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アルカディア 
ホリスティックヒーリング 

リトリート 
（サロン & スクール） 

2018最新版 
（2017年 10月発行） 

本物のあなたを目指して 

アロマセラピー、クリスタル、エネルギーヒーリング、人間発達心理学、脳科

学、占星術 etc・・・アルカディアはまさに叡智の泉！多種多様なツール、手法

を学び、キラキラオーラであなた自身とそしてあなたを取り巻く環境を輝かせて

みませんか？ 臨床スピリチュアルケア・カウンセラーとして臨床経験も豊富に

持つ講師が癒しの叡智の数々をご提供しています。 

ここには、あなたが「ありのまま」の Joy（喜び）・Being（あり方）に目覚め、 
レジリエンス（心の耐久力）を鍛えながら内なる神性を輝かせるための応援者。心と魂の錬金術師
がいます 
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Salon 
深い癒しと目醒め、気付き・・・ 

1

2001年開業以来、多くのお客様に

愛されている隠れ家サロン：アルカ

ディア。 

心身の靄をすっきりさせて、本来の

自分自身を見つめ直し、自分らしい

人生を前向きに歩んでいくためのケ

アサロンです。 

アルカディアの最大の特長は、セラ

ピストが病院やホスピスにて末期が

んや HIVなど死の床にある患者様、

喪失経験などで深く傷ついた方々に

寄り添う臨床スピリチュアルケアの

経験を生かし、スピリチュアルペイ

ンにも寄添えることです。またシャ

ーマンである特性から、霊障解消が

2

行える特徴もあります。 

さらに、多種多様な叡智、西洋、東

洋の医学や科学／非科学的概念をミ

ックスさせたトータル的なアプロー

チはお客様ご自身の望む改善に理解

と気づきをもたらすと称賛を頂いて

います。 

深い気づきや覚醒、癒し、自己受容

などを促す箱庭療法、古今東西の叡

智を使って生まれ持ったエネルギー

の流れ、本質をリーディングするノ

ーブルサイエンス、長年の技術と経

験から繰り広げられるアロマセラピ

ー、ヒーリング、VMセラピー、ヒ

プノセラピー、オーラセッション 

+ 
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カードリーディング＆セラコーチング 
 
 

カードを使ったリーディングセッションーー 
使用するカードは《セルフセラピーカード》《メディスンカード》
を中心にカードリーディングを行いながらセラピー＆コーチング
をミックスさせていくセッションとなります。 

写真にありますセルフセラピーカードはヴィジョン心理学創始者
チャック・スペザーノ博士の作ったもので、オラクルカードとは
ひと味もふた味もちがう内容です。人がその成長プロセスの中で
必要な気づきや意識・視点の変換、大いなる癒しをもたらすこの
カードは深い愛と幸福感に裏付けされた素晴らしいカードです。 

より深く、あなた自身を知るだけでなく、今必要な気づき、あな
たとしての「あり方」を高め、そしてあなた自身が幸福な人生を
自分らしく選択していけるようになるものです。 

メディスンカードはご存知のように武
川はインディアン居留区ラコタ族でメ
ディスンアニマルの学びを深めたこと
からリーディングの養成コースも行な
っているカード。さらにここにインデ
ィアン居留区で受け取ったカードもミ
ックスさせてメディスンアニマルから
の不アイアイに満ちた、かつ多様性に
富んだメッセージをお伝えします。＊

状況により英国スピリチュアリズム連盟オリジナルのメッセージ
カードなど珍しいカードも取り入れます。 

★メール一言リーディングも追加されました！こちらはセラコー
チングではなくメッセージのみメールでお伝えします 

 ★リーディングは対面でもオン
ラインでも！！ 

➡ アルカディア（北品川）へお
いでになられる場合は対面での
セッションです。 
また、他の個人セッションのご
予約をいただいている方はオプ
ションで承れます。SCS 1Day
セッションに入れることも可。 

➡ オンラインセッションが可能
ですので遠方の方もご利用くだ
さい 
→Skypeやオンライン会議室
Zoomを使用します。 

➡カフェなどでの対面セッショ
ンも状況により可能ですが、そ
の場合出張となりますのでまず
はお問い合わせください。 

★お申し込みに際して 

※スケジュールのすり合わせで
日程を調整いたします関係で、
第三希望までお知らせいただけ
ると幸いです。 

※メディスンカードのみのフル
リーディングご希望の場合はイ
ベントに出展した際にお受けい
ただくか、私のメディスンカー
ド養成コースを卒業されて、カ
ードリーディングをセッション
に取り入れたらっしゃる方をご
紹介いたします 

また、対面の場合はノーブルサ
イエンスセッション、箱庭療法
などと合わせてお申し込みでき
ます。 
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カードと武川のリーディング・チャネリング・ヒーリング・コーチング

技術が合わさって行われるセッションです。 

 

《セッション》  
1.【対 面】 60分～90分  10,000円（税抜） 
＊アルカディアへお越しになっての対面 

お客様のお住まい近隣カフェなどでの対面セッションをご希
望の場合、場所により交通費と飲み物代金などもセッション
代に追加させていただく場合がございます。予めご了承くだ
さい。 

2.【Zoomまたは Skype】60分 10,000円（税抜） 
お電話でのセッションはできません。 
Zoomや Skypeのセッションは音声のほかビデオ（カメ
ラ）を使ってカードを見ていただきながら進められます。 

3.【完全遠隔（メール）】メールヒトコトリーディング 
１件 ３ ,000円（税抜） 
《「今のあなたに必要なメッセージ」についてメールで
お伝えします。カードの写真付き》 

 

《オプションとして》 

トータルの時間が短いため対面であればセミナー終了後（セ
ッション可能な時間がある場合）や他のセッションと組み合
わせて受けていただくことができます。 

★箱庭療法との組合わせがオススメ！ 
箱庭療法は、自分の内面の真実と向き合うという体験ですので、箱庭

療法と組み合わせていくと、課題をどのようにクリアしていけば
いいのかが明確になりやすいと思います。 

また、カードで出てきた内容を箱庭療法によってさらに気づきや
癒しが深まりモチベーションが上がったり、理解が進むことで課
題そのものがクリアになっていくかもしれません。 

 

お申し込み 

アルカディア・ホリスティックヒーリング スクール 

ホームページ http://www.siriustribe.net/ 
メール ： info@siriustribe.com  
姉妹サイト：エネルギーワーク専門部 
ガイア・フェニックス 
http://www.gaiaphoenix.net/ 

 

★お読みください 

＊ Zoomはアカウントをお
持ちでなくても無料で、
こちらでお知らせした
URLをクリックで入室い
ただけるオンライン会議
室です。Skype よりも音
質が良く軽いためオンラ
インセッションがやりや
すいのが特徴です。 

 
＊ メールヒトコトリーディ
ングの場合お申し込みお
手続き完了後にメールで
「今のあなたに必要なメ
ッセージ」をお伝えして
いきます。 
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箱庭療法 
 
 

 

自己実現・自己覚醒と癒しのプロセスを歩む SandplayTherapy 

箱庭療法とは心理療法の一つで、砂を入れた箱の中にクライアン
トがセラピストの見守る中で自由にオブジェを配置していく手法
です。イギリス発祥のこのセラピーは京都大学名誉教授であり、
心理療法を日本に広げ実践された河合隼雄先生によって研究が進
められ、根付いていきました。 

箱庭療法は、自分の内面の真実と向き合いつながる体験です 

箱庭療法では、あなたのクオリア(＊)を重要視し、あなたがあなた
自身の本来持っている内なる力を表し、気づきや癒し、理解を深
めながらご自分を深めていくお手伝いをさせていただきます。 

箱庭療法は一般的に行われる心理療法と異なり『判断／分析／解
釈』はクライアントが望まない限りいたしません。 クライアン
トがトレイに展開した箱庭のイメージが何より大切。 セラピス
トは多くは語りません。なんとなくどうしてかわからない…とい
うような言葉に出来ないことをカウンセラーに見守られる中で自
由に箱庭の中で自分の世界を表現する、ということを体験するこ
とを通して、自分の力で言語化する、というところに癒しや理
解、自己受容、自己認識そのた諸々の効果があると考えます。 

こちらでご提供する箱庭療法は治療ではなく健常者向け。自己覚
醒・自己認識・真実の自分とのつながりを深め、ご自身が本来持
っている内なる力を表し、気づきや癒し、理解を深めていくセッ
ションです。ヒーリングによる変容や覚醒のプロセスを促しなが
らのため、クライアントさんが潜在無意識につながり自己覚醒の
プロセスを体験していただきながら進んでいきます。 

