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** マウントフジフラワーエッセンスプロ養成講座 **

《日 程》
◇本講座・・・全８回 金曜日１８：３０～２２：００ （祝日は休講）

①１０／１４ ②１０／２１ ③１１／１１ ④１１／１８ ⑤１１／２５ ⑥１２／２ ⑦１２／９ ⑧１２／１６

◇補助講座・・・全１回 水曜日１８：３０～２１：３０

１１／９（水）

《参加費》 ●講座初日約１カ月前迄にご予約金をお支払いされると、合計 ７０００円引 となります。

◇本講座・・・８００００円／全８回

教材： 各回無料調合液１本付 ＊ただし６回目のみ無料調合液２本付につき、計９本付

各回調合オーラスプレー１本・用紙テキスト・カラーシール込

★９月１４日（水）にご予約金お支払いの場合の早期割引・・・７５０００円／全８回
＊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、受講費が１０％割引となります。（ただし早期割引との併用不可）

◇補助講座・・・１００００円／全１回 ★用紙テキスト込

★９月１４日（水）にご予約金お支払いの場合の早期割引・・・８０００円／全１回
＊「バッチ博士のフラワーエッセンスプロ養成講座」修了者は、受講の必要はありません。

ただし、再参加を希望される場合は、５０００円にて受講頂けます。（再参加の早期割引は設けておりません）

《参加資格》 ◇「マウントフジフラワーエッセンス基礎講座」（ 東京夜間または集中 ）修了生

＊
◎「プロ養成講座」開催期間迄、日常生活の中で、出来るだけマウントフジフラワーエッセンスに接し続けるようにし

て下さい。ボトルを使用したり、持って感じたり、色々な方法でエネルギーと同調しておけるかと思います。

◎可能でしたら、「基礎講座」にて、ホームワークやエクササイズとしてご紹介した瞑想、エネルギーを感じる練習等

もしておいて下さい。毎日数分程度の練習でも、感じる能力が定着していくでしょう。更に余裕があれば、テキスト

を読み返して、各ボトルの作用、エネルギーボディやチャクラの特質等にも触れておかれるといいでしょう。
◎弊社でのセッションワーカー（弊社にて、対面または遠隔での個人セッションを行うセラピスト）に登録希望される

方は、特に、自宅での自己研鑽をしておいて下さい。）
◎「プロ養成講座」受講にあたり、ご質問等ございましたら、ご遠慮なくお電話にてお問い合わせ下さい。

〔受講生対象調合サービス〕
◎「プロ養成講座」開講迄、希望される方は、自己研鑽の為の「調合サービス」をご利用頂けます。

・３０ミリ調合ボトル１本分（飲用）／１５００円（送料無料）
・３０ミリ調合ボトル１本分（オーラ外用）／１５００円（送料無料）
〈調合サービス専用 郵便振替お振込先〉 ００１１０－４－３６１３８ 日本フラワーエッセンス協会

＊調合内容は、７種類以内にてご自身でお決め下さい。
＊スポイトボトル、スプレーボトルは付いておりません。
＊スポイトボトル、スプレーボトルをはじめとする他製品は、受講料や通信販売と同じお振込先、
ハートサポートシステム（有）宛にお願い致します。

＊

【プロ養成講座について】
◎「プロ養成講座」を修了し、認定試験（自由参加）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」として認定されます。詳細は、「プロ養成講座」内にてご案内致します。

◎「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」は、認定を受けたブランドのフラワーエッセン

ス、関連商品（シール、ボトル、パビットラの書籍他）を認定者特別価格で入手し、ご自身のワーク、卸や販売に活

用する事が可能です。

＊既に何らかのセラピーで開業されている方、販売をされている方等で、認定ブランド以外、他の各種製品の卸、販

売をお考えの方は、いつでもご遠慮なくご相談下さい。フラワーエッセンスを体験的に理解されている方が製品を

扱う事は、的確な情報の提供、使用者のサポートにもなります。個々に対応させて頂きます。

◎「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」は、個人開業の他、弊社、ヒーリングサロンや

アロマサロン、治療院、病院、ニューエイジ会社等で活躍中。書籍、雑誌、ＴＶ、各種イベント等でも広く紹介され

ています。
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◎「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」で優秀な方には、弊社セッションワーカーとし

て、弊社にて対面セッション、遠隔セッションをお願いしております。

また、その他、自己研鑽を継続されている優秀な方には、各種勉強会講師、地方での勉強会サポート講師、補講講師、

トレーニングへのヘルパー参加、展示会でのお手伝い、取材のご紹介、セッション先のご紹介、通訳、翻訳、アルバ

イト、仕事単位のヘルプ、弊社スタッフ等をお願いしております。

《日本フラワーエッセンス協会》

◎「プロ養成講座」修了生のみが、「日本フラワーエッセンス協会会員」となる事が出来ます。「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」以外は、自由意志でのご入会となります。

