Heidi Connolly’s Home for Vacationing Angels™

ハイディー コンリーのヴァケイションニング エンジェル™ ホーム
ハイディーの霊的ガイドによるフルートの音楽は全て、ユニバーサルエネルギー、精神世界、
そしてエンジェル領域で創り出されたものなので、その一つ一つの音は、人体の全てのバイパ
スを迅速に、そして優しく滑らかに細胞の奥深くまで入り込み 霊性運動を起こし、新奇的な
経験をあなたにもたらすミュージックです。
-----Mel Carver, 物理学者、DOD, NASA---“わたしは、真実のみ信じる物理学者でしたが、２回もの死に近い経験をした後、ハイディー
のもとに訪れました。彼女のコーチを受けながらフルートの音楽を聴いたお陰で、私の健康が
驚くほどに回復。私の医師は、どうやって差し迫った心臓発作の逆戻しができたのか、不可解
に思っています。ハイディーの霊的ガイドによるフルートの音楽の力を借りていなければ、私
の人生はもとにはもどれなかったでしょう。
ハイディーの録音されたＭＰ３を入手されたい方、下記をご覧下さい。
＊ ここには記されていない、特別なあなただけのものをご注文されたい方は、インフォメ
ーションのあなただけの音楽の箇所をご覧下さい。尚、多発性硬化症、タバコ中毒、体
の痛み、恋愛欲望、アルコール中毒等の悩みの方には絶えず新しい音楽が創作されてい
ます。
＊ ＭＰ３パッケージとして、３，４、または５のレコーディングが欲しい方は、ギフトで
定価より１０％引きであなただけに録音したものを提供します。
＊ お買い上げごとに、二つの録音トラックが付いてきます。その内容は、口頭でのご紹介
と、音楽の内容になります。

特別録音注文（75 ドル）
個人指導のもとに 録音されたフルートの音は、あなたの悩みが精神的、肉体的、或いは 感
情的なものであっても ユニバーサルエネルギーと精神世界のパワーによって創り出されるも
のなので、あなたにとってベストものになると確信します。（それは、全てのスピリチュアル
レベル、プレイン、そして次元にそぐうもの。）効果は不眠、自己愛、タバコ中毒，恋愛への
憧れ、人間関係サポート、痴呆症、不安症、その他いろいろです。全ての音楽は 純粋な愛に
よって作られたもの。また、ハイディーが作り出した音楽はスピッリトを伴ったもなので、友
人にも、家族の方々にも、そしてあなたの周りにいる方々さえにも良い影響をもたらします。
聴衆者が信じても 信じなくても、その音楽の効果は変わりません。また音が 止まった状態で
あっても、効果は同じです。
新しい一般用のレコーディングは、スピリットのガイドのもとに、随時、ご要望が出た時点で
創られます。
著作権
全ての スピリットをもとに制作されたレコーディングは Vacationing Angels™に著作権が有り
ます。ご質問、或いは疑問が出た場合には、あなたの誠実な判断と指導の下でお願い致します。
尚、お金は、単に 愛のエネルギーにすぎませんので、その点 ご了承願います。
ハイディーの MP3 “Shaking it Loose”は、無料提供
FREE FOREVER をお買い上げの方には、2017 年に録音された “Shaking It Loose: Freedom for All”
が入手できます。ハイディー自信、また彼女のチームメンバーの方々さえも、この音楽は今ま
での中で一番 驚くべきほどの経験をもたらすものだと、出来上がった時点で感じたものです。
欲しい方には、無料で差し上げます。その効果を世界に広めて頂けたら光栄です。

ハイディーの、毎月レコーディングクラブ
ハイディーの、レコーディングクラブに入会すれば、毎月新しく録音されたものが得られます。
その内容は様々、愛のトラブル、肉体回復、富、ネルギーの浄化。全ての音楽は、神のガイド
に基づいてできたもので、その暗号による響きのあるエネルギーはあなとにとって最適なもの
になると思います。
今こそ、個々の責任は、先祖の浄化と平和の祈りを、愛から生じる親切心と思いやりをもって
それぞれが無条件で自由と平和を分け与える時だと思います。
宜しかったら、あなたの MP3 をダウンロードして下さい。そして、他の方々にもこちらのサイ
トを紹介して頂けたら幸いです。
最近のレコーディング入手
ハイディーの、レコーディングクラブ：毎月レコーディングされるフルートのミュージックは、
霊的ガイドにより作られたものです。是非入手して保管してください。一つ一つの音楽は、ユ
ニバーサルエネルギー、精神世界、エンジェル領域内で、純粋な愛よって創造されたものなの

