
 

 
～量子的お金と豊かさの 

真の法則～ 
 

第１部～第３部を公開します！ 



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。 
２０１６年３月に第１部と第２部を公開いたしました。 
ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんので、再度簡単に、 

今回の音声教材をつくった背景をご紹介いたします。 
 
２０１１年頃から、量子力学的見地から見た現実創造、お金の法則

を学び始めて、少しずつ、その法則が現実に実際に活用できるという

ことを、自分なりに実践していくなかで感じていました。 
そして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集大成的なセミナーがあり、参加をしま

した。 
非常に学び多いものがあり、再確認できたこともありました。 
私自身、この量子力学的見地からみた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、徐々にです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、第１部と第２部の音声にして発表をいたしま

して、今回その続編である第３部をようやく公開できることになり

ました。 
 
第１部・第２部をすでに聴いていただいた方の感想を下記に引用

させていただきます。 
――――――――――――――――――――――――――――― 
こんには。●●です。「量子的お金と豊かさの真の法則」の音声、

特典も含めて全部聞かせていただきました。 
今までの自己啓発、引き寄せの法則などの情報で学んできたこと

に、量子力学の研究結果から見た理由付けがなされていて、この法則

はやはり真実なのだなあと改めて納得できました。ありがとうござ

いました。  
早速一通りですが全部聴きました。 
何しろ素粒子レベルでのお金について話し難いのによくこれだけ

一般的な言葉で、分かるように説明されてました。 



第 2 部が分かりやすかったのと、特典音声の「豊かさを創造して

いく量子の法則」が聴けて良かってです。有り難いです。 
（中略） 
私事では有りあますが丁度日銀のマイナス金利が発表になったり、

甘利氏の TPP の問題や国の安全等山積し、この先の日本のいく末が

不安でたまらなくなっていました。 
このような時に知りたかったことが聴けてまさに「渡りに船」です。 
これから一章ごとに味わって座右の銘にしていこうと思っていま

す。 
 
この音声を繰り返し聞いて、私たちが生きているこの日常を、 

量子的な見方をしていくことで、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。 
 何よりも私自身が、この音声で述べていることを、常に意識して実

践したことで、本当にお金の現実が変わってきたので、そのことを伝

えたいと思いました。 
 
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、コッ

プから水が溢れ出すように、一気に大きな変化が押し寄せてくる・・・

そういうことが、現実的に起こってくる可能性があります。 
というよりも、臨界点を超えると、実際に現実は一気に変わってき

ます。私自身はこの法則を意識して実践するようになり、ここ数年の

間だけでも想像以上の大きな変化が起こりました。 
そして内面の素粒子の状態が、外面へと波及していっているのだ

ということを確信しました。 
 

現実を自分でデザインしていく力 
 
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、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 
 
