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または www.avatarj.jp/masters をご覧ください。 
 
Star’s Edge International® • 237 N Westmonte Dr • Altamonte Springs, FL 32714 • USA 

tel: +1-407-788-3090 • fax: +1-321-574-4019 

e-mail: avatar@avatarhq.com • website: www.AvatarEPC.com

             あなたにこの冊子を差し上げたマスターにご連絡ください：

Japanese

今すぐアバター 
を体験しましょう！

こころの平和を見
つけたいですか？

アバター・インフォアワーは、ライセンスを持つアバターマスターとの個
人セッションです。アバター教材の作者であるハリー・パルマーの５分間の
ビデオから始まり、その後ガイドを受けながら信念、注意、意志、源の存在、
そして慈しみを探検していきます。またアバターのツールをリアルに具体的
に経験できる、いくつかの練習が用意されています。 
 
それはあなたの個人的覚醒への第一歩です。アバターマスターとつながっ
て、無料のインフォアワーのスケジュールを今日決めましょう。

©2019 版権所有。アバターSM、リサーフェシングSM、ラブ・プレシャス・ヒューマニティーSM、覚醒した星の文明SM 、及び、
スターズエッジ・インターナショナルSM は、スターズエッジ社がライセンスを許諾されている登録サービスマークです。
EPCSM は、スターズエッジ社がライセンスを許諾されているサービスマークです。09.19

無料
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も
っ
と
知
り
た
い
で
す
か
？アバターって何ですか？

修了生のほとんどによれば、アバターは 
世の中で提供されているものの中で、最も
パワフルで純粋な自己開発のプログラムで
す。アバターはさまざまな経験的エクササ
イズで構成されており、それらのエクササ
イズを通じて自分自身を再発見し、自分の
意識を自分が達成したいことと一致させるこ
とができるようになります。あなたは独自の
洞察や発見を自分で体験します。他人から
あなたが何を信じるべきだとか、あなたと
は何者かを教えられることはありません。
自分について自分で発見していくのです。

• 自分を不幸にしている古い制限か
ら自由になりたいですか？

• 自分が信じることを自分が達成したい目標と一致さ
せたいですか？

• 自分の人生をとりしきる能力にもっと安心したいで
すか？

• より高次で、より賢明で、より平和な自己表現を経
験してみたいですか？

• 世の中の悲しみや困難を超越して、それらが本当は
何なのかを見られるようになりたいですか？

• 伝統的に覚醒といわれている意識状態を経験してみ
たいですか？

アバターはあなたのためのものです。

アバター受講生の声
 

 
アバターの組織では

、人間の意識を一人
ずつ高めていく

ことで、より良い世
の中を創りだせると

信じています。こ

の目標に整合するア
バターコースは、非

宗教の９日間のコ

ースで、それによっ
て人は自らのスピリ

チュアルな自己と

再びつながることが
できます。 

その中でこのコース
の受講生は自分の問

題や心配事の源

を発見し、そうした
問題を解決し取り除

く方法を学び、そ

の結果、自分が望む
人生を創りだす能力

を手に入れます。

これは意図的に生き
ることとして知られ

ています。 
—R. S.

アバター教材の作者 
ハリー・パルマー

AVATARRESULTS.COM
（アバターリザルツ・ドットコム）
アバター受講生の体験談＆洞察

スターズエッジではアバターを受講された方々
から洞察、愛、感謝の気持ち、支持が書かれたた
くさんのお手紙を頂いています。そのほんの一部
をこのウェブサイトで紹介しています。アバターコ
ースを修了された方は、ぜひこちらのサイトにご投
稿ください。あなたの経験が他の方々の励みとなり
ます。

コースの受講生の声 
• アバターは私が光の中に踏み出し、認められ、そ
うなるためにこの世に生まれてきた自分を発見す
るための勇気を見つけるのを助けてくれました。

