を学べます。

貴方が願ったことはなんでも実現するのです。
「え？そんな馬
鹿な…」と言わないでください。もちろん、それには、ちょっ
としたコツとやり方があります。でも、それさえちゃんとマス
ターすれば、誰でも、思い通りの人生をおくれるのです。正攻
法で、
あなたの思ったことを現実化する正しい方法を学べます。

タイムトラベルセラピー Ⓡで高次意識を覚醒

究極の幸せへと導く鑑定師

志麻 絹依さん
MONEY

シャクティさん

12:00～13:30

MONEY

このワークショップでは、意識の波動調整や、エネルギーの浄化
など、日常でも使えるワークを練習します。後半にはタイムトラ
ベルセラピーⓇのなかでも中上級者向けの
「宇宙銀行」を訪れます。
参加者全体のエネルギーや集合意識はこのツアーを成功に導くで
しょう。時空を超えた90分の旅をお愉しみください！

16:30～18:00

このワークショップは、ソウルメイトとお金に対してフォーカスし
たもの。ソウルメイト同士の心の溝を埋めていきます。お金に対
しては、神様からお告げがきた方法を実践し、お金に対する苦
手意識や諦めを手放していきます。さらに、ソウルメイトでもお金
でも前世からの影響がある場合には、それにも対処します。
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世界メンター会議

総合司会

ボディサイコロジスト

〜World Mentor Conference〜
国際会議場 15:00～20:10

おのころ心平さん

16:00～16:20

重要無形文化財総合指定保持者

大倉正之助さん

能楽師

15:00～15:50
ワイタハ族長老/シャーマン

テポロハウ ルカ テコラコさん

ワイタハ族の伝統を教える最後のシャーマンの一
人。祖先の古代芸術や薬草、ヒーリング等の手法や
思想を復興させ、それを伝えている。 古くから伝
わる「マジック・ドラゴン・スクール」の最後の生
徒であり、ドラゴン・ケアーテイカーでもある、テ
ポロハウ ルカ テコラコ長老が時空を越えて世界
メンター会議に出演します！

時空を超えて参加

16:20～17:30
『ザ・メタ・シークレット』著者

メルギルさん

19 歳の時、臨死体験を経験、様々なマスターたち
と出会い、そして独自の人生探求を開始し、2011
年に長い旅と研究の結果を『メタ・シークレット』
として発表。一躍脚光を浴びたメルギルさんが世界
メンター会議に出演！

能楽囃子大倉流大鼓、小鼓の宗家に生まれ、父と祖父から稽古を受け 9 才で初舞台、バ
チカン宮殿ローマ法王の御前において演奏、首相官邸晩餐会や、政府主催の音楽祭に参
加するなど、国際文化交流の場で活躍している重要無形文化財総合指定保持者能楽師の
大倉庄之助さんが世界メンター会議のオープニングを飾ってくれます。

17:40～18:20

すべての人に愛と勇気と元気を与える作家

世界的建築家

ジョン・キムさん

鈴木エドワードさん

多くの著書を発表し、KLM オランダ航空アンバサ
ダー、銀座ロフト「見エル女子図書館」館長などを
歴任。今を生きるすべての人に愛と勇気と元気を与
えると話題の作家であるジョン・キムさんが世界メ
ンター会議に出演！

JR東日本さいたま新都心駅やJR東日本東 京駅構内銀
の鈴待合広場といった公共施設から個人邸、集合住宅
まで幅広く手がけ、数々の賞を受賞。科学、原子構造、
哲学、形而上学などにも造詣が深い世界的建築家であ
る鈴木エドワードさんが世界メンター会議に登場します。

18:40～19:20
イギリスで最も有名なミディアムのひとり

トークショー MC 松田眞理さん

トレイシー・J・ヒッグスさん

「人の在り方」を伝えるニューリーダー

イギリスで最も有名なサイキックミディアムの一人、通
称 “TJ”とも呼ばれている。多くのテレビやメディアに登
場し殺人事件や行方不明者の捜査などを含め、多くの
実績を誇るトレイシーさんが世界メンター会議に出演！

永松茂久さん

ユニークな人財育成法に定評があり、全国で多くの
講演、セミナーを実施。講演の累計動員数は 39 万
人にのぼる一方、その著書は累計で100万部を突破
しているベストセラー作家でもある永松さんが世界
メンター会議に出演！

19:20～20:00

NZの超著名サイキックミディアム

アフリカ協会特別研究員/桜美林非常勤講師

ケルビン・クルックシャンクさん

萩原孝一さん

ニュージーランドにおいて、スピリットコンタクトのス
ペシャリストとして高い知名度を持ち、その能力によっ
て NZ の TV シリーズに出演し、殺人事件で辛い体験
をされたご家族をサポートした経験を持つケルビンさ
んが世界メンター会議に出演！

47歳の時に不思議な体験を通じてスピリチュアルに
目覚め。その結果、
「闘う男」から「愉しむ男」に大
変革を遂げ、ようやく人生のスタートラインについた
という元国連職員の萩原さんが世界メンター会議に
出演します！

20:00～20:10
アカシックレコードの第一人者

日本にレイキを普及させた第一人者

ゲリー・ボーネルさん

望月俊孝さん

50 年以上にわたり、形而上学、西洋と東洋の神
秘主義、アカシックレコードなどについて研鑽を
積み、人々の持つ叡智と直観力を現実の生活に取
り入れるための数多くのワークを行い、幅広い分
野で活躍中のゲリーさん。誰にでもできる良い生
き方をメンター会議では教えてくれます。

ベストセラー作家であり、日本にレイキを普及させた
第一人者として、現在でも宝地図、レイキ、エネルギー・
マスターを主体とする人材教育に関わり 、60 万人以
上を直接指導してきた望月さんが世界メンター会議に
出演！
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本会場（展示会場内）第１講演会場