まず最新の第３部からご紹介します。 
今回新たに録り下ろした第３部の内容は、Chapter1~30 のコンテ

ンツからなります。 
各コンテンツは 5 分～16 分の音声となり、1 コンテンツはそんな

に長くないので、隙間時間や移動時間などにも聴いていただきやす

いように設計しました。 
第３部の総合計としては、5 時間 34 分 8 秒となりますので、かな

りのボリュームになりますが、少しずつ、繰り返し聴いていただけれ



ばと思います。 
 
今回は、さらに特典として、you tube でもアップロードしている

【引き寄せ体質】の動画を、聞きやすい音声コンテンツにまとめまし

たので、全 75 話の音声コンテンツをおつけいたします。 
 
こちらは、2 分から 8 分までの短いコンテンツとなりますが、 
本質的な引き寄せの話、量子力学的な話、マインドセット、につい

て述べています。 
こちらの総合計時間は、5 時間 53 分 9 秒となり、本編よりも多く

なってしまいましたが、隙間時間に聴いていただければと思います。 
 
合わせて聴いていただくことで、相乗効果が期待でき、自分のマイ

ンドがどんどん変わっていくのを感じていただくでしょう。 
 
なお、今回は第 3 部のご紹介がメインになりますが、第 1 部、第 2

部をお持ちではない方で、第 1 部、第 2 部から聴いてみたいという

方には、第 1 部・第 2 部のセット価格、あるいは、第 1 部から第 3
部までのセット価格もご用意しましたので、そちらをご利用いただ

ければと思っています。 
 
第 1 部・第 2 部についてもご存じない方のために、コンテンツ内

容を簡単に記しておきます。 
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。 
 
第１部、第２部の音声セットの特典として、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。 
 

量子的豊かさとお金の法則を 

脳内に完全にインストールする方法 
 
第 1 部から第 3 部まで、教材はすべて音声です。 
そうした理由はもちろんあります。 
MP3 形式になっているので、 パソコンでダウンロードしていただ

く他に、タブレットやスマートホンで簡単に聞くことができます。 
家事をしながらでも、車の運転中でも、会社への通勤中でも、お風

呂に入りながらでも、何かをしながらでも、イヤホンを耳に差し込む

だけで、 脳に「豊かさ脳」を自動的にインストールしていただけま

す。 
私自身、音声教材は非常に強力なマインド変革のツールだと感じ

ています。 
耳からの学習は、脳内深くに「得たいマインド」が自然にインスト

ールされるのです。 
いわば「自己洗脳」のようなことができてしまいます。 
それだけに聴く教材の内容が大切なのですが、今回の音声教材は、

徹底的に、「豊かさ脳」をインストールしていただけるものとなって

います。 
 
聴き方も、一生懸命集中して聴こうとするよりも、リラックスして、

何かをしながらとか、ゆったりと聴くほうが、すっ・・・と脳内に入

ってくるのです。 
頑張って聴くのではなく、むしろ何かをしながら聴き流している

だけで、知らず知らずのうちに、「豊かさ脳」へと書き換えられてい

くのです。 
 
私たちは、昔に比べて遥かに忙しい日々を過ごしています。 
忙しい日々の中でも 時間を有効に使える音声教材は、無駄なく知



識や知恵を脳にインストールするのに最適です。 
耳からリラックスして聴くというのは、強力なマインドの変革が

半自動で可能になります。 
 
今回は、第 1 部と第 2 部で、特典合わせて 10 時間以上の音声、 

第 3 部では特典含めて 11 時間以上の音声になります。 
これが仮に映像教材であれば、部屋に留まって、一定時間映像に集

中する必要があり、かなりの時間を拘束されてしまいます。 
しかし音声だと、移動しながら、何かをしながら聴き流すことがで

きるのが良いところです。 
繰り返し聴いていただくことで、あなたの脳を「豊かさ脳」に自動

的に書き換えていただけます。 
文章を読むだけでは、覚えたつもりでも、すぐ抜けていくというの

がありますが、耳から繰り返し聴くことで脳内の中枢に反復的に届

けられて、脳内が自動的に「豊かさ脳」へと変革していくのです。 
 
「豊かさ脳」になってくると、今目の前の出来事が、感謝と喜びで

あふれるようになります。 
そういう認識と見方が自然にできるようになるからです。 
ですから、未来の幻想を追い求めるのではなく、過去の栄光にすが

るのでもなく、今この瞬間が、一番楽しく、喜びに包まれた状態とな

るのです。 
 
毎日 15 分程度聴いていただくだけで、数週間でその状態に変わっ

ていくことができますが、できれば、より定着させていただくために、

できれば３ヶ月は毎日１０分程度の時間を音声教材を聴いていただ

ければと思います。 
そして６ヶ月もすれば、あなたの脳は、「豊かさ脳」に書き換わっ

ていることでしょう。 
 
「豊かさ脳」になると、今までと同じような出来事に遭遇しても、

今までとは全く違う瞬間的な反応をしていきますので、現実がどん

どん変わっていくことを体感していただけるでしょう。 



ぜひそのことを体感していただければと思っています。 
 

1996 年イタリアの大学教授が、偶然発見した 
神経細胞「ミラーニューロン」の秘密 

 
さらに今回の音声を聞いていただくことで、「豊かさ脳」になって

いただける科学的な理由があるのですが、それは神経科学最大の発

見とも呼ばれる 『ミラーニューロン』というものによります。 
 
この原理を音声教材に使うことで、あなたの脳内は自動的に「豊か

さの内的感覚」が身についていくように設計されています。 
 
「ミラーニューロン」とは、最近、いろいろなところで述べられて

いますので、ご存知だと思いますが、別名「ものまね細胞」とも呼ば

れています。 
簡潔に言えば、目の前の他者が起こす動作をあなたが見たとしま

す。すると、あなたの脳は、あたかも自分が行ったかのように反応す

る、というものです。 
あなたは見たものに、影響されまいとしても、影響されるのです。 
このミラーニューロンを上手に利用することで、自分そのものを

超一流の別人に書き換えることさえできるのです。 
 
私自身も、振り返ってみれば、ここ４、５年の間、このミラーニュ

ーロンを利用して、「豊かさ脳」に自動的に書き換えられていました。 
そうなると、努力をしなくても、自分自身が望む方向へと、現実を

創造していくことができるのです。 
にわかには信じられないかもしれませんが、極めて科学的な方法

で、脳内を変革していくことが出来るのです。 
「すべては内側から外側へと変革していく法則」がありますので、

脳内の変革によって、外側の現実がいつのまにか変わっていくので

す。 
 
このミラーニューロンがあるからこそ、 私たちは「共感」できる



のです。  
ミラーニューロンとは「共感能力」のことでもあり、怪我をした人

を見ると、あたかも自分が傷ついたように感じてしまったり、 
逆に奇跡の生還をした映像などを見ると、心が震えるほど感動し

たりするのも、ミラーニューロンがあるからです。 
 
私自身、メルマガや動画などで、「空間が大切であると感じる」と

よく書いたり話したりしているのですが、これはまさにミラーニュ

ーロンとも深く関係しています。 
私たち人間というのは、 常に自分以外の他者や空間すべてから影

響を受けて生きています。 
 
だからこそ、普段、どんな人と一緒にいて、日々どんな情報を得て

いくかによって、その人の人生が瞬間、瞬間、決定されていきます。 
 