• 人生の自動的なパターンを修正し、止めることがで
きました。

• 固定された注意を解くことで解放されるこ 
とがわかります。

• 自分の個人的な黄金の壺を見つけました。

• 自分の愛する人たちとこれまでと全く違ったやり
方で、もっと親密に接することができます。

• 自分の偽りを一掃し、自分がしているゲームを自
分に見せる道具を手に入れました。

• 自分が何をしていたのかを理解し、その責任を取り、
それを止めました。

• 何かが変化することを許される空間をアバターの道
具が創りだします。

• アバターでは自分の本質からあなたを遠ざけあなた
の成長を制限している人生のパターンを発見するこ
とができます。

• 自分とは誰かというインスピレーションと明確さを
得ました。

• 苦しみと絶望の状態が、
他者への奉仕の中で見い
だされた喜びと目的へと
変わりました。

• 被害者のパターンを打ち
破りました。
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アバターはどのように作用するのでしょうか？ 
アバターをすることによって、自分の人生
のパターンを形成する信念を意図的に再構成
する道具を身につけることができます。  

あなた自身が持っている信念が、実はあな
たの存在に影響を与えている最も強力な
力なのです。それらの信念が、あなたが
何を知覚し、また、それをどのように知覚
するかを決定します。あなたの考えや、期
待や、行動に影響を与えるのです。そうし
た信念があなたの性格を形作ります。あな
たの行動の結果や、他人があなたをどう知
覚するか、あなたにどう反応するかにさえ
影響を与えます。  

アバターはあなたが自分の存在の“舞台裏”を探検
して、自分の人生を今の状態にしている原因とな
っている、調べられることなく無意識に持ちつづ
けられている信念を発見する手助けを
します。 

 

アバターはどこが違うのでしょう？  
アバターはあなたがよりどころとし

て生きるための別の信念を一式提供する
代わりに、あなたが本来持っている、信
念を創り出したり消滅させたりする能力
を目覚めさせます。この能力を使って、
あなたは人生を自分が決定する青写真に従
って再構成することができます。 

 

私にアバターが必要な理由は何ですか？  
アバターのトレーニングがなければ、人の人生は

その人に最も深く根ざした、最も抵抗のある透明な
信念によって突き動かされることになります。あな
たが恐れている一番嫌いな人、そしてあなたのことを
参らせる人が、あなたの決断の９割以上を自動的に条
件づけているところを想像してみてください。それが
アバターのない人生です。 

 

アバターコースから何が期待できますか？  
この３部構成のコースのゴールは、あなたが自分の信念体系を探
究するガイドをし、あなたが変えたいと思うことを修正するための
道具を提供することです。アバターコースはあなた自身の意識の内
なる仕組みへの扉をひらきます。 

コースは言葉による学び（知的）よりも、生きた学び（経験的）
を教えます。このため、あなたの意識の中に既に入っている実際の
学びへとあなたをガイドする、訓練を積んだアバターマスターが必
要なのです。

ア
バ
タ
ー
っ
て
何
で
す
か
？

facebook.com/AvatarCourse 
facebook.com/CompassionProject 

twitter.com/AvatarCourse

THEAVATARTIMES.COM（アバター・タイムズ・ドットコム） 
あなたが信じていることとあなたが経験することとの関係を探究して、 
理解しましょう。
人の研究をしているとやがて、自分こ

そが自分の人生の最高君主で、全てを知
る創造主であることを、多くの人が忘れ
てしまっていることがはっきりしてきま
す。知らず知らずのうちに自ら苦しみを
創りだしておいて、今度は宇宙にその原
因を求めることで苦しみを納得しようと
する人たちが見えてきます。また恐れと
苦しみの毎日から何とか勘弁して欲しい
と二言三言つぶやくことにしか、自分の
創造する力を使っていない人たちが見え
てきます。 

アバター教材開発の研究において画期
的だったことは、＜人が経験する世界は

究極的にはその人の意識の産物であり、
その逆ではない＞ということを実証する
テクニックを開発したことです。そして
蓋をあけてみると、そのテクニックは意
識と経験の両方を創りなおすのにもとて
も効果的な道具でした。 

アバターは、過去のセラピーやイデオ
ロギーがやり残してきたことを完全に終
わらせてしまいました。そして人間の魂
が持つ創造の潜在的能力を実際に確認し
たのでした。これはアバターの時代、ア
バター・タイムズです。無料のアバター
・タイムズの購読はTheAvatarTimes.com

