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 QUANTUM ACTIVATION 

11:11:11

特別なプライベート訪問 と 
「豪華サンレイナイルクルーズ」 

含む 
2018年10月29日- 11月13日
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ヤンタラジローと共同創造する 
あなたのスピリチュアルジャーニー 

愛の集合意識と 
大いなるユニバースとともに

カイロ / ギザ / ピラミッド / サッカラ/ アスワン / ルクソール / アビドス / 紅海
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神聖ツアーの意図 

自分の力の源になること！ 
わたしたちは個でありながらも、本質的につながっていることを認識すること！ 
自分のためにならないものをリリースし、高い潜在性につながっているものを招待！ 

意識を高め、クォンタムな自己として生きる！ 
「細胞」から「スーパーセル（細胞）」への変容の旅を冒険する！ 

様々な方式の癒しの力を体験する! 
 

クォンタムな自己の目覚めワークショップ  
エンパワーメントと感情のヒーリング 
エーテル-ヴァイタルボディヒーリング 

ヘルメストリスメギストスとのチャネリングセッション 
サウンドヒーリング、トーニングとシンギング 

DNAデコードと、リコード 
グローバルなハートで世界の平和の瞑想 

ナイル川にある古代神殿 
星の意識をつながる 
惑星的な癒しとお祈り 
ピラミッドの活性化の力 

ライトランゲージアクティベーションとダウンロード 
太陽の瞑想とプラーナの再活性化 

DNA-細胞意識の変容 
王の間ライトボディアクティベーションイニシエーション 

ビジョンのジャーニー 
エジプト博物館 

五つ星 サンレイ豪華ナイルクルーズ 
ルクソール神殿 

イシス-シリウス神殿 
カルナック神殿 (ラー) 
デンダラ神殿（ハトホル） 
アスワンでファルーカ乗船  

　ヌビア市場 
紅海リゾート 
大ピラミッド 

サッカラピラミッド 
特別プライベート許可 
イシス-シリウス神殿 
スフィンクスの足の間 

大ピラミッドの王の間のアクティベーション 
ヤンタラジローによるワークショップとセミナー
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2018年は、2008年はじめてエジプトを訪れてからちょうど10年になります! わたしのガイドであるヘ

ルメストリスメギストスとのチャネリングで2008年、ピラミッドがある土地にグループを連れて、変容

の旅を導きなさいと提案されたきっかけからです。 

今回は、4回目の訪問となり、4は基盤と時間を表す神聖な数字です。いろいろな意味で、2018年

は非常に重要な年で、土星が山羊座のハウスにいますので、新しい基盤づくりをしたり、ブルー

プリントの再構築、新しい方向性を作成しています！　2018年11月11日、11:11:11に大ピラミッド

に入るのにとてもパワフルな時期で、集合意識を通じてスターゲートが開くことで、天の川にある

何億もの星からの非常に高い周波数がわれわれのライトボディと細胞に入ってくることが可能に

なります。 

同じパワースポットへ、訪問する度に決して一緒ではないと知っていましたか？　旅を終えた後に

統合する旅に、われわれのエネルギーボディは、意識を高まっていく、新しい可能性へといきま

す。個人の発展には高品質な光を保つ継続性が必要となってきます。だから、同じパワースポット

へと神聖なツアーをなんどもなんどもみなさまを導いているんです！　エジプトはまたそのような

場所です！ 

様々な神殿に行き、「チューンアップ」を受け取ります。トーニングしたり、歌ったり、大ピラミッド全

体をエネルギージェネレーターとして使いわれわれの意識を高め、ユニバースをつながります！ 

精神の目覚めの加速化を求めている人、クォンタムヒーリング、神聖幾何学模様、星のそんざい

に興味がある人、ディバインな自己、本来の自分とつながることを学んでいる人は、人生のどこか

の時点で、パワースポットの一つであるエジプトを訪れるでしょう。 

過去の偉大なるマスターのすべては、ピラミットあるいはこのパワフルな地にある神聖な神殿と直

接あるいは間接的なつながりを持っていました。ナイル川は天の川とつながっていて、川を航海

しているものに星の声が響かせています。わたしたちの宇宙的なルーツは、この神秘的な土地と

深くつながっていて、わたしたちの宇宙的な記憶がクォンタムな自己へと目覚めていきますよう！ 

「すべての聖なる遺跡、発掘物がこの地球の新しい光のそんざいにより発見され、調和、賛歌さ
れると…この地球の歌が、また現れる。天空の音の球体が聴こえ、そのコーラスが大地に鳴り響く
だろう…この地球のホログラフィックグリッドとすべてのそんざいの意識が背高く、輝き、太陽が大