河合隼雄先生はじめ、脳科学者：茂木健一郎先生も 
『箱庭療法は日本人に非常に合った療法だ』 
                 とおっしゃっています。 

★ セッション代金  セッション時間 １回 ６０分～

  
あなたがあなた自身の本来持っ
ている内なる力を表し、気づき
や癒し、理解を深めながらご自
分を深めていくお手伝いをさせ
ていただきます。 

★こんな方におすすめします 

² 自己理解を深めたい 
² なんだかわからないが前に進
めない 

² いろいろなセラピーをしてい
るが変化が感じられない 

² 恋愛や夫婦生活を改善してい
きたい 

² なんとなくうまくいってない
事をなんとかしたい 

² 人生の転換期を感じているが
どうしていいかわからない 

² 気持ちを整理したい 
² 男性性・女性性の問題 
² 人間関係、家族関係などに問
題を感じる 

² 仕事や職場についての不安が
ある 

² 子供への接し方に悩んでいる 
² 幼少期につらいことがあった 
² トラウマを感じているが癒せ
ない・手放せない 

² 前進したいのになぜかできな
い 

² 将来が不安 
² ただただ癒されたい 
² なんだかわからないが箱庭が
気になる。 

 

★セッションの流れ 
コンサルテーション後に箱庭の
砂でしばらくご自分と箱庭をな
じませていきます。 

初回はフリートレイ。クリスタ
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９０分 

【初回】２０,０００円（税抜） 
（継続セッションをお申し込みでなく、個別にうけられる場合２
回目も同額。３回目が 11000 円になります） 

【継続セッション】３回１セット （３回、６回、１２回など） 
１セット（３回）：５１,０００円（税抜） 
２セット（６回）：１００,０００円（税抜） 

SCS ワンデイスペシャルセッションの中に組み込めます。 
http://siriustribe.net/2834.html 

【陰陽師・ヒーリングオプション】箱庭セッションでの変容を加
速させたり、縁切りなどいっそ思い切って状況を変えたい時は陰
陽師セッションやその他遠隔ヒーリングなど効果的と思われるワ
ークを追加でご提案させていただくことも可能です。ご相談くだ
さい。 

＊全くの初心者、他で受けた事のある方問ずお申込いただけま
す。 
＊対面セッションのみ。（出張可。別途交通費＋出張費） 
＊治療を目的とした医療行為として提供するものではありませ
ん。 
＊未成年者へのご提供の場合、保護者の同意が必要となります。 
＊占いや診断、心理分析、解説をするものではありません。 
＊このセッションは英国 AIST（総合的箱庭療法協会）を始めとす
るプロのセラピストとして必須の倫理規約・行動規範に基づき、
守秘義務をもって臨ませていただきます。 

＜継続セッション＞月１回または２～３ヶ月に１回などのペース
でお受けいただけます。テーマをじっくりと掘り下げたり、メン
タルコンディションのチェックや、じっくりと向かい合う必要の
あるケースなど。１セット（３回）期間中はサポートヒーリング
やプロテクションなども受けられてお得です。 

＜遠方からの場合などワンデイも受付ます＞月１回や２ヶ月に
１回来れるかわからない。変容や進展を速めたい願望と覚悟のあ
る方など。 

午前中から始め、休憩を挟みながら１日に３回の連続セッションを行うこ

ともできます。状況によりますのでご相談ください。 

【陰陽師ワークとの組み合わせもおすすめ】 

変容プロセスを加速させたり、しがらみを断ち切る陰陽師セッションとの

組み合わせはオススメです（陰陽師ワークは縁結・縁切・開運・除霊など

を扱っています）じっくり人生の学びと向き合うのも良いですが、時に
はパン！とプロセスを加速させたり、ひとまず前進してみたり、
問題の渦の外に一旦出てみることに効果的です。 詳しくはお問い

合わせください。 

 

ルの含まれる砂に触れているだ
けでも深い癒しのプロセスが体
験できます。 

砂に触れて形を作ったりしてい
るうちに浮かんだ情景だった
り、表現したい風景・出来事で
あったり、あるいは直感で思う
まま、 

ただ感じるままに・・・オブジ
ェクトを使って箱庭に世界を作
っていきます。このプロセス・
体験も癒しになっていきます。 

箱庭を作り終えたら、セラピス
トと一緒にどんな世界か眺めて
いきましょう。自由に見守られ
ながら表現する事が重要なセラ
ピーです。 

セラピーとしての対話はしても
分析・判断は致しません。 

対話を通して気づき・覚醒・癒
し・自己認識がさらに高まりま
す。 

心理療法としての箱庭療法は治
療目的になるため１０回、２０
回という回数を必要とします
が、アルカディアでご提供する
箱庭療法はセラピーとして一般
向けです。 
しかし、ヒーリングや変化変容
を促すためのメソッドを用いて
おり、気づきや理解、変化が早
いのも特長です。 継続される
場合は３回を１セットでお申し
込みください。 

１ヶ月に２回、３回、あるいは
ひと月に１回など、プランを相
談して決められます。遠方から
来られる場合はまる１日（休憩
込み 6h＋ランチタイム）かけ
て３回をすることも可 

６時間まるまるセッション！
「SCSワンデイスペシャルセ
ッション」に組み込むとお得！ 
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スピリチュアル・コンサルテーション 
 
 

 

コンサルテーションは人生相談、スピリチュアルガイダンス、ス
ピリチュアルカウンセリングなど、よろずお悩み事相談メニュー
です。一人一人が特別な存在であり、宇宙からの祝福を受けた魂
（いのち）。その創造性・自己表現・自己認識・覚醒のサポートを
させていただきます。また、セッションや講習のお問い合わせで
個人的ご相談要素が多く含まれる際にご利用いただけます。 

じっくりとお話しいただき、ご自分のご希望や状況に合わせた内
容をご提案させていただく他、複数のメニューの組み合わせによ
る最適なセッションのご提案などもできます。 

★人生相談、心理カウンセリングやスピリチュアルガイダンス、
ご相談をされたい方。 

★どんなセッションを受けたらいいのかなどのご相談を承りま
す。状況をお話いただき、チャネリングなども交えつつ、お客様
の方向性を確認しながら行っていきます。 

以下は姉妹サイト:GAIA Phoenixのセッションのご相談に関す
る内容  

★シャーマンワーク、錬金術、陰陽師ワークやその他スピリチュ
アルセラピーなどのあなたに最適なセッションの提案をさせてい
ただきます。（組み合わせやタイミングなど・日数や料金を知りた
い方、ご相談をされたい方含む）。 お話を伺った上で適切なセッ
ションのご提案書を作成させていただきます。 

★また、お客様の状況やご要望にあわせたエネルギーの構築によ
るワーク／ヒーリングを受けられたい方のご相談を承ります。カ
リスマシャーマンの霊的権限により、軽い霊障はコンサルテーシ
ョンだけで解消される場合があります。 

 

  
通話、Skype、Zoomな
どを使ってのヒーリングセ
ッション付きコンサルテー
ションです。（対面も可） 

ご来店いただかずご自宅で受
けていただけます。 

Skypeならアルカディアの営
業時間外（朝、夜など）でも
お受けできます。 

※営業時間中の場合対面での
コンサルテーションも承りま
すがその場合は他のセッショ
ンやセミナーでお越しの際に
お願いします。 

【代金】 

A：コンサルテーション 40
分～60分程度・終日遠隔ヒ
ーリング付 15,000円 

終日遠隔ヒーリング付き。遠
隔ヒーリングはコンサルテー
ションの事前・事後どちらで
もお引き受けできます。ヒー
リングは無料となりますの
で、ヒーリング無しをご希望
でも値段は変わりません。 

B：コンサルテーション 40
分～60分 程度・遠隔ヒー
リング（3日間）付き    
20,000円 

遠隔ヒーリングを 3日間終日
継続するお得なメニューで
す。 

軽い霊障であればコンサルテ
ーションと 3日間の遠隔ヒー
リングで解消されます。 

実際にご来店いただく前に、
事前コンディションを整えた
り、 

心の扉を開きやすくしたり、
セッション当日のセラピーの
効果を促進するための事前セ
ッションとしてお使いいただ
く事も出来ます。 



 

8 

 

 

SCS 1Dayスペシャルセッション 
 
 

 

あなたのニーズに寄り添うカスタマイズセッション。 
エスシーエス（SCS）セッションとは『Spontaneous 
Consciously Synthesis』。直訳すると『自発的意識的統合』セ
ッション。 

