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***** バッチ博士のフラワーエッセンス基礎講座 *****

●フラワーエッセンスの最前線で長年リードしている２名の講師陣が直接指導し、総時間、習得内容をはじめ、「現場で必ず

モノになる質の高い教育を、良心的な受講費で提供する」 事を心がけております。

●おひとりおひとりが理論を理解し、技法をマスター出来る迄、丁寧に指導するプログラムを実現している事から、多くの経験

者やプロの方も学びに来られています。

●講座内外での講師による細やかなフォロー（無料）には定評があり、毎期、たくさんの感謝のお手紙を頂いております。

●これまで、多くの受講生が大きく変容しています。講座体験談は、多数、弊社サイトに掲載中です。

●プロのセラピストとして開業している卒業生も多数おられます。この講座でも、卒業生がサブ講師を務めています。

～ 「ハートサポートシステムのフラワーエッセンス講座 全体のご案内」も、併せてご覧下さい ～

***

*** 基礎講座の３つのレベル ***

▲「入門レベル」・・フラワーエッセンス全般・バッチフラワーエッセンスの基礎▲

▲「体験レベル」・・・サトルアナトミー（微細エネルギー解剖学）・フラワーエッセンスリーディング＆ヒーリングの基礎▲

▲「実践レベル」・・・フラワーエッセンスリーディング＆ヒーリングの実践▲

*******************************************************************

*** 入門レベル ***
～ フラワーエッセンス全般・バッチフラワーエッセンスの基礎 ～

*フラワーエッセンスの基本理論と実技*
▲「体験レベル」または「実践レベル」を受講する初心者・・・「入門レベル」の受講が必要です。

▲「マウントフジフラワーエッセンス基礎講座」受講予定の、フラワーエッセンス初心者にもお勧め致します。

《日 時》
下記のいずれかを選択下さい。

●火曜昼間クラス ８月２１日（火） １２：３０～１５：３０ （３時間）

●火曜夜間クラス ８月２１日（火） １８：３０～２１：３０ （３時間）

《参加費》 ５０００円（用紙テキスト込） （再参加 ２５００円）

《内 容》
【講義】
◎フラワーエッセンスの基本理論

・フラワーエッセンスとはどのようなもの？

・フラワーエッセンスに類似した癒しの発生・歴史・考え方・作用する領域

・フラワーエッセンスはどのようにして作られる？

・マザーボトル（太陽法・ボイル法・その他）・ストックボトル・ミックスボトル・自然界の元素

・創り手の意識

・フラワーエッセンスはどのようにして使う？

・回数、量、タイミング、期間、初期反応、保管法・飲用以外の使い方・間違いやすい事柄・似た療法との違い等

・フラワーエッセンスはどのようにして選ぶ？

・世界中で行われている様々なリーディング技法とそれぞれの特徴

◎最も活用されている緊急時用エッセンス（５フラワーエッセンス、その他）について

・作用・使い方・単体で使うケース・ミックスボトルに加えて使うケース・飲用以外の使い方等

【実技】
◎ボトルリーディング

あなたが現在持っているテーマをサポートしてくれるバッチフラワーエッセンスを、自分自身で選びます。

◎ヒーリング

選んだバッチフラワーエッセンスを使い、講師によるヒーリング誘導で、深いリラクセーションと癒しを体験します。

〈持 物〉
・筆記用具 ・身体にかけるバスタオル（ヒーリングの際、横になります）

講座の実技風景
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〈教材割引〉
・希望者には、書籍、ヒーリングハーブ社のバッチフラワーエッセンス単品、４０本入フルセット、クリーム、浄化外

用ストックボトル、エネルギーペネトレーションペンダント（ＥＰＰ）、各種空ボトル他の関連製品が、教材割引、

会場割引による特別価格にてお買い求め頂ける機会を設けております。

・他ブランドのエッセンス、各種ヒーリンググッズ等も、会場特別価格にてお求め頂けます。

〈終了証の発行〉
・受講後、アンケートを提出された後に発行致します。

〈次レベルの受講資格について〉
・「バッチ博士のフラワーエッセンス基礎講座・体験レベル」または「バッチ博士のフラワーエッセンス基礎講座・実

践レベル」を受講頂けます。個々の方の目的により、ご選択下さい。

*******************************************************************

*** 体験レベル ***
～ サトルアナトミー（微細エネルギー解剖学）・フラワーエッセンスリーディング＆ヒーリングの基礎 ～

*フラワーエッセンスによるエネルギーワークの基本理論と実技*
▲バッチフラワーエッセンスの基本知識がある方･･･「入門レベル」をスキップして、「体験レベル」から受講頂けます。