人々を魅了し続ける美のミューズ

叶姉妹さん
FREE

15:30～16:30

毎回超満員となる叶姉妹によるファビュラストークショーは、
すでに癒しフェアの定番として定着した感じすらあります。そ
のたぐいまれな天才的プロデュース力とハイパーゴージャスな
ボディとセンス、美意識に基づくライフスタイルは世代を問わ
ず女性の圧倒的な支持を得る叶恭子さんと、
ハイパープレシャ
スな魅力のキャラクターとダイナミックエレガンスなボディで
女性だけではなく男性ファンも魅了してやまない
叶美香さんが、皆様の質問に嘘偽りなく
ファビュラスに答えてくれます。

5
Special

Sun

Talk Show

スペシャルトークショー
本会場
（展示会場内）第3講演会場

本会場
（展示会場内）第１講演会場

美コアトレーニング創始者

山口絵里加さん
FREE

11:15～12:15

今メディアや雑誌で話題のトレーニング方法である「美コアトレー
ニング」考案者の山口絵里加さんが、体温を上昇させ健康に美
しくなるための運動、食事、生活習慣改善のための 7 つの方法
を教えてくれます。さらに、ボディラインを細く出す筋肉づくりの
方法もこの特別講義でマスターすることができます。

ヨガクリエイター

aya さん
MONEY

13:30～14:30

不妊治療の世界的権威

田中温さん
FREE

11:30～12:30

「健康な出産が出来てはじめて不妊治療が終了する」というホ
リスティックな視点で不妊治療をサポートする世界的な不妊治
療の権威、田中温先生が今年も癒しフェアにて講演と相談会を
行って下さいます。普段は北九州で診療されている先生に直接
不妊治療について相談できる貴重な機会となっています。

アジア初、ワイル博士の統合医療修了医師

山本竜隆さん
FREE

13:00～14:00

本会場
（展示会場内）第2講演会場

ビギナーからヨガに慣れている方まで、どなたでも楽しめるワーク
ショップ。前半は呼吸法の基本を学び、後半は ayayoga を体験。
休息のポーズでワーク終了です。aya さんが基本的な立ち方や呼吸
の仕方など、日々の生活において必要不可欠で、それに気を配る
だけで日々健康に美しくなっていく重要な要素を教えてくれます。

この講演は「自然欠乏症候群」や「統合医療」を通して、マイ
ンドフルネスに最適な場の条件を解説し、ワイル博士の「癒す
心、治る力」に加えて「蘇る場」の必要性をお伝えするもので
す。皆さまにマイセラピー、マイセラピストだけでなく、ぜひ、
マイセラピースポットを見つけていただきたいと思います。

"へそ道"の考案者

REIKO KAZKI主任講師

入江富美子さん
FREE

西奈まるかさん

10:30～12:05,12:30～13:30

FREE

14:30～15:30

少年時代に事故で両手を失い、絶望の淵にあった南正文少年を
救ったのは、同じく事件で両手を失った大石順教尼だった。順
教尼の著した本『無手の法悦（しあわせ）
』を読んで心をわし
づかみにされた、と語る監督が渾身の力を込め、二人の生き様
から、その奥に流れる力を描き出した映画を無料上映します。

目元や頬が下がり、顔全体がたるんできたと感じることはありま
せんか？ 昔のようなハリのある肌に戻りたい…そんな願いに、
かづきれいこさんが考案した解剖学に基づき、医学的根拠のあ
る手法として紹介されるかづき・マッサージと、メディアで話題の
厚さ 0.005mmの極薄テープ美容をお伝えします。

足のトラブル専門家

医学博士

笠原巌さん
FREE

丸山修寛さん

14:00～15:00

FREE

いつも健康な人と、いつも調子が悪い人との差は『足』に隠れ
た原因があったのです。これからは、「足と体は一体」という
全体的にみる『重力とのバランス・Ｇバランス医療』の知識が
必要不可欠。この講演で足と健康について知識を高め、ご自分
やご家族の体を守り、健康で快適な毎日を送りましょう。

作家

高橋桐矢さん
FREE

カタカムナ研究家

16:00～17:00

東洋医学と西洋医学に加え、カタカムナを用いた素粒子医学、
電磁波除去療法、波動や音叉療法などを徹底的に研究・実践す
る医学博士。講演「カタカムナとカバラによる高次元医療」は、
治療現場から生まれた療法に基づいた内容です。高い確率で開
運、運勢の好転が実現するという超科学的魔法を語ります。
第4講演会場

本会場
（展示会場内）第3講演会場

占い師

高次元医療医師

10:15～11:00

占いで幸せになれる人には、共通点があるのです。それは「占
いを現実に生かしている人」であること。そこにジオマンシー
という占いの強みがあります。大地のパワーを用いる占いなの
で、とても現実的な答えが出る点が特徴なのです。最先端を知
る人が、注目する占い、ジオマンシー、その魅力を語ります。
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FREE

10:15～11:00

ナチュラルアートクリニック院長

御川安仁（みかわやすひと）さん

麻酔・救急医療などを中心に研鑽を重ねた御川安仁医師は、
「病
気にならないようにする、できるだけ薬を使わずに治療する」手
段として様々な補完代替医療を探求し、一人ひとりに合わせたき
め細やかなトータルケア行っています。思考、感情と病気の関連・
予防についてと最新のがん予防法をお話しいただきます。

本会場（展示会場内）第6講演会場

本会場（展示会場内）第４講演会場

FREE

11:15～12:15

「人の在り方」を伝えるニューリーダー

永松茂久さん

すべての人に愛と勇気と
元気を与える作家

ジョン・キムさん

講演の累計動員数39万人以上の永松茂久さんは、多くの若者から圧倒的な支持を得
て、累計100万部を突破しているベストセラー作家。
「一流の人材を集めるのではなく、
いまいる人間を一流にする」人財育成法を広めています。ジョン・キムさんは、ハー
バード大学、オックスフォード大学、ドイツ連邦防衛大学などで客員研究員、2004
年から2013年まで慶應義塾大学特任准教授を務めた経歴をもつ人気作家。２人の大
人気作家の２人が語ります。

