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はじめに 

【推奨環境】 

このレポート上に書かれている URLはクリックできます。できない場合は最新

の AdobeReaderをダウンロードしてください。（無料） 

http://get.adobe.com/jp/reader/ 

 

 

【著作権について】 

このレポートは著作権法で保護されている著作物です。 

下記の点にご注意戴きご利用下さい。 

 

このレポートの著作権は作成者に属します。 

著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部をいかなる手段においても

複製、転載、流用、転売等することを禁じます。 

このレポートの開封をもって下記の事項に同意したものとみなします。 

このレポートは秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、この商材

の全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、転売等すること

を禁じます。  

著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時は、

関係法規に基づき損害賠償請求を行う等、民事・刑事を問わず法的手段による

解決を行う場合があります。 

このレポートに書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。著者は事前

許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権利を有します。 

このレポートの作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情報等

がありましても、著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わない

ことをご了承願います。 

このレポートを利用することにより生じたいかなる結果につきましても、著

者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願いま

す。 

  

http://get.adobe.com/jp/reader/
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いつもお世話になっています。 

今回頑張っていらっしゃる 

あなたへ心も前向きに、明るくなる 

レポートをプレゼントしますね！ 

 

 

今回のレポートのテーマは 
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引き寄せて幸せになる真実の方法です。 

幸せになる方法とは漠然としていて人それぞれの幸

せという形も、 

違うかと思いますが、 

ただ、この考え方を身につけていないとあなたは 

いつまでも幸せというもの感じることができない、 

一生幸せを追い求めては不満や不平を言い続けるこ

ととなってしまいます。 

そこでどうすれば幸せを感じ 幸せになれるのか、 

成功を引き寄せる真実、 

世のカを支配している秘密についてお伝えをします。 
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私が 

絶望を味わい今の状態を築きあげるまでに 

悟り実感をしたことです。 

 

私がどん底から這い上がれてこれたのも 

このマインド、 

考え方があってこそのものです。 



 

 

成功と幸せを引き寄せる真の法則 

6 

Copyright (C) masa. All Rights Reserved 

 

あなたは引き寄せの法則 

思考は現実化するといったことを一度は耳に 

されたことがあるかと思います。 

 

簡単にいうと、 

 

「頭と心に思ったことが 

そのまま現実化する」 
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自分が望むものを手に入れたければ 

プラスのイメージを願いつづけましょう。 

 

と日本では、多くの本などで説かれて実際この通りに 

実践をしている人がほとんどです。 

ですが・・ 

金持に「なりたい」 

幸せに「なりたい」と願っているのに・・ 

今現実に金持ちではないじゃないか！ 

今幸せじゃないよ！ 
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引き寄せの法則や 

思考は現実化するなんてやっぱり 

嘘じゃないか！ 

と思っている人もいるでしょう。 
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しかし 

実は多くの人が自分の望む結果になっていないのは 

ある決定的な重要なことを履き違えてるいるのです。 

 

 

 

お金持ちになりたい 

と願っていることは、 

→今「お金持ちではない」 

「幸せになりたい 

と願っていることは 
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→今幸せでない 

ということを思考しています。 

ほとんどの人が神頼みなどをする際 

「お金持ちになりたい」 

「幸せになりたい」 

～であればいいなと 

いう形で祈りますが 

実は引き寄せの法則、思考は現実化するという 

法則からは 

 

お金持ちになりたい→ 

今お金持ちではないという思考 

→その思考を現実化している 
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ということになります。 

つまり、引き寄せの法則は確実に 

あなたの思考そのままの世界を現実化しています。 

 

 

考えたことが現実化するという世の中の 

ルールにのっとれば 

金持ちになりたい＝金持ちではない 

幸せになりたい＝幸せではない 
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という状態を常に思考をしている結果 

金持ちになりたい＝金持ちではない（思考と現実） 

幸せになりたい＝幸せではない（思考と現実） 

永遠とそのままの状態が作り出せれるのです。 

これには、 

子供大人関わらず万人に等しく作用しています。 

よって一見残酷なようですが、 

幸せになりたい 

金持ちになりたいと願っている人は、 

ずっと幸せになれないということになってしまって

います。 

 

ではどのようにすればいいのでしょうか？ 
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先ほどの逆の考え方で 

「今なりたい」ということを 

「今～あるという思考をすると」 

その思考が現実化されていきます。 

例えば、先ほどの神頼みなどはする際は、 

今～ではないという願い方ではなく 

「になってありがとうございます。」 

というのが正しい願い方です。 
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つまり 

お金持ちになりたいことを望むのであれば 

「お金持ちになってありがとうございます」 

「幸せです。ありがとうございます。」 

 

 