いに偉大なことをしているように、無限の光がすばらしく燃えるように輝くでしょう  

~  黄金時代の地球の歌  
 

この想像を超える歌は、愛と叡智に満たされ、時空をつなぐ虹色の橋を創り、 銀河の統一（ユニ
ティ）意識を祝福するだろう。それは、人が、地球の訪問者が、いま”統一フィールド(ひとつ)”を意

識的に生き、気づきとともに受け止め、体験する準備が整ったから。」 

ヤンタラジローを介したヘルメス・トリスメジスタス 
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3 日程表 4 
OUTER JOURNEY / INNER JOURNEY 

2018年10月29日～11月13日 

11日目: 10月29日月曜日　エジプト/カイロに到着 
グラウンディング、統合、探索、調整、育む、勇気 

カイロ国際空港に到着すると、ツアー会社のマネージャーが入国、通関をサポート。荷物を受
け取り、Four Seasons First Residence ホテルに移動します。 
	 	 	 	 	 	 	 	                                	 	 	  

2日目: 10月30日火曜日  ギザ/エジプト考古学博物館/ツアーメンバー紹介 
本質的な目的、記憶、地球上の天国 

朝食後、集まってツアーリーダー全員の紹介をし、グループ瞑想してエジプトツアーを開始し
ます。午後には、有名なエジプト博物館へいって、ツタンカーメン王の宝物を含む展示物を閲
覧、ショッピングしたり、いろいろたくさんする。		 	 	    （朝食/昼食/夕食） 

3日目: 10月31日水曜日  ルクソール/カルナック神殿/サンレイナイルクルーズ 
新しい始まり、意図、手放す、ふるさとへ帰還 

朝食後、飛行場へ行き、ルクソールへ移動する。ルクソール到着後、サンレイナイルクルー
ズへ移動。 

午後には、広大ですばらしいカルナック神殿（ラー神殿）を訪問します。　（朝食/昼食/夕食）

4日目: 11月1日木曜日  ルクソール/ハトシェプスト女王葬祭殿/ナイル川の西/サンレイナイル
クルーズ 

太陽のヒーリング、インナービューティ、超越する、感謝 
朝食後、ナイル川の西、ウェストバンクまでドライブして古代都市テーベまでいきます。ハトシェプスト女
王葬祭殿を日の出に訪問。昇っている太陽とつながり、光の投薬をライトボディとチャクラに受け取り、
生命力をあげていきます。 

デール エル バハリの複合神殿には、エジプトでももっとも美しい神殿が建っています。紀元前15世
紀、古代エジプト第18王朝第5代のファラオ、ハトシェプスト時代の建築家たちにより建設されました。
ナイル川の西側、半円を描いている急な崖が背景にそびえ立つところに建築、王家の谷の入り口を
守っています。ハトシェプストは21年エジプトの君主を務めた、次に王妃の谷を訪問します。	 	 	                             
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（朝食/昼食/夕食） 

5日目: 11月2日金曜日  ルクソール神殿/エスナ/エドフ/サンレイナイルクルーズ 
チャクラの調整、第3の目アクティベーション、銀河の記憶 

早朝にルクソール神殿を訪問。ルクソール神殿でR.A. シュワラー・デ・ルービッツ氏が古代
エジプトのシンボルを解釈し、「テンプルオブマン」と名付けました。 

ナイル川を進み、エスナまで行き、閘門（ロック）を過ぎ、エドフまで夜を過ごします。 

	 	 	 	 	 	 	 	 	                  （朝食/昼食/夕食）
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6日目: 11月3日土曜日  エドフ/コム・オンボ/アスワン/サンレイナイルクルーズ 
手放す、シンプルに、すべて：統合 