FREE

11:00～12:00

映画やドラマの世界において陰陽道指導という分野を確立し、
陰陽道研究の第一人者として知られる高橋圭也さんが、失われ
ていた「天上聖母算命学」をなぜ復興させようと思い立ったの
かについて語ってくれます。質疑応答の時間もご用意しており
ますので、陰陽道指導についても聞いてみるチャンスです。

ドクタードルフィン

Vanilla さん 松久正さん

岩井結美子さん

FREE

12:30～13:30

12:30～13:30

ボディサイコロジスト

おのころ心平さん

シンガポール在住の代替医療師 Vanilla さん、∞ ishi ドクタードルフィン松久正さん、ボディ
サイコロジスとおのころ心平さんの 3 名による無料コラボトークショーが決定しました！ 代
替療法から、一般医療、さらには高次元医療にいたるまで幅広い見識をもち、現代人の
健康に関して、それぞれ鋭い視点をもつ３人の方によるフリートーク。それぞれの得意分野
はもちろん、今までつちかった経験や情報を元に、いったいどんなお話がとびだすのでしょ
うか？ どうぞお楽しみに！

どんなふうに他人にみられたいですか？ 難しいテクニックや高
級な道具は必要ありません。雑誌のメイクをまねる必要もありま
せん。岩井式メイクセラピー創設者自らが登壇して行うメイクデ
モンストレーションを通じて、明日すぐに実践できるメイクの秘訣
を学びます。60分間の魔法を味わいにきてください。

クリスタルボウル・アカデミー・ジャパン代表理事

世界でも稀有なコーマワークを展開する医師

クリスタリスト麻実さん
FREE

高橋圭也さん

代替医療師

岩井式メイクセラピーメソッド創設者

FREE

陰陽道研究の第一人者

岩村晃秀さん

14:00～15:00

FREE

14:00～15:00

癒しのカリスマヒーラーのクリスタスト麻美さん。演奏力と音によ
る癒し効果の高さから、多くの悩みを抱える女性達から圧倒的支
持を得ている、クリスタルボウル演奏家です。短時間で癒された
い方や脳の疲れをとりたい方は、クリスタルボウルが奏でる心と
身体を癒す究極のサウンドを会場でご体感ください。

コーマワークは医学的な治療やリハビリではなく心理学的な支
援です。コーマワークの発祥、意義などを説明し、言語的交流
とは異なる意思疏通についてお話しします。実際に病院でどう
展開しているかもお伝えします。昏睡状態の人、言葉のないコ
ミュニケーションに興味をお持ちの方におすすめです。

国際レイキ普及協会理事長

スピリチュアルセラピストヒーラー

廣野慎一さん
FREE

森中めぐみさん

15:30～16:30

FREE

15:30～16:30

森中めぐみさんは、2000年も続く「気づき・感謝・祈り・奇跡」
という大原則をもとに、心と魂の調和度により、展開・宇宙の
光を与えられ、環境が整い、成功・幸福になる方法を紹介して
います。多くのヒーラーの資格を持つ森中さんの話から気づき
を得て、笑顔で帰っていただける講演です。

～心の方程式 Ⓡ ～ワクワクで行こう♪主宰

料理から占いまで何でもこなす占い師

本会場
（展示会場内）第７講演会場

本会場
（展示会場内）第5講演会場

ベストセラー作家、望月俊孝に師事し、国際レイキ普及協会理
事長として 2011年より活動し、ここ数年では年間のべ 2,000
名以上の指導実績で日本一を記録しています。
主な実績として、
ロンドン・ラスベガス・上海・ネパールなど、国内外で講演、
活躍するカリスマレイキマスターによる講演です。

森下浩義（Garcia) さん
FREE

12:30～13:30

独自の潜在意識理論をわかりやすく体系化し、潜在意識や心の
しくみを紐解いた「ワクワクで行こう」を主宰する森下浩義さ
ん。
「 よくよく考えたらそんな気がする」「 本当はそうだった
のか！」目から鱗の心理学を＜心の方程式Ⓡ＞として、誰にで
も分かりやすく心のしくみを教えてくれます。

森鍼灸院院長

森美智代さん
FREE

11:30～12:30

カルタさん
FREE

10:15～11:00

様々な飲食店で修業を重ね店長、料理長を歴任。その頃から仕
事で何度も女性の細やかな気配りに助けられ、
「女性にはなかな
か悩みを打ち明ける場がない」と感じ料理と占いを融合させたバー
「CARTA」をオープン。鑑定人数のべ5,000人超。その的中率と
歯に衣着せない中にも温かみのある鑑定に定評があります。

麻布のタロットバーテンダー

千田歌秋（せんだかあき）さん
FREE

10:15～11:00

病気にならないで長生きし、生まれる前に神様・自分自身の魂
と約束した使命や目的を全うするため、肉体を持って実感を得
る時間を長くもつために、健康で長生きするために、少食が必
要だと語る森美智代さんが、本来の素晴らしい自分が目覚める
ための、おうち断食について教えてくれます。

麻布十番の占いカフェ＆バー燦伍（さんご）を営むオーナー占い
師・バーテンダー。占い師としてだけでなく、バーテンダーとして
も腕をふるい、タロットや占星術をモチーフにしたオリジナルのカ
クテルや料理を監修。対面鑑定だけでなく、占いイベントや講座
の開催、占い師のマネジメントや育成にも力を入れています。

世界に通じるホリスティック歯科医

起業家

藤井佳朗さん
FREE

作家

教育者

アサラ・ラブジョイさん

13:00～14:00

FREE

11:15～12:15

頭痛や肩こり・腰痛、アトピーなどといった様々な不調や病気
が引き起こされる原因に、歯の噛み合わせや、身体に合わない
金属を使用した歯科治療があるという観点から、その人の全身
を見ながら行う、ホリスティックな歯科治療の第一人者である
藤井先生が身体の不調と歯の関係を教えてくれます。

エネルギーヒーリングを徹底して学んだ「ワン・コマンド」の
伝道師、アサラ・ラブジョイさんは、
「ワン・コマンド」を通し
てどのように人生を変えられるかを世界中で伝えています。ソー
ス（創造の源）からのチャネリングでシータ波を利用した「ワン・
コマンド」の手法を見つけた体験を話していただきます。