お客様が自らのケアに積極的に参加してご自身が統合に向かうよ
うに、じっくりサポートさせていただきます 

アロマセラピー、箱庭療法、ヒプノセラピー、クリスタルヒーリング、
レイキなどのエネルギーワーク、クリスタルボウルヒーリング、クラニ
オセイクラルなどのボディワーク、かっさ療法、オーラセッション、チ
ャネリング、スピリチュアルガイダンスなどなど。どれも、私、武川が
自信を持ってご提供させていただいているものばかりです。 
（ノーブルサイエンス・ベーシックリーディングは除く） 

開業当初から、お客様のお話をじっくりと伺いながらスパイスを放るよ
うな対話で気づきを得られると、セッション前後のお話タイムも大変好
評をいただいておりました。とはいえ、時間の制限からじっくり伺う時
間の取りづらい昨今。次の予定の関係でそれ以上延長できないというこ
とも。また、多様なセラピーを１日で複数受けたいというお声もあって
誕生したワンデイセッションです。 

コンサルテーションでじっくりとお話を伺って、お客様と一
緒にセッションメニューの組み立てを行っていきます。 

意識的にご自分と向き合っていく来談者中心セラピーか、 
五感や身体そのものにアプローチするボディワーク系か、 
繊細なタッチとクリスタルなどのヒーリング効果によるエネルギーワー
ク系か、音の波動を心身の細部にわたって染み込ませ広げていくサウン
ドセラピー系か、 

ご提供できるセッションは武川の持てる技術と能力を駆使いたします。
どれも中途半端にならず習得したり、編み出してきた各種療法であるこ
とは、長年ご利用いただいているお客様方には特にご理解いただいてい
ると思います。 

軽いおしゃべりをたっぷりしたり、ゆったりとお休みみなっていたり、
おすすめセルフワークのプチレッスンをうけてみたり、時間が許す限り

  
このメニューに組み込め
る施術内容の一例 
＊箱庭療法セッション 

＊ノーブルサイエンス（ソーラー
リターン、パートナーシップいず
れか） 

＊ヒプノセラピー/心理カウンセリ
ング 

＊アロマ・アルケミーセッション
（MedicineTouch®アロマリーデ
ィング＆ヒーリング） 

＊クリスタル・アルケミーセッシ
ョン（クリスタルリーディング＆
ヒーリング） 

＊バイオコーディネーション（ク
ラニオセイクラル、レイキ） 

＊ヴァイタルメリディアンセラピ
ー（かっさ療法） 

＊レインドロップテクニーク（メ
ディカルアロマ） 

＊サウンドヒーリング（クリスタ
ルボウル、シャーマンドラムヒー
リング） 

＊カードリーディング＆セラコー
チング、チャネリング 

＊スピリチュアルガイダンス 

＊オーラセッション（オーラ写
真） 
etc… 

たとえばこんな内容に 

まったり癒されたい、緩まりた
い、 
もっと活き活きしたい、 
真剣に自分と向き合いたい 
心の闇を手放していきたい、 
人間関係で悩んでいる、 
トラウマを癒したい、 
自他の境界線を強めたい、 
方向性をはっきりさせたい、 
自分の可能性を知りたい・思い
出したい、 

心身のデトックスをしたい 
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お好きなようにお使いいただけます。 

アルカディアの各セッションが様々な技術のミクスチャーになっている
ことが多く、あるセッションの一部を抜粋して組み込んでいくといった
荒技にもお応えいたします。 

【時 間】午前１１時～午後５時 または午後１２時～午後６時  
所要時間：約５～６時間 

【料 金】５０,０００円（税抜）※ランチ代金込み 

品川神社参道や東海道品川宿のおすすめランチ（またはお茶タイム）
と、ご希望でセッションテーマに合わせてお作りするアロマ・ブレンド
オイルのお土産付。 

 

１日の流れ 

午前中のコンサルテーション後にランチタイム。 

午後からコンサルテーションで伺った内容から組み立てたメニューの施
術をさせていただきます。 

ご提供できるセッションは武川の持てる技術と能力を駆使いたします。 

セッションのあとはおしゃべりをしたり、ゆったりとお休みみなってい
たり、おすすめセルフワークのプチレッスンをうけてみたり、時間が許
す限りお好きなようにお使いいただけます。 

 

※キャンセルポリシー 

事前に代金をお振込いただきご予約確定といたします。 

ご予約日７日前までのキャンセルは全額返金いたします（振込手数料差
引額）。 

ご予約日６日前よりのキャンセルは事務手数料として８０％、残りの２
０％を返金いたします。（振込手数料差引額） 

ご予約前々日、前日、および当日のキャンセルはキャンセル料を１０
０％頂戴します。 

 

お申し込み・お問い合わせ 

アルカディア・ホリスティックヒーリング スクール 
http://www.siriustribe.net/ 
ガイア・フェニックス http://www.gaiaphoenix.net/ 
メール ： info@siriustribe.com または
hello.gaiaphoenix@gmail.com（ガイアフェニックス） 

 

 

思考をリセットしたい 
もっと喜びを感じていきたい 
気持ちの整理整頓がしたい   
などなど・・・・・ 

 

セッションの各内容はこの先
のページにてご参考いただけ
ます。 

詳しくはお問い合わせくださ
い。 

 

※ガイア・フェニックスのセッ
ション各種（シャーマン、陰陽
師、ドラゴン・フェニックス、
錬金術などのワーク）は SCS 
ワンデイスペシャルセッション
に組み込むことができません。 
同日にお受けいただくことはで
きますが、代金は別料金となり
ますことをご了承くださいま
せ。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サロン 

メニュー 

一例 

アロマセラピーとヒーリングを融合させた
オリジナル構成のリトリート・サロン 
傾聴とタッチングのディヴァイン・ラヴな
セラピーをぜひご体験下さい 
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IFA国際アロマセラピスト連盟認定ア
ロマセラピストによる本格的なメディ
カルなアロマセラピーとヒーリングが
融合したスペシャルメニュー各種。疲
労回復、自己同一を促し体と心と魂の
リハビリに働きかけ心身まるごとケ
ア。日頃頑張っているあなたをちょっ
とお休みさせて、あなただけの貴重な
『あなた時間』を取り戻しましょう♪ 
メディカルアロマヒーリング 
『メディスンタッチ®アロマセラピ
ー』 120分 
メディスンタッチ®はアメリカ・イン
ディアン：ラコタ族で修得したテクニ
ック「７Directions」を元に、長年の
セラピストキャリアによって生み出さ
れたアルカディアのオリジナルテクニ
ック。 
エッセンシャルオイルの微細なエネル
ギーとメディカルな作用を最大限に活
かしながら、クリスタルやハンドヒー
リングを用います。とても穏やかなロ
ングストロークとタッチングにより、
末しょう神経から脳へと働きかけ、深
いリラクゼーションとハートのブロッ
ック解放を促します。 
 
心身を緩めながらメディカルなアプロ
ーチでストレスの解放・自律神経やホ
ルモンバランス・免疫強化に働きかけ
ます。 
また、ネガティヴな感情からの解放、
気持ちのリフトアップなど心理面・感
情面にもよい効果があります。 
さらにエネルギー面にも働きかけ、
様々な作用に基づいて、あなたが「本
物のあなた自身」を取り戻していくサ
ポートになります。アロマセラピーと
ヒーリング体験の両方ご希望の方にも
お勧め。 
自分らしくありたい、自己価値を高
めたい、気力の充実、前向きに生き

2

たい、今向かい合っている問題への
理解や癒し、自己成長、人生理解、
ブロックの解放に。 

『メディスンタッチ©クリスタルア
ルケミーヒーリング』120分 
アルカディア開業当時から進化し続
けるタッチングによるエナジーヒー
リングの決定版。 
☆エネルギーボディ・メンテナン
ス・ミニ（エネルギー整体ミニ）が
ミックスされました。 
シャーマン、臨床パストラルケア（ス
ピリチュアルケア）ワーカーによる、
傾聴とタッチングのディヴァイン・ラ
ヴなハンドヒーリング。 

クリスタルヒーリングとハンドヒーリ
ングのミックスによって意識の深層へ
と癒しの波動を働きかけます。 

ヒーリング中に超自然的存在からの守
護・愛を感じたり、ハイヤーセルフ／
内なるガイド／本物の自分＝Selfに耳
を傾け、内なる気付きにつなげたり、
メッセージを聞いたりするかもしれま
せん。また、ヒーラーはヒーリング中
に受け取ったメッセージやヴィジョン
を元にクリスタルを選びながらヒーリ
ング。 
終了後にはメッセージやヴィジョンを
お伝えします。 

