
〜 ヤンタラジローと一緒に  
母なるガイヤのハートへと旅する 〜

2018年 4月11日 - 17日  
世界遺産 
屋久島  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ヤンタラジローと行く
屋久島スピリチュアルツアー
“自然の力で潜在的なヒーリング能力を開花”  

2018年 4月11日 - 17日 
このスピリチュアルツアーは、エネルギーヒーリング、瞑想、クォンタムな意識、サウンドヒーリング、

自然の力を信じている人向けにデザイン、構成されているもので、  
心体をさまざまなレベルで刺激し、癒すためにできています。 

あなたの最大限の可能性で生きる！

「すばらしい聖なるツアーの扉(Gateway)へようこそ! この神秘的な島での
旅をみなさまとシェアできて、本当に嬉しく、そしてとてもワクワクしてい
ます! 世界遺産・屋久島は、そこを知るものによって、さまざまなものに守
られ、サポー トされています。ここを訪れるものに深い緑の森林は、その
こころの中心をトレッ キングする一人一人に、インスプレーションを与え、
アップリフトメントを与えます。 あなたのこころがオープンになれば、こ
の森もあなたにオープンになります。この土地が 持っている波動は、あな
たのこころを育て、癒し、アップリフトし、あなたのなかにすでにある、より大きな自己愛を促し、デバインを受
け入れ、委ねる力をもっています。自然の愛があなたに声をかけています。そして、手放して、愛を受け入れるよ
うあなたを誘っています。森のエネルギー がチャクラに栄養を与え、川がわたしたちの経絡をきれいにします。森
では、自然のそんざいが完全にわたしたちを包み込み、一緒に踊ったり、旅をします。  

屋久島は、90%が太古の森で埋め尽くされ、40を超える山々があります。~無数な自然界のそんざい、光のそん
ざいの故郷。屋久島のすばらしく美しいライトシティ。そこは、宇宙船の交流と交信の場所でもあります。 

この聖なるツアーでは、たくさんの時間を森のなかで過ごし、瞑想をし、お弁当をたべ、ハイキングをし、ほぼ毎
日のようにワークショップを行います」  

このスピリチュアルツアーで自己発見をしましょう！ 

古代の森のハート、そこはウェルビーイング、幸せと健康のためのヴァイタルエネルギーが豊かにあります。ここ
で、元気になりましょう。瞑想とエネルギーワークを介して、自然からこれらの生命力（ヴァイタルエネルギー）
を受け取る方法を学びましょう！ 

体験しうること 

ウェルビーイングの強化: こころとマインドのコーヒレンス、ストレス解消と免疫力アップ 
サウンドヒーリング: ボーカルトーニングと、エネルギーセンターの調整  

 いのちを支える臓器のエンパワーメント: 気（プラーナ）、あるいは生命力を自然から受け取ることを学ぶ 
屋久島のグルメとショッピング: 調和のとれた生活と観光 

瞑想: 太陽から癒しの光をエネルギーを受け取る（天候次第） 
ワークショップ: ビジュアライズ瞑想を通して、内へ入り、パワフルなボルテックスとつながる 

感情の解放と癒し: 臓器に滞っているエネルギーの浄化 
森のエネルギーの森林浴: 古代の森の生命力に何時間にもわたって包み込まれる
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わたしたちはみな、つながっている
“内なる光につながる、その鍵となるのは愛”  

ヘルメス・トリスメジスタスからのメッセージ: “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 は、また再生する。天空から音の球体が聴こえ、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、太陽が偉大なる偉大の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。 

想像できないような歌は、愛と叡智に満たされ、時空をつなぐ虹色の橋を創り、
銀河のひとつの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
合フィールド(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。” 
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INNER-OUTER JOURNEY
4月11日水曜日、1日目 – 到着日 
屋久島 - 屋久島いわさきホテル 

クラウンチャクラ - 神秘的な島へ到着
古代の森がある地でウェルカムパーティ 

屋久島は周囲135キロの島で、海抜約2000メーター、40以上
の山があり、島の90% が森に囲まれわずか1万4千人の住人がい
ます。 樹齢1000年～7200年がエルダー（長老）として根を下
ろし、世代を超えインスピレーションを与え続けています。旅
の間中、古代の森、山々の静寂さと感じ、体験しましょう。屋
久島空港に到着後レンタカーをピックアップし、尾野間まで約1
時間ドライブして、宿泊先の屋久島いわさきホテルで休みます。昼食は含まれていません。 

4月12日木曜日、2日目 – 森の癒し 
ヤクスギランド - 屋久島いわさきホテル 
ルートチャクラ - 癒し、意図、気づき 

自然のエレメント、癒しの瞑想、メッセージとグレースの曼荼羅 

早めの朝食後、ヤクスギランドまでドライブして軽いトレッキングを楽しみます。自然のなかで、瞑想とアクティベーショ
ンを楽しみ、エレメンタル王国や古代のそんざいなどととつながり、祝福とメッセージを受け取ります。 