▲「実践レベル」を受講するサトルアナトミー（微細エネルギー解剖学）初心者・・・「体験レベル」の受講が必要です。

《日 時》
下記のいずれかを選択下さい。

●火曜昼間クラス ８月２８日（火） １２：３０～１５：３０ （３時間）

●火曜夜間クラス ８月２８日（火） １８：３０～２１：３０ （３時間）

《参加費》 ７０００円 （無料ミックスボトル１本付 ・ 用紙テキスト、専用チャート込） （再参加 ４０００円）

《内 容》
【講義】
◎フラワーエッセンスのサトルアナトミー（微細エネルギー解剖学）的見地からの基本理論

・サトルアナトミー（微細エネルギー解剖学）の理論から見たフラワーエッセンスとはどのようなもの？

・エネルギーとは？・・・現象化したものとその背後にある領域との関係

・サトルアナトミー（微細エネルギー解剖学）とは？・・・チャクラ 、オーラ 、エネルギーボディ（サトルボディ）、

プラーナ、四大元素についての基本理論

【実技】
◎ボトルリーディングとミックスボトルの作成

講師中沢あつ子（パビットラ）の著書「バッチ博士のフラワーエッセンスガイドブック」フレグランスジャーナル社

刊に掲載されている、「専用チャート」を使ってバッチフラワーエッセンスを選ぶペンジュラム技法を習得します。

また、リーディングされたボトルから、ミックスボトルを作成します。

◎エネルギーヒーリング

作成したミックスボトルと「エネルギーペネトレーションペンダント」（ＥＰＰ）を使って、

エネルギーボディ（サトルボディ）とチャクラをヒーリングします。

ヒーリングを与える側、受け取る側の両方を体験する事が出来ます。

〈持 物〉
・筆記用具 ・身体にかけるバスタオル（ヒーリングの際、横になります）

・テキスト「バッチ博士のフラワーエッセンスガイドブック」（定価税込１８９０円 → 受講生価格１５００円）

＊お持ちでない方は、会場にて、受講生価格にてご購入頂けます。

〈教材割引〉
・希望者には、書籍、ヒーリングハーブ社のバッチフラワーエッセンス単品、４０本入フルセット、クリーム、浄化外

用ストックボトル、エネルギーペネトレーションペンダント（ＥＰＰ）、各種空ボトル他の関連製品が、教材割引、

会場割引による特別価格にてお買い求め頂ける機会を設けております。

・他ブランドのエッセンス、各種ヒーリンググッズ等も、会場特別価格にてお求め頂けます。

〈終了証の発行〉
・受講後、アンケートを提出された後に発行致します。

〈次レベルの受講資格について〉
・「バッチ博士のフラワーエッセンス基礎講座・実践レベル」を受講頂けます。

ｴﾈﾙｷﾞｰﾍﾟﾈﾄﾚｰｼｮﾝﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ
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*******************************************************************

