パシフィックエッセンス
ワークショップ 2017 のご案内

プラクティショナー
認定コース!!

シーエッセンス作りを葉山にて体験します！
心の傷を癒すハートスピリットや宇宙の豊かさとつなげてくれるアバンダンス
シーエッセンスで有名なパシフィックエッセンス創始者、サビーナ・ペティット
女史が来日し、プラクティショナー認定コースを開催致します！
強力なヒーリングパワーを持ったシーエッセンス、宇宙のダイナミックな豊かさにつなげてくれるアバンダンスエッセン
スを創ったサビーナさんのワークショップです！パシフィックエッセンスの魅力のひとつは陰陽五行や経絡に対応するエ
ッセンスたち。
（陰陽五行とは木・火・土・金・水に形容される大自然のエネルギーのバランスをいかにとるかという世界
観です。
）この 4 日間のワークショップはエッセンスを学びながら、自己発見と自分を癒す旅となることでしょう!

サビーナ・ペティット
東洋中医学のドクター、パシフィックエッセンスの創始者兼ディレクター。東洋中医学のドクタ
ーであるサビーナ女史は、東洋医学の叡智と知識をフラワーエッセンスと統合することに年数を
かけて研究。これら 2 つの癒しのフィールドを融合させたパイオニアとして国際的に認知されて
いる。サビーナは、エッセンスがどのように使われ、身体的、感情的、精神的な病（dis-ease:
安らぎ ease の反意語）を癒していくか、同時にスピリット（精神）を養っていくかを人々に教
えている。
私たちが五感を通して気付くすべてのことは、基本にあるエネルギー･テンプレート（基盤）から
生命力を吹き込まれるものである。健康と癒しの鍵は、エネルギーテンプレートのバランスをとることである。
サビーナ・ペティット
特別企画！！
コスメキッチ
ンとの共催で
す！！

アバンダンスプログラム
イブニングトーク in 代官山
9 月 8 日（金）

今年 25 周年を迎えるアバンダンスプログラムを記念し
てコスメキッチンとの共催にて、代官山にてイブニング
トークをします！アバンダンスプログラムについてもっ
と知りたい方、是非この機会に！！
詳細はお問い合わせください。決まり次第、随時 HP・
ＦＢなどでも更新致します。

ベーシックコース
9 月 9 日（土）- 9 月 10 日（日）
ベーシックでは人生の変容をサポートしてくれるシーエッ
センスを中心に学んでいきます。シーエッセンスが使いこな
せるだけでも人生に起きてくる問題を解き、自分自身の人生
を前向きに動かしていく大きな助けを得ることが出来ると
言われています! !このコースでは、自分のなりたい状況に対
して「ゴールを設定」し、その「ゴールをサポートしていな
い経絡の発見方法」や「経絡に対応するエッセンスの選び方」
を学んでいきます。花のエッセンスはもちろん、ジェムエッ
センスについても紹介していきます。エッセンスの効能や選
び方等を２日間で学び練習していきます。楽しみながらパシ
フィックエッセンスを使いこなせるようになっていきまし
ょう! ! ベーシックコースでは、人にエッセンスを選んであげ
られるところまで徹底的に学んでいきます。
■ベーシックコース参加修了書が発行されます。

プラクティショナーミーティング
9 月 13 日（水）
パシフィックエッセンスのプラクティショナーの方
へ！！5 年振りのプラクティショナーミーティングで
す！
詳細はお問い合わせください。決まり次第、随時 HP・
ＦＢなどでも更新致します。

アドバンスコース in 葉山
9 月 16 日（土）- 9 月 17 日（日）
パシフィックエッセンスの魅力の１つは東洋中医学を学んだサ
ビーナさんならではの 12 の経絡や陰陽五行に対応するエッセ
ンス。12 の経絡はそれぞれの五行のエネルギーと対応してい
ます。小さな「自然」である人間のエネルギーバランスについ
て深く学ぶことができます。アドバンスコースでは実際に海に
出て太古から生命を育んできた母なる海とアチューメントし、
シーエッセンス作りを体験をします。地球の誕生と共に生まれ、
太古の昔から現在にいたるまで変わることのない癒しのエネル
ギーを与え続けてくれている生物とのつながりを感じること
は、とても貴重な素晴らしい体験となるでしょう！この 2 日間
では、その全体の魅力を味わっていくと共に、パシフィックエ
ッセンスのフラワーとシーエッセンスに加え、ジェムエッセン
スについても学んでいきます。陰陽五行と 12 の経絡とそれぞ
れのエッセンスの関係も理解していきます。
■アドバンスコース参加修了書が発行されます。