このようにミラーニューロンは、重要なものであり、使いようによ

っては、非常に、素晴らしいものであり、同時に危険なものでもあり

ます。 
私たちは、周りの影響を常に受けざるをえず、よって、目の前に 

来た他者の情報を受け入れるか否かを、私たちのミラーニューロン

は自分で選ぶことができないのです。 
嫌でも一緒にいる人たちの影響、受け取る情報に影響を受けてし

まうということになります。 
このように普段一緒にいる人がとても重要になるのですが、自分

の周りには、超一流の人はいません、そんなに素晴らしい人ばかりで

はありません、と思われるかもしれません。 
 
しかし、非常に効果的な裏技があります。 
 
私自身、意識的に、この裏技を実行してきました。 
と言っても、偉そうに言えるほどではなく、まだまだではあるので

すが、それでも気がつけば、ごく自然に出来事の受け止めがいつの間

にか変わってきました。 



正直に言えば、今現在は、嫌なストレスがほとんど、湧き起こらな

くなりました。 
これもミラーニューロンのお陰であると感じています。 
 

ミラーニューロンの裏技 
 
ではその裏技とは何なのかと言えば、本当は裏技というほどのも

のではなく、とても簡単なことです。 
身近に超一流の人がいなくとも現代社会においては、すぐ身近に

超一流の人を置くことが極めて簡単にできるのです。 
 
それは書籍や音声教材、映像教材、そしてインターネットの情報や

ブログや Facebook などで、簡単に超一流の人にアクセスすることが

できるようになったということです。 
 
本当は超一流の人とともに過ごすというのが一番良いのですが、

毎日そうすることが可能かといわれれば、正直難しいと思います。 
しかし、毎日、超一流の方の音声や映像、文章などで、超一流のマ

インドをシャワーのように浴びていれば、ごく自然にマインドを書

き換えていくことが可能なのです。 
これは文明の恩恵でもあり、大いに有り難いことであり、活用して

いくべきことだと思います。 
一方で、自分に必要ない情報は、徹底的に排除していくことで、自

分の流れを阻害する情報などをカットしてコントロールすることが

できるのです。 
 
そのようにして、私自身は、ここ４、５年ほど、ひたすら自分の情

報空間を交えた「空間（環境）」にどういう人、どういう情報を取り

入れるのか、ということを意識してきました。 
「豊かさ脳」というものに焦点をあてて、量子力学的な法則を教え

てくれる人、数人の方の教えを、繰り返し、繰り返し、書籍や音声、

映像などを見たり聴いたりしていました。 
 



スポーツが上達したかったら、プロや非常に上手い人とするのが

一番上達が早いですし、自分の収入を上げたければ、自分よりも収入

の高い人に授業料を払い、学ばせていただき、できるだけ近くにいる

と、努力せずとも勝手に収入が上がっていくのです。 
「豊かさ」や「お金」についてレベルアップさせたければ、その道

のスペシャリストの教えを自腹を切って学べばいいのです。 
こういったことを現代では簡単に「情報空間」において、教材や書

籍、音声、映像などを学ぶことで裏技として、できてしまうのです。 
 

時間を大幅にショートカットしてください 
 
このことを理解したうえで、ミラーニューロンの性質を上手に使

えば、半自動的にあなたの脳内を「豊かさ脳」にしてしまうことが可

能です。 
これこそが、第 1 部、第 2 部、そして今回第 3 部の音声教材を提

供させていただくうえで、「音声」にした一番の目的なのです。 
 
今回は「量子的豊かさとお金の法則」というタイトルにしています

が、はっきり言って、豊かさやお金という限定されたものではなく、

このマインドを身につけてしまえば、人生全体の向上、現実を創造し

いく力が半自動的に備わってきます。 
量子力学の法則とは、仮説の科学ではなく、実証をしていく極めて

現実的な科学なのです。 
その法則を学ぶということは、あなたが現実を自由に創造してい

く力をつけるということでもあります。 
 
もちろん、この量子力学をベースとした教えは、私自身が考え出し

て編み出した教えではなく、先人の積み重ねてきた膨大な実験や努

力によって築かれた理論や法則であり、超一流の方の豊かさやお金

の量子力学からみた教えです。 
その教えを、私自身が学ばせていただき、その教えを、お伝えをし

ただけです。 
ぜひこれらの教えの集大成である、「量子的豊かさとお金の法則」



の教材を通じて、今度はあなた自身が「豊かさ脳」をインストールし

ていただきたいと思います。 
 
私自身、これらの教え以外にも、膨大な情報に触れてきましたが、

その中でも実践してみて、断トツに効果があり、これは本物の教えで

あると感じたものを、今回の音声に凝縮しています。 
ですから私自身５、６年くらい学び実践してきたことを、この音声

を学んでいただくだけでも、数ヶ月に凝縮して一気に学んでいただ

けます。 
時間を大幅にショートカットして学んでいただけるということで

す。 
 

豊かさの本質はお金ではない 
 
「豊かさ」とは、実はお金ではないということを、冒頭にお伝えし

ましたが、答えを言ってしまうと、「豊かさ脳」とは、今この瞬間、

豊かな気持ちを、細胞レベルで感じることができるようになること

になります。 
お金自体を求めてしまうと、お金は逃げていきますが、ほんの一部

のお金を含めた「豊かさ」を日々感じていると、器にふさわしいお金

が自然に集まってきます。 
この「豊かさ脳」をインストールしてしまえば、毎日が幸せになり、

瞬間、瞬間、幸せな感覚を感じられるようになります。 
そして「循環」が湧き起こっていきますので、空間全体に作用して

やがては「お金」の現実も変わっていくのです。 
 
「豊かさ脳」をインストールしていただくために、今回の第 1 部

から第 3 部までの音声教材では、しつこいほど、豊かさとお金の本

質を述べています。 
そして、豊かさ脳を身につけていただくため、少しずつ角度を変え

ながら、繰り返し述べていっています。 
だから、一見同じようなことを言っていると、時に思われるかもし

れませんが、これも意図していることであり、少しずつ角度を変えて、



重層的に脳内にインストールされていくように、伝えていっていま

す。 
やがて、脳内が半自動的に書き換わっていきますので、ある一定の

臨界点を超えると、今度は外側の変化として溢れ出してきます。 
そして今までとは全く違う光景が、あなたの自身の現実に立ち現

れてきます。 
しかし、実は、その変化もあなたの内面が引き起こしたものなので

す。あなたが現実を創造していっているのです。 
 
今この瞬間、目の前の出来事を見るだけで、あなたは、今この瞬間

すべてに「幸せ」を、体感とともに感じることができるようになって

いるでしょう。 
頭で考えているのではなく、脳内で感じ、臨場感を持って、真の豊

かさを体感している自分に気づくでしょう。 
 
何か特別なことがあるわけでもないのに、毎日が、本当に心穏やか

で、幸せで、この何気ない一時こそが大切だと心から思えてきます。 
こういったことこそが、「真の豊かさ」ではないかと思います。 
そのことをぜひ体感していただきたい、と思います。 
 
それでは 
  

音声教材の価格 
 
について、お伝えします。 
 
お金について学んだ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。 
それ以外にも、膨大な音声や映像を学んできました。 
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であると自負しています。 