で、すべてのレベルに合うものです。そこで問われるのは、どうやってレコーディングの主題
が湧くのかとご質問が出ると思います。それは、彼女曰く、“朝 起きた瞬間 タイトルが浮
かんだり、言葉が空気中に響いたりします。そんな時、フルートを吹きます。”それが、不眠
症、皮膚病、自己依存であっても、その音の波長はまさしくあなたの悩みに合うものです。ど
んな悩みでも効果があると思います。興味がありましたら、躊躇なく E-mail して下さい。
CELLOPHANE(不安症)：ユニークな霊的ガイドに基づいたフルートの音楽は、マジックで抑えが
たい不安症を鎮める。
ENDLESS NIGHTS (魂の浄化): ユニークな霊的ガイドに基づいたフルートの音楽は、あなたの前世
から今世に至る魂を新しい次元、現実、認識がもてるようなエネルギーに浄化されたもの、そ
れは、特にあなたにとって近い人たちにも良い影響をもたらすものです。
FILAMENTARY FOR DEPRESSION (落ち込み）:ユニークな霊的ガイドによるフルートの音楽は,
深い愛のエネルギーで 悲しみを抱いたスピッリトを 洗い清め、気を明るくする。
HELIOTROPE FOR BODILY INFLAMATION: 霊的なガイドによるフルートの音楽は 、色々な炎症が起
きにくい身体の機構にする。
LOST AT SE A(アルコール中毒):霊的なガイドによるフルートの音楽の目的は, アルコール中毒
者の三つのプレイン（精神、アストラ、肉体）のレイヤーを開き、霊性運動を与えアル中を制
するようにする。
LOVE ENERGY UNITS (LEUS™) FOR FINANICAL ABUNDANCE: 霊的なガイドによるフルートの音楽の
目的は, 富の意識を妨げる全ての壁を取り払い、お金の形となった愛のエネルギーを喜んで受
与できるようにする。
RENAISSANCE FOR ENERGY CLEARING: 霊的なガイドにも基づいたフルートの音楽の目的は, 心の
平静、癒し、そして安らぎを、全てのレベル、プレイン、次元界で、結果執着のない、満足で
きるエネルギーの浄化作用を起こす。
RARING TO GO (PHYSICAL FREEDOM FOR THE HUMAN BODY): 霊的なガイドによるフルートの音楽
の目的は, 肉体があらゆるレベルと次元界で生存できる、それは海にもいられる永遠の命を与え
る小滴のエネルギーにアクセスさせるもの。

SAVING GRACE (FOR SLEEP AND OTHER PATTERN REGULATION): 霊的なガイドによるフルートの音
楽は, 眠りのパターン、行動のパターンを あらゆるレベルと次元界で、調和のできるリズム
を作る。
SCRAP METAL FOR FIBROMYALGIA PAIN: 霊的なガイドによるフルートの音楽は, 特に線維筋痛症

の症状を持つ方に効く。新しい方法で、その音楽の一つ一つの音は、あらゆるレベルと
次元界で健康な肉体がもてるような霊性運動をもたらす。

SENDING IT HOW (FOR HO’OPONOPONO PRACTICE): 霊的なガイドによるフルートの音楽は、 自
己の根底にある基本的な要素を、あらゆるレベルと次元界で、 HO’OPONOPNO (愛している。ご