ただただ深いリラクゼーションと瞑想
によって原始無意識／集合無意識に漂
うだけでも価値があるでしょう。 

 

 

+ 

アロマセラピー
のエッセンシャ
ルオイル精油は
優れた薬理作用
によりメディカ
ルな効果（主に
免疫促進、細胞
成長促進、消化
器官活性、リン
パ排出、浄化解
毒など）が期待
できます。 
さらにトリート
メントによるタ
ッチングの効果
で繊細な神経、
感情、精神への
効果が著しく、
気持ちを明るく
し、あなた自身
を芯から輝かせ
ることができま
す。 

アルカディアで
使用する精油は
ヨーロッパなど
の病院でも使用
されている最高
級セラピューテ
ィックグレード
です。 
低温抽出によっ
て有効性分を壊
す事無く抽出
し、肌に直接使



 

 

傾聴とタッチングのディヴァイン・ラヴ
なヒーリングをぜひご体験下さい 

1

循環力をあげるスペシャルメニュ
ー 
 『ヴァイタルメリディアンセラ
ピー』   
五臓六腑に毒素をためない！ヴァイタ
ル・メリディアン・セラピー（以下
VMセラピー）は東洋医学の基礎であ
る陰陽五行の理念に基づいた療法によ
り、経絡を主としたアプローチで体の
外から内 側の深い部分へと働きかけ
て、気（エネルギー）の通りを良く
し、さらに精油とクリスタルエネルギ
ーの融合によって生命力の活性や毒素
排出／邪気浄化を促し ます。 

鍼灸のように、『抜いて補う』瀉補
の原理に基づくセラピー。 

中学伝統療法の「かっさ」の近代版と
もいえるヴァイタルメリディアンセラ
ピーは効果的に毒素排出と経絡活性／
バランスを整えます。さらにアロマセ
ラピーと組み合わせる事でエッセンシ
ャルオイルの薬理作用、エネルギー的
作用もプラス。 

陰陽のバランスを整えることで気の流
れを良くするだけでなく、ダイエット
／スリミング、不定愁訴の改善、自然
治癒力の向上、アンチエイジング効果
など が高いほか、感情や精神といっ
た心のケアにもつながり、エネルギー
のバランスを整えトータルケアを促し
ます。エッセンシャルオイルによる軽
いトリートメントとミックスされてい
ますので、より効果が実感できます。 

施術前半は「かっさ板」や専用のかっ
さ器具を使い毒素排出の働きかけ、 
後半は専用の温め器具で施術個所を温
めていきます。これがもう天国♪詳し
くはお問い合わせ下さい。 
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 『バイオコーディネーション』 
（エネルギー整体） 

気功整体やクラニオセイクラルセラ
ピー（頭蓋仙骨療法）などのモティ
リティワーク、モビリティワークを
ベースに様々なボディワークとヒー
リングをフュージョンしたオリジナ
ルのボディーワークメソッドです。 

モティリティとは組織がもつ自動
運動性のことで、セッションでは
それを微細な振動としてそれを捉
えます。 

セッションを行いながらモティリ
ティを通してお客様の自己調整力
（自然治癒力・生命力）にコンタ
クトし、緩めていくことで組織が
伸び伸びと本来の活動ができるよ
うにサポートしていきます。 

クラニオセイクラルセラピーは頭
蓋から背骨、仙骨へと流れる脳髄液
の流れを整えていくことで神経系の
バランス力を整え、自然治癒力を高
めます。また骨格のバランスも整い
やすくなります。 

このボディワークは体を引っ張ったり押
したりというアプローチではなく、あな
た自身の体・・・内臓や筋肉や骨、エネ
ルギーと対話しながら、やさしくゆった
りとボディ・マインド・スピリットの調
整・統合を促します。 

また、細胞に蓄積されたストレスやトラ
ウマの解放にもつながり、浄化にも働き
かけます。 

体のズレや不調のみならず、自然とチャ
クラが調整されて、感情面や、あなたが
本来持っている自由意志、活動力、愛の
力や直感力、洞察力なども回復していく
でしょう。 

特に女性は子宮・卵巣・腎臓・肝臓への
ケアは是非体験していただきたいと思い
ます。 

内側からの輝きを増し、ボディ・マイン

+ 
ヴァイタルメリディ

アンセラピーは目

に見える毒素『痧

（さ）』が出る事があ

ります。 

主に肩、背中など 

『痧（さ）』が出る部

分は気血の詰まり

を表し、出してしま

った方がよいとされ

ます。 

しかしながら、手技

の調整で出ない程

度の施術も可能で

すし、それなりの効

果もあります。 

気の流れのつまり

具合によって『痧

（さ）』の出方にいろ

いろあります。 
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ド・スピリットの統合によって、あ
なたらしい在り方へと導くこのワー
クで、あなたの輝くオーラにもっと
もっと愛と自由と喜びが宿っていき
ますように。 

施術の流れの一例 （状況により
前後したり、他のメソッドが入っ
たりします） 
 1.頭蓋骨の調整、骨盤の調整 
 2.脊柱など主にフォーカスしたい
部位 
 3.ハンドヒーリングを加えなが
ら、ゆらゆら揺れながら全体を緩め
ます 
4.クリスタルボウルヒーリング、頭
皮ケア 
5.近距離遠隔などの錬金術エネルギ
ーワーク、オーラ調整／チャクラ調
整 
6.グラウンディング 
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クリスタルボウル・アルケミーヒ
ーリング 

ダイナミックなサウンドに身を任せ
るヒーリング。 

横になってただ聞いているだけでボ
ディ・マインド・スピリット全てが
癒されていきます。 

クリスタルボウルはアメリカ、フィ
ンランドでは医療にも用いられる事
のある優れたサウンドヒーリングの
楽器です。 

50000Hzまで出ていると言われる
その音響波動は私達の骨髄などに含
まれる水晶の構成成分ケイ素と共鳴
し不純物を浄化。またその波動は感
情面においてもネガティヴな情報を
解除し、手放せてしまうパワーを持
っています。またそのパワーはチャ
クラやオーラに刻まれたネガティヴ
な記録を粉砕してふるい落としてし
まうほど。  

体・心・魂まるごと働きかけられる
素晴らしいツールなのです。 

水晶はエネルギーをプログラミング
／増幅／伝達する本質を持った鉱
物。常に深いレベルからニュートラ
ルな状態を保つように働きかけてく
れます。脳波をアルファ波に整え、
自己の本質、無限の可能性を引き出
します。また定期的に受ける事で脳
波の状態はアルファ波に安定しやす
く、それによって優れた集中力、洞
察力が引き出されたり、成功を引き
寄せたという結果もあるくらいで
す。 

現在クリスタルボ

ウル・アルケミー

ヒーリングは、ワ

ークショップ、セ

ミナーなどでミニ

バーションとして
行っています。 

クリスタルボウ

ル・アルケミーヒ

ーリングフルバー

ジョンのお試しに



 

 

ノーブルサイエンス(TM)

（旧マルチディメンショナル・ヒュー

マンデザイン） 
リーディングのご案内 

 

アルカディア 

ホリスティックヒーリング 

リトリート 

アルカディアはヒューマンデザインの基礎

を作り、MD ヒューマンデザイン創設者で

ある米国心理学博士エレノア・ポートナー

博士ならびに医学博士マーヴィン・ポート

ナー博士とコラボレーションした日本で唯

一のノーブルサイエンスツールを用いたパ

ーソナルリーディングとコースが学べるス

クールです。 

ノーブルサイエンス ジャパン  

オフィシャル HP 

http://www.noblesciences.jp 

生まれて持ったエネルギーの流れは人によって潜在的に
流れている部分とそうでない部分があります。体内のど
んなエネルギーがどこで発生してどこに向かって流れて
いるのかを知れば、自分自身についてたくさんの情報を

得ることができます。つまり、自分の身体を乗り物に例えると、あなたはドライバーのような存
在。このセッションで「貴方自身を使いこなす使用説明書」が分かります。そして、人との関わり
において（あるいは惑星の配置からの影響）、その乗り物をどのように操作していったらいいのかを
このセッションで解析していきます。 

当店ではヒューマンデザインシステム（HDS）という 1987 年に作られた手法に多次元層（旧マル
チディメンショナル・ヒューマンデザインシステム/ノーブルサイエンス）を融合して用いていま
す。 

物理、天文、遺伝学、生化学、易学、占星術、カバラ、チャクラシステムなど、科学非科学両方の
切り口から数年かけて学ぶ、日本ではまだ数少ないアナリストによって解析されている人格解析シ
ステムです。あなたが完全なる宇宙の一部である事を示すアカシックレコードを紐解く鍵となるで