朝食後、自由で楽な一日。統合の時間をとり、短いグループ瞑想をします。マッサージの予
約をしたり、デッキのプールで泳いだり、アスワンまでの景色を楽しむといいでしょう。船泊。 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    （朝食/昼食/夕食） 

7日目: 11月4日日曜日  アスワン/フィラエ神殿/サンレイナイルクルーズ  
シリウス星、セルフエンパワーメント、インナーサンの目覚め、自己愛 

早朝、コーチバスに乗って、湖畔まで行き、モーターボートに移動して、エジプトのディバイ
ンな母であるイシス神に捧げているフィラエ神殿がある島まで行きます。シリウス、グレートセ
ントラルサンと一緒にグループエネルギーアクティベーションを行い、われわれのクォンタム
な自己を統合し、つながりを強化し、内なる光を輝かせます。たくさんの時間をとって、イシス
の癒しのエネルギーとすばらしい島を堪能します。アスワンのカラフルなヌビア市場も訪れた
いかもしれません。	  	 	 	    	 	 	 　　　　　（朝食/昼食/夕食）

8日目: 11月5日月曜日  アスワン/ファルカ/サンレイナイルクルーズ 
創造性、表現、クリアリング、ディバイン（神性）を信頼する 

昼食後、ファルカに乗って、美しいエレファンティネ島を堪能。写真をたくさんとって、ナイル
川の女神の水に近づきます。水のなかの星のコードを感じて、天の川のなかへと瞑想ではいっ
ていきましょう。 	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 （朝食/昼食/夕食）
 

9日目: 11月6日火曜日  アスワン/エドフ神殿/ルクソール/サンレイナイルクルーズ 
集中：ライトボディの目覚め、統一：共同創造 

エドフまで航海し、日中馬車に乗ってエドフ神殿を訪問。鷹の神「ホルス神殿」として知られ、
古代エジプトで一番保存状態のいい神殿です。船に戻り、ルクソールまで。船泊する。 

	 	 （朝食/昼食/夕食） 

   
10日目: 11月7日水曜日  ルクソール/デンデラ/アビドス/Kempenski Resort 

新月、サウンドジャーニー、コズミックな時間、光になる 
朝食後、船を降りて、ケナまでドライブして、デンデラ神殿まで「ハトホル」の愛、音楽と喜び
の女神に捧げている神殿まで行きます。豊かさと人間関係を表す金星とのつながりを体験し
ましょう！ 

時間をたっぷりつかって、神性な星のそんざいハトホルのコーリングを感じて、のどのチャク
ラのアップグレードをしましょう。 

次に、ソハーグまでドライブしてアビドス神殿、オシリウスの神殿まで行き「レーザーで掘られ
ているフラワーオブライフ！」、地球上大事なパワースポットのひとつを訪問します。アビドス
はエジプト人を訪問する人が巡礼する場所。そのままフルガダまでドライブし、Kempenskiリ
ゾート、紅海に3泊の滞在するため、チェックインします                 　　　（朝食/昼食/夕食） 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11日目: 11月8日木曜日  ワークショップ/Kempenski Resort 
クォンタムヒーリング、ハートコーヒーレンス、拡大 

朝食後集まり、これまで訪れた神殿とつながり、コードを統合します。Kempenski Resortで行
う1日目のワークショップので、コーヒーレンスを練習し、クォンタムヒーリングを体験します！　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（朝食/昼食/夕食）

12日目: 11月9日金曜日  ワークショップ/Kempenski Resort 
ユニバーサルナレッジ、内なるヒーラー、すべての意図と行動が拡大！ 

ワークショップ2日目。これまで行ったワークを統合し、次の日の朝、カイロまで戻る飛行機に乗る準備
をします。	 	 	 	 	 	 	 	 	 （朝食/昼食/夕食） 

   
13日目: 11月10日土曜日   フルガダ/ カイロ / Mena House Hotel 

新しい行動、新しい勇気、流れ、休息 
朝食後、移動してルクソールからカイロまでの飛行機に乗ります。それから、カイロの空港に
到着後、Mena House Hotelへ移動します。		 	 　　　　　　　　　	（朝食/昼食/夕食）
 

14日目: 11月11日日曜日   ギザ/ スフィンクス/ピラミッドの王の間 / Mena House Hotel 
神聖幾何学模様、アセンション、コズミックアチューンメント 