日程・詳細

IPC 生産性国際交流センター

■25 周年記念 特別企画アバンダンスプログラム：イブニングコース in 代官山
日程は 9 月 8 日（金）開始時間は夕方を予定しております。
詳細はお問い合わせください。決まり次第、随時 HP・ＦＢなどでも更新致します。
■プラクティショナーミーティング：9 月 13 日（水）
詳細はお問い合わせください。決まり次第、随時 HP・ＦＢなどでも更新致します。
■ベーシックコース：9 月 9 日（土）- 9 月 10 日（日）
時間：10：00～18：00（受付 9：30～）予定
定員：40 名
会場：ネイチャーワールドセミナールーム
費用：41,040 円 / 再受講：28,700 円 プラクティショナー 再受講は：12,310 円
※お得な早割り：8/17（木）までにお振込み完了の方は 2,160 円引きの 38,880 円(税込)となります。

■アドバンスコース：9 月 16 日（土）- 9 月 17 日（日）
時間：10：00～18：00（受付 9：30～）予定
定員：30 名
２日目：9：30～17：30 予定
会場：神奈川県：IPC 生産性国際交流センター（研修施設です）
費用：41,040 円 / 再受講：28,700 円 プラクティショナー 再受講は：12,310 円
※お得な早割り：8/17（木）までにお振込み完了の方は 2,160 円引きの 38,880 円(税込)となります。

ご宿泊とお食事を手配できます！ご希望の方は、ワークショップお申し込み時に併せて
お申し込み下さい。別途、詳細をご連絡いたします。
宿泊費用 ：１泊（昼夜朝 3 食付）ツインをシングルユース：14,256 円（税込）
9/16 日の昼食～9/17 日の朝食まで合計 3 食付いてのお値段です。9/17 の昼食は付いておりま
せんのでご注意ください。
昼食のみのお申込みも承っております。（事前のお申込みが必要です）
ご昼食代：1,404 円（税込）
詳しくはお問合せください。
■個人セッション：9 月 12 日（火）毎年人気のサビーナさんの個人セッ
ションです！５名様限定ですのでご希望の方はお早めにお申込み下さい！
①10:00 ②11:15 ③13:30 ④14:45 ⑤16:00 (お一人 1 時間です)
費用：30,000 円（通訳料・税込）
会場：ネイチャーワールドセミナールーム
■お申込み頂いた方に確認書（詳細・会場案内図・お支払方法等）を後日お送り致します。
■定員になり次第、締め切らせて頂きます。
■お申し込み多数の場合はお振込み先着順とさせていただきます。
(ご入金後の確認のご連絡等はしておりませんので、ご了承下さい。)
■お振込み手数料はお客様のご負担とさせていただきます。
■定員に満たない場合は中止となる場合がございますので予めご了承下さい。
ワークショップ内容・時間は変更になる場合がございます。予めご了承下さい。
アドバンスコース終了後、ケーススタディ（エッセンスのカウンセリング記録）を提出しサビーナ
さんから認定を受けると、プラクティショナーの資格を取ることができます。

お問い合わせはネイチャーワールド株式会社まで
TEL：03-5214-4881
FAX：03-5214-4882
Mail：info@natureworld.co.jp

お振込先
三井住友銀行 飯田橋支店
普通口座 0840240
郵便局(ぱるる) 記号 10180 番号 59102651
〈口座名義〉ネイチャーワールド㈱
キャンセルポリシー
お申込・ご入金後のキャンセルにつきましては、以下のとおりキ
ャンセル料を申し受けますので、予めご了承下さい。
・開催初日の 2 週間前まで･･･全料金の 15 %（85%分を現金にてご返金
致します。）
・それ以降･･･全料金の 20 %（80%分のエッセンス引換券をお渡しします。
現金でのご返金は致しません。）
・当日･･･全料金の 100%
※尚、現金でご返金の場合、振込手数料はお客様負担とさせて頂き
す。
※カードでお支払いのお客様に関しましては、キャンセル料の他に 5%の
カード手数料を頂くことになりますのでご了承下さい。

パシフィックエッセンスワークショップ 2017 お申込書
ご記入の上、郵送または FAX してください。 Email の場合は、以下の情報をお知らせください。
＊ローマ字は認定証記入用です（必ずご記入ください）
ふ り が な

お名前

ローマ字

ご住所 〒

*必須：建物名
＊半角英数字はハッキリと分かりやすくご記入ください。

TEL/携帯
ご希望コース（○で囲んでください）
■ベーシック：9/9（土）-9/10（日）

取扱販売店

email:
■アバンダンスイブニング 9/8（金）
■アドバンス：9/16（土）-9/17（日）

@
■プラクティショナーミーティング 9/13（水）
■再受講
■プラクティショナー再受講

