
 

 

～量子的お金と豊かさの 

真の法則～ 
 

第１部・第２部ついに公開！ 



豊かさとお金を量子力学をベースに 

読み解き、実践していく今までない教材 
 

豊かさとお金についての真の法則について、今回、お届けするのは、

音声教材になります。 

 

２０１５年に、東京と大阪に、量子力学的見地から見た、お金の真

の法則についてのセミナーがあり、参加をしました。 

非常に学び多いものがあり、私自身、このマインドを意識するよう

になって、豊かさやお金についての概念が、覆るような衝撃を受けま

した。 

そして実際に意識して実践していくことで、お金の循環、豊かさの

循環が、現実に如実に現れてくるようになったのです。 

 

今だから言えますが、私自身、一時期は本当に、お金に対しては、

苦しんだ時期がありました。経営するということがこんなにしんど

いことなのだということを、まざまざと感じた時期もありました。 

資金繰りが回らなくなって、どうしようもない時期もありました。 

お金についての罪悪感もたくさんありました。 

お金持ちの人を羨み妬むことも多々ありました。 

 

しかし、量子的な豊かさの法則を学んでいくにつれて、外面の結果

の世界を何とかしようとするのではなく、内面を見つめ、内面を意識

して、内面の認識を変えていくことで、自然と現実が循環していくの

を実感するようになっていきました。 

 

現実の豊かさは、自分自身の内面が、創造しているのだということ

も分かってきました。 

 

私たちはお金という紙幣や硬貨をみて、そのお金を何とか増やそ

うとか、失うまいとしてきましたが、そこには本質はなかったのです。 

私たちは、すべてが素粒子の世界に生きています。 



そして何よりも、私たち自身が素粒子から成っていますので、お金

も豊かさも、すべては素粒子から成っています。 

つまり見えない領域からアプローチしていくことで、豊かさも、お

金も、私たちの人生もデザイン（創造）をしていくことができるので

す。 

 

そういったことを、今回、第１部と第２部の音声にすべて、詰め込

みました。 

この音声を繰り返し聞いて、日常を量子的な見方をしていくこと

で、私たちは、現実を思い通りに豊かにデザインをしていくことが可

能だということを実感していただけると思います。 

 

正直に言いますが、聞いてすぐにお金が増えたりするものではあ

りません（笑）。 

しかし、内面の豊かさが、外面に波及していきますので、その変化

は、見えないところから徐々に起こってきて、気がついた時は、遥か

に大きな変化が押し寄せてくる・・・そういうことも起こってくる可

能性があります。実際に私自身は、現実に想像以上の変化が及びまし

た。 

さらに本音を言えば、この現象の変化は、あなた自身の、意識、認

識の変革がどれだけできるかにかかっています。 

私自身は、その認識の変革が起こしていただくための要素は、教材

の中にすべて散りばめました。 

ですから、後は、あなた自身の意識、認識の変革に応じて変化して

いきます。結局、あなたの人生を変革していくのは、この教材ではな

く、あなた自身なのです。 

 

あなたの宇宙を変革させる鍵は、あなたの意識が握っています。こ

れが量子力学から見た明確な結論なのです。 

そのことを確信して、被害者意識を脱却すれば、現実は驚くほど、

あなた自身の意識で、変革可能の状態になっていきます。 

 

あなたが、あなたの人生を意識したとおりに創造していくことがで



きるのです。 

 

そのことにワクワクするのであれば、今回の音声教材に取り組ん

でみてください。この時点でワクワクしないのであれば、取り組んで

いただく必要はありません。 

 

あなたが、自分の人生を自分で創っていけるという情熱をほんの

少しでも、感じたら、次に音声教材の構成について、次からお伝えし

ていきますので、ご覧ください。 

 

教材の内容について 
 

教材は２部構成になっています。 

第１部の音声は、Chapter1~29 のコンテンツからなります。１コ

ンテンツは、約４分から１２分くらいの音声となります。 

第１部の合計の音声時間は４時間を越える量となります。 

 

第２部の音声は、Chapter1~25 のコンテンツからなります。こち

らも、合計４時間を越える音声になります。 

 

今回、第１部、第２部の音声を購入いただきますと、特典として、

オーガニッククラブで話をした音声の中で、量子力学的見地から、豊

かさの法則について述べた音声を２つおつけします。 

それぞれ１時間ちょっとの音声になりますので、２つのセミナー

の合計時間は２時間を越える音声になります。 

 

第１部と第２部と特典の２つのセミナーの音声で合計時間は１０

時間を越える音声になります。 

中身の濃い音声教材となっていますので、興味がある方はぜひ聞

いてみてください。 

じっくりと慌てず、少しずつ聴いていただければ大丈夫です。隙間

時間で大丈夫です。 

１日１つのコンテンツ（10 分程度）の音声を聞く意識で十分です。



ゆとりをもっていてください。慌てないことが一番大切です。 

 

価格について 
 

映像でも述べましたが、価格について、お伝えします。 

今回は、２つのセミナーで学んだことがすべて入っています。 

出し惜しみはありません。セミナー費用と交通費とすべて合計す

ると、２つ合わせて１０万円以上の投資をさせていただきました。 

その学びは大きく、私にとっては、その１０倍、１００倍の学びが

あったといってもいい内容でした。 

 