ノーブルサイエンス・リーディング 

ノーブルサイエンス（MD ヒューマンデザイン） 

とは 

ヒューマンデザインを多次元層（マルチディメンショナル）で見ていくと、一人の人間は実
にたくさんのレイヤー（層）によってそのエネルギーの流れが構築されているのを見ること
ができます。従来のヒューマンデザインで用いられる「現実層」だけでは分からない『不調
和を調和に導く鍵』が多次元層にあります。マルチディメンショナルを応用することで、誰
もが自己において不調和を起こしやすい面を調和に導く鍵を持っていて、それは表面的なも
のだけで確認することができない部分でさえも気付きに繋げることが可能です。これによっ
て私たちは様々なレイヤーが一つに重なってこの世に存在している多次元的存在であること
がマルチディメンショナルで分かります。＊一人の多次元デザイン数は 4 つのレイヤーに 8 
種類＝32 パターンもあるのです！！それらが複雑な関わり合いによってバランスを保とうと
しています。 

表層だけに目を向ける従来のヒューマンデザインリーディングでは「権威」「決断（作戦）方
法」といったものが固定されてしまう面があります。人間は 1 つのタイプ、1 つの権威、1 
つの決断方法という固定では決められない、表層の部分だけでは計れないもっとユニバーサ
ルな部分があり、そこに大いなる可能性が含まれ、それらに人生における大いなる気付きに



 

 

●ベーシックセッション    
基本解説とノーブルサイエンス（マルチディメンショナル ヒューマンデザイン）による多次元層を統
合させた詳細解析、人生の後半期、そしてあなたの魂のテーマについて述べていきます。このリーディ
ングは一生に一度！ 貴重な時間となるでしょう！（SCS 1Day には組み込ませません）   

100～120 分 ￥35,000 

＊ 申し込み時に必要なもの：誕生日時（分まで）、誕生場所（市区町村まで）。分がかわるだけで内
容が大きく変わる場合がございます。正確なリーディングのために、時間が不明な場合はなるべ
く母子手帳等でお調べください。 

◆ リーディングでお渡しするもの◆ 解説パンフレット、チャート各種（ボディグラフ"現実層"、ヒュ
ーマンデザインマンダラ、マルチディメンショナルデザイン計 8 枚、トランジットなど）、解析内容を
録音したディスク（CD-ROM または音声データ）、オーバービューデータ、デザインから導き出された
『琴羽』10～20 個 

詳しくはホームページにご確認ください。 

アドバンスドメニュー（ベーシックセッションを受けられた方用） 

●ソーラーリターン・リーディング  

100～120 分 ￥18,000 

ベーシックセッションを受けられた方がお受けになれます。ソーラーリターンは誕生日から
約一年間のテーマをひもといていくリーディングで、その一年でどのようなタイプの人と出
会う可能性が高いか、その一年における学びはどのようなテーマとなっているかなどを解析
していきます。ヒューマンデザインでは誕生日の約三ヶ月前から無意識のレベルでは次年度
に向けての内省が始まる期間となりますので、お誕生月の三ヶ月前くらいから受けられるの
をお勧めします。 

■リーディング後お渡しするもの■ 

ソーラーリターンチャート（シングル 1 種、多次元層チャート 2種）、解析内容を録音した
CD-ROM 

 

●パートナーシップ・リーディング  

100～120 分 ￥20,000 

ベーシックを受けられた方がご家族など（生計がご一緒の方）とのパートナーシップ解析を
ご希望の場合はこちらのメニューで受けられます。パートナーシップ・リーディングはお互
いを補ったり強めている部分、あるいは妥協が必要な部分などを解析していきます。 

＊ パートナーの方のフルリーディングを行うものではありません。原則的にパートナーの方
も基本リーディングは受けてからこちらのメニューを選択されることをおすすめします。
（次の注意事項をお読みください） 
 

＊必ずパートナーの方のお名前、誕生日時、場所のご連絡をお願いします。 

＊ ベーシックにオプションでつける場合は 1 人のみとさせていただきます 

■リーディングでお渡しするもの■ 



 

 

エネルギーワーク専門サイト 『ガイア・フェニックス』  

http://www.gaiaphoenix.net 

ガイア・フェニックスはアルカディアの姉妹サイトです。 

シャーマンアプレンティス伝授講習、ドラゴン・フェニックスコミュニケーター伝授講習など、
エネルギーワークやチャネリングなどのワークを行いながらシャーマン的な活動をしていく伝授
講習、覚醒や変容を促していくエネルギーの錬金術ワーク、各種錬金術などの伝授講習。 

ヒーリング、変容・覚醒を促す各種セッションを取り揃えております。 

セッション 
■リフュージョンヒーリング®&ドラゴンプロテクションセット	

■レムリアングリッド®  ■ドラゴンフィード	

■魂の癒し・霊障解消ワーク	

■ローズチャクラ覚醒ワーク  ■ライジングフェニックス®  ■パワーオブメタトロン	

■古代文明の封印解除	

■コンサルテーション、受講・伝授後サポート	

伝授講習	

★シャーマンアプレンティス伝授講習：シャーマン的ライトワーカー覚醒伝授	

★地球の女神覚醒伝授講習：地球の母（ガイア）のエネルギー波動伝授	

★ドラゴンフェニックス・コミュニオン：龍・不死鳥らと高次元的につながり、	

コミュニケーションをとったり共に歩み共にワークするための伝授講習	

★ドラゴンフェニックス・エンライトメント：内なる龍性・不死鳥性の覚醒伝授	

	

セッション各種伝授 	

★ドラゴンフィード施術者伝授	

★ライジングフェニックス®施術者伝授講習  ★同トレーナー（伝授者）講習	

★ローズチャクラ覚醒ワーク施術者伝授  ★同トレーナー（伝授者）講習	

★パワーオブメタトロン施術者伝授 ★同トレーナー（伝授者）講習	

★ドラゴニックプロテクション施術者伝授	

★フェニックスリリーヴァー施術者伝授	

★リフュージョンヒーリング施術者伝授	

★紅蓮の羽根施術者伝授     ■アルケミカル・エリクサー伝授（錬金術基礎伝授）ほか	
	



 

 

+ 
ご予約申込み 

ご予約は午前 11 時〜午後６

時までの間でご希望のスター

ト時間から承っています。 

ホームページにてご予約状況

をご確認の上、ご希望日程を

お知らせ頂くか、メール／FAX

などでご連絡下さい。 

＊HP のご予約フォームペー

ジの他、HP の各メニュー詳細

にお申し込みフォームがござ

います。 

＊セッション中、セミナー中、

出張などで電話に出られない

事が多いため、上記方法にて

お知らせいただくか、留守番

電話に「お名前、お電話番号、

お問い合わせ内容」を録音し

てください。 

後ほどこちらからかけ直しさせ

ていただきます。＊電話番号

通知設定していただくと助かり

ます。時々録音のお声が小さ

いため、番号が聞き取れない

事がございます。その場合、

番号非通知ですと連絡が取れ

なくなってしまいますのでご協

力お願いいたします。 



 

 

+ 初心者からプロフェッショナルまで 
実技もふまえた多種多様なセミナーを開催しています 

1

アルカディアは現社団法人日本アロマ環境協会

アロマテラピーアドバイザー認定教室として 2001

年に開校しました。その後、表参道生活の木でも

アロマセラピー各種講座を開きながら、アロマセラ

ピー、クリスタル、エネルギーワークを中心とした

講座を展開。 以来多くの生徒さん、お客さまに

愛され、現在でも人間発達心理学や脳科学など

を踏まえた内容も盛り込んで、多種多様の講座を

開講しています。 

アルカディアの講座はテスト対策の様に必要な知

識だけを詰め込むのではなく、特にヒーリングワ

ークの様に各々の状況によって生まれる質問等

は様々であるため、できる限り個々のニーズに対

応できるよう少人数制、またはマンツーマンでの

実施です。皆様の人生において本当に役に立つ

知識や意識を作っていくためのスクール、セミナ

ーでありたいと考えています。 

2

開校時よりアロマセラピー、クリスタル、エネルギ

ーワーク・・・レイキヒーラー養成講座などをはじ

め、すべてのセミナーにおいて、手技手法ではな

く「自分としてのあり方」について問い、いつまでも

色あせる事無く『本物の自分』を探究しながら人

間成長を促す内容です。自己啓発に役立つ内容

と好評を得ています。 

マンツーマンまたは 2 名までの講座（日程自由設

定） 

＊レイキヒーラー養成講座 

＊内なる女神性覚醒プログラム（IGAP） 

少人数制講座（年１〜２回開講または２〜４名か

ら日程アレンジ可能） 

★2013 年よりアルカディアノオリジナルメソッド：メ

ディスンタッチ®のコース、クリスタルボウルヒーラ

ー養成コースなど各種セミナーも開催です。 

 