 
前回の第１部、第２部のセットは 2 万 5 千円のところ、特別価格

1 万円でのご提供をさせていただきました。 
もし今回、そちらをご希望の方は、同じく特別価格 1 万円でのご

提供とさせていただきます。 
 
今回の第 3 部の音声は特典を含めると 11 時間以上の音声となりま

すので、第 1 部・第 2 部の合計時間 10 時間を上回ります。 
ですので、こちらも時間の比較で、第３部は、同じく特別価格 1 万

円とさせていただこうと思います。 
 
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。 
大切なお金をいただくからには、本当にいいかげんなものは提供

できないことも分かっています。 
なので、それだけの価値を感じない場合は、無理に購入していただ

く必要は全くありません。 
 
実際のサンプル音声などを聴いていただき、このレターを読んで

いただき、本当に金額以上の価値を感じた方のみ、今回の音声教材に

ご参加いただければと思っています。 
1 万円という金額は、たとえば、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「豊かさ脳」をイ

ンストールするプログラムです。 
 
形はありませんが、あなたの脳内にインストールされて、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。 
 
なぜ、本気であれば無料で提供してもらえないのですか？ 
というお声もあるかもしれません。 



これは断言してもいいのですが、10 時間とか、11 時間とかの音声

になってくると、無料で仮にお渡ししたとしても、途中で挫折してし

まう方がほとんどだと思います。これは私ももちろんそうです。 
人は身銭を切った時に、本気になれますし、本気で取り組もうと思

います。その分を絶対に取り返そうと思います。 
 
だから、本当に「豊かさ脳」をインストールしたいと思われたら、

少し痛い・・・というくらいの身銭を切っていただき、本気で取り組

んでこそ、結果がでると、私は確信しています。 
ですから自分への投資を本気でして、投資金額の 10 倍、100 倍の

リターンを得るという意気込みの方にのみ、お渡しをさせていただ

きます。 
そして、本音を言えば、私自身も決してボランティアでやっている

わけではありません。今回の音声教材を作成するために、膨大なお金

と時間を投資してきましたし、音声収録にもそれだけの時間をかけ

てきました。 
 
今回の音声教材を無駄にしていただきたくないので、出し惜しみ

なく音声を作成させていただきました。 
自分が本当に役にたった教えなので、その教えを、必要としている

人に、お役に立てていただきたいという気持ちで提供させていただ

いています。 
 だからこそ、価値があると思っていただける方にご提供させてい

だき、対価として真剣にお金を受け取らせていただきたいと思って

います。 
それが等価交換になり、エネルギーの交換にもなります。 
そしてさらなるスパイラルを描いて、ともに「協奏」していくこと

ができます。 
 
最後にまとめます。 
 
True Law Of quantum leap Money 
～量子的お金と豊かさの真の法則～ 
 



新発売！第 3 部音声教材 
Chapter1～30 合計 5 時間 34 分 8 秒  
特典音声 
【引き寄せ体質】1～75 話 合計 5 時間 53 分 9 秒 
 

総合計時間 11 時間 27 分 17 秒の音声教材となります。 
 
第 1 部と第 2 部も記載させていただきます。 
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。 
 
 そして、ここまで読んでいただき、本当にありがとうございます。 
12 月 31 日までの期間限定価格として、今回発表の第 3 部なのです

が、特別価格 1 万円とさせていただきます・・・ 
 
しかし、今回限り・・・特別価格 1 万円ではなく・・・ 
 



5,000 円とさせていただきます。 

 
期間限定価格となりますので、それ以降は値上げとさせていただき

ます。 
 
第 3 部のご購入金額・・・・・・1 万円 

⇒12 月 31 日までの初回特別価格５，０００円 
 
第 1 部・第 2 部セット価格 25000 円 

⇒メルマガ限定特別価格１０,０００円 
 
第 1 部・第 2 部・第 3 部セット価格 

⇒１2 月 31 日までの期間限定価格 １５，０００円 

 
さらに・・・ 
 

人生を一気に加速したい方に・・・ 
特別なご案内があります。 
 
先着 10 名限定 
【インフィニティゴールドライフデザインコース】 

Infinity 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、この最上

級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 5 次元からの言霊発信ツールのロゴストロン L を 2015
年に導入して、さらに 2016 年の 4 月にロゴストロン L の 100 倍速

の言霊発信をするロゴストロン 100 の導入をして、さらに現実が

加速するのを感じています。 
ですから、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。 
 

今回のインフィニティゴールドライフデザインコースの特典を以下

に上げていきます。 
 

特典１ 
●上記の音声教材（第 1 部・第 2 部、第 3 部）すべてをお渡しします。

さらに今後続編の第 4 部、おそらく第 5 部あたりまでは続くと思い

ますが、今後のお金の真の法則の続編すべてを「無償」でおつけいた

します。（定価５万円以上相当） 
 

特典 2 
●「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。 
 

特典 3 
●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める 
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） 
 



特典 4 
●無制限個別コンサルティング（メール、スカイプ無制限） 
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） 
年間 36 万円×年数・・・でこちらも期間は設けません。僕が生きて

いる限り、あなたの人生を応援させていただきます。 
 

特典 5 

●ロゴストロン L の 100 倍速である 
「ロゴストロン 100」からのオリジナル言霊発信を 
24 時間 365 日、期限無制限で発信し続けます。 

 
今回の最上級コースの目玉となりますが、ロゴストロン L の 100

倍の言霊発信速度をもつ「ロゴストロン 100」からの言霊発信をさせ

ていただきます！ 
これは初の試みです。今まではロゴストロン L からの発信という

のはさせていただいたことがあるのですが、このロゴストロン 100
は、ロゴストロン L の 100 倍速です。 
通常の 100 倍の速度で言霊を発信し続けてくれます。 
5 次元領域の言霊を発信していくことで、あなたの潜在意識が自然

に急速に書き換わっていきますので、あなたの望む現実をよりスム

ーズに加速して現実化していける可能性が高まります。 
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。ご家族や大切な人のことも盛り込むことができます。 
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。 
このロゴストロン 100 からの言霊発信を１年間の期間限定ではな