今回はこの教材の価格は、そういったことも考えて、約１０万円以

上の価値のあるものとなります。 

今回、この価格は、ゴールドライフデザインコースの価格とさせい

てただきます。１０名限定の今回限りの超特別コースとなります。 

正確な価格や内容の詳細は後に述べます。 

 

第１部、第２部セット、特典の２つのセミナーの音声教材としては、

１０万円以上の価値はあると自負していますが、今回、この教材の価

格を、ぎりぎりまで悩みました。 

初めは今回の、第１部、第２部、後日ご紹介する第３部、第４部を

合わせて、合計５万円で、ご提供させていただこうと思いました。 

 

今回、第１部、第２部だけでも、１０万円の価値はあると思ってい

ますが、今回は、最初のご紹介になるので、特別価格として、ずばり

１０分の１の金額である１万円という価格でご提供させていただく

ことにしました。 

 

つまり、１部と第２部の各４時間の音声が５千円という価格で聞

いていただけることになります。 

今回、第１部、第２部、特典セミナーの合計１０時間のボリューム

がかなりある音声を、合計１万円という価格でさせていただきます。 

これくらいの長時間のセミナーであれば、数万から１０万円以上



の価格になっていますが、それくらいの価値がある内容を、１万円で

ご提供させていただきます。 

１万円という金額は決して安い金額ではないことは、私自身も

重々承知しています。ただ、家族で美味しいものを食べに行ったり、

宿泊したりしたら、あっという間になくなる金額ですが、そういった

楽しみは、お金を使って、体験したら、終わりです。 

 

今回の音声は生涯にわたって活用していただける豊かさのマイン

ドです。形はありませんが、あなたの脳内に蓄積されて、現実に活用

していけば、その後、今回投資した金額の、何倍、何十倍、何百倍以

上の価値を産みだす可能性があります。 

 

この金額に価値を感じていただけなければ、ご参加はご遠慮くだ

さい。本当に価値を感じた方のみ、ご参加いただければいいと思って

います。 

 

自己投資を本気でして、実践、活用していただこうという方にのみ、

お渡しをさせていただきます。 

自己投資することで、本気になれます。自己投資することで、出し

た金額以上のものを取り戻そうと無意識に思いますので、１０時間

ある音声を、聞こうという気になります。意識して実践していこうと

なります。 

 

かと言って、慌てる必要は全くありません。１日１コンテンツをき

いて、５４コンテンツあるので、２ヶ月、３ヶ月かけて、聞くという

ことで、繰り返し学習していただけるように、音声としています。 

内容は、今ここからの人生が終わるまで、ずっと実践して、豊かさ

を永続的にえていただけるような内容になっています。 

 

最後にまとめます。 

 

True Law Of quantum leap Money 
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第１部 Chapter1～29 約４時間 1 分 51 秒 

第２部 Chapter1～25 約４時間 7 分 5 秒 

第 1 部と第 2 部合計 8 時間 8 分 56 秒となります。 

 

特典セミナー音声 2 本  

●「願望をスムーズに実現して超健康体、豊かになる最新の仕組み」 

1 時間 6 分 37 秒 

●「豊かさを創造していく量子の法則」 

1 時間 19 分 21 秒 

合計セミナー時間 2 時間 25 分 58 秒 

 

総合計時間 10時間34分58秒の音声教材となります。 

 

後日、追加の音声などある場合も、すべてお渡しいたします。 

もし、バージョンアップした場合も、すべて無償でバージョンアッ

プ版もお渡ししていきます。 

 

上記すべてを含んだ内容で、金額 25,000 円 

→メルマガ限定初回特別価格１０,０００円 
 

３月３１日までの期間限定価格＆募集 

４月 1 日以降は一般初回限定価格 15,000 円に値上げとさせていただ

きます。 

 

今回１０名限定 

【ゴールドライフデザインコース】 

Gold Life Design Course 
 

人生を１０倍以上、加速していただきたいという思いで、この特別コ

ースを設定させていただきました。 



私自身、さらに人生の大きな変革、それも急激な変革を感じたのが、

オリジナルミニロゴストロンで、自分の人生の願望を４００文字に

して、オリジナルの言霊を組み込んでから、急激に豊かさやお金に対

しての良い変化がありました。 

そしてロゴストロンLを使ってからも大きく変革していきました。

なので、その変化のきっかけとなったロゴストロンシリーズを今回、

特典のひとつとさせていただきます。 

誠心誠意、サポートさせていただきます。 

 

●上記の教材（第 1 部・第 2 部）と、第３部と第４部と特典全てお渡

しします。（定価５万円相当） 

 

●オリジナルミニロゴストロン・・・オリジナルの願望を組み込んだ 

ロゴストロンです。潜在意識にあなたの願望が２４時間浸透してい 

きます。（３万円相当） 

 