医師

株式会社アルカワールド代表取締役

モデル

美容ライター

山下真理子さん
FREE

迫 恭一郎さん

14:30～15:30

FREE

12:45～13:45

現在、年間 5 万頭の犬猫達が殺処分されている現実があります。
人間の身勝手な理由で、ないがしろにされている命があること
を忘れてはなりません。殺処分は「殺人」と同じです。講演で
は、殺処分から救われた命たちと、保護犬保護猫たちの実際の
暮らし、そして「癒し」についてお話していただきます。

人間の「命」を研究したのが錬金術師。そして、錬金術師は宝
石商のルーツでもあります。アルカダイアモンドの創始者であ
り錬金術師でもある迫恭一郎さんが、ダイアモンド販売会社と
錬金術師、双方の視点を用いて、さらにこれまでの研究を踏ま
えて、誰も知らなかった波動の世界を教えてくれます。

スピリチュアル業界トップトランスレーター

光のメッセンジャー

中嶋恵さん
FREE

アーントマサコさん

16:00～17:00

FREE

サイキック、ミディアムシップなど様々な学びを続けてきて、好
奇心は満たされましたか？ あなたの人生は充実していますか？
皆で集い、楽しくスピリチュアルなトークやワークをシェアして抵
抗感を手放し、日々の暮らしにスピリチュアルを取り入れましょ
う！ あなたの人生の目的や運命を探る方法が満載！

14:15～15:15

小さい頃から敏感な体質と、感じやすい心を持っていたという
アーントマサコさん。宇宙からのメッセージを水晶から受け
取ったり、
ヒーリングを教えられたり、海の女神からアセンショ
ンのメッセージを受け取ったりと数奇な人生を送るアーントマ
サコさんが高次の存在からのメッセージについて語ります。
11

詩人誠（せい）さん
FREE

15:45～16:45

わたしたちにできることは少ないかもしれませんが、自分を愛
することをしてほしいと願っています。そして、過去のすべて
を愛して、未来を大切に生きてほしいと願っています。
わたしたちは幸せになるために生まれてきました。一緒に優し
い涙と、未来への希望を感じあえたら幸せです。

本会場（展示会場内）第8講演会場

チャネリング・スクール創始者

エリザベス・ニコルソンさん
FREE

代替医療師/ホリスティック自然療法家

本会場（展示会場内）第9講演会場

第7講演会場

愛をこめて詩を届け続ける詩人

10:15～11:15

Vanilla さん
FREE

FREE

12:00～12:50

宿曜占星術最高師範

竹本光晴さん

チャネリングは本来誰もが持つ能力として、29 年前に初めてチャ
ネリングスクールを考案したエリザベスさん。これまで開催した
講座等は3000回以上。この講演では、エリザベスさんが教えて
いるチャネリングワークについてご紹介いただきます。高次元の
存在からサポートされていると気づく時間になるでしょう。

宿曜占星術役員師範

池田利子さん

龍の魔法学校主宰者

宿曜占星術最高師範竹本光晴先生と『わんわんオラクルカード』著者池田利子先生が、
偶然起きた事象（偶然引いたカード）から、今必要なメッセージや悩みに対するアド
バイスを受け取るツール『わんわんオラクルカード「そばにいてくれてありがとう」
』完成
までの話と愛犬からの聖なるメッセージ、
「宿曜占星術」の神秘を教えてくれます。

SHINGO さん
FREE

10:30～11:30

自然療法を実践する時の位置づけとして、
「医療の代わりに杖
になるもの」という視点があり、自然療法を実践する方の基礎
理論に「自然治癒力の存在」があります。体におこる症状を自
然療法でサポートするために、必要な心構えがあるのです。そ
んな目から鱗の健康視点を体感し学べる無料講演です。

11:30～12:30

かかった人が倒れてしまうほどパワフルな「龍の魔法」。それ
を目撃した人は自分の「固定概念」が外れていくことに気づく
でしょう。無料ワークショップでは会場に来てくれた参加者さ
んを壇上にあげてデモンストレーションを行い「龍の魔法」を
披露してもらいます。あなたも魂の覚醒が起こるかも？？

ヘミシンク研究、変性意識研究の第一人者

カーサ
（CASA）
公認ガイド

なぜ、ヘミシンクを聴くと人生が良い方向へ動き出すのでしょ
うか？ ヘミシンクの第一人者である坂本政道さんによると、
ヘミシンクがトラウマの解消や癒しなどを可能にするからだと
いいます。これらの事柄にヘミシンクがどのように関わり、人
生に変化を起こさせるのかをわかりやすく教えてくれます。

坂本政道さん
FREE

森 貴浩さん
FREE

13:00～14:00

13:15～14:15

ブラジルにある世界最大のヒーリングセンターであるカーサに
ついて、カーサ公認ガイドである森貴浩さんが語ってくれます。
エンチダージとは？ カーサにおける治療とは？ カーサクリ
スタルとは？ カーサで得られた能力など、自らがカーサで病
気を治し、覚醒を経験した森さんだからこそ語れる情報が満載。

Fitnessモデル・CrossFitトレーナー

オルゴール療法の第一人者

著名人のボディプロデュースを手掛け、常にトライし続ける、
フィットネス業界のカリスマトレーナー、AYA さん。
「AYA ス
タイルと AYA マインド」をテーマに講演いただきます。

AYA さん
FREE

佐伯吉捷さん
FREE

14:45～15:30

14:30～15:30

オルゴールの癒しの響きに感動し、魅力を伝えるためのコンサー
トを全国で開催。その回数は 1 万回以上。そのなかでスイスオル
ゴールの響きが様々な疾患を改善していくことを発見。響きの療
法としてオルゴール療法を展開。各大学と共同研究した脳波への
影響や周波数、アルファ波の測定結果等を伝えていただきます。

作曲家

しまむらの達人

ミリオンセラー・KinKi Kids の「フラワー」作曲者でオリジナ
ルメソッド ｢ヴォイス・アルケミー｣ 研究開発者・声と倍音の
スペシャリスト。音妃さんの美しいボーカルとクリスタルボウ
ルの演奏によるクロージングコンサートです。閉場時には「今
日の日はさようなら」を生音で会場にて披露します。

音妃さん
FREE

外村美姫さん
FREE

シンガーソングライター

16:00～17:00

16:30～17:30

1 日平均 40 万 PV を誇る超有名ブロガーが、着ている服で運気
が上がる “ オシャレ開運術 ” を教えてくれます。しまむらで買え
る開運アイテムなど、毎日のオシャレが楽しくなるヒントがいっぱ
い！ また、当選総額 3700 万円以上という日本一の懸賞達人
長場典子さんを迎えての幸せを引き寄せる開運トークは必聴 !!