からどうぞ 

その他のウェブサイト 
自分のことや身のまわりに創りだしている世界についてもっと学びましょう。

TheAvatarCourse.com（ザ・アバターコース・ドットコム） 
アバターの道についてもっと知りたいですか？それならま
ずこのウェブサイトから始めましょう。ハリーの記事のダウ
ンロードや、アバターのビデオの視聴、無料のアバター・タ
イムズの配信登録手続き、地元のアバターマスター 
への連絡等がこちらからできます。 
 

AvatarEPC.com（アバターEPCドットコム） 
このウェブサイトには、全てのアバターコースへのリンク

や、アバターのビデオ、無料のダウンロード、世界のアバター
・ウェブサイト、受講生の得た洞察等が用意されています。 
（現在英語のみです） 
 

AvatarBookstore.com（アバター・ブックストア・ドットコム） 

「リビング・デリバレイトリー」をお求めですか？ 
ＤＶＤ版のハリーの講演「人生の課題」をお探しですか？ア
バターの出版物や製品のためのサイトはこちらです。 
 

AvatarJournal.com（アバタージャーナル・ドットコム） 
アバタージャーナルとは、無料のオンライン誌で、ハリー
の洞察に満ちた記事を特集して、意識の性質、幸福、信念、
その他多くのことを探究します。（現在英語のみです）
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¥1,905＋税

¥1,905＋税

¥2,130＋税

¥2,780＋税

ア
バ
タ
ー
を
探
究
し
ま
し
ょ
うアバターコース

 

第１部：リサーフェシング®ワークショップ 
取り組まれる意識の側面：信念、現実、意識 

アバターコースの第1部では、信念と現実との相関関係について、いくつか
の概念を示していきます。これらの概念をさまざまな方法(グループ・ディス
カッションや一人で行う探究)で試したり、検討したりすることによって、そ
のような相関関係が実際に存在するのかどうかをあなた自身が判断することが
できます。
第1部の練習の数々は、あなたがどんな青写真をもとに自分の人生を構築し
ているのかを見るべく、あなたを意識の裏舞台へとご案内します。この探究の
旅によって、より深遠で、慈しみ深く、より気づきの高まった状態の自己を体
験できるようになります。
第1部は手ごろな受講料の2日間のワークショップとして提供され、意図的に

生きるという無限の可能性へとあなたを目覚めさせる情報、実演、そして経験
的な練習の数々が含まれています。 受講料：￥３４,5００*＋税

第２部：エクササイズ 
取り組まれる意識の側面：創造、知覚、経験 

アバターコースの第2部は、あなたの望む現実を創る能力を開発します。
あなた自身の心のプログラムに深く入っていくことで、あなたの人生の特定の
部分がなぜ不足しているのか、そしてどうすればそれを直すことができるのか
がわかり、それによって人生を変えることができます。 あなたは自分自身の
＜最大の敵＞であった部分を＜導いてくれる友＞へと変えていきます。
あなたを妨害している信念を明らかにして、その信念がこれ以上あなたに害

を与えないようにします。ストレスがリラックスした気づきへと変わります。
価値判断や分離、歪曲なしに現実を経験する方法を学びます。
第2部には、通常4～5日間が必要です。受講料：￥１００,０００*＋税

第３部：手順 
取り組まれる意識の側面：アイデンティティー、存在、気づき 

アバターコースの第3部は、あなたが源として機能することへの隠れた障害
となっている現実を消滅させる能力を開発します。宇宙の最も根本的な(そし
てそれまでは透明であった)信念構造のいくつかを消滅できる＜導入セッショ
ン＞へとアバターマスターがあなたをガイドします。
次にあなたは、身体の感覚、対人関係における対立、依存症、制限、しつこ
い症状、抑えがたい欲求などを変化させることができるランダウンを、独りで
行っていきます。他の人の信念を(言葉や討論によらないで)変えることのでき
るランダウンもあります。
創造主の視点から自分の存在のどんな厄介な側面でも管理できるようになっ
た時、あなたはアバターと呼ばれる存在状態を達成したことになります。
第3部を修了するには、2～4日が必要です。受講料￥２００,０００*＋税