●ロゴストロン L からのオリジナル言霊発信 

あなたの望むライフデザインを３０００文字以内でデザインして

ください。書き方についてはアドバイスもご希望であればさせてい

ただきますので、ご安心ください。 

１年間２４時間発信し続けます。潜在意識に浸透していきます。さ

らに１年間の期限がきても、引き続き、紙に書いて、ロゴストロン L

に載せて、発信し続けます。期限はありません。 

願望が実現してしまった、願望を変えたい、文面を修正したいという

場合は、１ヶ月に１度変更していただけるようにしました。これは、

１年後以降は、紙置きになるので、特に回数制限なく、変更可能とさ

せていただきます。 

つまり今後自由に、ロゴストロン L から、オリジナル言霊を発信し

続けることができます。 

 

実際にロゴストロン L の前の機会では、僕自身も言霊発信のサービ

スを１週間３０００円で、、実際に発信していただきました。 

 その時は 2 週間だけの体験でしたが、実際にその期間、こちらが



思っている以上の店の売上があがったのと、回収がスムーズにでき

たので、これは何か作用したのではないかと感じました。 

このサービスで、仮に１年間、発信しつづけるとすると、１ヶ月 

１２０００円、１年間では７２０００円、それ以降も発信ですから、

2 年だと１４４０００円と、どんどん積み重なっていきますので、プ

ライスレスの価値があると思います。 

 

●「Hyuman Body Rivival」の教材を特典としてつけます。 

映像では述べていませんでしたが、究極の肉体と食事術を探求した

教材「Hyuman Body Rivival」をつけさせていただきます。 

実際にこの教材は有料（３万以上）で販売させていただいた教材です

が、今回、つけさせていただきます。 

過去のセミナー映像 10 時間以上のものをベースに、肉体と精神

の究極の若返りを目指す教材となります。 

 

●１年間個別コンサルティング（１年間メール、スカイプし放題）健

康のこと、体調のこと、豊かさのこと、意識のことなど、ジャンルは

問わずに人生が向上していくために、僕のことを使い倒してくださ

い。（１ヶ月３万×１２ヶ月＝３６万円） 

 

これらのサービスを単純に合計すると約５５万円以上の価値がある

ことになります。今回は多くて１０名までの限定でさせていただき、

このコースの価格は今回限りの特別価格９万９千円とさせていただ

きます。 

 

今まで述べてきたコースを、最後にまとめます。 

 

●お試しコース 第１部のみ音声 

・・・・・・・・・・・・・・・12,500 円→５，８００円 

●プレミアムコース（Premium Course） 

第１部・第２部・特典セミナー音声付き 

・・・・・・・・・・・・・・・25,000 円→１０，０００円 

 



 

●ゴールドライフデザインコース（Gold Life Design Course） 

・第１部・第２部・特典セミナー 

・第３部・第４部・特典（後日完成次第配布） 

・オリジナル言霊付きミニロゴストロン 

（言霊申込から２週間後納品となります） 

・ロゴストロン L からのオリジナル言霊発信 

（１２ヶ月発信・その後、紙に書いた言霊を置いて発信していきます

（無期限）・※言霊の書き換えも１ヶ月に１回可能） 

・メール・スカイプコンサルティング（１２ヶ月） 

・Human Body Rivival 教材（１０時間以上の映像） 

・・・・・・・・・・・・・約５５０，０００円→９９，０００円 
 

教材のスタートは、４月３日を予定しています。 

この価格での申込期限は３月３１日までとなります。 

 

季節の変わり目である４月から、全く新しいスタートを切り 

この２０１６年をさらなる飛躍の年としていきましょう。 

ともに学べることを心から楽しみにしています。 

 

なお、ゴールドライフデザインコースは、ロゴストロン L の発信

言霊に限りがあるのと、僕自身のサポートできる範囲となりますの

で、10 名限定となります。 

定員に達し次第、終了となります。 

ご入金順の先着順になることをご了承くださいませ。 

 

お支払いはペイパル決済、銀行振込、ゆうちょ振替に対応させてい

ただいています。 

下記の申込リンクから、決済方法を選んで、申込をしていただきま

すと、すぐに返信メールが届きますので、そこに、ペイパル決済のリ

ンク、銀行振込、ゆうちょ振替の振込先が記載されています。 

それにしたがって、決済をすすめていただければと思います。 
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それでは、参加の決意ができた方のみ、下記から申し込みしてくだ

さい！  

http://form.os7.biz/f/5fb8abde/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



この仮想の世界と 

実相の世界に広がる 

尽きることのない 

黄金の豊かさは、 

 

今この瞬間、 

目の前に広がっています。 
 

そして・・・ 

 

すばらしい可能性が、 

あなたの中には眠っています。 

 

その可能性の扉を開いて、 

あなた自身の手で、 



この現実の無限の豊かさを 

体感して、 

創造していきましょう。 

 

毎日が冒険であり発見であり 

黄金の豊かさは 

日常の中に無限にあります。 

 

ともに探求して、 

ともに創造して 

ともに成長して 

ともに進化していきましょう。 
 

 

最後まで読んでいただきありがとうございます。 

心から感謝いたします。 

ご縁があれば、音声教材で、またお会いしましょう。 

 

日野堅也 