く・・・ 
僕が生きている限り、これから毎日２４時間途切れることなく、発

信し続けます。超強力なあなたのサポーターとなってくれるでしょ



う。 
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。 
つまり今後自由に、ロゴストロン 100 から、オリジナル言霊を発信

し続けることができます。期間の制限はありません。 
 
実際にロゴストロン L の前身機器「クィントエッセンスシステム」

というのがあり、僕自身もこの機器から、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、滞っていた回収が数件

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。 
 しかも、今回は、ロゴストロン 100 ですので、前身機器からすれ

ば、100 倍を遥かに超える発信速度となります。 
 ですから単純に比較すればその 100 倍の価値がありますので、1 ヶ

月で 1,200,000 円、年間 7,200,000 円となってしまい、プライスレス

の価値があると思います。 
 
 そんなにかかるのならば、機械を購入してしまったほうが良いと

なります。  
実際に、ロゴストロン 100 も商品として扱っていますので、もし

ご希望であれば、実際にロゴストロン 100 を自分で購入して発信す

ることも可能です。個別にご連絡をいただければ、購入への手続きを

させていただきます。 
 購入するには、ロゴストロン本社の方の面談と、機械の金額 200

万（税別）円が必要になってきます。 
 
 決して金額ではないのですが、今回、そのロゴストロン 100 から、



3000 文字までを自由に使っていただき、あなたのオリジナルの言霊

で発信していただける権利をおつけさせていただきます。 
しかも僕自身が生きている限り、無制限で、発信をし続けます。 
1 ヶ月に 1 度、言霊を書き換えていくこともできます。 
 
実際に、今年の 3 月に今回の前身である「ゴールドライフデザイ

ンコース」を募集させていただき、ロゴストロン L からの言霊発信

をさせていただいた方から喜びのお声をいただいています。 
メルマガに掲載しましたが再掲いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――― 
先週の土曜日に、仕事で一大イベントがあり、それがうまくいくよ

うに前の言霊にのせておいたのですが、本当に大成功におわりまし

た！！！！ 
あの 3000 字にのせている言霊、ミニロゴストロンにのせている言

霊、あとで読んでみるとびっくりするくらい叶っています。 
不思議な方面からうまくいくように叶っています。 
 
数年前に経済的事情でマイカーを手放したのですが、先月、私が自

由に使える車がやってきてくれて手に入りました。 
このことも言霊に書いていた内容でした。びっくりです。 
叶ったことが１/3 ほどあることに気づきまし たので、それらをは

ずして新しく書き直したのが今回差し替えて頂いたものです。 
11 月になるとさらに大きな仕事がいくつか終わりますので、その

後また差し替えをお願いすることになると思います。 
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします～！ 