（入会金３０００円、年会費１０００円）

◎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自立と質の向上の為に、様々な分野での体験の

提供と活動のサポートを行っています。

認定者の開業やワークについての個人相談対応の他、会員対象勉強会、その他の勉強会への特別料金での参加、フ

ラワーエッセンスやその他のセラピーのモニター、各種ワークへの優先案内他、様々な特典がございます。

《プロ養成講座後のフォロー》

◎必要に応じて、お電話、メール、対面等で、丁寧にフォローしています。

◎講座修了者を対象に、自由参加形式にて、おさらいと研鑽の為の勉強会を開催しています。

＊「プロ養成集中講座」受講生が主な対象となる為、「プロ養成集中講座」の開催に合わせて行われます。東京夜間

の「プロ養成講座」修了者も、参加する事が出来ます。

＊東京夜間の「プロ養成講座」修了生からのご要望がある場合は、上記とは別途、勉強会の開催を検討致します。な

お、勉強会内容は、参加者のご要望にそって、毎回、内容をアレンジしております。

《更に深めたい方に･･･グループワークリーダー》

◎「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」で希望者は、マウントフジフラワーエッセンス

のグループワークをリードする道も開かれています。

勉強の過程において、講座での実技指導、講座でのデモンストレーションのモデル、勉強会での受講生の指導、展示

会やイベントでのセッションやヘルプ、弊社での個人セッション（対面・遠隔）、雑誌への記事掲載等、多彩な現場

体験の場が提供されています。

☆★☆

《内 容》
〔本講座〕
●「基礎講座」では、エネルギーボディやフラワーエッセンスの理論、エネルギーリーディングの基本的事柄や方法、

簡単なヒーリング技法を習得しました。

それに対して、「プロ養成講座」では、「フルセッション」を習得していきます。

●遠隔リーディング＆ヒーリング、空間・場・環境・モノの浄化 の技法を学びます。

●マウントフジフラワーエッセンスのセッションでは、クライエントのエネルギー状態を多次元的にリーディングし、

チューニングを合わせ、今、この瞬間のクライエントに必要なヒーリングをしていく事が重要です。

この「プロ養成講座」では、「基礎講座」で行なった各技法、ヒーリング、エクササイズ、瞑想が、セラピストとし

てエネルギーワークをしていく上で不可欠な、エネルギーレベルでの調整と、基本的な下準備であった事が明らかに

なるでしょう。

＊「基礎講座」において、マウントフジフラワーエッセンスの微細なエネルギーを扱う上で必要とされるエネルギー

的な基盤は、既にエネルギーの次元で伝達し、構築されています。

＊「基礎講座」で学んだ様々な技法は、「プロ養成講座」で融合、統合されます。

その時々の必要性に応じて、使いこなしていく方法を学ぶと共に、エネルギー次元をレベルアップしていきます。

最終的には、９０～１２０分の完成されたフルセッションとして、具体的に、多次元的に展開される事となります。

＊＊＊

〈主な講義と実技〉
●講義と実技

◎多彩なテキストを使いながら、セッションを行う上で重要なセラピストの態度について学びます。

・マウントフジフラワーエッセンスによるセラピー・エネルギーワークの心構え

・エネルギーワークのセッションにおけるセンタリング（投影、支配、依存、オーバードゥーイング等）

・クライエントとの接し方

・クライエントとのハートのシェアリング

・セッションで自己表現する事

・洞察力

・天とつながる

・エネルギーレベルの保ち方、エネルギーの使い方
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●実技／フルセッションの習得