 

 

 各種セミナー    ※地方出張、コラボワークショップのご相談承っております 

サトルボディアロマセラピー 

アロマ・アルケミスト養成／認定

コース 

アルカディアは 2001 年より社団法

人日本アロマ環境協会認定アロマ

テラピーアドバイザー認定スクール

としてアロマテラピーの基礎講座を

開催していました。現在は同じ頃よ

り開催していたヒーリングとアロマセ

ラピーの融合した分野をご提供して

います。 

英国 IFA 認定アロマセラピストとして

のキャリアなどを踏まえた講義はボ

ディ、マインド、スピリットのホリステ

ィックな視野で学んでいく事が出来

ます。 

アロマセラピーを軸とした、ヒーリン

グ／癒しやスピリチュアルな事柄を

初歩から、また多様な癒しツールに

共通した理念、根底にあるものにつ

クリスタルセラピー 

クリスタルセラピスト養成コース 

パワーストーンとしても知られる天

然石。目映いばかりの美しい石達に

囲まれながら、深遠なる世界を垣間

みるベーシック講座は、私達の住む

地球に も多く含まれる石英のファ

ミリーを中心にしながら、その不思

議な魅力や構成、効果、歴史、使わ

れ方などについて学びます。 

石を使ったセルフヒーリング法や瞑

想法、各種色石についても学び、エ

ネルギーセンター（チャクラ）やオー

ラへの働きかけについても知識を深

めます。 

クリスタルセラピスト養成コースでは

美しくカットされたヒーリングストーン

各種を使って実際に他者ヒーリング

に用いていく技法を学びます。チャク

メディスンカードリーダー養成コ

ース 

「直観」と「想像力」を磨くチャ

ネリングツールとして人気が高い

「メディスン・カード」は、ネイ

ティヴアメリカンの世界観から生

まれました。野生動物たちはたく

ましく、時に雄々しく、時に無邪

気に、メッセージを伝えます。

生々しくも誤魔化すことなく生き

ているからこそ生まれてきたメデ

ィスン。 

それはどれもが実はとても深い愛

に満ちています。 

ネイティヴアメリカンが古来から

伝えるシャーマニズム的概念、神

話やセレモニーのお話も交えなが

ら 52種類の野生動物のメディス

ンについて学び、カードリーディ

ングをしましょう。 



 

 

～アメリカ先住民から伝わるメディスンアニマルを学ぶ～ 
The World of Animal Medicine ~メディスンカードリーダー養成コース～  

 
 
 
 
 
 
アルカディアの主軸４つの王国のなかの『動物界』の学び。ガイダンスとはその導きに従うので
はなく、そのメッセージから内なる気づきを導き出すものです。あなたの内なる気づき、自分の
中にある答えや人生のどの地点に自分がいるのかに気づくツールになります。 
 
野生動物たちはたくましく、時に雄々しく、時に無邪気に、メッセージを伝えます。 
生々しくも誤魔化すことなく生きているからこそ生まれてきたメディスン。 
それはどれもが実はとても深い愛に満ちています。 
ネイティヴアメリカンが古来から伝えるシャーマニズム的概念、 
神話やセレモニーのお話も交えながら 52種類の野生動物のメディスンについて学び、 
カードリーディングをしましょう。 

 
アメリカ先住民から伝わるアニマルメディスンを人生に取り入れましょう  
「直観」と「想像力」を磨くチャネリングツールとして人気が高い「メディスン・カード」は、ネイティヴアメリカ
ンの世界観から生まれました。  動物達からの教えやメッセージ。彼らの本質とコニュニケートすることによりそ
のパワーを呼び出す神聖な時間…。 

「メディスン・カード」のリーディングや、ネイティヴアメリカンの叡智に触れる数々のワークを通していま、必要
なガイダンスを受け取ってみませんか。   

【この講座について】  

ネイティヴアメリカンは人知を超えた力や、命あるものが生まれもった生命力といったものを指し、そして不思議だ
が役にたつものに「Medicine」があると考えました。※ここで言う「Medicine」とは薬とか医学のことではありませ
ん。 

道に迷う、雲行きを案じる、自分は一体どこに向かうのか？  導きはあるのか？  …人々は人生に起きるこうい
った問いにも Medicineのガイダンスを求めました。 

特にアニマルメディスンは励ましと導きになります。                         

このコースではメディスン・カードの解説にとどまらず、武川がネイティヴアメリカン居留区で、そして以来学び探
求してきたアニマルメディスンとそのオラクルメッセージについてもお伝えします。 

特に重要なアニマル（鷲、鷹、熊など）についてはより詳しくお話しできるかと思いますし、神話に登場するアニマ
ルもいますので、いくつかネイティヴアメリカンの神話もお話しできると思います。 

このコースを経ることでアニマルメディスンについての知識やパワーを得られるほか、人々へアニマルメディスンの
ガイダンスを伝えていく伝道者になれます。 

講師 武川郁子より 



 

 

詳細ページ http://siriustribe.net/3724.html 
 

【こんな方におすすめです】  

＊自分のことをもっと好きになりたい方  ＊ネイティヴアメリカンの叡智や世界観に触れたい方 
＊動物が大好きな方、アニマルコミュニケーターの方   
＊ヒーラー、チャネラー、セラピストなどスピリチュアルな職業の方     
＊クリエイティブな職業の方、およびクリエイティブな人生を生きたい方    ＊なんとなく気にな
る方 

 
6 回のクラスを通して、以下のような内容をお伝えしたり、受講生の皆様とワークを行います。
※この内容はあくまで予定です。受講生の進度に合わせて随時変更します。 

Medicine とは？ 
Animal Medicine について 
象徴と具体 
動物の生態とMedicine 
メディスンホイールワーク 
メッセージをひもとく、感じる 
53 枚のカードやシンボルを使ったリーディングや瞑想 
Animal Medicine を味方につけたい時 
Animal Medicine 瞑想 など 
メディスンアニマルオラクルストーンを使ってのワークやリー
ディングを楽しんだりすることも 
4 つの方位と 16の偉大なる神秘について、シャーマニズム、トリックスターなど 
自己探求の道のりと人生と今 
質疑応答    ＊毎回ペアを組んでの実習・実演・シェアリングがあります。 

お申し込みはこちら http://siriustribe.net/contact-seminar	
◎会場：スペースU （東急東横線 祐天寺駅から徒歩４分）祐天寺は中目
黒から各駅で一つ目 
◎会場：アルカディア （京浜急行新馬場駅から徒歩２分）新馬場駅は品川
から各駅で二つ目 
◎受講料： 
一括払い：120,000 円（消費税込） 
※分割払いよりも 8%(消費税分)お得です 
  分割払い：21,600×6 回（消費税込） 
◎持ち物：筆記用具、メディスン・カード（英語版 Medicine Cards でも
OK） 
＞＞メディスン・カードはAmazon などで入手できます 
 
お問い合わせ：アルカディア ホリスティックヒーリングスクール 
info@siriustribe.com 



 

 

 

 

 

 

 

Medicine Touch®はアルカディアの代表：武川がネイティヴ・アメリカンの居留区をはじめ東西の聖地巡礼、修行などによって得

た叡智と手技にアロマセラピー、クリスタルセラピー、そして東洋にこらいから伝わる叡智などを組み合わせたシャーマニックな

テクニックです。『アロマ・アルケミスト養成コース』『アロマ・タッチングセラピスト養成コース』の２段階に構成されています。 

『ノーブル・アロマ・ハンドタッチング２日間コース』 ※4名様以上で地方出張承ります。 

『「ケアの心、ケアのタッチング」によるハンドトリートメント。喜びを引き寄せる開運の手に！！ 
こちらはどなたでも受講していただける講座です。 アロマセラピー・ハンドトリートメントに、気の流れや、香り
の心理作用、繋がりなどを意識した、「ケアの心」と『喜びを引き寄せる開運力』をも活かした、優しいハンドトリ
ートメント。 

アルカディアならではの面白い材料を用いながら、Medicine Touch®の心を活かして優しいハートフルタッチのトリ
ートメント技術を学びます。 

エッセンシャルオイルのメディカルな作用だけでなく、エネルギー的な側面、そして何より、セラピーを行う側の自
由なスタンスを活かしていきます。 強く揉んだりするようなマッサージ的なアプローチではありませんが、心身の
疲れを癒したりリフレッシュ。 