とても早い早朝、プライベート訪問で、スフィンクスに敬意を払いにいき、開く瞑想をします。
午後には、会議室に集まり、夜に訪問するギザ大ピラミッドでのイニシエーションの準備をす
るため、案内と瞑想を行います。 

補足：ピラミッドの王の間/スフィンクスへのプライベート訪問は、政府許可に準ずる。 
  　（朝食/昼食/夕食） 

15日目: 11月12日月曜日   ギザ/ サッカラ/セラピウム/お別れの夕食 
内部を振り返る(考察）、オーガナイズ（整理整頓）、新しいはじまり 

サッカラまでドライブし、古代メンフィスの西側にそびえ立つ、エジプト古王国時代の多数のピラミッドを
見に行きます。紀元前2630年ごろ、第3王朝のジェゼル王に仕えたイムホテプがサッカラにあるステッ
プピラミッドを建築したとされます。世界最古の自立して立っている岩の建築物で、このピラミッドはマス
タバ、あるいは低い長方形の墓を含む、6層ものステップで、面はカットされた岩からできています。次
に、サッカラのジュゼル王のピラミッドの北西にあるサッカラのセラピウムへ移動、下エジプトのメンフィ
スの近くにあるネクロポリスで、プタハ神の化身である聖なる牛アピスの埋葬でした。牛は、死んだ後オ
リシスアピスとなり、不死になると信じられており、ヘレニズム時代にはセラピスと呼ばれていました。郊
外にあるエジプトの伝統料理屋で昼食。 

夜には、お別れの夕飯とお祝いを楽しみます	 	 	 	 　（朝食/昼食/夕食） 

16日目: 11月13日火曜日   最終出発 
新しいアラインメント、新しい波動、新しい現実 

朝食後、カイロ国際空港まで移動して、帰路に立ちます（日本関西・関東方面へ帰る方は、19時ごろ
の出発となります）。 
                 （朝食） 

(日程、内容は天候等の都合により予告無く変更に なる場合があります)

               Giza Plateau   Sakkara Serapeum                    Mena House Hotel
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宿泊日程 
Four Seasons First Residence               10月29日 – 10月31日       2 泊 

 

住所: 35 Giza Street, P.O. Box 663, 12612, Cairo, Egypt, 12311. 電話番号: +20 (2) 3567-1600  

Sunray Luxury Nile Cruise                      10月31日 – 11月7日        7 泊 

 

 
Kempinski Soma Bay Hotel                   11月7日 – 11月10日            3 泊 

 

住所: Kempinski Hotel Soma Bay, PO Box 15, Safaga, Egypt,  84711 電話番号: +20 65-3561500

Mena House Oberoi Hotel                      11月10日 –  11月13日            3 泊 

 

住所: 6 Pyramids Road, Giza, Cairo, Egypt, 12556. 電話番号: +20 2-33773222 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EGYPT 11:11:11  
ホテル & ナイルクルーザー日程 

  Four Seasons First Residence  10月29日– 10月31日 2泊      
  SUNRAY Luxury Nile Cruise  10月31日 – 11月7日  7泊    
  Kempinski Soma Bay Hotel  11月7日 – 11月10日 3泊 
  Mena House Oberoi hotel   11月10日 – 11月13日 3泊  
  合計        15 泊 / 16 日 
   ルームシェア: 7500米ドル　 
   シングルルーム: 追加950米ドル (クルーズではシングルルームが提供できません) 

含まれているもの 
エジプトのすべての都市の空港でのサポートとお迎え 
カイロとルクソール間の国内線飛行機移動 
エアコン付きコーチバスでのツアーと移動 
すべての都市の飛行場からホテルまでの移動 
ルクソールからフルガダまでエアコン付きコーチバス移動 
日程表で記載されている場所への入場料 
Four Seasons – First Residence 2泊 
Deluxe “Sunray” Nile Cruise 7泊 
Kempinski Soma Bay (Lagoonビューのお部屋) 3泊 
Marriott Mena House hotel (Gardenビューのお部屋)3泊 
毎朝ビュッフェ朝食 
ガイド、ホテル、クルーズのチップ代（個々の分は各自お支払いください） 
日程表に記載のあるご飯 
ホテルの税金、サービスチャージ、政府消費税 
日本語通訳（機材代） 
海外旅行保険 
空港での荷物移動代 
お別れの夕飯 