めんさい！許してください。ありがとう) と唱え、 我々は ともに 生きてい居るという自覚
を植え付けるもの。

SHAKING IT LOOSE (FREEDOM FOR ALL): “Shaking it Loose (Freedom for All/World Peace)” MP3 は
無料です。あらゆるレベルと次元にいる魂を、個々の責任で、愛から生じる親切な心、意志、
無条件な愛を施し、自由と安らぎを与える。
SITUATIONAL ANALYSIS FOR WEIGHT LOSS: 霊的なガイドによるフルートの音楽は, 減量でお困り
の方に効く。この音楽は奥深い魂に霊性運動を起こし、あなたに自由と自愛のエネルギーを保
管できるするスペースを作るもの。
STICKY FINGERS (FOR TENDON RELEASE): 霊的なガイドに基づいたフルートの音楽は, 特にリュウ
マチと腱鞘炎に効く。自己に価値観をもたらす。
SWEPT UNDER THE RUG FOR SYMPTOMS TO PTSD &TRAUMA: 霊的なガイドによるフルートの音楽
の目的は, PTSD のお持ちの方、たとえあなたがどのレベル、プレイン、次元に居ても あな
たの持つトラウマを純粋な愛で己をを労われるようにする。
SWEET! FOR SUGAR LEVEL REGULATION: 霊的なガイドによるフルートの音楽は、たとえたとえあ
なたがどのレベル、プレイン、次元に居ても、あなたの心と魂に優しさをもたらす。
TRIPPING THE LIGHT FANTASTIC FOR SUGAR ADDICTION: 霊的なガイドによるフルートの音楽の目
的は、異常に甘いものが好きな方、その唐分の欲求を、自分自身の体の為にその要求を抑える
ようにする。
UP IN SMOKE: SMOKING CESSATION: 霊的なガイドによるフルートの音楽は、中毒になるパター
ン、特に タバコ関係、自分でも認識できない隠れた悪要素になるものを正する。
UPSIDE-DOWN CAKE (GUIDED MUSIC FOR RELATIONSHIP SUPPORT): この霊的ガイドによるフルー
トの音楽は, 人間関係をより良くするものです。人は、思い込みとか恐怖の殻に入り、価値観、
視野、現実を曲げて捉えることが往々にしてあります。この音楽は、まさしく純粋な愛で、全
てのレベル、プレイン、次元での、ネガティブ思考をポジティブ思考に変えるものです。
COMING SOON:
•
•
•

RADICAL SELF-ACCEPTANCE （自己溺愛）
GOING VIRAL（多発性硬化症）
RETRIBUTION UNCOILED（皮膚病）

CUSTOMER RECORDING INCLUDE THE FOLLOWING（付録）
•
•
•
•
•

ENDLESS NIGHTS: 魂の浄化
TIPTOES FOR SLPIRITUAL BLOSSOMING 霊的開花
INSPIRATION . . . INTUTITION . . . INSIGHT!: 創造表現―霊感、直観、洞察力
THE YEAR OF THE CALM: 平和な年
KNOCKING ON WOOD: 幸運を呼ぶ―豊富、インスピレーション、喜び、自由

•

HAPPY THANKSGIVING: 亡き人（愛したあなたのパートナー）からのハッピーサンクス
ギビング

上記以外のハイディー コンリーのヴァケイションニング エンジェル™
あなたは、“High-Sensitive” 異常に敏感ですか？
ハイディー コンリーのヴァケイションニング エンジェル™ ホームは、あなたにとってもハ
イディーにとっても、拠り所になります。ハイディーがこの拠り所を掴むには、彼女自身を知
ること、また彼女の使命を知ることが大きな転機になりました。成功するまで何年も掛かった
そうです。
音楽専攻、ハーバード大学卒業後、プロのミュージシャン。その後、会社人事トレーナー。
“Harvard Girl Word Services” 経営。
ヴァケイションニング エンジェル™に至るに、これ等の経歴が無論役立っていますが、それ
以外の諸々の人生経験が生かされています。
ハイディー コンリーの霊的なガイドによるフルートの音楽は、ユニバーサルエネルギー、エン
ジェリック領域、そして精神世界で創られたものなので、あなたにとっても、あなたが愛する
人にとっても最適なものです。録音された音楽はとてもパワフルなもので 良い影響はあって
も、悪い影響はない筈です。
音楽が、耳障りであれば、ミュートにして下さい。たとえ、音が出ていない状態であっても、
効果は変わりません。全てのタイトルにも、スピリットのエネルギーが埋め込まれています。
ハイディー コンノリー契約：全てのハイディーのレコーディングは、愛をもって創作されてい
ます。彼女の全ての音楽は、White Light Spirt Team の契約によるものですが、それは、あなた
にとって最良になるように考慮されています。特別注文は、ご依頼を受けた時点で創ります。
返却方針：30 日以内の返却は保証の確実。
ディスクレーマー: 録音されたフルートのミュージックは、医師のアドバイス、診断、 或い
は、治療としてして扱われるものではなく、あなたにとって効能あるエネルーギーを与えるも
のとして創らた音楽であることをご了承下さい。証人になって頂けた方々の言葉には一切偽り
はありません。疑問に思えたらいつでも立証します。この音楽は、結果を保証するとか、約束
を課せられるべきものではありません。スピリットの世界で創られたものなので、変わるか変
わらないかは あなたにとって良かれとなったものです。
著作権：ハイディー コンリーの霊的なガイドによるフルートの音楽は、全て Vacationing
Angels™に著作権が有ります。あなたの経験をシェアーする際は、あなたの良識と判断によるも
のと信頼しております。