Performance

パフォーマンス

日本タイ古式マッサージ協会JTTMA
FREE

ヒーラーソングライター

パフォーマンス

パフォーマンス

世界一気持ちいいマッサージ・２人ヨガ

10:30～11:00

心身の癒しをテーマに、
「世界一気持ちいい」といわれるタイ古式
マッサージの相手と自分、双方が感じる魅力をお話しします。施
術のコミュニケーションとしての心理的・精神的な効果はもちろん、
施術の体の使い方・圧し方で、相手の筋肉の緩みや、心地よさがまっ
たく違うことを体感していただきます。 どなたでもお越しください！

佐々木恵梨さん
FREE

14:15～15:15

自分を癒して、楽に生きるための考え方がぎゅっと詰まった佐々
木恵梨さんの楽曲を、トークも交え生演奏してもらえます。さら
に、物質と意識に働きかける効果があるといわれている『ソルフェ
ジオ周波数』を取り入れたヒーリングギターと歌の生演奏で、心
身を整えるエネルギーチューニングもします。

スピリチュアルエナジーハワイアンフラ創始者

ラヒラヒさん
FREE

11:30～12:15

意識の変容・魂の進化へと誘うレムリアンエネルギーで踊る原
初フラを独自に復興中おラヒラヒさん。海の中でイルカと遊ん
でいるかのような、愛と至福の歓びに満ちた時空を天界と共に
創造しています。心身・魂とのバランスを調整していく最適な
踊りスピリチュアルエネジーハワイアンフラを堪能できます。

ヨガクリエイター

aya さん

インド政府認定ヨガ講師

FREE

-クロ戌-黒戌仁さん
FREE

15:45～16:15

クラシックバレエ、ボディワークアウト、
呼吸法などを取り入れたオリジナルのプ
ログラム指導を続ける中でヨガと出会
い、現在も世界のヨガのトレンドを吸収
し続けている aya さん。食、美、健康、
ボディメイクなど「美しく魅せる」をテー
マに活動。多くのアスリートから支持さ
れるヨガ界の先駆者的存在です。

12:45～13:45

インド政府認定ヨガ講師・黒戌仁さんによる、魂を解放する伝統
的古典インドヨーガ体験。私は体が固いからヨガなんて出来ない
わ。そんな風にあなたはヨガを捉えていませんか？あなたのその
固定観念を一瞬で壊してしまう！ 一瞬で体を柔らかくする魔法
をかけます。ヨガ初心者も未経験者も老若男女大歓迎。
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Workshop
会議棟 101

会議棟 6 0 5 ／ 6 0 6

ワークショップ

予約の取れない未来鑑定師

上地一美さん
MONEY

10:30～12:00

人は誰も
「ひとりぼっち」ではありません。心のなかに、インナーチャ
イルドがいるからです。インナーチャイルドは、いつも、あなたと
ともにあり、あなたの人生を、よりよい方向へと動かすために一
生懸命です。その存在に気づき、受け入れ、癒してあげることが、
今現在の自分を癒すことにつながります。

MACO さん
MONEY

11:00～12:30

引き寄せがうまくいかない人のための実践法を書いたデビュー作
がベストセラーとなった MACO さんが、すべてのめぐりは所有し
たい！を手放すことから始まる、宇宙には本音を話す、すべて心と
体のパートナーシップから、他者との違いにこそ愛と進化の鍵があ
るなど、
「本当の私で生きるため」
ための最新情報を教えてくれます。

超人気作家

大木ゆきのさん
MONEY

13:15～14:45

必死で実現させたいと願ったことほどどうして実現しないのか？
それには理由があります。それは、あなたが本質的にはすべてを
持っているということを忘れてしまっているからです。私たちには
足りないものなんてありません。そんな疑問をスッキリ解消、開
運集中力もその場で体験してもらい、お持ち帰りいただけます。

『医師が語る霊障』
出版ドクター

橋本和哉さん
MONEY

引き寄せ実践法アドバイザー

12:30～14:00

はしもとクリニックの診療は霊障も扱っていますが、トラウマ
や蓄積感情を 1 分程度での改善させる診療も行なっています。
今回は、解説とセラピーの実際を実習を交えて紹介します。ト
ラウマや蓄積感情は心理的なものと考えられがちですがエネル
ギーとして捉えて消せば即効解決することを体験できます。

ゆるぴこヨガ創始者

スピリアルライフ提唱者×神様のメッセンジャー

トークはもちろん、ゆるぴこヨガも体験できます。身体が硬く
てヨガが怖い、呼吸法が難しいと思っている方こそ、ぜひご参
加下さい。大事なことはとてもシンプル ! ヨガは怖くないの
です。「え？ こんなにかんたんでよかったの？」という従来
のヨガとはまったく違った新しいヨガの世界を体感できます。

PICO さん
MONEY

穴口恵子さん×すみれちゃん
MONEY

15:00～16:30

このスペシャルトークショーでは、穴口恵子さんとすみれちゃ
んが神様とおしゃべりしながら、会場の参加者のみなさまへ大
切なメッセージをお届けします。その後、みなさんからの様々
な質問に、目には見えない神様からのあなたへの答えを届け、
神様と一緒のハッピーな時間を受け取っていただきます。