含まれていないもの 
到着時に空港で発行するビザ（現在、一人当たり25米ドル） 
カイロ国際空港までの飛行機代 
個人の会計（洗濯、電話、飲み物など）  
 
追加料金 

10月29日着、11月13日発以外の発着の方は、カイロ国際空港までそれぞれ一人当たり35 米ドルか
かります。 

厳重なキャンセルポリシー 
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エジプト入国ビザ: 
次の国籍の方は、エジプト到着前にビザ

を取得する必要があります。 
Turkey – China – Hong Kong – Iran – 
Thailand – Philippine – Sri Lanka – 

Indonesia – Pakistan – India – Myanmar – 
Vietnam

6月13日まで 200米ドルキャンセル費用

6月14日深夜	~	7月11日まで 500米ドルキャンセル費用

7月12日深夜	~	8月12日まで 1,000米ドルキャンセル費用

8月13日深夜	~	8月28日まで 3,000米ドルキャンセル費用

8月29日深夜以降 返金なし
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ヤンタラジロー(Yantara Jiro)	
ヤンタラジロー氏は、スターネイション、アセン
デットマスター、多次元の光のそんざいと深くつ
ながっています。高次元の周波数の橋渡しをする、
通訳をするライトランゲージを話し、エネルギー
アクティベーションだったり、ヒーリング目的で
話します。 

彼は歌手であり、音と意識を探求しながら、気づ
き、よき世界を創造する手助けをするリーダーで
あります。歌と音が持つ力を通じで、愛と調和を
人々に伝え、この土台を通じて、人々が自分に、
自分の力に気づき、内なる声を表現する手助けを
しています。シンガポールを拠点に台湾、日本、
シャスタ、エジプト、イギリスなど数多くの国々
で聖なるツアーを実施しています。 
 
世界10カ国以上で、ワークショップやセミナーを
実施、世界各国のみなさまと交流するのを楽しん
でいます。自分の気づきの旅をみなと共有するこ
とにより、一人一人が内なる力を使ってソースと
つながり、広い世界の気づきの波との共同創造を
行なう、きっかけを促しています。 
2008年以降、気づきのボルテックスをめぐる、聖
なるツアーを実施し、個々の精神世界の旅をサポー

トしています。最初に行ったツアーは、2008年のエジプトで、それ以降毎年、ソースに導かれる
まま、異なる聖なるスポットをめぐるツアー実施しています。日本では、京都の三十三間堂や、
明治神宮のライトシティ、屋久島、与那国（海底ピラミッド）を案内。そのほか、ストーンヘン
ジ、グラストンベリー、トール、クリスタルマウンテン、スコットランドやシャスタなどで、セ
レモニーを執り行ってきています。2012年と2013年に、全世界でも最大規模といわれているボ
スニアピラミッドで、発見者のSemir Osmanagić博士、英国のクレアラッセル女史とともに、太
陽のピラミッドで夏至のセレモニーを一緒に行い、登頂で世界各国から何百人ものの人と一緒に、
太陽と月が星とつながる瞬間を祝福しました。 

サウンドユニバースインターナショナルの共同設立者で、米クリスタルトーン社のアルケミーク
リスタルシンギングボウルを世界６カ国以上で販売し、ヒーリング楽器を世界中に広める活動を
している。世界中の都市、パワースポットでアルケミークリスタルシンギングボウルを演奏して
いる。 
音の力を介して、愛と調和のメッセージを伝え、インスピレーションを与えることに努め、みん
なが内なる声を表現するサポートをしている。いま、量子学と自然療法について学び、発見に興
味があり、スピリチュアリティと科学の融合に努めている。 