*** 実践レベル ***
～ フラワーエッセンスリーディング＆ヒーリングの実践 ～

*自他に行う「フラワーエッセンスセラピー」の理論と実践*
▲バッチフラワーエッセンス・サトルアナトミー（微細エネルギー解剖学）の基本知識がある方･･･

「入門レベル」・「体験レベル」をスキップして、「実践レベル」から受講頂けます。

▲プロ志望者にもお勧め致します。

《日 程》
９月期 ９月４日、１１日、１８日、２５日、１０月２日、９日 （火） 全６回

●火曜昼間クラス １２：３０～１５：３０ （３時間）

●火曜夜間クラス １８：３０～２１：３０ （３時間）

＊プロ仕様の基礎レベルをカバーする、一般的な初級～中級に値し、総時間と内容からみて、良心的受講費となっております。

《参加費》 ４２０００円 （無料ミックスボトル６本付 ・ 用紙テキスト込） （再参加２１０００円）

●８月３日（金）１８：００迄に一括ご送金の場合の早期割引・・・３６０００円 （６０００円引）

＊日本ホリスティック医学協会認定生活習慣病予防士・予防指導士、日本アロマコーディネーター協会会員・

受講生は、仮予約時に申請された場合「バッチ博士のフラワーエッセンスプロ養成講座」、「マウントフジフ

ラワーエッセンス基礎講座」、「マウントフジフラワーエッセンスプロ養成講座」受講費が１０％引となりま

す（早期割引との併用不可）。「バッチ博士のフラワーエッセンス基礎講座」は通常料金です。

《内 容》
【講義】
◎３８種類のバッチフラワーエッセンス・・・７つの心理カテゴリーに分類して

○自分や近しい方にフラワーエッセンスを選ぶ事、あるいはいずれプロになる事を意識して、人間の７つの基本心理

を学ぶと共に、心理の背後にある信念、パターン、過去の体験、関連する病理、レッスン、長所を活かす方法、エ

ネルギー状態にも目を向けます。

・恐れ ・不確かさ ・現在の状況に充分な興味を持てない ・孤独 ・考えや環境に対しての過剰反応

・落胆と絶望 ・他人を気にし過ぎる

◎サトルアナトミー（微細エネルギー解剖学）の理論・・・フラワーエッセンスが働きかけるメタフィジカルな次元を理解する

・７つのメジャーチャクラ ・信念体系を司るマイナーチャクラ ・７つのエネルギーボディ（サトルボディ）

・女性性と男性性 ・過去、過去世、家族や家系等の集合的事柄

【実技】
◎バッチフラワーエッセンスのボトルリーディングとエネルギーリーディング・・・プロ仕様の基礎を自分自身・他者に

○世界中でバッチやそれ以外のフラワーエッセンスの専門家が活用している、リーディング技法の基礎を習得します。

○国内外で心理療法、カウンセリング、ボディワーク、メタフィジカルワークに長年携わっている弊社ならではの技

法も習得頂けます。

○これらの技法は、様々なブランドのフラワーエッセンス、ヴァイブレーションエッセンスに活用する事が出来ます。

・ペンジュラム・精密筋反射試験（ｷﾈｼｵﾛｼﾞｰ）・花カード・インチュイティブインテリジェンス・カウンセリング

・メジャー＆マイナーチャクラリーディング・エネルギーリーディング・ハートチャクラリーディング

《技法のメリット》

○特殊なケースに。

・言葉で状態をうまく説明出来ないケース、お薬等の物理的要因で本来の状態が抑えられているケース等において

的確なボトルをリーディングする。

・動植物、赤ちゃん、モノ（クリスタル、アクセサリー等）、場所（部屋、建物、敷地等）に、的確なボトル、的

確な使用法をリーディングする。

・繊細で感受性の強いクライエントに、希釈度、１回の使用滴数、１日の使用回数、使用期間を特定する。

・特別な条件（初期反応が強く出ない、家族で共有する等）設定下で、必要なボトルをリーディングする。

○エネルギーワーク・ヒーリングに

・リーディングされたボトルが対応するチャクラ、関係している身体の部位を特定する。

・超感覚を使って自分のエネルギー状態を認識し、言語化する。

・マインドを超えた「インチュイティブインテリジェンス」から応答を得る。

○セラピストとしての基本的な在り方の下地作りに

・センタリング、ニュートラルな在り方。

・クライエントにただ寄り添う事 ・傾聴する事 ・ありのままを受容する事 ・「鏡のように」在る事

・ハートと共に在る事。

講座の実技風景
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・クライエントへの声かけ、言葉による誘導。

