ディバインセンス予定表
2017 年 11 月 8 日更新

Web 上で、下線部をクリックすると詳細＆お申し込みページに移動します。

★個人セッション
セミナー時間以外の 9:00～21：00 詳細はこちら
対面、スカイプ・電話（通話無料）からお選び頂けます。
人生の滞りを最短で解消されたい方にお勧めです。
＜フリーセッション＞セッションテーマを自由にお選び頂けます。
コース

60 分

90 分※オススメ

受講条件

通常

36,000 円

54,000 円

誰でも可

DA 認定講師限定

18,000 円

27,000 円

DA 認定講師以上

※当分の間、リピーターの方は DA 認定講師価格でお受け頂けます。

★説明体験会
DA＆魔法使いコース＆シータの説明が聞けて、体験もできます♪ （約２時間半）
東京・恵比寿開催⇒ https://www.reservestock.jp/page/event_series/29771
名古屋開催⇒ http://www.reservestock.jp/page/event_series/12144

癒しの総合サイト TORINITY でコラム執筆中
http://www.el-aura.com/writer/divinesense/
いいね！押していただくと励みになります(^0^)/

この他、新月・満月ヒーリングも開催中！
上記 QR コード、もしくは、LINE アプリ内の
友達追加→「@sugiura」で ID 検索。
私の公式 LINE＠の友達になって頂くと、もれ
なく“Joy(喜び)”のエネルギーが受け取れま

＜お好きな日程で学べる＞

す。

マカバ・プライベートクラス →詳細こちら
ハートの聖域探求・プライベートクラス →詳細こちら

＜東京開催 DA＆魔法使いコース＞
★ディバインアクセラレーション®（DA）セミナー in 東京
波動上昇を伴いながら心のブロックが外れ、人生が加速していくエネルギーワーク
名称