というように、今～である ～です・ 

という形で思考をするのです。 
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そうすると、 

今お金持ちであるという思考がそのまま 

現実化されてあなたはお金持ちになるための現象 

幸せのための現象が引き寄せられます。 

幸せになれる人は今の状況で幸せである。 

 

金持ちになれる人は今の状況で金持ちであると 

感じ 思考し続けることで望む状況を 

作り出しているのです。 
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今お金持ちになっている人を見ると 

自然とこのような思考ができています。 

私はこれにあるとき悟り、気が付き自らの思考パター

ンを激変し 

訓練した結果 やはり自分が望む結果を 

引き寄せることができています。 
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引き寄せの法則 真実に気がつくか気が付つかない

かの 

紙一重の差で人生が望んだものなるか 

それと永遠と自分の理想だけを追い求め不足とスト

レスに 

まみれたままの人生になるか変わります。 

 

この少しの差が人生を大きく左右することは少し残

酷にも思いますが、この無料レポートを読んでいるあ

なたはこの真実に気が付き 



 

 

成功と幸せを引き寄せる真の法則 

18 

Copyright (C) masa. All Rights Reserved 

自分のものに落とし込み実践をして欲しいと思いま

す！ 

 

そうはいっても今経済状況がひどくて 

お金持ちですなんて思うことはできないです！ 

という人もいるでしょう。 

それは普段人は充足の側から 

物事を見るのではなく、 

「不足の側から物事を見ているから」 

です。 

例えば 

コップに水が１cm入っているとします。 
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コップに水が１cmしかなければ１００人中９９人

が 

少ないというでしょう。 

しかし、サハラ砂漠のど真ん中であなたが 

３日間さまよい水が一滴すらない状態で 

歩き喉がカラカラなときコップの１ｃｍ水でも 

きっとあなたは「多い」と感じるでしょう。 



 

 

成功と幸せを引き寄せる真の法則 

20 

Copyright (C) masa. All Rights Reserved 

 

 

今ある状況を「ある！ある！」と思えるようになって

くると思考が 

現実化するので必然とあなたの現実にも 

様々「ある！ある！」の状態つまり物心ともに 

満たされた状態になっていきます。 

例外はありません。 
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ある！ある！と思う訓練をして「ある！ある！と」思

えるようになることが思考が現実化するというルー

ルにおいて、もっとも重要な学びです。

 



 

 

成功と幸せを引き寄せる真の法則 

22 

Copyright (C) masa. All Rights Reserved 

 

このルールはこの世で確実に１００％作用するので 

このルールを正しく運用するコツを身につけましょ

う！！ 

 

では今の「ある！ある！」は何でしょうか？ 

例えば、 
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外で過ごさず暖かい家に住める現実がある 

五体満足五感満足で 

行きたいところにいける肉体がある 

好きな職業を選べる 

安心して寝ることが住める日本に住んでいる 

今日餓死にしないだけのご飯が食べることができた。 

無限の情報にアクセスできるネット環境がある 

愛する家族 子供がいている 

 

上記に挙げたことはほんの少しの例にしか過ぎない

ので、 

誰であれどんな環境あれ絶対に見つかります。 
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視点を変えて、 

「ある！ある！」 

と充足を何度も感じることができるようになると、 

現実にも充足（望んだ状態） 

が何度も出現するようになります。 

 

今まで多くの方が信じていることを真逆のことを 

お伝えしています。 
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すぐには信じることができないかもしれませんが、 

実際に実行するとその効果は肌で 

感じてもらえるかと思います。 

 

ですので、ぜひともこの法則は身につけて欲しいと思

います。 

 

このレポートを読み無意識にできるまで 
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自分の習慣として 

落とし込み、実践していくと 

 

あなたの人生を確実に望んだものに 

変えていくことは 

 

間違いありません。 

今後ともこの思考が自然とできるように 

通信講座でもメッセージとしてお伝えをします。 
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最後に私が好きなある賢人のメッセージをお伝えし

ておきます！ 

起き上がって感謝しましょう。 

今日たくさん学べなかったとしても 

少しは学べました。 

仮に少しも学べなかったとしても、 

少なくとも病気にはなりませんでした。 

もし病気になったとしても死にはしませんでした。 

ですから皆さん感謝しましよう！ 

 

仏教 創始者 ゴーダマブッタ 

今後とも有益な情報をコンテンツにして 

発信し続けます。 
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進化し続け結果を出し続けます。 

 

スキル マインド 健康 豊かさ 自由 

全てを備えた超一流の人材を世の中に 

輩出していきます。 

体調には気をつけて 

講座を頑張っていきましょう。 

あなたに幸せがたくさん舞い降りますように！ 

あなたを全力で応援しています！！ 
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