・クライエント体験を通した、安全なスペースでの自己開示。
◎バッチフラワーエッセンスによるセラピー＆ヒーリング・・・・・プロ仕様の基礎を自分自身・他者に

○バッチフラワーエッセンスによるセラピー、ヒーリングの基礎を習得します。

○最先端のセラピーやヒーリングに精通している弊社ならではの、「エネルギーペネトレーションペンダント」（ＥＰＰ）をはじめ、

高い作用が認められる技法を駆使します。

・色の振動と保護オーラ ・過去、現在、未来を癒す ・生命エネルギーを活性化する

・天と地のエネルギーを受け取る ・過去の書き換え ・望む現実の引き寄せ

・エネルギーボディ（サトルボディ）とチャクラの調整 ・ハートを開く ・インナーチャイルドの癒し

〈持 物〉
・筆記用具 ・身体にかけるバスタオル（ヒーリングの際、横になります）

・テキスト「バッチ博士のフラワーエッセンスガイドブック」（定価税込１８９０円 → 受講生価格１５００円）

「バッチ博士のフラワーエッセンスのシステムを基本に」（定価税込１０５０円 → 受講生価格７００円）

＊お持ちでない方は、会場にて、受講生価格にてご購入頂けます。

〈教材割引〉
・希望者には、書籍、ヒーリングハーブ社のバッチフラワーエッセンス単品、４０本入フルセット、クリーム、浄化外

用ストックボトル、エネルギーペネトレーションペンダント（ＥＰＰ）、各種空ボトル他の関連製品が、教材割引、

会場割引による特別価格にてお買い求め頂ける機会を設けております。

（「プロ養成講座」に進まれると、更にお得な掛率となります）

・他ブランドのエッセンス、各種ヒーリンググッズ等も、会場特別価格にてお求め頂けます。

〈個人補講〉
・欠席回や遅刻回の個人補講を受ける事で、その回は出席扱いとなります。

１回１時間／１００００円（無料ミックスボトル１本付・用紙テキスト込）

＊昼間クラス：基本的に欠席回の次回の前日まで（要予約）。

＊夜間クラス：基本的に欠席回の次回当日 １７：００～１８：００（要予約）

〈修了証の発行〉
・全回受講（個人補講を含む）の上で、講座現場とフラワーエッセンス使用中に起こった体験について８００字以上の

レポートにまとめ、講座最終日の週の金曜（１０月１２日）１８：００必着にて、メール、ＦＡＸ、郵送のいずれか

で提出頂きます。詳細は、講座会場にてご案内致します。

〈次レベルの受講資格について〉
・「バッチ博士のフラワーエッセンスプロ養成講座」を受講頂けます。

＊修了後、試験に合格すると日本フラワーエッセンス協会認定フラワーエッセンスセラピストの資格が取得出来ます。

***********************************************************

*** 基礎講座（入門・体験・実践レベル）の特徴 ***

** エネルギーワーク ** ～ エネルギーペネトレーションペンダント（ＥＰＰ） ～

◎「体験レベル」、「実践レベル」では、バッチフラワーエッセンスによる進化したエネルギーワークを学びます。

○エネルギーについての高度な知識や経験、能力の有無に関係なく、エネルギーヒーリングを行う事が出来ます。

○バッチフラワーエッセンスのエネルギーを、エネルギーボディ（サトルボディ）とチャクラに多次元的に浸透させ

ます。

○思考、感情、行動の元となる深層に安全に働きかけ、同じパターンを繰り返す事、不調和がぶり返す事を予防しま

す。

○ミックスボトルの使用前のエネルギー調整になります。バッチフラワーエッセンスの作用と親和しやすいエネルギ

ー状態に整える事で、プロセスがスムーズになり、初期反応を軽減出来ます。

○遠隔ヒーリングにも活用出来ます。

○直接であれ遠隔であれ、モノ、場所等のヒーリングにも活用出来ます。

○バッチフラワーエッセンス以外のフラワーエッセンス、ヴァイブレーションエッセンスにも活用出来ます。

○アロマセラピー、カラーセラピー等、他の療法やヒーリングにも活用出来ます。

○ＥＰＰを使う事によって、受講生のほぼ１００％が、バッチフラワーエッセンスのエネルギーボディ（サトルボデ

ィ）やチャクラへの作用をリアルに体感出来ています。

** エネルギーフィールド ** ～ 場の保持 ～
◎どのレベルにおいても、講座の「場」を、特別なエネルギーフィールドに保持しています。

バッチ博士のフラワーエッセンス
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○国内外での経験豊富なエネルギーワークと瞑想のスペシャリストだからこそ可能な、環境設定をしています。