MONEY

美コアトレーニング創始者

山口絵里加さん
MONEY

17:15～18:45

会議棟 605／608

本郷綜美さん
ベストセラー作家

奥平亜美衣さん

引き寄せの法則によってベストセラー作家となった、元祖引き寄せの女王奥平亜美衣
さんが「豊かさを引き寄せる極意」を伝授。ヒーラーたちのヒーラーとして知られる
本郷綜海さんが、あなたを魂深くにつなげて豊かさを阻むブロックを解除します。そ
れによって、すでに豊かなこの世界をあなたの実人生で実際に創造できます。質問も
お持ちください。

∞ ishi ドクタードルフィン 松久 正さん
MONEY

10:30～12:00

このワークショップでは、参加者の松果体 DNAエネルギーの乱
れを修正し、パワー、癒し、奇跡、覚醒の DNAコードを書き込
んでいきます。それにより、人生と身体の問題が解決し、魂意識
が望む方向に新しく生まれるようエネルギーを操作します。まさに
「異次元の魔法の時空間」を体験ができることでしょう。

会議棟 102

旺季 志ずかさん

リサ・フレンチさん
10:00～11:30

MONEY

12:45～14:15

人気脚本家であり、エンタメ自己啓発というジャンルを確立した旺
季志ずかさんが、自らの経験はもちろん、ゼロポイントにいること
を邪魔するものなどといった理論などを元に、
「現実創造の仕組み」
と理想の現実を引き寄せる「意識の使い方」について教えてくれま
す。あなたも人生シナリオを書き換えて夢を生きてみませんか？

このワークショップでは、インナー・アイを開き、第三の目や
明晰な透視能力を使うためのテクニックとツールや、色、エネ
ルギーレベル、光を用いて自分や人をヒーリングするなど、
様々
な方法を学べます。このワークショップを受けた後はワクワク
しながらハッピーで新しい人生を受け取る準備が整います。

ライトランゲージリーダー／シンガー

MONEY

ヤンタラジローさん

14:45～15:45

ビューティークリエイター

TAKAKO さん

12:00～13:30

アルケミークリスタルシンギングボウル、ライトランゲージと
歌を使って、あなたのサウンドヒーリングの力が目覚めるよう、
あなたのチャクラとライトボディに働きかけ、アクティベー
ションの音のコードをシェアします。音と一緒に、
ハートをオー
プンにし、偉大なる可能性と愛につながりましょう !

JUNGLE GYM代表

吉江一彦さん

顔を手がけて30年のTAKAKOさんと、体を手がけて 30 年のジャングルジム代表吉江さ
ん。多くのスーパースターやセレブリティから信頼を受ける最強メソッドをもつお二人のコ
ラボが実現！ TAKAKO さんはメイクで小顔になれ、運気をあげる眉の描き方などを、
吉江さんはアーティストも実践する美尻をゲットできるジャングル美尻スクワットを特別
に教えてくれます。

森鍼灸院院長

森美智代さん
MONEY

松果体DNAを書き換える”鎌倉のポアロ”

脚本家、小説家、劇作家、演出家

ハワイ島クレアボイアント・センター創立者

MONEY

17:15～18:00

体幹と呼吸を使い楽しくリズムにのったサーキットトレーニン
グレッスンを行います。体温上昇させ健康に美しくなるための
運動、食事、生活習慣改善のためのアドバイス付き。ダイエッ
トのスペシャリストとしてテレビなどメディアで話題の山口絵
里加さんがあなたを細く引き締まった美ボディへ導きます。

ヒーラーズ・ヒーラー

MONEY

15:30～17:00

14:00～16:00

一生に一回、40分間すればヒーリングの手ができるという 40
分合掌行を皆さんとご一緒にします。また、西式健康体操の背
腹運動も行います。座って、背骨を揺らしながら、おなかを出
し入れする体操であり、やり方を覚えて身に着ければ、一生の
宝になる素晴らしい体操です。さらに遠隔治療も行います。

Fitnessモデル・CrossFitトレーナー

スピリチュアルコンサルタント

著名人のボディプロデュースを手掛け、常にトライし続ける、フィッ
トネス業界のカリスマトレーナー、AYA さん。ワークショップ「AYA
特別トレーニング～」では、あらゆる方に適したプログラムを提供。
実際に体験して身につけるAYAフィットネス 45 分間スペシャルワー
クです。

AYA さん
MONEY

タマオキアヤさん
MONEY

16:30～17:30

スピリチュアルベースの夢実現法によって、数えきれないほどたく
さんのミラクルが起こりました。
なぜこんな簡単に夢が叶うのか。
それは、
魂の望みとエゴの望みを知り、見分けられるからです。こ
のワークショップでは、
そのメカニズムと実践方法をお伝えしま
す。
あなたもミラクルを体験してみてください！

16:15～17:00

龍の魔法学校主宰者

SHINGO さん
MONEY

17:30～19:00

難しいことはありません。「魔法」は誰でも持っているチカラ
なのです。ただ、
あなたが持っている力を「目覚めさせる」だけ。
それだけであなたは「魔法使い」になれます。「龍の魔法学校」
で教えている魔法のエッセンスをギュッギュっと濃縮してお伝
えします。これであなたも「魔法使い」になれるかも？
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東2・3ホール WS会場A

会議棟 609

イギリスで最も有名なミディアムの一人

トレイシー・J・ヒッグスさん
MONEY

11:00～12:30

日本初開催「インテューイティブ・サイキック・カードリーディ
ング」ワークショップでは、TJ があなたの直観でカード・リー
ディングが出来るようにガイドしていきます。カードの解説書
を読み、意味を学ぶかわりに、自分という個性を生かした感覚
で、カードリーディングが出来るようになります。