過去に実施した聖なるツアーやプログラム: 
2018 エジプト ‒ 大ピラミッドと神聖ナイル11:11:11 
2018 日本 ‒ 世界遺産屋久島神聖ツアー 
2018 日本 ‒ ウエサクセレモニー（東京）  
2017 米国 ‒ セドナスピリチュアルボルテックス＆ライトシティツアー 
2017 中国 ‒ ウエサクセレモニー（上海）  
2016 ボスニア ‒ 夏至のピラミッド聖なるツアー 
2014 エジプト ‒ 銀河のスターゲート聖なるツアー 
2014 中国 ‒ 北京・紫禁城でフラワーオブライフセレモニーに参加 
2014 世界 ‒ 『Crystal Rainbows』と『Gifts of Blessings』発表 
2012 メキシコ ‒ マヤカンファレンス「ソースの変容」にスピーカーとして参加 
2012 台湾 ‒ アルバム『Star Journey 』発売記念コンサート 
2012 米国 ‒ シャスタにて、光を生きる聖なるツアー 
2012 英国 ‒ グラストンベリー聖なるハートのツアー 
2012 日本 ‒ 目覚めた地の歌・聖なるツアーSacred Tour 
2011 エジプト ‒ 11:11:11 グレートピラミッドの目覚め聖なるツアー 
2011 日本 ‒ ワンネスアースサウンドコンサート 
2010 英国 ‒ 地球の歌聖なるツアー 
2009 日本 ‒ ダイヤモンドライトボディの旅・聖なるツアー 
2008 エジプト ‒ グレートセントラルサン聖なるツアー
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テオは上海、中国にある製造会社の代表を10年間務めていまし
た。時間が経つにつれて、不満が増え、最終的にソースに導かれ、
2008年に人生の大転換を迎えました。それからヤンタラジロー 
に出会いました。2009年から、ヤンタラジロー の台湾での拡大
をサポート、中国、日本の地域マネージャーも務めています。 

テオは、代替療法、スピリチュアルなことに深い造詣を持ち、彼
自身の長い愛と目覚めの旅をみなさまとシェアしたいと願ってい
ます。楽しく、面白く、温かいハートを持ち、あなたのハートが
開くのをツアー中サポートしていくでしょう。 

ツアー中、あなたがたのツアーリーダーと調整をしながら、みな
さまが楽しく、実りある体験ができるよう務めてまいります。 

ドイツで社会学の修士を取得、多言語を操り、マンダリン、英語、
ドイツ語、日本語が話せます。 
www.serpentinespace.com

テオイエー 
コアツアーリーダー 

ヤンタラジロー アジア地域マネージャー 
サウンドユニバース台湾

Our Evolutionary Leaders

サレイヤベティ 
シンガポールツアーリーダー  

サウンドユニバースシンガポール

若い頃から様々なチャリティ団体でボランティアを行なっていま
した。年齢を重ねるに従いその熱意が進化し、カウンセリング、
音とエネルギーヒーリング、そして瞑想セッションを家族、友人、
そのほかの人たちに提供するようになりました。2012年にヤン
タラジロー とともに、サウンドユニバースシンガポールを設立
し、地元の人々にサウンドメディスンと波動ヒーリングをシェア
するプラットフォームを設けました。運営とは別に、サレイヤベ
ティさんはホリスティックなプラクティショナーで、調和を奏で
ることで人々を調整し、育むサポートをしています。 

瞑想をするのが好きで、旅をし、健康的な生き方をするのが大好
き。20年間務めた会社員生活を2017年7月に離れ、いまは人々に
奉仕することに従事しながら、クォンタムヒーリングと意識につ
いて学ぶことに積極的に取り組んでいます。 

サレイヤベティは、ハッピーで喜びに満ちた性格、この旅でたくさんの愛と喜びを与えてくれるでしょ
う。英語とマンダリンが話せ、オーストラリアで会計とファイナンスの学士号を取得しています。 
www.thesounduniverse.com

http://www.serpentinespace.com
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アニヤは、台湾生まれですが、ニューヨーク育ち。タレント事
務所にスカウトされ、歌手、女優として、14年前ぐらいにアジ
アに戻ってきました。彼女の育ち、アジアへ戻ってきたり、 
エンタメ業界で過ごしたことが、癒し、再発見、再度つなが
る、成長、そして拡大のスピリチュアルな道を進むきっかけ
となりました。新しい体験に積極的で、世界をめぐり、いろ
んな先生や講座に出会うきっかけとなりました。 
ユニバースのアレンジで、ヤンタラジローに出会ってから、中
国でヤンタラのセミナーのオーガナイザーとして勤めながら、
一生徒として出席しています。 