◎基礎講座で習得した技法を具体的に統合し、レベルアップしたフルセッション（９０～１２０分）を学びます。

・エネルギーを開く

・センタリング

・カウンセリングとテーマ設定

・エネルギーチューニング

＊エゴを超えた次元でクライエントとつながる

・エネルギー調整

＊準備としての余分なエネルギーの整え方とはらい方

・クライエントのエネルギーリーディング

＊エネルギーボディ、チャクラ、女性性男性性、信念体系等 講座の実技風景

・ボトルのリーディング

＊７２本のストックボトルから、クライエントのエネルギー状態に呼応するボトルを選ぶ

・ボトルを使ったエネルギーヒーリング

＊チャクラの調整、エネルギーボディの調整、

・チャクラとエネルギーボディの各層へのリンク創造

＊ボトルを媒体に、エネルギーボディを意識化させ、低位と高位の異なる次元に橋を架ける事での全体調整

・エネルギーペネトレーションペンダントを使ったエネルギー浸透

＊クライエントのエネルギーボディの各層に、ボトルのエネルギーを浸透させる（遠隔セッションでの活用、ま

た、直接であれ遠隔であれ、空間、場、モノ等にも働きかける事が可能）

・調合ボトルとエネルギーペネトレーションペンダントを使ったヒーリング

＊クライエントのエネルギースペースと意識の拡大をうながす

＊日常に戻ってからのヒーリングプロセスをサポートする

・シェアリング･･･クライエントのエネルギーマップを読み取る

＊クライエントのテーマ、リーディングされたボトル、多角的な次元からみた状態から、クライエントのエネル

ギーマップをどう読み取り、どう言語化していくのか

・エネルギーを閉じる

・その他

●ライブ／フルセッションのデモンストレーションの見学

◎講師による９０～１２０分のフルセッションライブを、手順や内容の説明を交えながら見学します。

◎セッションを行うにあたっての留意点、実際的な事柄についても学びます。

〔例〕

・予約を受ける際に

・セッションルームの環境設定

・セラピストの状態

・クライエントとのセッション契約

・信頼関係の構築

・クライエントのテーマの、どういったレベルに働きかけるのかを読み取り、クリアにし、ヒーリングしていくコ

ツ

・微妙なレベルでの自分の考えや条件付けの投影や操作等、クライエントと関わっていく上での注意するポイント

や、陥りやすい状態

・クライエントの状態に応じて、何をどこまで言葉として伝えていくか

・セッション後のフォロー

●フォローアップ／フルセッション

◎個々の受講者の習熟状態の聞き取りと、必要なフォローを行います。

●特別実技①／遠隔リーディング＆ヒーリング

◎直接セッションに来られない状況にいるクライエント、離れた場所にいるクライエント、ペットの為の「遠隔リー

ディング＆ヒーリング」を習得します。セッションルームを持たなくても、自宅での郵送やインターネットによる

遠隔セッションが出来るようになります。

●特別実技①のフォローアップ／遠隔リーディング＆ヒーリング

◎遠隔リーディング＆ヒーリングについて、セッション時、およびクライエントモデルのその後の経過の聞き取りと、

必要なフォローを行います。

●特別実技②／空間・場・環境・モノの浄化

◎エネルギーペネトレーションペンダントを使った、空間、場、環境の浄化（部屋、家の敷地等。対面・遠隔）、モ

ノの浄化（クリスタル、ヒーリングツール等。対面・遠隔）を習得します。

＊
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〈その他の講義と実技〉
●実技／ミニリーディング＆ヒーリング

◎イベントでのセッション等、時間的環境的制約があるケースでの、２０分程度のリーディングとヒーリング技法を

習得します。

●実技／センタリングの方法

＊セラピスト自身と、セッションでクライエントに活用する為に

●講義／セラピストの自己ケア

・エネルギー保護の方法 ・プロテクションの為の保護オーラの作り方 ・グラウンディング

・セッションから日常への戻り方

●講義／人、空間、モノのエネルギー浄化法、結界の創造法

●講義／日常で、クライエントがボトルのエネルギーを取り入れる各種方法

●講義／よく似たフラワーエッセンスの違いについて

●講義／「過去世退行」の手順配布

●講義／質疑と応答

＊

〈その他〉
●実技ヘルプ／ヘルパーによる補助

◎ペアでのセッション実技の際、フラワーエッセンスのグループワークリーダー有資格、または研鑽中の「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」から、実技ヘルプを受ける機会が設ける場合があります。