 
ということで、ロゴストロン L からの言霊発信で、いろいろな物

事がうまくいきだした、という喜びをいただきました。 
さらに、車を手にした経緯を詳細に話していただきました。 

 
―――――――――――――――――――――――――――――― 
車は本当にビックリしました。 
手放したのが 3 年前、その直後は「車欲しい~！」と、色んな車の



懸賞に応募したり、めっちゃ欲しいと思ってました。 
それがなかなか当たらないし、手に入らずだんだん意気込みも薄

れて執着しない程度になって、今回、言霊にとりあえずのせておいた

ら 3 年前の願いがまわりまわって叶った感じです。 
義母が高齢でもう乗らないことにしたからどうぞ、って言ってく

れたのが先月でした。最後は自然とすんなり私のもとにやって来て

くれたという感じでした。 
冷暖房もままならない車だけど、自由に移動できるのがこんなに

有り難いものか~！と幸せを感じる日々です~！ 
今後ともどうぞよろしくお願いします~！ 
 
ということで、車を譲ってもらった体験もすごい・・・と思いまし

た。それと同時に、本当に良かったと思いました。 
このように、ロゴストロン L というのは、本当に私自身もいまだ

に完全には理解しきれない不思議なツールなのですが、言霊研究を

している七沢研究所が総力を結集して、作りあげた、最先端の科学と

古代の叡智「言霊」を駆使した機器になります。 
 
古来から言霊は現実化すると言われてきましたが、五次元領域の

言霊は確かに現実化するといいます。 
その五次元領域からの言霊を発信してくれるというツールが、ロ

ゴストロン L であり、ロゴストロン 100 になります。 
 

そして、今回は、ロゴストロン L ではなく、ロゴストロン L の 

100 倍速の「ロゴストロン 100」からの言霊発信となりま

す。 
「インフィニティゴールドライフデザインコース」の特典サービ

スを 1 年間のサービスとして、単純に合計すると約 167 万円以上の

価値があることになります。 
もしロゴストロン 100 を購入するとなると、200 万円以上の価値

があることになります。 
しかし、実際は 1 年間限定のサービスではなく、ロゴストロン 100

のオリジナル言霊発信と、個別コンサルティング含めて、無制限で無



償で継続させていただきます。 
2 年目以降から月額料金や手数料が発生するということもありま

せん。 
ですから、実質は 200 万円以上プレイスレスの価値があると思っ

ていただいてかまいません。 
 
ただ、このインフィニティゴールドデザインコースの募集枠は、サ

ポートの限界もありますので、今回は 3 名までの限定でさせていた

だきます。 
最後にインフィニティゴールドライフデザインコースの価格を発

表したいと思います。 
このコースの価格は、先ほど１年間で、167 万円以上の価値がある

と言いましたが、何度も言うように期間は制限しません。 
なので、１６７万×年数の価値があると見ていただいてもいいと思

いますが、 
今回は、先着 3 名限定で・・・ 

今回の価格を 498,000 円とさせていただこうと思いました。 
 
これでも、ロゴストロン 100 からの無制限の言霊発信や無制限の

コンサルティングを含めて、年間で見ても、決して高くはないと思い

ます。 
 プロのコーチング、コンサルティングを受けようと思えば、年間

100 万円以上するのが当たり前の世界です。 
 
今回、ロゴストロン 100 からの五次元領域から言霊の強力なサポ

ートがつきます。 
これは潜在意識を書き換えて、あなたの望む方向へと現実を創造

していくための強力なサポートとなることを、確信しています。 
ある意味、人間がやるコーチングよりも、遥かに強力だと、僕自身

は感じています。 
しかも、このロゴストロン 100 のサポートや個別コンサルティン

グのサポートは、１年間ではなく、無制限でつきますので、これ以上

の価値があると自負しています。 



これで価格以上の価値が無いと思われたら、入っていただく必要

はありません。 
私自身が、この言霊発信ツールで人生を大きく変革させていただ

き、その恩恵は今も受け続けています。 
この恩恵を本当に感じて体感をしていただきたいと思い、今回、ロ

ゴストロン 100 でのサポートもさせていただこうと思いました。 
 
そして、今回、本当に価値を感じていただいた先着 3 名様限定で 
498,000 円のところを、 
 
今回限りの特別価格として・・・ 

248,000 円とさせていただきます。 

 

ただし 3 名様限定となりますので、募集枠が埋まり次第、 
〆切とさせていただきます。 
第 1 部・第 2 部をすでにご購入されていて、今回、このコースに

入りたいという方は、第１部第２部の価格 1 万円の値引きをさせて

いただき、238,000 円でのご提供とさせていただきます。 
その旨おっしゃっていただければと思います。 
 
さらに今回、12 月末日までに、インフィニティゴールドライフデザ

インコースに申込をいただいた方限定で、本当に運命を変えていた

だきたいと思いますので、 
「運命を変えるボディソープ」 
「水素カプセル（６０粒１袋）」 
「水溶性珪素ウモプラス 500ｍｌ」 
の３点セット（４１３３９円相当）をプレゼントさせていただきます。 
こちらは、12 月末日までの申込に限らせていただきます。 
 これらで、人体を浄化して、最高の状態にしていただき、五次元領

域の言霊を浴び続けて、より人生を加速していただきたいと思って

います。 



 
今まで述べてきたコースを、最後にまとめます。 
 
●第 3 部のご購入金額・・・・・・1 万円 

⇒12 月 31 日までの初回特別価格５，０００円 
 
●第 1 部・第 2 部セット価格 25000 円 

⇒メルマガ限定初回特別価格１０,０００円 
 
●第 1 部・第 2 部・第 3 部セット価格 

⇒１2 月 31 日までの期間限定価格 １５，０００円 

 
●インフィニティゴールドライフデザインコース（Gold Life 
Design Course）3 名限定 
・第１部・第２部・特典セミナー 
・第３部・特典 
・第４部以降（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 100 からのオリジナル言霊発信 
（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（無制限） 
・Human Body Rivival 教材（１０時間以上の映像） 
以下３点は、12 月末日までの特典 
「運命を変えるボディソープ」 
「水素カプセル（６０粒１袋）」 
「水溶性珪素ウモプラス 500ｍｌ」（3 点合計４１３３９円相当） 

・・・・・・・・・・498,000 円→２４８，０００円 
（第 1 部・第 2 部購入済みの方は、238,000 円でのご提供） 

（第 1 部～第 3 部購入済みの方は、233,000 円でのご提供） 
 



教材のスタートは、ご入金から 2 日間以内に順次お渡しをさせて

いただきます。この価格での申込期限は 12月 31日までとなります。 
 
なお、インフィニティゴールドライフデザインコースは、将来的に

は、さらなる特典を考えています。 
これは正直、確約ができませんが・・・僕の中では、5 年以内に必

ず実現したいと思っていることのひとつです。 
実はロゴストロン 100 の上位版があります。 

ロゴストロン 1000 と、ロゴストロン L の 1400 倍の「コ

ールドフュージョン」がそれです。 
その最上位版の 1400 倍の発信速度をもつ「ロゴストロンコールド

フュージョン」を手にするという野望をもっています。笑 
3000 万円とも言われるその機器を手にして、地域、日本、世界の

発展繁栄、ご縁ある人の発展繁栄のため、自他ともに弥栄えていくた

めに使わせていただきたいと思っています。 
これは確約ではありませんが・・・もしその機械を僕自身が入手さ

せていただくことができたら・・・今回インフィニティゴールドデザ

インコースに参加していただいた方には、無条件でロゴストロンコ

ールドフュージョン(1400 倍)からの発信権（期間無制限）もつけさ

せていただきます。 
あくまでも、ひとつの希望として、そのことも頭にいれておいてい

ただければと思います。 
このように宣言することで、僕自身もこれからも望む現実をどん

どん創造していきたいと思っています。 
不可能だと思ったら、その時点で、可能性は閉じられます。 
私自身は、私の可能性へと挑戦したいと思います。 
あなたは、あなたの内に眠る無限の可能性をぜひ信頼していただ

ければと思います。 
今回の教材は、あなたの中に眠る至宝を掘り起こして、覚醒させる

ツールとしてもご活用いただけることを確信しています。 
ともに、学び、実践をしていきましょう！ 
 
最後に参加方法について 



 
長くなってしまいましたが、基本的に音声教材は、どこからも聞い

ていただける音声となっていますが、 まずは、第 1 部、第 2 部、第

3 部と順番に一通り聞いていってみてください。  
その後は、開いている時間、移動時間などを利用して、どこからで

も聞いていただければと思います。 
第 1 部、第 2 部は聴いていないけれども、第 3 部から聴いてみた

いという方もいらっしゃるかもしれませんが、できれば第 1 部、第 2
部を聴いていただいた上で、第 3 部を聴いていただくのがベストで

す。 
なぜなら、第３部の内容は、第１部、第２部を踏まえた上で、内容

を展開しているからです。 
ですから初めての方は、できるだけ・・・というか必ず第１部・第

２部のセットから聴いていただければと思います。 

 
１日１５分の時間だけください 

 
「豊かさ脳」をぜひ日々インストールしてみてください。 
その期間は最低３ヶ月、できれば６ヶ月間だと、感じています。 
それも 1 日数時間もとってくださいということではありません。 
聴ける方は、１日１コンテンツ、１５分までの音声です。 
それも移動時間や、何かをしながら、作業しながらでも良いので、