ヤクスギランド入ってすぐに千年杉（樹齢千年の屋久杉）があります。この古代杉は、クォンタムレベルでは、わたし
たちの意図とハートの共鳴を通して、ウェルビーイングにアクセスすることができる貴重な情報を持っています。このす
ばらしい屋久杉を軽く訪問。そして、トレッキングトレールを歩きながら、自然がクォンタムなレベルでどのようにつな
がっているか探ります。「ジェネレーターツリー（生成の木）」と「ネットワークツリー」がどんなものか。さらには、
瞑想を通して意識で「旅をし」違う世界へ行き、癒しとメッセージを受け取るために光のそんざいとつながれる「エネ
ルギーエレベーター」も見つけます。 

日の出: 6:04 ,   日の入り: 18:38
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INNER-OUTER JOURNEY

4月13日金曜日、3日目 - 水とエレメント、直感とゆだねること 

安房 - ビーチ＆瞑想、ショッピング  

第3の目 - 手放し、超越する 
チャクラ、陰陽のバランス、目覚め 

 
この日はのんびりと過ごし、海岸を探索し、ビーチで波
を楽しんだり、水の世界と意識を合わせ、さまざまな場
所で海とつながる瞑想をとったりします。海の生物、た
とえば、くじらといるかとつながり、対話するために瞑
想をしたり、海の水の癒しのエネルギーだったり、叡智
ある真珠からメッセージを受け取ったりします。 
日の出: 6:03 ,  日の入り: 18:38

4月14日土曜日、4日目 - 新しい意識、自己の癒し 
白谷雲水峡 - エゴの自己、ビーチ＆瞑想、ショッピング 
仙骨チャクラ - エゴの自己とユニバーサルな自己 

森の愛、地球の探索者、新しいつながりの創造 
 
朝食後、お弁当を持って白谷雲水峡へ行きます。美しい場所をトレッキングして、古代の木たちとつながりま
す。やさしいトレッキングで、たっぷり時間をとって森のなかで、古代の木々とつながります。森と深い講習
をしたあとは、屋久島いわさきホテルへ戻って、休んでみんなと食事を楽しみます。 
日の出: 6:02 ,   日の入り: 18:39 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INNER-OUTER JOURNEY

4月15日日曜日、 5日目 - ワークショップ 
屋久島いわさきホテル - 屋久島のライトシティ 

のどのチャクラ - 深い癒し、スピリチュアルなギフトの導き 
屋久島のマザーツリー、コズミックな地図と自然のゲートウェイ 

 
 

このツアーはクラウンチャクラ - 高次元の意識へのゲートウェイ - ではじまり、ここでのどのチャクラ - ス
ピリチュアルな導きを受け取り、自分を表現し、力づけられるようオープンに！ 

朝食後、ワークショップは9時にはじまり
ます。 
 
ワークショップ：ビジュアライズをしな
がら瞑想を通して、地球のハートへと旅
をします。内なるマインドの目を探索し、
二つの美しい神聖な世界、屋久島にある
相互つながっている、二つのライトシティ
であるリラカヤ(Lirakaya)とオマリヤ
(Omariya)として知られる世界へ入ってい
きます。 
 
瞑想中、この島のボルテックス空間のクォ
ンタムフィールドへ触れ、意識を通じて
意図をし、わたしたちの波動の領域に、エ
ネルギーの周波数をダウンロード（受信）します。これは精神の目覚め、

チャクラのエンパワーメント、感情の浄化をサポートします。午後5時にワークショップが終了します。夕
食含まれず。 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INNER-OUTER JOURNEY

4月16日月曜日, 6日目 - 統合＆自省(新月) 
大川の滝 &  ショッピング 

太陽神経チャクラ - 内なる美、集中と創造性 
豊かさ、直感、判断しない、自由とバランス

屋久島を一周する短い旅にでて、軽くショッピングをし、屋久島にあるいちばん大きなすば
らしい滝へ行き、祝福を受け取ります！　もし、お持ちなら、アルケミークリスタルボウ

ル、あるいは、個人的なものを一つか二つ持ってきて、自然の祝福を受け取りましょう！ 
 
滝から豊富なマイナスイオンを受け取り、エネルギーボディがリフレッシュして、われわれ

の波動フィールドが浄化されます。ここで、最終的な感情だったり、精神のブロックを解放してみましょう。 
日の出: 5:59,   日の入り: 18:40 

4月17日火曜日、7日目 - 旅立ち 

屋久島いわさきホテル - 空港 

ハートチャクラ - ハーモナイズ、一つのハート 
自然との統合しひとつとなる、完了 

朝食後、屋久島いわさきホテルをチェックアウト、空港までドライブし、レン
タカーを返却。個人個人、次の旅へとつづく！　昼食含まれず。日の出: 5:58 

 
 