○毎期、多くの受講生からも、違いを感じて頂いています。

○講座の場に集い身を置く事で、フラワーエッセンスの微細なエネルギーに共鳴し、癒しを受け取りやすくなるよう

エネルギーサポートしています。今迄とは違う変化、自分自身への深い理解や気づきを受け取り、驚かれる方が少

なくありません。

** 育成 ** ～ 受講総時間と総参加費の目安 ～

◎フラワーエッセンスを個人で楽しむ方にも、プロを志望される方にも、習得に必要なカリキュラムと時間、リーズナブルな受講

費を、日本に初めてフラワーエッセンスを導入して以来、保持しています。

〔日本フラワーエッセンス協会認定フラワーエッセンスセラピストの資格取得を希望する場合〕

・経験者 「バッチ博士のフラワーエッセンス基礎講座」･････（実践レベル）１８時間

「バッチ博士のフラワーエッセンスプロ養成講座」･･･３１．５時間

受講総時間：４９．５時間 受講費総額：早割 １０１０００円 ・ 通常 １１４０００円

・初心者 「バッチ博士のフラワーエッセンス基礎講座」･････（入門レベル・体験レベル・実践レベル）２４時間

「バッチ博士のフラワーエッセンスプロ養成講座」･･･３１．５時間

受講総時間：５５．５時間 受講費総額：早割 １１３０００円 ・ 通常 １２６０００円

***********************************************************

《会 場》 ハートサポートシステム（有） セミナールーム

《講 師》 パビットラ、サンバド

・マウントフジフラワーエッセンス開発者

・書籍「花の“Being”マウントフジフラワーエッセンスとエネルギーの世界」

「バッチ博士のフラワーエッセンスガイドブック」著者

《サブ講師》 野山みずき

・日本フラワーエッセンス協会認定バッチフラワーエッセンスグループワークリーダー

各レベルのご予約＆お支払い方法

【仮予約】
◎講座前日（「実践レベル」は講座初日前日）１８：００迄に、お電話にて「仮予約」下さい。

＊健康状態、遅刻について等、ご質問やご不安のある方は、ご遠慮なくお電話にてお尋ね下さい。

＊夏季休暇、年末年始、ゴールデンウイーク等の弊社お休み期間中は、仮予約なしで、直接正式予約下さい。お休み

明けに、折り返し弊社よりご連絡致します。

・代休（癒しフェア出展の為）･･･８月６日（月）、８月７日（火）

・夏季休暇・・・８月１１日（土）～８月１９日（日）

【正式予約】
◎「入門レベル」・「体験レベル」

「仮予約」後、各レベルの開催前日１８：００迄に、参加費全額を、郵便振替、銀行振込、現金書留のいずれかで、

通信欄に「ＢＡ－基礎○年○月期○レベル○クラス」と明記の上、ご送金下さい。

◎「実践レベル」

「仮予約」後、実践レベル初日前日（月）１８：００迄に、参加費全額４２０００円、またはご予約金１００００円

を、郵便振替、銀行振込、現金書留のいずれかで、通信欄に講座名を明記の上、ご送金下さい。

〔開講約１カ月前８月３日（金） １８：００迄の一括ご送金の場合〕

早期割引料金 ３６０００円（６０００円引） となります。

〔ご予約金のみお支払いの場合〕

実践レベル初日前日９月３日（月）１８：００迄に、残金３２０００円を郵便振替、銀行振込、現金

書留のいずれかでご送金下さい。講座初日に、会場でのお手渡しでも結構です。

○「仮予約」を早期にされていても、「正式予約」が遅い場合キャンセル待ちとなる事がございます。少人数制の為、

確実に参加されたい場合、「正式予約」をお早めになさる事をお勧め致します。

＊ご送金後、直ちにお電話、メール、ＦＡＸでご連絡頂ければ、その時点で「正式予約」とさせて頂きます。

○キャンセル待ちとなられた時点で、「仮予約」済みの方にのみ、弊社からお知らせ致します。

○中止の場合、支払われた参加費は、全額ご返金致します。個人にかかる予定の交通費、滞在費、食費等は、お支払い

致しかねますので、あらかじめご了承下さいませ。

講座会場
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●郵便振替振込先 ００１００－４－９２８０３ ハートサポートシステム有限会社