*日本の受講料：受講料は国により異なります

以下の４冊は、アバター教材の作者であるハリー・パル
マーによって書かれた世界的ベストセラーです。 

リビング・デリバレイトリー：１９８７年にハリー・パ
ルマーは、興味深い一連の心理的手順の概略をまとめまし
た。正しく使用されれば、これらの手順は人間の意識のよ
り深い神秘の多くを明らかにするのです。この本はアバタ
ー教材の発見と開発を記録し、アバターコースを受講する
人のための準備となります。（日本語を含む２２カ国語で
用意されています）

リサーフェシング® (ReSurfacing：再浮上)とは、これま
で創り出してきたことから自分を解き放ち、＜気づき＞へ
と再浮上していく行動のことです。リサーフェシングのワ
ークブックに含まれる３０の練習は、あなた自身の意識の
内なる仕組みを経験的に探検するためのガイドです。
（日本語を含む２１カ国語で用意されています）

アバターの道：私たちが歩んだ道：これは単に物語や観
点を集めたものではなく、あなたの考え方を変貌させるこ
とになる自己新かという複雑なプロセスなのです。そして
＜あなた＞、つまり言葉では言い表せない探究者が、源の
存在として目覚め始めます。（日本語を含む１４カ国語で
用意されています）

アバターの道２：プライベート・レッスンに含まれるレ
ッスンの数々は、上級のアバター教材から推定されたもの
です。これらは様々なテーマの完全な説明というよりは、
熟考に基づく断片として意図されています。その連なりは
微妙であり、ないともいえます。断片によっては、例えば、
創造的研究、存在状態の領域、そして関係のように、一緒
にまとまるものもあります。その他の断片については、単
体を自分で全体へと縫い合わせて行く必要があります。
（日本語を含む１５カ国語で用意されています）

・これらの本は、アバターコースの第一部のテキストと
して必要です

あなたの人生を向上させる準備はいいですか？
ハリーの本から始めましょう

日本語版のご注文は、アバターEPCジャパン(info@avatarj.com) 
にメールしていただくか、avatarj.com/booksをご覧いただくか、

あなたのお近くのアバターマスターにご連絡ください。

他にもいろいろとご用意しています 
書籍、DVD、その他のハリー・パルマーの作品を、 オンラインでご購
入いただけます。www.AvatarBookstore.com をご覧ください。
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第１部：リサーフェシング®ワークショップ 
取り組まれる意識の側面：信念、現実、意識 
 
アバターコースの第1部では、信念と現実との相関関係について、いくつか
の概念を示していきます。これらの概念をさまざまな方法(グループ・ディス
カッションや一人で行う探究)で試したり、検討したりすることによって、そ
のような相関関係が実際に存在するのかどうかをあなた自身が判断することが
できます。 
第1部の練習の数々は、あなたがどんな青写真をもとに自分の人生を構築し
ているのかを見るべく、あなたを意識の裏舞台へとご案内します。この探究の
旅によって、より深遠で、慈しみ深く、より気づきの高まった状態の自己を体
験できるようになります。 
第1部は手ごろな受講料の2日間のワークショップとして提供され、意図的に

生きるという無限の可能性へとあなたを目覚めさせる情報、実演、そして経験
的な練習の数々が含まれています。 受講料：￥３４,5００*＋税 

 
 
第２部：エクササイズ 
取り組まれる意識の側面：創造、知覚、経験 
 
アバターコースの第2部は、あなたの望む現実を創る能力を開発します。 
あなた自身の心のプログラムに深く入っていくことで、あなたの人生の特定の
部分がなぜ不足しているのか、そしてどうすればそれを直すことができるのか
がわかり、それによって人生を変えることができます。 あなたは自分自身の
＜最大の敵＞であった部分を＜導いてくれる友＞へと変えていきます。 
あなたを妨害している信念を明らかにして、その信念がこれ以上あなたに害

を与えないようにします。ストレスがリラックスした気づきへと変わります。 
価値判断や分離、歪曲なしに現実を経験する方法を学びます。 
第2部には、通常4～5日間が必要です。受講料：￥１００,０００*＋税 

 
 