音声教材を聴く時間に当ててください。 
もちろん時間的に余裕のある方は、１日３０分でも１時間でも聴

いていただいてかまいません。 
 最低、何かをしながらでもいいので、１５分を割いていただけるの

であれば、脳内に「豊かさ脳」をインストールしていただけます。 
 
その時間を自己投資に使っていただきたいと思います。 
６ヶ月間、毎日１５分の時間の投資、金額で言えば、第３部であれ

ば、１日約２７円の投資金額で聴いていただけます。 
仮に第１部から第３部までのセットを今回初めて購入いただいた

としても、１日約８３円の投資金額で、「豊かさ脳」へと書き換えて



いただけます。 
 
音声は、mp3 形式なので、データは、パソコン、タブレット、ス

マホ、ウォークマンなど、どこでも聞いていただけます。 
また直接スマホやタブレットから URL をクリックしてすぐに聞

いていただけることも可能にしてあります。  
  
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。 
 

True Law Of Quantum Leap Money 
～量子的お金と豊かさの真の法則～ 
 
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/370b89b8/ 

（クリックできない場合は、上記のアドレスを打ち込んでページを

開いてみてください） 
最後まで読んでいただき、本当にありがとうございます。 
 
日野堅也 
 
追伸  
 
量が多いと思うかもしれませんが、1 コンテンツが 3 分～16 分と

聴きやすい長さにしています。 
 慌てずに少しずつ聴いていただければ、大丈夫ですのでご安心く

ださい。 
ここで述べているマインド、思考法は、生涯にわたって役立つもの

であると、確信をしておりますので、少しずつ、焦らずに、量子力学



的な現実創造をともに学んでいければ、嬉しく思います。 
 
先にも述べましたように、繰り返し、本当に何かをしながら聴いて

いただいても、いやむしろ、真剣に聴くよりも、リラックスしながら

聴いていただくことで、α 波優位の状態になりますので、その時に音

声を聴いていただければ、ごくごく自然に脳内にインストールされ

て、「豊かさ脳」へと脳内の書き換えが行われていくでしょう。 
 
最後に参考までに、第 3 部のタイトルと、第 3 部特典の引き寄せ

体質のタイトルについて参考までにお届けさせていただきます。 
本当に長い文章になってしまいましたが、貴重なお時間を使って

読んでいただき、本当にありがとうございます。 
心から感謝いたします。 
 
日野堅也 
 

第 3 部 
3－1「いちばん大切なマインドセット」 
3－2「豊かさの素粒子の数が意識に比例する」 
3－3「今ここの自分が最も偉大である」 
3－4「スタートは必ず喜びから始める」 
3－5「自己を探求したいという強烈な欲求」 
3－6「ゼロポイントから意図することがすべて」 
3－7「初めの認識が宇宙に投影されていく」 
3－8「認識が先 現実が後の法則」 
3－9「お金の恐怖や不安を消滅させる方法」 
3－10「チャンネルを変えて見たい現実を見る」 
3－11「お金のトリック」 
3－12「支出も収入も同じ」 
3－13「豊かさの感覚に慣れる」 
3－14「価値観を外してフラットに成る」 
3－15「手放すほどに豊かさが入ってくる」 
3－16「静かな歓喜」 



3－17「小宇宙にすべてがある」 
3－18「意にすべてがある」 
3－19「問いですべてが決まる」 
3－20「物もお金も見えないものもすべて素粒子」 
3－21「ダイレクトに素粒子領域にアプローチする」 
3－22「脳をフル活用する」 
3－23「本当の思考を使う」 
3－24「虚空がすべての出発点である」 
3－25「豊かさを阻害する一番言ってはいけない言葉」 
3－26「豊かさの真のパワースポット」 
3－27「失ったものこそ創造したものという真逆の認識」 
3－28「豊かさがから遠ざかる感情」 
3－29「できる意識に初めから成る」 
3－30「あなたの鋳型をゼロポイントに創造する」 
 
【引き寄せ体質 001】本能とは逆をいくためのひとつの秘訣（4 分 43 秒） 
【引き寄せ体質 002】アイデアを残し形にする方法（3 分 57 秒） 
【引き寄せ体質 003】失敗を一瞬で成功に変えてしまう魔法の言葉（4 分 46
秒） 
【引き寄せ体質 004】心臓の強大なエネルギーフィールド(4 分 27 秒） 
【引き寄せ体質 005】環境と人間関係がすべて(3 分 33 秒） 
【引き寄せ体質 006】人間は無限の可能性を秘めている(2 分 32 秒） 
【引き寄せ体質 007】潜在意識を味方につける奇跡の質問(4 分 37 秒） 
【引き寄せ体質 008】無意識の習慣を断ち切る(5 分 36 秒） 
【引き寄せ体質 009】太陽の光と月の光を受けて生命のリズムを刻む（6 分 09
秒） 
【引き寄せ体質 010】ストレスを取り除いて病気を遠ざける方法(5 分 49 秒） 
【引き寄せ体質 011】記憶力を高めて最も短期間で結果をだす勉強法（後編）

(6 分 46 秒) 
【引き寄せ体質 012】記憶力を高めて最も短期間で結果をだす勉強法（前編）

(6 分 23 秒） 
【引き寄せ体質 013】不幸グセから抜け出す(6 分 15 秒） 
【引き寄せ体質 014】「前提」の思いが叶う(6 分 56 秒） 
【引き寄せ体質 015】思考をデトックスする。そして観察する。(7 分 31 秒） 
【引き寄せ体質 016】精神疾患や鬱を改善し自分にパワーを取り戻す方法(6 分

