あなたの可能性の扉を開く
あな
なたの可能性の扉を開く！

和尚アートユニティ
®

オーラソーマスクール
あなたは今の自分の人生に疑問を持ったことはありませんか？
4日間のオーラソーマスクールは、あなたがこの人生に生まれてきた使
命、目的、才能に目覚め、あなたの人生の意義を知り、仕事、人間関係、
将来のヴィジョンを開く機会です。オーラソーマのきらきら光る美しい
ボトルを鏡として、本当のあなた自身を映し出してみませんか。
あなたの未来の人生へと、一歩を踏み出してみましょう。

オーラソーマ® レベル

1

オーラソーマに興味を持っている方なら、誰でも受講で
きます。

その秘密を、オーラソーマレベル１では学びます。
ボトルの色がもつ言葉、ボトルが上下に分かれている理
由、ボトルの選ばれた順番、ボトルの番号。それらを総合
的に学ぶことで、選ばれたボトルの意味を解き明かす方
法をあなたは知り、体験します。
レベル１では、オーラソーマ全般の基礎を学びます。イク

オーラソーマを学ぶことによって、自分自身を愛し、ヒー

イリブリアム、ポマンダー、クイントエッセンスなどの基礎

リングをもたらし、人生を幸せに生きる機会を手にする

知識と、４本のボトルのコンサルテーションの基礎を学

ことができます。

びます。

オーラソーマを通してあなたは自分自身についてさらに

ボトルの色のメッセージや色の持つ意味（色の言語）、色

よく知ることができるようになります。自分の人生をさら

彩論。オーラやチャクラなどの意味や理解とヒーリングの

によりよく生きていくための第一歩をふみだすことがで

原理、コンサルテーションの方法など、それらを総合的

きるのです。

に学ぶことでオーラソーマのコンサルテーションとヒーリ

「あなたはあなたが選んだ色であり、それはあなたの必

ングの方法を学びます。

要としているものを映しだしています」

オーラソーマレベル１では、更にたくさんのことを学ぶこ

オーラソーマ創始者のヴィッキー・ウォール女史の言葉

とができます。

です。

詳しくはWebサイト（アートビーング オーラソーマスクー

どうしてあなたが選んだボトルの色から、あなた自身の

ル）をご覧ください！

ことがわかるのでしょうか？

http://artbeing.com/aura-soma/school/

オーラソーマレベル１を修了すると
次のことができるようになります！
● イギリスのオーラソーマアカデ

オーラソーマレベル１を受講された方の
声をご紹介します
初めてのオーラソーマ…。とても楽しみな気持ちと「一体

ミーから修 了 証 が 発 行 されま

どんなレッスンをするのだろう…」と少し不安と緊張が初

す。

日はありました。しかし初日からその不安な気持ちはなく

● オーラソーマボトルについて実

なりました。コマラ先生の優しく丁寧な指導と皆さんの思

習を通して学ぶことで、大 切な

いやり、それぞれの個性がとても楽しく、毎日たくさんの

ご家族やお友だちに簡単なコン

知識と愛をいただき、本当にこのコースに参加できて感謝

サルテーションをすることがで

しています。コースの内容、環境ともとても快適で楽しく

きるようになります。

過ごせました。ありがとうございます。
（20代女性

主婦）

レベル１コース修了証

● 次のコースに進んでいくことで、

オーラソーマをお仕事にする可能性が開かれます。
● カラーセラピー、ヒーリング、クリスタルワーク、ネイ

ル、アロマテラピー、ボディワークなどにオーラソーマを
取り入れることでお仕事の幅を広げることができます。

オーラソーマに対しての興味や理解が深まりました。色
やエネルギーを深いレベルで感じることができました。
これからこの 体 験 がどう生かされていくのか 楽しみで
す。明日からワークしていきたいボトルがあるので。学ん
だこと、感じたことに開いて使っていきたいと思います。
ありがとうございました。
（40代女性

会社員）

オーラソーマスクールについてのさらに詳しい情報は、Webサイト（アートビーング オーラソーマスクール）にて！

http://artbeing.com/aura-soma/school/
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最初のステップであり大いなるステップ！

本当の
自分を見つけ
魂の輝きから
生きる

和尚アートユニティではオーラソーマの講座、レベル１、レベル２、
レベル３、パーソナルプレゼンテーションスキル、コンサルテーション
の技術を総合的に学ぶことができます。

和尚アートユニティは、オーラソーマのスクールとして日本で
最も古い歴史を持ち、以下のような特徴があります。

和尚アートユニティは、日本ではじめてオー
ラソーマを紹介した会社です
1993年に日本で はじめてオーラソーマを 紹 介し、

日本でのディストリビューターとしてオーラ
ソーマのプロダクトのすべての製品を扱って
います

オーラソーマの歴史とともに歩み続けています。常

オーラソーマ卸販売を行っている強みを活かし、受

にオーラソーマの未来のために貢献できることを願

講生のみなさまには欲しいときにはいつでもすぐに

いながら、オーラソーマの販売、コースの開催をして

受講生価格でオーラソーマをご購入いただけます。

います。

日本ではじめてオーラソーマ社会長のマイ
ク･ブース氏を招待してコースを開催しまし
た

イギリスのオーラソーマのスクールと同じ基本
方 針に基づ いて運営され、イギリスからの
オーラソーマの資格を得ることができます
イギリスのオーラソーマのスクール「デヴ•オーラ」と同