第３部：手順 
取り組まれる意識の側面：アイデンティティー、存在、気づき 
 
アバターコースの第3部は、あなたが源として機能することへの隠れた障害
となっている現実を消滅させる能力を開発します。宇宙の最も根本的な(そし
てそれまでは透明であった)信念構造のいくつかを消滅できる＜導入セッショ
ン＞へとアバターマスターがあなたをガイドします。 
次にあなたは、身体の感覚、対人関係における対立、依存症、制限、しつこ
い症状、抑えがたい欲求などを変化させることができるランダウンを、独りで
行っていきます。他の人の信念を(言葉や討論によらないで)変えることのでき
るランダウンもあります。 
創造主の視点から自分の存在のどんな厄介な側面でも管理できるようになっ
た時、あなたはアバターと呼ばれる存在状態を達成したことになります。 
第3部を修了するには、2～4日が必要です。受講料￥２００,０００*＋税 
 

*日本の受講料：受講料は国により異なります

以下の４冊は、アバター教材の作者であるハリー・パル
マーによって書かれた世界的ベストセラーです。 

リビング・デリバレイトリー：１９８７年にハリー・パ
ルマーは、興味深い一連の心理的手順の概略をまとめまし
た。正しく使用されれば、これらの手順は人間の意識のよ
り深い神秘の多くを明らかにするのです。この本はアバタ
ー教材の発見と開発を記録し、アバターコースを受講する
人のための準備となります。（日本語を含む２２カ国語で
用意されています） 

リサーフェシング® (ReSurfacing：再浮上)とは、これま
で創り出してきたことから自分を解き放ち、＜気づき＞へ
と再浮上していく行動のことです。リサーフェシングのワ
ークブックに含まれる３０の練習は、あなた自身の意識の
内なる仕組みを経験的に探検するためのガイドです。 
（日本語を含む２１カ国語で用意されています） 

アバターの道：私たちが歩んだ道：これは単に物語や観
点を集めたものではなく、あなたの考え方を変貌させるこ
とになる自己新かという複雑なプロセスなのです。そして
＜あなた＞、つまり言葉では言い表せない探究者が、源の
存在として目覚め始めます。（日本語を含む１４カ国語で
用意されています） 

アバターの道２：プライベート・レッスンに含まれるレ
ッスンの数々は、上級のアバター教材から推定されたもの
です。これらは様々なテーマの完全な説明というよりは、
熟考に基づく断片として意図されています。その連なりは
微妙であり、ないともいえます。断片によっては、例えば、
創造的研究、存在状態の領域、そして関係のように、一緒
にまとまるものもあります。その他の断片については、単
体を自分で全体へと縫い合わせて行く必要があります。 
（日本語を含む１５カ国語で用意されています） 

・これらの本は、アバターコースの第一部のテキストと
して必要です

あなたの人生を向上させる準備はいいですか？ 
ハリーの本から始めましょう

日本語版のご注文は、アバターEPCジャパン(info@avatarj.com) 
にメールしていただくか、avatarj.com/booksをご覧いただくか、

あなたのお近くのアバターマスターにご連絡ください。

他にもいろいろとご用意しています 
書籍、DVD、その他のハリー・パルマーの作品を、 オンラインでご購
入いただけます。www.AvatarBookstore.com をご覧ください。
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アバターはどのように作用するのでしょうか？ 
アバターをすることによって、自分の人生
のパターンを形成する信念を意図的に再構成
する道具を身につけることができます。  

あなた自身が持っている信念が、実はあな
たの存在に影響を与えている最も強力な
力なのです。それらの信念が、あなたが
何を知覚し、また、それをどのように知覚
するかを決定します。あなたの考えや、期
待や、行動に影響を与えるのです。そうし
た信念があなたの性格を形作ります。あな
たの行動の結果や、他人があなたをどう知
覚するか、あなたにどう反応するかにさえ
影響を与えます。  

アバターはあなたが自分の存在の“舞台裏”を探検
して、自分の人生を今の状態にしている原因とな
っている、調べられることなく無意識に持ちつづ
けられている信念を発見する手助けを
します。 

 

アバターはどこが違うのでしょう？  
アバターはあなたがよりどころとし

て生きるための別の信念を一式提供する
代わりに、あなたが本来持っている、信
念を創り出したり消滅させたりする能力
を目覚めさせます。この能力を使って、
あなたは人生を自分が決定する青写真に従
って再構成することができます。 

 

私にアバターが必要な理由は何ですか？  
アバターのトレーニングがなければ、人の人生は

その人に最も深く根ざした、最も抵抗のある透明な
信念によって突き動かされることになります。あな
たが恐れている一番嫌いな人、そしてあなたのことを
参らせる人が、あなたの決断の９割以上を自動的に条
件づけているところを想像してみてください。それが
アバターのない人生です。 