そして気の流れを調え心身をリラックスさせるだけでなく、喜びを引き寄せる開運の手に！！ 

ハンドヒーリングをしている方はパワーアップにもなるでしょう！ 

※自宅サロン開業への導入はもちろん、ベッドや広いスペースがなくてもできるため、イベントなどでもできます。 

【日 程】：（全２回） 1～２名から受講相談受付しております。 
【時 間】：１回 ４時間程度 
【受講料】：18,０００円 （材料費込み） 
★事前に受講しておく講座などありません。 どなたでもご参加いただけます。 
★男性の場合はご夫婦、お知り合い、お友達同士であれば受講いただけます。 

講座内容一例 （全２回） 
アロマセラピーの個々の精油理論はありません。 アロマセラピー・トリートメントにお

ける禁忌や注意事項など、トリートメント技法については簡単に触れていきます。 

アロマセラピートリートメントとタッチングの叡智 
＊嗅覚と脳を楽しませる、休ませる 
＊タッチングとは？ タッチングの本来の意味 
＊香りのエネルギーとスピリチュアルな叡智 
＊タッチングによる様々な効果   etc 

気の流れとハートチャクラ 
＊手の反射区と経絡 
＊ハート・チャクラ 
＊繋がるとは？   etc. 

リートメントとタッチングの叡智 
＊嗅覚と脳を楽しませる、休ませる 
＊タッチングとは？ タッチングの本来の意味 
＊香りのエネルギーとスピリチュアルな叡智 etc..

Medicine	Touch®ノーブル・アロマ・ハンドタッチング 

２日間コース （受講相談受付中） 



 

 

 

 

アロマ・アルケミスト養成コース Basic  詳細ページ http://siriustribe.net/2894.html 

アロマセラピー（芳香療法）×錬金術（変容と覚醒） ※2017 年は祐天寺、北品川 同時
開催 

このコースを終えることでアロマ・アルケミーリーディング（1本、3本、4本）ができるように
なります。 

嗅覚・脳科学・意識・量子学の側面からも学びつつ、陰陽五行・４大エレメントや心理学的・錬
金術的変容と覚醒について、リーディングの基本とそれに用いる 40 種程度の精油との対話を行い、
MedicineTouch、アロマ・アルケミーについて学びます。 

人生を歩んでいく上で起きるトゥルーセルフとエゴの分離と統合、ダイナミック・グラウンドや
スピリチュアルエマージェンシーといった事柄に触れながら、香りが起こす変容と覚醒の奇跡を
メッセージとともにご提供していくセラピスト養成となります。 

修了後は MedicineTouch®アロマ・アルケミスト・リーディングセラピスト認定。 

メッセージと意識を合わせる精油の香りとの対話  全 40種 

 

1.コース概要 
メディスンタッチとは？ 
＊アロマアルケミーの実態（錬金術とは） 
＊錬金術的変容プロセス 
（賢者の石の錬成） 
＊キーワードを導き出す 
＊リーディングのコツと進め方 
＊1本リーディング 練習 

2. 嗅覚と脳、神経（脳科学の側面から） 
＊嗅覚と意識と脳と 
＊なぜ香りと意識が引き合うのか 
＊河合隼雄先生の箱庭療法による概要か

ら 
＊3本リーディングとは、練習 
＊香りをクライアントにどう使っていくか 1 

3.四大エレメントほか＊量子学と意識 
＊四大各エレメントの特徴について 
＊4本リーディングとは、練習 
＊香りをクライアントにどう使っていくか 2 
＊プロテクション・クレンジングミストつくり 
＊オーラクレンジングとその意義 

4.錬金術・錬丹術 
＊陰陽五行における変容過程 
＊陰陽五行と四大の共通点と違いと 
アロマアルケミーにおける定義 
＊リーディングを深める 
＊リーディング実習 1本〜4本 
＊香りをクライアントにどう使っていくか 3 

Medicine	Touch®アロマ・アルケミスト養成コース 



 

 

5.心理学的変容プロセス 
＊ダイナミックグラウンド 
＊スピリチュアル・エマージェンシー 
＊自他の境界線、プロテクションとは何

か？ 
＊香りをクライアントにどう使っていくか 4 

6.芳香蒸留水の蒸留体験・まとめ 

蒸留器を使った芳香蒸留水の作成 
錬金術の体験的実践 
(作った芳香蒸留水は参加者でシェア) 
※蒸留する植物はローズを予定。 
状況により変更の可能性あり 

質疑応答 

ペアを組んでの実習・実演・発表 ほか 

【時 間】：全６回  １回６時間  

（例：１０：００～１７：００、途中ランチタイム、休憩あり） 

【受講料】： １２０,０００ 円（別途消費税かかります） 

※日程アレンジ開講の場合はお問い合わせください。 

現在、祐天寺・北品川合同開催が優先となっています。 

 



 

 

+ 

+ 

 

1

クリスタルボウルは水晶でできた器型

の楽器。 それは人間の可聴範囲を超

えた非常に幅広い周波数を発し、体内

の水分を介して細胞に作用したり、心

のブロックを解きほぐしたりする不思議

なパワーを持っています（一部欧米に

て臨床結果あり） 叩いたり、回したりし

て誰にでも奏でられる楽器ですが、 そ

のサウンドとエネルギーを伝えるのは、

2

ただ音を慣らすのとはちょっと違います。 

 

なぜクリスタルボウルを習うのか？  

それは、クリスタルボウルから奏でられる

音色や演奏中の状態などを講師が客観

的にチェックする事で、自分の本質や癖、

ブロックに気づいたり、本当に自分が何

を演奏で表現していきたいのかを明らか

アルカディアのオリジナルカリキュラムによるクリスタルボウルや香り、天然石

を使ったヒーリングメソッドなども学べるコース。 

アルカディア 
ホリスティックヒーリング 
サロン ＆ スクール 

実践重視のヒーリング

ワーク的演奏。 

聞かせる演奏から伝

える演奏へ！ 

 

クリスタルボウル・ヒーラー 

クリスタルボウル演奏家 

養成コース 

セルフヒーリング、空間

やオーラのクリアリング

とプロテクション、 

潜在無意識の階層と

脳波、香りの応用基

Basic 

自宅サロン開業、他者

ヒーリング、インスピレ

ーションアップ。クリスタ

ルボウルのサウンドを

届けるテクニック、癒し

方を深めて演奏のスキ

ルアップを行います。

香りの応用アドバン

ス。クリスタルグリッド

Advance 

コンサート開催に向け

た演奏家としてのテク

ニック。 

多数のボウルを使いこ

なす演奏。 エネルギ

ーをさらに広げて演奏

Professional 



 

 

1

開講希望受付中 

１名から４名まで日程アレンジ開講 

御相談下さい。※地方出張ご相談承

ります。  

お問い合わせ、お申し込み： 

アルカディア・ホリスティック 

2

      ヒーリング スクー

ル       

E-mail :  s ir iustr ibe.net 

TEL:FAX : 

０３—５４７９−５３６４ 

携帯電話： 

０９０—８５１８−９８６９ 

140-0001 品川区北品川２丁目 

 JR 品川駅乗換  

じっくり向かい合って。 

じっくり体感して。 

じっくり学んで。 

1

★ベーシッククラス： 
クリスタルボウル・ヒーラー養成
講座１合計８時間 ２～３日間 
受講料金：５００００円  
クリスタルボウルの基礎知識、演
奏の仕方、セルフヒーリング、空
間やオーラのクリアリングとプロ
テクション、潜在無意識の階層と
脳波、香りの応用基礎、他。 
卒業すると、自己ヒーリングや身
近な人へのヒーリングができるよ
うになります。 
＊クリスタルボウルは受講時当ス
クールにてレンタル可能。すでに
お持ちの方は１個～２個あれば自
宅学習もできます。  
お持ちでない方はこちらで（クラ
シックフロスト）をご購入いただ
けます（事前注文／種類は選べま
せん） 
 
★アドバンスドクラス： 
クリスタルボウル・ヒーラー養成
講座２合計１０～１２時間 ３～
４日間 
受講料：９００００円  

2

 
他者ヒーリングメソッド、エネ
ルギーを伝える演奏、自宅サロ
ン開業 
他者へのヒーリングセッション
を中心に、オリジナルな演奏ス
タイルを見つけ、他者へとエネ
ルギーとしての 
クリスタルボウルのサウンドを
届けるテクニック、癒し方を深
めて演奏のスキルアップを行い
ます。 
香りの応用アドバンス。クリス
タルグリッドを使った演奏など
も。 
 