シータヒーリング創始者の一番弟子

宿曜占星術役員師範

池田利子さん

宿曜占星術最高師範竹本光晴先生と『わんわんオラクルカード』著者の池田利子先生
が、可愛くて尊いわんちゃんの表情に魅せられる『わんわんオラクルカード』完成ま
でのエピソードを交え、あるときはあなた自身の代弁者のように、あなたを光の世界
へと導いてくれるという『わんわんオラクルカード』の元気が出る活用法と「宿曜占
星術」の神秘を詳しくお教えします。

MONEY

15:45～17:00

「最新の水の科学」について専門知識を必要としない形で詳細
に説明した後、日常生活の中で、その情報を活かしていくには
どうしたら良いか、水を活用する究極の健康法を学べます。目
から鱗の情報の数々です。お水に深い関心を持っている方、各
種ヒーリングに従事されている方にとって必聴の講演です。
東2・3ホール WS会場B

サイキック・コーチ

ドゥーガル・フレイザーさん
15:00～17:00

数千人の人々へオーラ・リーディングを提供してきたドゥーガ
ル・フレイザーさんが、生涯にわたって集めたオーラのデータ
により、思うままに運命を引き寄せる独自のカラーメソッドを
開発。今回はその中でも特に【願いの実現に効果的な 3 つの
カラー】と、その日常での最適な使い方をお伝えします !

代替医療師/ホリスティック自然療法家

せき鍼灸院主宰

市野さおりさん
MONEY

10:30～12:00

過去の体験や感想から構成される思考が記録され、足の形や色
に現れるという考え方をベースにしたオリジナルメソッドが
「フットリーディング」です。フットリーディングでなりたい
自分にギアチェンジ！ 幸運を呼びこむために、足からのメッ
セージを受け止め、幸運への一歩を踏み出しましょう！

パワーストーンカウンセリング提唱者

ウィステリア キョウコさん

Vanilla さん
MONEY

竹本光晴さん

根本泰行さん

13:00～14:30

同じように引き寄せているのに人によって成果が違うのはな
ぜ？ それは引き寄せの基礎である ” すべてなるもの ” とのつ
ながりの ” 質 ” に秘密があります。このワークショップでは、”
すべてなるもの ” との一体感を生み出す「シータ脳波」になり、
それをもとに夢と幸福を引き寄せるテクニックを学びます。

MONEY

14:00～15:30

日本の水研究の第一人者

ジョッシュ・スタイバルさん
MONEY

MONEY

宿曜占星術最高師範

17:45～18:45

MONEY

12:30～14:00

会議棟 610

この講義では、４つのエレメントの分け方や、それぞれのエレメ
ントについての特徴とつながりを様々な角度から眺めることで、
実際にマトリックスの法則がとても深く私たちに関係していること
を学び、自分や家族の健康を改善し、維持するツールとしても欠
かせないのエレメントマトリックスⓇの視点についてガイドします。

パワーストーンは、身に着けたいから自分だけのオリジナルを作
るへ。パワーストーンは、身に着けるだけではなく、つくることで
最大限のパワーをもらうことができることをご存知ですか？ 水
晶を使ったブレスレットを作成しながら、パワーストーンの使い方
の法則を学ぶことができるワークショップです。

宇宙の７つの法則を伝える作家

"へそ道"の考案者

メルギルさん
MONEY

入江富美子さん

10:00～14:30

MONEY

『ザ・メタ・シークレット』の著者であり、宇宙の法則を伝え
続けるメルギルさんのセミナー 0、「頭の中のストーリーを変
えれば、世界はあなたのもの」「明晰性はパワーである」といっ
たものから、人間関係や恋愛関係まで、様々な角度から私たち
の人生について解き明かします。
東2・3ホール WS会場C

スピリットコンタクトのスペシャリスト

ケルビン・クルックシャンクさん
MONEY

15:00～16:30

ニュージーランドのトップミディアムが日本で初めて提案したい内
容。それは「思考と霊的メッセージをいかに判別するか」
。受け取っ
たメッセージが自分の思考からきているものなのか、それともガイ
ドからのものなのか ? そんな疑問を解消し、自分が感じた情報を
正確に判断できるという、とても重要なスキルを身につけられます。

｢ヴォイス・アルケミー｣研究開発者

音妃（otohime）さん
MONEY

シャルロット・ムトロさん
MONEY

11:00～12:30

私たちは毒素の世界に生きています。空気や水、食べ物。私た
ちをサポートしてくれない関係、時間の欠如や自分をダメにす
る環境。
それらが真の人生の豊かさや健康から遠ざけています。
このワークショップでは、自身の人生を歩み、健康で成功チャ
ンスを引き寄せる実践的デトックスのコツを学べます。

精鋭ミディアム

MONEY

13:00～14:30

ミディアムがどうやって霊界と繋がってワークするか、霊界が
どのように情報を伝えてくるかを学びます。ヒーリングに関し
ては、人間のスピリチュアルな側面と身体的側面について説明
を受けたのちにエクササイズを行います。ヒーリングがいかに
パワフルで、人生を変容させ得るかを理解できます。

東2・3ホール WS会場A

『サヌカイト』
演奏家

世界初、唯一のマインドヨガ指導者

小松玲子さん

ダケアヤナさん

10:00～11:00

MONEY

香川県・金山に産する貴重な安山岩「サヌカイト」を素材に、長
年の研究を経て開発された世界に数台しかない貴重な打楽器「琮
／ SOU」によるコンサート。ソルフェジオ周波数 & 宇宙のゆらぎ
「シューマン共振波」と深く共鳴し、演奏する人と聴く人の思い
が同調する不思議な時間を実感できます。

15:00～16:30

このクラスでは、どんな願いを叶えるためにも強力な効果を発
揮するマントラを学び、『音のツール・魔法の言葉』として、
実践できるようになっていただきます。また、スピリチュアル
な力を引き出すテクニック、ご自宅でもできる実践方法、脳と
ストレスケア、才能を開花させるコツなども、満載です！