1997年にオーラソーマ社会長のマイク・ブース氏の

じ４日間連続のコースを開催しています。なぜなら４日

日本ではじめてのコースを主催しました。

間連続して受講することで、オーラソーマの学びが途
切れることなく深まり、オーラソーマに対する理解がよ
り深まり、体験自体もより深いものとなるからです。

くつろぎと安心の
鎌倉セミナールーム
オーラソーマのコースはどれも、プライベート感覚で
安心できる鎌倉セミナールームで開催され、恵まれ
た環境と守られた空間のもと、くつろぎながら、安
心してコースを学ぶことができます。

古都鎌倉に位置し、充実したアフターコース
をお楽しみいただけます
有名な鎌倉大仏や観音様の長谷寺も１０分。由比ケ
浜にも徒歩５分の位置にあります。周辺にはメディ
アで 紹 介される人 気 店も多く、アフターコースを
ちょっとした小旅行気分で楽しめます。

7

オーラソーマの第一人者の
講師による充実した内容

黒田コマラ先生
オーラソーマ・アカデミー代表マイク・ブー
ス氏の専属通訳としても活躍され、オー

経験豊富な一流の先生から学べるということ。

ラソーマの最新の情報にも詳しく、日本

オーラソーマを教えている黒田コマラ先生は、長

人のティーチャーの第一人者として活躍さ

年オーラソーマの会長マイク氏の専属通訳を勤

れています。オーラソーマにかぎらず、カ

め、イギリスのオーラソーマアカデミーとのつなが

ウンセリングやセラピーなどのさまざまな

りも深く、オーラソーマの学びをわかりやすく、や

トレーニングを体験し、タロット、ヌメロ

さしい語り口で教えてくれると、受講生からもと

ロジーなどにも造詣が深く、その気さくな

ても評判の先生です。

教え方にも人気があります。

オーラソーマスクールについてのさらに詳しい情報は、Webサイト（アートビーング オーラソーマスクール）にて！

http://artbeing.com/aura-soma/school/
オーラソーマスクールについてのお問合せ・お申し込みは：株式会社和尚アートユニティ 〒248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜3-3-21
由比ガ浜KSビル Tel:0467-23-5683（受付：平日10時〜17時） Fax: 0467-60-1024 E-mail: info@artunity.com
協賛：株式会社アートビーング

※Aura-Somaはオーラソーマ社の登録商標です
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オーラソーマスクール
和尚アートユニティはこんなところ
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オーラソーマ レベル１修了後はこの図のようにコースを進み、
学び続けることができます。
そして、憧れのオーラソーマプラクティショナーの
資格を得ることもできます。

オーラソーマ® レベル
あなたの可能性の
扉を開くオーラソーマを
学ぶ 旅へ出発です

ボトルを鏡として
本当のあなたと出
会う旅

1

レベル1を
修了すると

オーラソーマ・カラーケア
システムの基礎を学ぶ4日
間（24時間）

START

大切なご家族やお友だち
に簡単なコンサルテー
ション（リーディング）をす
ることができるようになり
ます。

ボトルや色の持つ意味やメッセー
ジを読み解く鍵を学んでいきます。

スタート

受講料金 88,000円（早割 83,000円）
＊イギリスのオーラソーマアカデミーからレベル１
コース修了証が発行されます。

オーラソーマ® レベル

3

ますます広がる世界オー
ラソーマをさまざまな方
向から学びます

オーラソーマ® レベル

レベル１とレベル２のコースで
学んだことを統合し、さらに
深く探求する4日間
（24時間）

さらに深く色について学び、
伝統的な知恵を学ぶ4日間
（24時間）

※これまでのコースで学んだこと
を 統 合し な がら、コン サル テ ー
ションの実践的なスキルを磨き、
質の高いコンサルテーションがで
きるようサポートしていきます。

※ボトル や 色への理 解をさらに
深め、オーラソーマと他の伝統的
な知恵（数秘学、クリスタル）との
関連性を学びます。

私たちの内側のさらに深
いレベルへとジャンプし
ていきます。

受講料金 88,000円（早割 83,000円）

GOAL

パーソナルプレゼンテー
ションスキル 3日間（18時間）

いよいよ憧れの
オーラソーマプラクティショナー

より実践的なプレゼンテーションのテク
ニックをマスターする

として認定です
トレーニングを最終段階まで 積
んだプラクティショナーとして開
業資格の登録が可能になり、登
録プラクティショナーとして、公
に向けてコンサルテーションを提
供することができます。

受講料金 88,000円（早割 83,000円）
＊イギリスのオーラソーマアカデミーからレベル2コース
修了証が発行されます。

＊イギリスのオーラソーマアカデミーからレベル3
コース修了証が発行されます。

レベル3を
修了すると

2

＊イギリスのオーラソーマアカデミーか
ら修了証が発行されます。

さらなる
スキルアップを
望む場合は

パーソナルプレゼン
テーションスキルを
修了すると
小規模の公の場で
2時間程 度簡単な、
オーラソーマに関する
プレゼンテーション
を行うことが認めら
れます。

®

オーラソーマ シンセシス
パート1 4日間（12時間）
オーラソーマシステムをさらに深いレベル
で 理 解して統合するのを助け、オーラソー
マの 体 験 が 新たな 次 元 に深まる可 能 性を

＊オーラソーマコースを受講後、プラクティショナー登録後は、
オーラソーマ製品を割引価格で購入できます。
＊お買い上げ金額に応じて、ポイントが付与されます。

サポートするためのコース
＊イギリスのオーラソーマアカデミーから
修了証が発行されます。

エッセンシャルズ コース
2日間（12時間）
どなたでも、いつでも受講できます。
オーラソーマのエッセンスを学べ、プロダクトを 使うことの 効果
を体験でき、そして色を通して自分を知り癒すことができます。
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