日程

参加条件

セルフクリアリング

11/12（日） 10:00～18:00

誰でも OK

レベル２

11/28（水）-29（木） 10:00～18:00

レベル１

12/2（土） 10:00～18:00

誰でも OK

こちら

潜在意識リーディング

12/3（日） 10:00～18:00

誰でも OK

こちら

レベル２

12/16-17（土日） 10:00～18:00

レベル１認定講師養成

12/26-27（火水） 10:00～18:00

レベル１認定講師養成

1/6-7（土日） 10:00～18:00

レベル１

1/14（日） 10:00～18:00

誰でも OK

セルフクリアリング

1/20（土） 10:00～18:00

誰でも OK

潜在意識リーディング

1/21（日） 10:00～18:00

誰でも OK

レベル２

2/3-4（土日） 10:00～18:00

潜在意識リーディング

2/6（火） 10:00～18:00

レベル１認定講師養成

2/17-18（土日） 10:00～18:00

レベル 1
潜在意識ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ

レベル 1
潜在意識ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ

レベル２
DA ｾﾙﾌｸﾘｱﾘﾝｸﾞ
レベル２
DA ｾﾙﾌｸﾘｱﾘﾝｸ

詳細
こちら
こちら

こちら
こちら
こちら

レベル 1
潜在意識ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ

誰でも OK
レベル２
DA ｾﾙﾌｸﾘｱﾘﾝｸ

★ディバインアクセラレーション®（DA）練習会 in 東京
DA の練習イベントです。質問＆デモセッション＆ペアワーク＆交流。
名称

日程

参加条件

詳細

DA セルフ練習会

11/11（土） 13:00～15:00

DA セルフ受講済

こちら

DA レベル１以上練習会

11/11（土） 15:30～18:00

DA レベル 1 以上受講済

こちら

DA セルフ練習会

12/1（金） 13:00～15:00

DA セルフ受講済

こちら

DA レベル１以上練習会

12/1（金） 15:30～18:00

DA レベル 1 以上受講済

こちら

DA セルフ練習会

1/3（水） 13:00～15:00

DA セルフ受講済

DA レベル１以上練習会

1/3（水） 15:30～18:00

DA レベル 1 以上受講済

DA セルフ練習会

2/2（金） 13:00～15:00

DA セルフ受講済

DA レベル１以上練習会

2/2（金） 15:30～18:00

DA レベル 1 以上受講済

＜東京開催 DA＆魔法使いコース＞
★魔法使いコース in 東京
名称

日程

参加条件

詳細

マカバ瞑想（グループ）

11/18（土）-19（日） 10:00～18:00

誰でも OK

こちら

マカバ瞑想（グループ）

12/19（火）-20（水） 10:00～18:00

誰でも OK

こちら

直観カードリーディング

1/13（土） 10:00～18:00

誰でも OK

こちら

★交流会 in 東京
誰でも気軽に参加できるディバインセンスサロンで開催する交流会です

名称
東京サロン交流会

日程

参加条件

詳細

12/9（土） 13:00～16:00

誰でも OK

こちら

詳細

＜東京開催・シータ関連セミナー＞
★シータヒーリングセミナーin 東京
名称

日程

受講条件

シータ基礎 DNA

1/16-18（火水木） 10:00～18:00

誰でも OK

こちら

★シータヒーリング実践会 in 東京
名称

日程

参加条件

基本のチェックと復習

12/7（木） 13：00～16：00

基礎受講済み

詳細
こちら

＜名古屋開催 DA＆魔法使いコース＞
★ディバインアクセラレーション®（DA）セミナーin 名古屋
波動上昇を伴いながら心のブロックが外れ、人生が加速していくエネルギーワーク
名称

日程

参加条件

潜在意識リーディング

12/10（日） 9:30～17:30

誰でも OK

レベル２

12/23（土）-24（日） 9：30～17：30

セルフクリアリング

12/29（金） 9：30～17：30

誰でも OK

潜在意識リーディング

1/11（木） 9:30～17:30

誰でも OK

レベル２

1/30-31（火水） 9:30～17:30

レベル１認定講師養成

2/27-28（火水） 9:30～17:30

レベル 1
潜在意識ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ

詳細
こちら

こちら
こちら

レベル 1
潜在意識ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ

レベル２
DA ｾﾙﾌｸﾘｱﾘﾝｸ

★ディバインアクセラレーション®（DA）練習会 in 名古屋
DA の練習イベントです。質問＆デモセッション＆ペアワーク＆交流。
名称

日程

参加条件

詳細

DA セルフ練習会

11/15（水） 13:00～15:00

DA セルフ受講済

こちら

DA レベル１以上練習会

11/15（水） 15:30～18:00

DA レベル 1 以上受講済

こちら

DA セルフ練習会

12/22（金） 13:00～15:00

DA セルフ受講済

こちら

DA レベル１以上練習会

12/22（金） 15:30～18:00

DA レベル 1 以上受講済

こちら

DA セルフ練習会

1/10（水） 13:00～15:00

DA セルフ受講済

DA レベル１以上練習会

1/10（水） 15:30～18:00

DA レベル 1 以上受講済

DA セルフ練習会

2/10（土） 13:00～15:00

DA セルフ受講済

DA レベル１以上練習会

2/10（土） 15:30～18:00

DA レベル 1 以上受講済

★魔法使いコース in 名古屋
名称

日程

参加条件

詳細

マカバ瞑想（グループ）

1/27-28（土日） 9:30～17:30

誰でも OK

こちら

直観カードリーディング

2/11（日） 9:30～17:30

誰でも OK

こちら

★メンバー交流会 in 名古屋
誰でも気軽に参加できるディバインセンスサロンで開催する交流会です

名称
名古屋サロン交流会

日程

参加条件

12/13（水） 13:00～16:00

誰でも OK

詳細
こちら

＜名古屋・仙台開催・シータ関連セミナー＞
★シータヒーリングセミナー
名称
存在の層 in 仙台
シータ基礎 DNA in 名古屋
ファミリータイズ in 名古屋

日程

受講条件

11/23-26（木-日）,

ディグディーパー

9:30～17:30

＆アナトミー受講済み

1/23-25（火水木）
, 9:30～17:30
2/8-9（木金）, 9:00～17:00

詳細
こちら

誰でも OK

こちら

応用以上

こちら

★シータヒーリング実践会 in 名古屋
名称

日程

参加条件

詳細

基本のチェックと復習

準備中

基礎受講済み

心理ブロック解放の専門家・DA マスター認定講師 杉浦優司
簡単な質問をさせて頂きながら意識にダイレクトに働きかけることで、悩みが
根こそぎ解消されていく魔法のようなセッションを行っています。また、セミ
ナーを通じてそのやり方を皆さんにお伝えしています。

東京・恵比寿駅から徒歩３分の便利なサロン。
〒460-0008 東京都渋谷区恵比寿西一丁目 20-6
（JR 山手線 恵比寿駅徒歩 3 分，東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩 1 分）
（東急東横線代官山駅より徒歩 6 分）

名古屋駅から１駅の便利なサロン。
〒460-0008 名古屋市中区栄 1-12-6 秋月ハイツ 1204
（地下鉄伏見駅 6 番出口より徒歩 2 分）
ディバインセンス合同会社
メール info@divinesense.jp
HP http://www.divinesense.jp/
ブログ http://ameblo.jp/da2015
Facebook https://www.facebook.com/yujisugi
※場所の記載が無い場合、開催地はディバインセンスサロンです。
※セミナー＆実践会は、随時リクエスト募集中です。
2017/11/08