宿泊先
屋久島いわさきホテル                 4月11日～ 4月17日                      

http://yakushima.iwasakihotels.com/            
所在地: 〒891-4404 鹿児島県熊毛郡屋久島町尾之間１３０６  合計:  6 泊 / 7 日
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ツアー参加費 

ツアーパッケージ： 4月11日 - 17日 

屋久島までの交通費含まず 
 

ツアー費用: 380,000円（税込） 

（シングルご希望の場合は、70,000円追加） 

        含まれているもの  
     ・トレッキングトレールの入園料など 
     ・レンタカー 
     ・屋久島いわさきホテル6泊ぶん 
     ・ 旅日程に含まれる朝食 
     ・旅日程に含まれる夕食 
     ・ツアー中のコーディネーター費用 
     ・通訳、講師の費用 
　  ・インドア、アウトドアの 
　　スピリチュアルワークショップ 

        含まれていないもの 
       ・旅日程に記載されていない食事、飲料水、ランドリー代、電話代など 
       ・屋久島までの国内線 
       ・旅行保険＆健康保険など、個人に関する内容  
       ・トレッキングウェアのレンタル代（いわさきホテルで連絡可能です。事前に手配いたします） 
    
 
         

お申し込み締め切り：2018年2 月末日まで 

　　　　　キャンセルがでましたので、ツアー全体残り1枠がでました！

逃した方はぜひ！　全額お支払いをもってお申し込み完了となります 
*振込手数料は各自負担願います。__________________________________________ 

キャンセルポリシー  
お申し込み後、2月14日までにキャンセルした場合は、 50,000 円のキャンセル費用 

2月15日から3月10日までにキャンセルした場合は、10万円（シングルの場合は17万円） 
3月11日0時以降キャンセルした場合は、返金はありません

お申し込みはこちら！: tokyo@yantarajiro.jp                                   
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交通とコミュニケーション 

運転＆ドライバーさん! 
 

屋久島では、車での移動がいちばん便利で楽な移動方法です。レンタカーがいちばん便利な移動手段なため、8人
乗り、10人乗りで移動する予定です。 

このすばらしい島で、美しい景色を楽しみながら運転したい方は、大きめな車を運転できる方、大、大募集中です！

募集中です！ 

 

トレッキングについて 
注意事項 

Yakushima 屋久島のトレッキングトレール、登山道は定められたところにあります。上手に配置されていて、安全
です。このツアーで行くところは、安全でトレッキングとしては平均レベルのもので、心地よく歩ける場所を選ん

でいます。物理的に問題を抱えていたり、不安がある方は気軽に事前に相談ください。 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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w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: 
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 
2016 日本 ‒ ウエサクセレモニー（東京）  
2015 日本 ‒ ウエサクセレモニー（東京）  
2015 日本 ‒ 屋久島聖なるツアー 
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 日本 ‒ ウエサクセレモニー  
2014 CD‒ 『Crystal Rainbows』と『Gifts of Blessings』発表 
2013 ボスニア ‒ 夏至のピラミッド聖なるツアー 
2013 日本 ‒ 屋久島聖なるツアー 
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 ボスニア ‒ 新しい地球聖なるツアー 
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 ‒ ワンネスハート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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中国・上海で製造会社の部長を10年間勤める。時間の経過とと
もに不満が募り、2008年ソースの導きにより、人生の大きな転
機を迎える。それから、ヤンタラジローに出会う。2009年以降、
ヤンタラとともに台湾、上海、さらには日本の展開をマネージャー
としてサポート。 

さまざまなスピリチュアルな学問を学び、彼の長い長い目覚めの
道のりをみなさまと共有したいと思っています。お茶目で楽しく、
やさしいキャラで、ツアー中、みなさまのハートが開いて行くサ
ポートをしていきます。 

ツアー中は全体のリーダーとして、各地域のチームリーダーと調
整しながらみなさま満足いただけるように最善を尽くす予定です。
ドイツで、社会学の修士を取得。マンダリン、英語、ドイツ語、
日本語が堪能。  

                                                      www.serpentinespace.com   

テオ・イエー 
全体のツアーリーダー 

ヤンタラアジア地域マネージャー 
Sound Universe Taiwan

Our Evolutionary Leaders

西川ゆずこ 
ジャパンツアーリーダー 

Sound Universe Tokyo

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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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。 

ANYA WU  
 

上海　共同リーダー 
Sound Universe Shanghai

Our Evolutionary Leaders
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