56 秒） 



【引き寄せ体質 017】恐れを克服して役目を果たす(5 分 31 秒） 
【引き寄せ体質 018】根底にある恐れを手放す唯一の秘訣(5 分 10 秒） 
【引き寄せ体質 019】自分の人生は自分で創造していく(4 分 54 秒） 
【引き寄せ体質 020】目標設定という言葉はいらない(5 分 45 秒） 
【引き寄せ体質 021】「問い」がすべてを決める 後編(4 分 59 秒） 
【引き寄せ体質 022】願望を叶えるための「前提」の言葉(5 分 23 秒） 
【引き寄せ体質 023】自分の存在価値を飛躍的にあげる質問(4 分 33 秒） 
【引き寄せ体質 024】現実は思いの最終結果である（前編）(3 分 29 秒） 
【引き寄せ体質 025】現実は思いの最終結果である（後編)（3 分 10 秒） 
【引き寄せ体質 026】「だから」という言葉の魔法(4 分 30 秒） 
【引き寄せ体質 027】素粒子の数が多いほど、僕たちは豊かになれる(4 分 53
秒） 
【引き寄せ体質 028】変化は徐々にやってくるのではなく突然やってくる(4 分

47 秒） 
【引き寄せ体質 029】現実創造は空間との調和とともに(2 分 57 秒） 
【引き寄せ体質 030】細胞を活性化するイメージ強化法（前半）（2 回繰り返し

です）(7 分 31 秒） 
【引き寄せ体質 031】細胞を活性化するイメージ強化法（後編）(3 分 38 秒） 
【引き寄せ体質 032】出入口の法則の基本法則(3 分 31 秒） 
【引き寄せ体質 033】出入口の法則の大前提と「自己犠牲」(4 分 36 秒） 
【引き寄せ体質 034】日常を非日常にする極意(3 分 22 秒） 
【引き寄せ体質 035】感謝することの原理を量子力学的にみる(3 分 33 秒） 
【引き寄せ体質 036】細胞の老化を食い止める方法（5 分 56 秒） 
【引き寄せ体質 037】細胞を弱らせる原因となるもの(5 分 13 秒） 
【引き寄せ体質 038】一瞬で悩みが消える究極の方法(2 分 47 秒） 
【引き寄せ体質 039】天職を見つける方法（前編）(3 分 45 秒） 
【引き寄せ体質 040】天職を見つける方法（後編）(4 分 22 秒） 
【引き寄せ体質 041】対極を理解する(3 分 18 秒） 
【引き寄せ体質 042】最高のパフォーマンスにする方法(3 分 52 秒） 
【引き寄せ体質 043】目の前の苦悩を瞬間に消滅させる方法(3 分 38 秒） 
【引き寄せ体質 044】手放し難いものを手放せば得るべきものを得る(4 分 05
秒） 
【引き寄せ体質 045】本心で生きることが全体の調和へ繋がる(4 分 41 秒） 
【引き寄せ体質 046】本心で生きることが全体の調和に繋がる・追伸(4 分 12
秒） 
【引き寄せ体質 047】直感を研ぎすませる方法(4 分 41 秒） 
【引き寄せ体質 048】自信を超簡単につける方法(5 分 25 秒） 
【引き寄せ体質 049】何かになろうとする必要はない(3 分 27 秒） 



【引き寄せ体質 050】一瞬でイライラを消し去り最高の状態へともっていくマ

インドセット(6 分 37 秒） 
【引き寄せ体質 051】続・一瞬でイライラを消し去り最高の状態へともってい

くマインドセット(5 分 11 秒） 
【引き寄せ体質 052】あなたは私の投影である(3 分 40 秒） 
【引き寄せ体質 053】相手も自分も変わらなくていい（4 分 09 秒） 
【引き寄せ体質 054】続・相手も自分も変わらなくていい(3 分 30 秒） 
【引き寄せ体質055】引き寄せる力を最大限高める最も簡単な方法(5分02秒） 
【引き寄せ体質 056】何を出すのかだけでいい(3 分 52 秒） 
【引き寄せ体質 057】無意識の意識を意識する(5 分 38 秒） 
【引き寄せ体質 058】現象を求めれば求めるほど離れていく(4 分 03 秒） 
【引き寄せ体質 059】トラウマを克服する方法（前編）(5 分 28 秒） 
【引き寄せ体質 060】トラウマを克服する方法（後編）(7 分 14 秒） 
【引き寄せ体質 061】素粒子レベルから見ていく(3 分 42 秒） 
【引き寄せ体質 062】結果を得ようとすれば、結果を得られない（前編）(4 分

16 秒） 
【引き寄せ体質 063】結果を得ようとすれば結果を得られない（後編）(4 分 33
秒） 
【引き寄せ体質 064】変わらないものは何もない(3 分 31 秒） 
【引き寄せ体質 065】もともと完璧なる存在(5 分 36 秒） 
【引き寄せ体質 066】人生は月のように丸い「前編」(4 分 46 秒） 
【引き寄せ体質 067】人生は月のように丸い「後編」(4 分 04 秒） 
【引き寄せ体質 068】自覚すればすべてが終わる（2 分 50 秒） 
【引き寄せ体質 069】自分の本体は肉体にはない(5 分 32 秒） 
【引き寄せ体質 070】内側も外側もない(4 分 41 秒） 
【引き寄せ体質 071】すべては循環している(6 分 19 秒） 
【引き寄せ体質 072】初めから満たされる(4 分 48 秒） 
【引き寄せ体質 073】動機の出処がすべて(3 分 50 秒） 
【引き寄せ体質 074】シンクロニシティを意図的に引き起こす(4 分 05 秒） 
【引き寄せ体質 075】ベクトルを内側から外側へ(4 分 29 秒） 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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。 
 
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 


