
愛の波動で生きるだけ 
美しく夢を叶える 

本質的な引き寄せの法則 

高波動 

プラチナスクール



【人生を波に乗せて、天命の仕事が飛躍する】 
●スピリチュアル・コーチ / ヒーラー 
●波動を上げる専門家 

◎キャリア12年 
◎講座3600時間以上 
◎クライアント様2500名以上 
◎セッション4000回以上 
◎SNS総フォロアー2万人 

2009年シータヒーリング講師デビュー 
アメリカにて資格を取得 /7種類のセミナーを開催 / 6時間×16日間「超感覚解剖学セミナー」なども担当 
高いリーディング能力に定評があり、多くのプロヒーラー・セミナー講師を育てる。 

2014年 シータヒーリング講師を卒業 
オリジナルの手法に転向 

東京・大阪・沖縄・ベルギー・ロサンゼルス・バリ島などで講座やリトリート開催 

水橋 古都実　Kotomi Mizuhashi 



高波動・プラチナスクールとは

愛の本質・引き寄せの本質 

を体得することで 

波動が上がりオーラが輝き



愛し愛されながら 
天命が叶っていく 

美しい高波動になるための 
スクールです



こんなことで悩んでいませんか？

成功法則を学んだのに 
結局、努力と苦労パターンから 

抜け出せない



こんなことで悩んでいませんか？

自分の方向性に迷いがあって 
これが天命だ！という 

確信とワクワクが持てない



古い成功法則にありがちな 
「こうあるべきだ」に抵抗感を感じたり 
逆に自分に自信がなくなって疲れてしまう

こんなことで悩んでいませんか？



引き寄せの法則を 
分かっているようで分かっていない 

いまいち使いこなせない

こんなことで悩んでいませんか？



風の時代の２極化？ 
このまま一人で頑張って愛されず 

中途半端な人生で 
終わっていくようで怖い

こんなことで悩んでいませんか？



こんなことで悩んでいませんか？

もっと自分を愛して、愛されて 
愛の波動で生きていきたいだけなのに 
フワフワした考えじゃ夢は叶わない？ 

と思うと落ち込んでしまう



安心してください 
努力と苦労はのパターンはもう終わり 

愛の本質、引き寄せの本質を 
理論的に理解して



自分を究極に愛し 
高波動をキープする 

ワークと波動調整によって



天命の道で 
心豊かに引き寄せる 

愛し愛される波動状態 

に戻っていけます



Miss ion

神の国 日本が元気になれば、世界が元気に！

日本の波動を上げて 

地球全体の波動を上げることが 

私のミッションです。



プラチナスクールを受けると・・・

■知識よりも大切な波動を上げるワークの習慣化で、 
　　　　　　　高波動状態をキープできるようになります。

■愛の本質、引き寄せの本質を理論的に理解する 
　　　　　　　　ことで、引き寄せ上手になっていきます。



プラチナスクールを受けると・・・

■自分との愛を極めることで、 
　　　自分への愛が溢れ、同時に愛される人になります。

■価値観出しワークで、自分の天命が分かることで 
　　　　　　　　　　　　　迷うことなく前に進めます。



■潜在意識のブロックを浄化していくので、 
　　　　古い人生のパターンを終わらせることができます。

プラチナスクールを受けると・・・

■ゼロポイントに繋がる瞑想を習得して、 
　      直感が開き、インスピレーションを受け取れます。



月２回　2時間講座　全６回
Zoomでのオンライン講座

Facebookグループにてアーカイブ視聴可能

実際に提供する内容

●3月9日(木)20:00-22:00 

●3月23日(木)20:00-22:00 

●4月7日(金)20:00-22:00

●4月23日(日)10:00-12:00 

●5月18日(木)20:00-22:00 

●6月3日(土)10:00-12:00



プラチナスクール内容と価格

学べる内容
●願いが叶う仕組みとは？ 
●ニュートラルとは何か 
●ゼロポイントフィールドとは？ 
●引き寄せになぜ愛が必要なのか 
●波動が高いとは何か？波動のしくみ 
●パワーとフォース・波動の数値とは何か 
●自分を愛する時の落とし穴 
●自己肯定感を上げる具体的な方法 
●ゼロポイントフィールドに繋がる瞑想法 
●脳波について 
●チャクラについて 
●天命・価値感・ミッションとは何か？ 
●価値感出しワーク 