＊クリスタルボウルは受講時当
スクールにてレンタル可能。す
でにお持ちの方は３個～５個あ
れば自宅学習もできます。  
お持ちでない方はこちらで（ク
ラシックフロスト）をご購入い
ただけます（事前注文／種類は
選べません） 
 

3

クリスタルボウルと繋がる 
サウンドヒーリングについて 
委ねる、 
瞑想法、呼吸法、自分の五行を
スタイルに活かしてみる。 
オーラ、チャクラとクリスタル
ボウルの関係性 他 
 
★プロフェッショナルクラス： 
クリスタルボウル演奏家養成講
座 
合計１５時間 ５日間 
受講料：１５００００円  
 
プロの演奏家としての学びを深
めるレッスン。コンサート開催
に向けた演奏家としてのテクニ
ック。多数のボウルを使いこな
す演奏。 エネルギーをさらに
広げて演奏するテクニック。イ
ンプットとアウトプット。 
オリジナリティ溢れる演奏スタ
イルを確立しながらエネルギー
的な学びも深めます。 
 



 

 

+ 

傾聴とコミュニケーションセミナー、自分の価値観探究セミナー 

よりよい自己探求と他者との交流に関係するセミナー。人の心と接するお

仕事の方（セラピストやヒーラー）はもちろんの事、真剣に本物の自分、自

分らしい生き方、自己実現を探求したい方にもおすすめのセミナーです。人

間発達心理学をベースに、自分の経験に精通する事からはじまり、自分

に、そして他者に全身で耳を傾ける事を重視しています。言葉に含まれる

チャクラ、陰陽五行、トーラスエナジェティックなど 

私達の中心を貫き天地を繋げ、様々な影響をおよぼしているチャクラをはじ

め、陰陽五行や私たちを取り巻く環境と私たちのエネルギーの流れ、デトッ

クス（浄化）など、多様な切り口からのワークショップをご用意しています。

どれもアロマセラピーなどとの組み合わせで学べます。実技付きのワーク

ショップはその日からご自身やご家庭などでご活用いただけます。チャクラ

ワンデイワークショップ 

アルカディアではではワンデイワークショップを開催しています。まずは体
験してみたい方、アルカディアがどんな所か興味のある方、全くの初心者、
物作り好きな方、大・大・大歓迎です！ぜひお気軽にご体験ください。 「聖
なる塗油 Sacred Anointing Oil 作り」をはじめとする『聖なるシリーズ』、お
香作り、ドリームキャッチャー作り、シャーマンワンドつくり、ホピの砂絵作り
など、物作りやアレンジメントを通して瞑想的時間を過ごしたり、内なる気付
きを高めたり、子供心に戻って純粋さを取り戻すワークショップを多数開催
しています。 糸かけ曼陀羅、ビーズクラフト、万華鏡つくりなどゲスト講師
によるもの作りワークショップも大人気です。 

ノーブルサイエンス（マルチディメンショナル・ヒューマンデザイン） 

ノーブルサイエンスは本来の自分を生きるために備わっている内面的能

力、自分の信念や良心、価値観を責任もって具現化していく道しるべです。 

スピリチュアルな希望、価値観の実現へと動かすパワーであり、トンネルの

様な複雑な現実を切り抜けていくサポートをセッションを通して行っていま

す。ベーシックセッションからさらに自己探求、自己理解をしたり、他者のチ

より楽しく、より深く 
人生における自己探求は、はつらつとした輝かしい人生、本物の自分を生きる鍵。しかしながら自問自

答だけでは難しい。 



 

 

+ 
セミナー 

各種 

少人数セミナーは年１〜２回

開催。またセミナーによって、

個人受講または人数が集まっ

た場合に日程アレンジで開講

が可能です。お問い合わせは

随時受け付けておりますの

で、お友達もお誘い合わせの

上受講されて下さると幸いで

す。 

レイキヒーラー養成講座、内

なる女神性覚醒プログラムに

関しては原則的にマンツーマ

ン（または２名まで）での開講

です。 

サロンのご予約状況の空き日

からお好きな日程を選んで受

講できます。 

 

それぞれのセミナーには材料

費なども含まれています。 

セミナー日程の振替につい

て 

少人数制講座は原則的に 1

回お振替可能（無料）です。 

サロンやセミナーのスケジュ

ールと擦り合わせの上希望日

の設定 

サトルボディ・アロマセラピー講座（※4名様以上で地方出張承ります） 
＊本講座修了者はご希望でアロマ・アルケミスト養成コースへ進めます。 

【日 程】：年１回〜２回  （全３回） ★２〜４名から日程アレンジで開

講も可能 

【時 間】：午前１０時～ 長午後６時頃（回によっては早く終了。途中休

憩が入ります）【受講料】：66,000 円税込 

（クリスタルワンド、ペンデュラム、チャクラヒーリングストーン付） 

http://siriustribe.net/21.html 

クリスタルセラピー・ベーシック講座（※4名様以上で地方出張承ります） 

【日 程】：年１回 夏期開催 （全 4 回） ★２〜４名から日程アレンジで

開講も可能 

【時 間】：午後 1 時～ 大午後 6 時頃（回によっては早く終了。途中休

憩が入ります）【受講料】：50,000 円（８つのチャクラヒーリングストーン

付） 

＊セラピスト養成コースについては別途お問い合わせ下さい。 

http://siriustribe.net/62.html 

ワンデイワークショップ各種 

【日 程】：毎月または隔月開催 内容は 毎回メルマガやホームページ

でご確認下さい 

【時 間】：午後 1 時～午後 5 時〜6 時頃      

【受講料】：5,500 円〜（材料費によって変動あり） 

http://siriustribe.net/category/seminar/onedayworkshop-top 

陰陽五行講座、女神に捧げるレシピつくりといった内容から、ドリームキ

ャッチャー、シャーマンワンド、シャーマンフェザーワンド、手作りインセ

ンス、塗油、匂い袋などのものつくり各種 

ノーブルサイエンス入門コース（※4名様以上で地方出張承ります） 

【日 程】：原則的に年１回開催 （全２回） ★1 名から個人受講も可能 

【時 間】： 各回４時間程度      

【受講料】：50,000 円 

＊カウンセラー養成コースは入門〜基礎受講後アドバンス〜マスター

へと進みます。 

別途お問い合わせ下さい。 

レイキヒーラー養成講座（ファースト、セカンド、サード） 

【日 程】： 1 名から個人受講可能。ご希望日程ご相談の上開講いたし

ます。 

【時 間】：スタート時間は午前 11 時、午後１２時、１時から選択 １段階

５時間 〜  

【受講料】：ファースト 28,000 円、セカンド 30,000 円 サード 35,000 円 

＊１回１段階で進んでいきます。 受講料はお得なセット値引きあり。 

＊レイキ勉強会（レベル１、レベル 2 とも年 3 回ずつ開催）やティーチャ

ーディグリーに関しては、お問い合わせまたはホームページで。 

http://siriustribe.net/136.html 

内なる女神性覚醒プログラム 

開催日程などはレイキと同じくマンツーマンです。詳しくはお問い合わ

せ下さい。 

http://siriustribe.net/440.html 



 

 

+ 
セミナー 

お申込み 

少人数制セミナーの開講日程

はメールマガジン、ホームペ

ージ、お店で配布のお知らせ

チラシにてご確認いただけま

す。お問い合わせは E メール

やホームページのお問い合わ

せフォーム、FAX などが確実

です。 

セッション中、セミナー中は電

話に出られないため、上記方

法にてお知らせいただくか、留

守番電話に「お名前、お電話

番号、お問い合わせ内容」を

録音してください。 

後ほどこちらからかけ直しさせ

ていただきます。＊電話番号

通知設定していただくと助かり

ます。時々録音のお声が小く

番号が聞き取れない事がござ

います。その場合、番号非通

知ですと連絡が取れなくなっ

てしまいますのでご協力お願

いいたします。 

セミナー日程の振替につい

て 

少人数制講座は原則的に 1

回お振替可能（無料）です。 
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+ 

輝く未来のため 

今を生きる 

アルカディア ホリスティックヒーリング リトリート 

サロン／スクール  140-0001 東京都品川区北品川 2-11-11  TEL/FAX 03-6326-4762、090-8518-9869 

Web :  ht tp：//www．sir iust i rbe .net     E-mai l :  in fo＠sir iust r ibe .com 

 