 

アバターコースから何が期待できますか？  
この３部構成のコースのゴールは、あなたが自分の信念体系を探
究するガイドをし、あなたが変えたいと思うことを修正するための
道具を提供することです。アバターコースはあなた自身の意識の内
なる仕組みへの扉をひらきます。 

コースは言葉による学び（知的）よりも、生きた学び（経験的）
を教えます。このため、あなたの意識の中に既に入っている実際の
学びへとあなたをガイドする、訓練を積んだアバターマスターが必
要なのです。

ア
バ
タ
ー
っ
て
何
で
す
か
？

facebook.com/AvatarCourse 
facebook.com/CompassionProject 

twitter.com/AvatarCourse

THEAVATARTIMES.COM（アバター・タイムズ・ドットコム） 
あなたが信じていることとあなたが経験することとの関係を探究して、 
理解しましょう。
人の研究をしているとやがて、自分こ

そが自分の人生の最高君主で、全てを知
る創造主であることを、多くの人が忘れ
てしまっていることがはっきりしてきま
す。知らず知らずのうちに自ら苦しみを
創りだしておいて、今度は宇宙にその原
因を求めることで苦しみを納得しようと
する人たちが見えてきます。また恐れと
苦しみの毎日から何とか勘弁して欲しい
と二言三言つぶやくことにしか、自分の
創造する力を使っていない人たちが見え
てきます。 

アバター教材開発の研究において画期
的だったことは、＜人が経験する世界は

究極的にはその人の意識の産物であり、
その逆ではない＞ということを実証する
テクニックを開発したことです。そして
蓋をあけてみると、そのテクニックは意
識と経験の両方を創りなおすのにもとて
も効果的な道具でした。 

アバターは、過去のセラピーやイデオ
ロギーがやり残してきたことを完全に終
わらせてしまいました。そして人間の魂
が持つ創造の潜在的能力を実際に確認し
たのでした。これはアバターの時代、ア
バター・タイムズです。無料のアバター
・タイムズの購読はTheAvatarTimes.com

からどうぞ 

その他のウェブサイト 
自分のことや身のまわりに創りだしている世界についてもっと学びましょう。

TheAvatarCourse.com（ザ・アバターコース・ドットコム） 
アバターの道についてもっと知りたいですか？それならま
ずこのウェブサイトから始めましょう。ハリーの記事のダウ
ンロードや、アバターのビデオの視聴、無料のアバター・タ
イムズの配信登録手続き、地元のアバターマスター 
への連絡等がこちらからできます。 
 

AvatarEPC.com（アバターEPCドットコム） 
このウェブサイトには、全てのアバターコースへのリンク

や、アバターのビデオ、無料のダウンロード、世界のアバター
・ウェブサイト、受講生の得た洞察等が用意されています。 
（現在英語のみです） 
 

AvatarBookstore.com（アバター・ブックストア・ドットコム） 

「リビング・デリバレイトリー」をお求めですか？ 
ＤＶＤ版のハリーの講演「人生の課題」をお探しですか？ア
バターの出版物や製品のためのサイトはこちらです。 
 

AvatarJournal.com（アバタージャーナル・ドットコム） 
アバタージャーナルとは、無料のオンライン誌で、ハリー
の洞察に満ちた記事を特集して、意識の性質、幸福、信念、
その他多くのことを探究します。（現在英語のみです）
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も
っ
と
知
り
た
い
で
す
か
？アバターって何ですか？ 

 
修了生のほとんどによれば、アバターは 
世の中で提供されているものの中で、最も
パワフルで純粋な自己開発のプログラムで
す。アバターはさまざまな経験的エクササ
イズで構成されており、それらのエクササ
イズを通じて自分自身を再発見し、自分の
意識を自分が達成したいことと一致させるこ
とができるようになります。あなたは独自の
洞察や発見を自分で体験します。他人から
あなたが何を信じるべきだとか、あなたと
は何者かを教えられることはありません。
自分について自分で発見していくのです。  
 