●最も叶いやすい目標設定方法 
●魂の望み、ビジョンを設定するワーク 
●夢の波動を上げるワーク 
●自分との愛を極めるための具体的な方法 
●潜在意識の思い込みを知る方法 
●潜在意識の思い込みを書き換えるワーク 
●感情と感覚の仕組み 
●行動力を上げる習慣化のコツ 
●ネガティブな感情が発生する理由 
●感情のエネルギーを可能性に変える方法 
●本当のポジティブシンキングとは？ 
●感情に振り回されない方法 
●感情の取り扱い方 
●神様や目に見えない存在に愛されるコツ 
●他力を上手に引き寄せる方法

●天からのメッセージとは何か？ 
●直感を開き、メッセージを受け取る方法 
●家をパワースポット化させる方法 
●存在感・説得力・高感度を上げる方法 
●自分にとってのパワーワードを作る 
●自分にとってのパワーアイテムを作る 
●自分にヒーリングする方法 
●他者にヒーリングする方法 
●オーラを輝かせる日常の秘密 
●直感的なメッセージを伝える時の注意点 
●人間関係からメッセージを受け取る方法 
●ご縁のある人を引き寄せる方法 
●本当の許しとは何か？ 
●人の役に立つ存在になるのに必要なこと 
●周りの運気を引き上げる人になるには 
　　　　　　　　　　　　　　など・・・



月1回　3時間半グループコンサル
Zoomでのオンライン

実際に提供する内容

お一人づつコンサル致します！

Facebookグループにてアーカイブ視聴可能

3月19日（日）9:00-12:30  
4月10日（月）19:00-22:00  
5月6日（土）9:00-12:30



継続メンバー向けグループコンサルにも 
参加可能！あらゆるケースを一緒に学べます。

Zoomでのオンライン

実際に提供する内容

Facebookグループにてアーカイブ視聴可能

3月4日（土）9:00-12:30  
4月1日（土）9:00-12:30 
5月6日（土）9:00-12:30



High  v i b r a t i o n  C o a c h i n g

MMG（マスターマインドグループ）とは 

ナポレオンヒルの考えに基づき、多くの成功者が実践 
している成功の秘訣と言われているものです。 

自分の夢や活動をアウトプットして 
仲間の夢をみんなで応援することで夢の実現が加速します！

応援で波動を高め合える 
MMG（マスターマインドグループ）

実際に提供する内容



月２回 高波動MMG（アウトプット会）
Zoomでのオンライン

実際に提供する内容

Facebookグループにてアーカイブ視聴可能

●3月4日（土）13:30-14:30  

●3月19日（日）13:30-14:30 

●4月1日（土）13:30-14:30

新規・継続メンバー合同

●4月10日（月）18:00-19:00 

●5月6日（土）13:30-14:30 

●5月27日（土）13:30-14:30 



夜の誘導瞑想と祝詞奏上 
パーソナルの波動調整！ 

波動を整えて1日を終えることができます！

実際に提供する内容

水・木・金・土　21時より（約40分）

Zoomにて「顔出しなし」の音声配信です 
（水曜、土曜、はクラブハウスとの連動）

（曜日や時間が変更になる日もあります）



期間中・グループLINE（メール）にて 
毎日のワークのサポート

実際に提供する内容



６０分 
オンライン個人セッション付き！ 

潜在意識の根深い思い込みをクリアにする 
＆波動調整セッション 

今回だけの 

スペシャル特
典1



今回だけの 

スペシャル特
典２

スピリチュアルが学べる 
14本の動画講座プレゼント！ 

（８０ページテキスト・PDFデータ付き）



【イントロダクション】 
・言葉と波動レベルについて 
【Lesson1】 
・潜在意識、健在意識について・ゼロポイントフィールドとは？ 
【Lesson2】 
・感情と可能性の関係性・感じる感覚の活性化 
【Lesson3】 
・ファーストインパクトとセカンド思考・感情の取り扱い方