パートナーとともに、中国の文化交流センターである、アース
ハート(Eartheart）を上海にオープン。ヤンタラが名付けまし
た。アースハートは、中国含め、世界各国からのユニークで、
インスピレーションを与え、刺激的な講師とコラボをしてい
ます。センターでは、新しいライフスタイルを提供するプラッ
トフォームとして、家族全員が、精神、身体と心、そして中国
文化に関連し、学び、体験、拡大そして創造できる場所にな
るよう努めています。 

非常に気さくで、みんなのために尽くすのが好き。英語、マンダリン、広東語が話せ、愛と光と喜びをシェ
アするのに熱心です。

アニヤウー  
上海　共同リーダー 

サウンドユニバース上海

Our Evolutionary Leaders
西川ゆずこ 
ジャパンツアーリーダー 
サウンドユニバース東京

株式会社ゆずカンパニー代表取締役。プラットフォー
ム事業のゆずワークス、サウンドヒーリングを提供す
るサウンドユニバース東京運営。幼少時代、中高とイ
ギリス、オーストラリアで過ごし、慶應義塾大学美学
美術史学、政策・メディア科修士を経て、出版、モバ
イル事業立ち上げ、映像配信、ゲーム制作を経て、2012
年8月8日に株式会社ゆずカンパニー設立。古代遺跡好
きな父親の影響で、小さい頃たくさんの遺跡を訪問。
中学校の時に、父親に頼み込んで、エジプトへ家族旅
行で連れてっていってもらう。高校のころから、体育の
授業でヨガを選択、社会人になってからデトックスし
たいとヨガをはじめたら、はまり、精神世界へ一歩踏
み入れる。現在社会のなかにいながら、自分らしく、
楽しく、自由にできるかサポートしたいと、会社を退

社し、いま現在にいたる。ここ数年、ヤンタラの日本展開のポジティブな前進をサポート、音、光、
喜び、楽しみのコミュニティーの拡大に貢献しています。 www.yzworks.jp
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マーサバーケット 
カナダ共同リーダー 

サウンドユニバースアルベルタ

マーサの周りをケアする性質はさまざまなヒーリング技術を使っ
た職業へと変わっていきました。いちばん興味あるのは、波動的
な薬・医療で、古代からのサウンドヒーリングです。声、音楽、
音叉、アルケミークリスタルシンギングボウルを組み合わせて、
運営するセンターや、世界でセッションを行ったり、ワークショッ
プで行なっています。カナダでいちばん大きいアルケミークリス
タルボウルセンター、アルベルタ・コクランに「Amaryl l is 
Centre For Healing」を運営しています。 

インドネシアの青年プロジェクトでワークした経験もあり、アニ
マルコミュニケーターとしてのスキルを活用してスマトラの象、ボ
ルネオのオランウータンとワークしたこともあります。人間と動
物に対するボディートーク認定施術師、電動指圧施術師でもあり、
国際バイオエネルギーメディスンで引き続き学んでいます。人間と
動物のためのファーストエイドホメオパシーケアを完了しています。
引き続き、さまざまな講座、セミナー、カンファレンスにでて自
分自身のアップグレードに勤めています。www.amarylliscrystalgarden.com

Our Evolutionary Leaders

ウィニー 
台湾ツアーリーダー 

サウンドユニバース台湾

2011年にヤンタラジローさんと出会ってから、変容の旅がはじまりま
した。台北にあるサーパンタイン空間のプロジェクトマネージャーで、
台湾でアルケミークリスタルボウルを積極的にシェアしています。 

世界中さまざま土地を訪れ、例えば屋久島、ボスニアの太陽のピラミッ
ド、イギリスのストーンヘンジを訪れ、アルケミークリスタルボウル
と一緒にその土地と共同創造をしてきました。 

日常的にヘルメスの7の原理を遂行し、神聖な場所から受け取ったエ
ネルギーだったりギフトをセッションでシェアしています。また、同
時にセッションでは、アルケミークリスタルボウルと一緒にどのよう
に共同創造するか、願いを現実に実現化するサポートを行なっていま
す。アルケミークリスタルボウルをみなとシェアすることに熱心で、
人々が自分の精神の道を進むサポートをすると心底信じている。「人
生とは豊かなごちそうです！」
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