●銀行振込先 ゆうちょ銀行 〇一九支店（ゼロイチキュウ） 当座 口座番号：００９２８０３ ハートサポートシステム有限会社

＊＊＊

☆「実践レベル」参加者全員プレゼント･･･３週間前８月１４日（火）１８：００までに「正式予約」された受講生☆
「浄化外用ストックボトル」１０ミリ＆３０ｍｌスプレーボトル（定価２５７３円相当）を会場でプレゼント！！

＊弊社の講座、個人セッションにて、空間、オーラフィールド、ペンジュラム、クリスタル浄化等に使用しています＊
＊＊＊

〈キャンセルについて〉
◎お電話にて承っております。

＊弊社営業時間外は、留守電にメッセージをお残し下さい。

＊弊社休暇中（ゴールデンウイーク・夏季休暇）は、メールにてご連絡下さい。

E メール：report@floweressence.co.jp

・８月期「入門レベル」：８月７日（火）１８：００迄･････参加費の５０％を返金致します。

・８月期「体験レベル」：８月１４日（火）１８：００迄･･･参加費の５０％を返金致します。

・９月期「実践レベル」：８月２１日（火）１８：００迄･･･予約金を差し引いた参加費の５０％を返金致し

ます。

・各レベル上記以降･･･ご返金、他ワークへのご変更、代理参加、次期へのスライドはお受けしておりません。

〈欠席・遅刻について〉
・欠席、遅刻される場合、当日の講座開始前迄にお知らせ下さい。

・平日１８：００以降と土日・祝日は留守電になっておりますので、メッセージを録音下さい。

大幅に遅刻された場合、途中参加出来ない事がございますので、あらかじめご了承下さい。

〈注意事項〉
・中止や変更のない限り、ご入金後は、特に弊社からご連絡はしておりません。当日、直接会場にいらして下さい。

ご心配な場合は、お手数ですが、お電話にて事前にご確認下さいませ。

・ワークの性質上、楽な服装が理想的です。ミニスカート不可。・プライバシーの都合上、録音と撮影はご遠慮下さい。

・微細なエネルギーを扱う都合上、香水、精油等の香のあるものはお避け下さい。

・開場……開始時間の１５分前よりご入室下さい。

・お医者様にかかっておられる、お薬を使用されている等、健康についてご心配な方は、ご予約時にご相談下さい。

〈役立つ資料〉
◎「入門レベル」・「体験レベル」

・弊社サイト「パビットラのメルマガ連載記事からの役立つ情報」内「初めての方へ・フラワーエッセンスとは？」

http://www.floweressence.co.jp/Essence/Mailmaga-info.html

・弊社無料小冊子

◎「実践レベル」

・弊社サイト「パビットラのメルマガ連載記事からの役立つ情報」内「エネルギーボディ（サトルボディ）・チャク

ラについて」

http://www.floweressence.co.jp/Essence/Mailmaga-info.html

・弊社サイト内「フラワーエッセンスセッションの基本内容と姿勢（１）」

http://www.floweressence.co.jp/Session/FlowerEssence1.html

・弊社サイト内「フラワーエッセンスセッションの基本内容と姿勢（２）」

http://www.floweressence.co.jp/Session/FlowerEssence2.html

・弊社サイト内「臨床例」

http://www.floweressence.co.jp/Session/FlowerEssence_r.html

ハートサポートシステム（有）・日本フラワーエッセンス協会
マウントフジフラワーエッセンス製造・発売元

フィンドホーンフラワーエッセンス輸入元・日本総発売元

リビングライトエッセンス輸入元・日本総販売元

ヒーリングハーブ社バッチフラワーエッセンス卸

フラワーエッセンスオブザブッダフィールド輸入元・日本総販売元

東急東横線自由が丘下車徒歩１１分、または東急大井町線緑が丘下車徒歩９分

〒１５２－００３４ 東京都目黒区緑が丘２－３－１

ＴＥＬ：０３－５７３１－８７９７ ＦＡＸ：０３－５７３１－８７９８

電話受付時間 平日１０：００～１８：００（土日、祝日お休み）

http://www.floweressence.co.jp

会場の庭に咲くお花