【Lesson4】 
・自己肯定感の高め方・マイナスを引き寄せる3つの原因 
【Lesson5】 
・愛し方、愛され方のひみつ・愛という名のエゴについて 
【Lesson6】 
・人間関係における感情の意味・ニュートラルな人間関係とは 
【Lesson7】 
・許しを体得する意外な方法・相手は自分の写し鏡 
【Lesson8】 
・期待と希望の違い・引き寄せと自己価値の関係性

【Lesson9】 
・思考のブロックの取り扱い方 
・思考を掘り下げる5つの問いかけ 
【Lesson10】 
・各臓器と感覚・感情の関係性・お金の引き寄せについて 
【Lesson11】 
・過去の出来事を味方につける方法・フォーカスの使い方 
・ステートと行動で現実創造する
【Lesson12】 
・人間関係から学べること・男女の脳の違い 
【Lesson13】 
・ゼロポイントにつながる瞑想法・脳波について 
・チャクラについて 
【Lesson14】 
・瞑想を使ったマニフェスト・思考パターンの書き換え 
・ヒーリング・浄化の方法・メッセージを受け取る方法 
・日常でエネルギーを高める方法

動画講座の内容



今回限定！ 
オリジナル瞑想音源プレゼント！ 

５２８Hzヒーリングライアーの演奏 
ピアニスト高橋全さんの演奏など 

全１１曲 

今回だけの 

スペシャル特
典３



日本トップの講師陣から直接学び続けている 
最新の成功法則を全てお届けしています。

100億売り上げるマーケッター

横山直宏さん

日本を代表するメンタルトレーナー

人間力大學　大嶋啓介さん

コンテンツ系トップコンサル

水江卓也さん



●愛の波動を上げて、いるだけで周りを幸せにする存在になりたい人 

●愛の本質、引き寄せの本質、目に見えない世界を深く学びたい人 

●直感を開き、最高のインスピレーションを受け取りたい人 

●オーラを輝かせ、存在感、説得力、好感度を上げたい人 

●天命を知り、迷いなくのびのびと夢を叶えていきたい人 

●今、心が何か反応している人 

●ご縁の深い仲間や、チャンスを引き寄せたい人

こんな人にオススメ



プラチナスクール内容と価格

●定価 ・個人セッション 1回 /  30,000円　 
・2時間講座 / 全6回 150,000円 

・３時間半グループコンサル / 全３回 90,000円 
・高波動MMG / 全6回 90,000円 

・14本動画講座 & 80ページテキスト 88,000円 
・週４回 誘導瞑想とパーソナルヒーリング / 45,000円 

・毎日のワークサポート3ヶ月 / 30,000円 
・瞑想音源 / 2000円 
合計　 525,000円



プラチナスクール内容と価格

●先行予約割引（明後日まで）

（税込）148,000円  
一括払い 
銀行振込・PeyPalクレジット決済



プラチナスクール内容と価格

●分割払い

51,000円 ✖ 3回　（税込）153,000円 
27,500円 ✖ 6回　（税込）165,000円  
15,000円 ✖ 12回 （税込）180,000円

PeyPalクレジット決済



プラチナスクール内容と価格

●明後日以降のお申し込み

（税込）165,000円  
一括払い 
銀行振込・PeyPalクレジット決済



プラチナスクール内容と価格

●分割払い　明後日以降のお申し込み

55,000円 ✖ 3回　（税込）165,000円 
29,000円 ✖ 6回　（税込）174,000円  
15,750円 ✖ 12回 （税込）189,000円

PeyPalクレジット決済



参加条件 High  v i b r a t i o n  C o a c h i n g

●本気で変わりたい人 

●楽しく前向きに取り組む意欲のある人 

●しっかりと自分で行動できる人　積極的な人 

●仲間を大切にして 

　　思いやりのあるコミニケーションが取れる人 

●プラチナスクールと相性の良い人