•  自分を不幸にしている古い制限か
ら自由になりたいですか？ 

•  自分が信じることを自分が達成したい目標と一致さ
せたいですか？ 

•  自分の人生をとりしきる能力にもっと安心したいで
すか？ 

•  より高次で、より賢明で、より平和な自己表現を経
験してみたいですか？ 

•  世の中の悲しみや困難を超越して、それらが本当は
何なのかを見られるようになりたいですか？ 

•  伝統的に覚醒といわれている意識状態を経験してみ
たいですか？ 

アバターはあなたのためのものです。

アバター受講生の声
 

 
アバターの組織では

、人間の意識を一人
ずつ高めていく

ことで、より良い世
の中を創りだせると

信じています。こ

の目標に整合するア
バターコースは、非

宗教の９日間のコ

ースで、それによっ
て人は自らのスピリ

チュアルな自己と

再びつながることが
できます。 

その中でこのコース
の受講生は自分の問

題や心配事の源

を発見し、そうした
問題を解決し取り除

く方法を学び、そ

の結果、自分が望む
人生を創りだす能力

を手に入れます。

これは意図的に生き
ることとして知られ

ています。 
—R. S.

アバター教材の作者 
ハリー・パルマー

AVATARRESULTS.COM  
 （アバターリザルツ・ドットコム） 
アバター受講生の体験談＆洞察 
 
スターズエッジではアバターを受講された方々
から洞察、愛、感謝の気持ち、支持が書かれたた
くさんのお手紙を頂いています。そのほんの一部
をこのウェブサイトで紹介しています。アバターコ
ースを修了された方は、ぜひこちらのサイトにご投
稿ください。あなたの経験が他の方々の励みとなり
ます。 

 

コースの受講生の声 
• アバターは私が光の中に踏み出し、認められ、そ
うなるためにこの世に生まれてきた自分を発見す
るための勇気を見つけるのを助けてくれました。 

• 人生の自動的なパターンを修正し、止めることがで
きました。 

• 固定された注意を解くことで解放されるこ 
とがわかります。 

• 自分の個人的な黄金の壺を見つけました。 

• 自分の愛する人たちとこれまでと全く違ったやり
方で、もっと親密に接することができます。 

• 自分の偽りを一掃し、自分がしているゲームを自
分に見せる道具を手に入れました。 

• 自分が何をしていたのかを理解し、その責任を取り、
それを止めました。 

• 何かが変化することを許される空間をアバターの道
具が創りだします。 

• アバターでは自分の本質からあなたを遠ざけあなた
の成長を制限している人生のパターンを発見するこ
とができます。 

• 自分とは誰かというインスピレーションと明確さを
得ました。 

• 苦しみと絶望の状態が、
他者への奉仕の中で見い
だされた喜びと目的へと
変わりました。 

• 被害者のパターンを打ち
破りました。 
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ア
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ー
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ス
タ
ー
と
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な
が
り
ま
し
ょ
う

または www.avatarj.jp/masters をご覧ください。 
 
Star’s Edge International® • 237 N Westmonte Dr • Altamonte Springs, FL 32714 • USA 

tel: +1-407-788-3090 • fax: +1-321-574-4019 

e-mail: avatar@avatarhq.com • website: www.AvatarEPC.com

             あなたにこの冊子を差し上げたマスターにご連絡ください：

Japanese

今すぐアバター 
を体験しましょう！

こころの平和を見
つけたいですか？

アバター・インフォアワーは、ライセンスを持つアバターマスターとの個
人セッションです。アバター教材の作者であるハリー・パルマーの５分間の
ビデオから始まり、その後ガイドを受けながら信念、注意、意志、源の存在、
そして慈しみを探検していきます。またアバターのツールをリアルに具体的
に経験できる、いくつかの練習が用意されています。 
 
それはあなたの個人的覚醒への第一歩です。アバターマスターとつながっ
て、無料のインフォアワーのスケジュールを今日決めましょう。

©2019 版権所有。アバターSM、リサーフェシングSM、ラブ・プレシャス・ヒューマニティーSM、覚醒した星の文明SM 、及び、
スターズエッジ・インターナショナルSM は、スターズエッジ社がライセンスを許諾されている登録サービスマークです。
EPCSM は、スターズエッジ社がライセンスを許諾されているサービスマークです。09.19

無料
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