シャスタヒーリングアカデミー主宰

おネエ祈祷師

上田サトシさん
MONEY

メディカルハーバリスト

キース・ビーハンさん

17:30～19:00

音妃さんがヴォイスで波動の美しい表現をしながら、浄化や創
造性の開花を促してくれます。前回の新月で、太陽、地球、月
が一直線に並び、皆既月食を経て、月と太陽の龍が地球へと戻っ
てきています。この白龍と黒龍の波動が、ヴォイスとクリスタ
ルサウンドによって融合する体験型ワークショップ。

MONEY

14:30～16:30

へそ道とは、
自分の人生を大きく変化させることができる感性、
体感を磨く実践法です。自分の感覚を深めるワークを中心に学
んでいくため、自分の中から湧いてくる感覚が変わっていきま
す。
さらにへそ道で天と繋がり地と繋がった状態になることで、
脳科学的にも興味深い状態を簡単に作り出せるのです。

びびこさん

12:00～13:30

MONEY

この講演では、瞑想を通してグランディングを強くする、オーラ
の中に気を流し、心の中に隠れているストレスを手放す、直感力
を高めて内観、自分自身の生まれながらに持つ能力の可能性を
理解して伸ばすという 3 つのステップと、瞑想を通してストレスを
手放し、人や物事を引き寄せる引力を強めていきます。

17:00～18:00

名は体を表す。親からはじめてもらうプレゼントである名前。そ
の名前の音霊には、どんな秘密があるか知っていますか？ その
音霊の秘密を解きつつ、新しい自分らしいホーリーネームを知っ
て、本名の足りないエネルギーを補うのがこちらの講座。聖なる
ホーリーネームによってビバ開運！ 水晶もプレゼント！
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東2・3ホール WS会場E

東2・3ホール WS会場D

精神世界のスーパーバイザー

秋山眞人さん
MONEY

10:00～11:30

国内最多アクセスを誇る夢診断サイトである「開運夢診断」で
15 年以上にわたって蓄積された夢分析のデータによって、人
間の深層意識の地図が明らかになってきています。そのデータ
と、秋山先生の深い知識によって、あなただけの、自分にぴっ
たりとあったオーダーメイド能力開発法を発見いたします！

“前世療法”のパイオニア

大槻麻衣子さん
MONEY

MONEY

12:30～14:00

潜在意識を活用するセミナーに行っても､ イマイチ潜在意識を
使えているような《感じ》がしないのはどうしてなのでしょう
か？ そんなあなたも心の方程式 R で､ 心のしくみを知って
おけば今日からでもすぐに《潜在意識に上手にお願い》できて、
なりたい自分を手に入れることができるようになります！

全脳活性プロデューサー

MONEY

14:30～16:00

人の脳に秘められた潜在能力を、音や香り、イメージや気のパ
ワーを使った実践ワークで引き出し、さまざまな願望を叶えて
くれるという、全脳活性プロデューサーである山岡さんがゴー
ルデンソルフェジオチューナーや、エジプト香油などを使って、
ブレインパワーを覚醒するための方法を教えてくれます。
東2・3ホール WS会場F

「ワン・コマンド」
の伝道師

アサラ・ラブジョイさん
14:00～15:30

この特別セミナーでは、あなた自身の内側で即座にポジティブ
な変化を体験することが出来るでしょう。シンプルな「ワン・
コマンド」のプロセスで、あなたが内なる偉大な部分につなが
ることが出来ることを一度理解すれば、今後の人生であなたの
望む未来を創造するために、とても役に立つものとなります。

陰陽道研究の第一人者

高橋圭也さん
MONEY

森下浩義（Garcia) さん

山岡尚樹さん

12:00～13:30

単に催眠によって過去に退行させるのでなく、セラピストによ
る充分な共感により心に寄り添い、潜在意識の奥に滞っていた
トラウマを優しく包み、過去からの縛りやネガティブな思い込
みを解いていく根本的な心理セラピーである「トランスパーソ
ナルヒプノセラピー・マスターコース」の入門編といえる講座。

MONEY

㈱グラウンドゼロ代表取締役会長

ホリスティック・タッチ創始者

アダラーコリンズ慈観さん
MONEY

11:00～12:30

イギリスで各種のヒーリングライセンスを取得し、独自のヒー
リングスキルであるホリスティック・タッチを考案したアダ
ラーコリンズ慈観さんが、恐れに対処するためのヒーリングに
ついて紹介します。私達はどのようにしてヒーリングによって
恐れをポジティブな経験に変えるか？ その方法を学べます。

サウンドヴォイス・セラピスト

村山友美さん

16:00～17:00

MONEY

13:00～14:30

東2・3ホール

占いだけでなく、道教や中国の巫術を統合した天上聖母媽祖命
運道術の初級編となるこちらのワークショップでは、自らの運
勢を占う手法だけでなく、自然と調和して心身を癒やす法、さ
らに運気を変えるためのヒントなどを学ぶことができます。現
代のための女神の力を活用する術を身につけてみませんか？

音叉によるエネルギー調整や楽器別に届くエネルギー領域を活
かしたクリアリング、さらに魂が送る周波数や、病気の周波数
など、周波数に働きかけることも行っていくという、様々な楽
器の音と周波数を体感し聴覚・触覚・嗅覚・視覚・味覚すべて
を活用しながら、感動・感激・納得していただける講演。

神聖幾何学アーティスト

アフリカ協会特別研究員/桜美林非常勤講師

ありのまみさん
MONEY

萩原孝一さん

10:30～12:00

MONEY

WS会場E

紙とコンパスとペンがあれば誰にでも描けます。とても手軽で
す。それなのに奥が深い神聖幾何学アートを描けるようになっ
てお帰り頂きます。楽しく描くだけで波動をアップできるこん
な素晴らしいツールは中々ありません。お一人お一人がご自身
で波動をアップさせて、豊かさと幸せを感じてみませんか ?

15:00～16:30

ある時、突如聞こえてきた「地球を救え」という「声」と交信
するうちに、自らの使命や、人生で一番大切なこと、心のあり
方、地球の行く末など、シンプルながらも深遠な教えを受け取
るようになったという萩原孝一さんが、真の豊かさとは、新た
な国連組織の構築、宇宙基準の平和などについて語ります。
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