実技ヘルプは、受講生ペアやミニグループでの実技に同席、または受講生とペアを組む形式にて行われます。

また、後日、文書を通してのフォローアップを行う場合もあります。毎回、大変好評を頂いています。

〔補助講座〕
★「バッチ博士のフラワーエッセンスプロ養成講座」未修了の方は、必ず参加下さい。

●プロのセラピストとしての心構えや対応の仕方、開業する際やワークを継続していくノウハウ等、現場での実際的で

重要な事柄について学びます。

＊

◎プロとしての姿勢と態度･･･セラピストとして、クライエント、同業者、友人等の周囲の人々とどういう在り方で

関わっていくのか（電話での応対、守秘義務、贈り物、影との対面、傷を負った治療者等）

◎陥りやすい注意する事柄、特殊なクライエント、病理性のあるクライエントへの対応

◎セッション前後の実際的事柄（予約受付方法、フォローアップ受付方法等）

◎開業にあたっての実際的事柄（開業の公示の仕方、スペースの環境設定、料金体系等）

◎その他

＊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になられた後は、日本フラワーエッセンス協会会

員として、開業やセッションに関わる相談を、いつでもお受け頂けます。

《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

〈持 物〉
・筆記用具。 ・バスタオル、ショール等の上にかけるもの。 ・必要な方は、厚手のソックスをお持ち下さい。

・書籍テキスト「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」

★実技の為の持ち物：

①遠隔リーディング＆ヒーリング実技の練習モデル（人間）の写真、手紙等。

②空間・場・環境・モノの浄化の実技に必要な写真等。

＊①②のご用意頂く内容の詳細、注意事項は、「プロ養成講座」開講後、講座内にてお知らせ致します。

〈教材割引〉
・希望者には、マウントフジフラワーエッセンスの単品、７２本フルセット、フォーミュラー、オーラスプレー、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）等の関連製品が、教材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。

＊基礎講座より更によりお安くなり、研鑽や実践のサポートとして、プロ養成講座受講生限定の特別掛率となってお
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ります。

〈欠席・遅刻・個人補講について〉
・欠席、遅刻される場合、当日１８：００迄にお知らせ下さい。

・当日１８：００以降は留守電になっておりますので、緊急の事情で欠席や遅刻をされる方は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。

●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。

◇本講座 ＊基本的に欠席回の次回 １７：００～１８：００

・１回１時間／１００００円（無料調合液１本付 用紙テキスト・調合オーラスプレー込）

◇補助講座 本講座前 １７：００～１８：００

・１回１時間／１００００円（用紙テキスト込）

＊他の個人補講が入っていない本講座の日に、本講座前に受講頂きます。

〈修了証の発行〉
◎全回受講（個人補講を含む）の上で、レポートを提出された方に発行致します。

●レポート提出

・講座最終日に、ご持参下さい。

・講座現場、フラワーエッセンス使用中で起こった体験について、２０００字以上でお書き下さい。手順や事柄の説

明ではなく、自分自身の体験、気づき、感じた事等について書いて下さい。

・ワード原稿可。メールでのご送付（添付原稿にて）が可能な方は、併せてお願い致します。

〔宛先〕report@floweressence.co.jp

・レポート締切期限迄に延長等のご相談がなく、締切日に提出されなかった場合、講座未修了扱いとなります。

＊基本的に、締切延長は２週間以内となっており、１週間以上の延長は１０００字加算のペナルティがございます。

個々の方のご事情により、ご相談の上、対応させて頂きます。

・過去のレポートの一部は、ご本人承認の上で、書籍、雑誌、弊社サイト等に掲載されています。掲載の是非、掲載

名（匿名、イニシャル等）を、必ずご記載下さい。プロ志望の方は、可能でしたら実名掲載をお勧め致します。

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

〔旧カリキュラム（ＥＰＰ技法なし）修了生がプロ養成講座を受講する場合〕
◎「プロ養成講座」初回迄に、個人補講を受講下さい。

・１２０分／２００００円 無料ミックスボトル１本付 ミックススオーラスプレー１本、用紙テキスト込

＊基本的に、初回の２時間半前に行います。

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

ご予約＆お支払い方法
【仮予約】
●１０月６日（木）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。

＊年末年始、ゴールデンウイーク、夏休み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。

【正式予約】
◎「仮予約」後、１０月６日（木）１８：００迄に、通信欄に「ＭＦ－Ｐ １０月期」とお書き添えの上、ご予約金１

００００円、または参加費全額９００００円（補助講座参加不要の方は８００００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１カ月前９月１４日（水）のお支払いの場合、早期割引料金（本講座＋補助講座合わせて７０００円引）

となりますが、ご予約金は１００００円のままでお納め下さい。

●ご予約金のみご入金済の方……講座初日前日１０月１３日（木）１８：００迄に、通信欄に「ＭＦ－Ｐ １０月期」

とお書き添えの上、残金を、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１０月１４日（金）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、
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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。

○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。

●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

＊＊＊

☆全員プレゼント･･･９月２３日（金）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〉
◎９月３０日（金）１８：００迄のキャンセル………予約金を差し引いた参加費の５０％をご返金致します。

◎上記以降のキャンセル：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。

＊キャンセルのお手続きは、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。

〈受講にあたって･･しておくと役立つ予習〉
◎弊社サイト内「パビットラのメルマガ連載記事からの役立つ情報」の未読部分を、あらかじめ読んでおいて下さい。

トップページ左バーよりご覧頂けます。 http://www.floweressence.co.jp/

〈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のある方はご予約時にご相談下さい。

マウントフジフラワーエッセンス 季節の折々に咲くお庭の花

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

http://www.floweressence.co.jp/
http://www.floweressence.co.jp/

