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・著作権について 

本冊⼦並びに本冊⼦の表記は、著作権法で保護されている著作物です。 

本冊⼦の著作権は発⾏者にあります。 

本冊⼦の使⽤に関して、以下の点を⼗分ご留意ください。 

 

・使⽤承諾に関する契約 

本契約は、本冊⼦を持つ個⼈・法⼈（以下甲）と発⾏者（以下⼄）との間での契約です。 

本冊⼦を甲が受理し開封したことにより、以下の契約に同意したことになります。 

 

第⼀条 本契約の⽬的 

⼄が本冊⼦に含まれる情報を、本契約に基づき甲がしようする権利を承諾するものです。た

だし、使⽤は⾮独占的なものに限られます。 

 

第⼆条 禁⽌事項 

本冊⼦に含まれる⼀切の情報は、著作権法によって保護されます。本冊⼦に含まれる情報を、

甲は⼄の書⾯による事前許可なくして出版・講演活動およびメディア配信などによって⼀般

公開することを禁じます。また、電⼦メディアによる配信等によって⼀般公開することを禁

じています。特に当ファイルを 第三者に渡すことは厳しく禁じます。甲は⾃らの所属する

会社や組織においてのみ、本冊⼦に含まれる情報を使⽤できるものとします。 

 

第三条 損害賠償 

甲が本契約の⼆条に反し、⼄に損害が⽣じた場合には、⼄は甲に対し違約⾦を請求する権利

を有するものとします。 

 

第四条 契約の解除 

甲が本契約に反したと⼄が判断した場合は、⼄は使⽤承諾に関する契約を解除することがで

きるものとします。 

 

第五条 免責事項 

本冊⼦に含まれる情報の使⽤責任の⼀切は甲にあり、この情報により甲に損害が⽣じても、

⼄は⼀切の責任を問われません。 
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この度は、 
私の無料レポートをダウンロードして頂き、本当に感謝です♪ 
 
⾃⼰紹介から簡単にさせて頂きます。私の名前は「⽮野昭⼆」です。 
 
私は、インターネットビジネスを始めて３年⽬になります。 
 
サイトアフィリエイトやフェースブックアプリのアフィリエイトなど、
多くのジャンルのアフィリエイトを経験してきました。 
 
俗にいう「⾼額塾」でも、いろんなことを学んできました。 
 
学んだ事の中で⼀番⼤事なことは、 
「⾼額塾に⼊っても稼げない」 
ということかな〜 
 
稼げるまでには、時間もかかり、寄り道もいっぱいしてきました。 
でも、今では、安定した収⼊を得られるようになりました。 
 
新しくアフィリエイトをされる⽅や、稼げなくて悩んでおられる⽅に 
わたしのように迷ったりせずに、そして時間をかけずに最短距離で稼げ
ることが出来るようにと、このレポートを作成いたしました。 
 
 
もっと詳しいプロフィールは下記ＵＲＬでも確認できますので 
 
少しでも興味を持たれた⽅はコチラからご覧いただきたいと思います。 
 
http://navi-info.org/profiel 
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はじめに 
「引き寄せの法則」は 

「思ったことが実現する」という法則。 

だから、 

「思う回数を上げる」 

「思いの度合いを上げる」 

そうすれば、願望は実現する。 

実現しないのは、「気合い」が⾜りないからだ。 

 

このように「引寄せの法則」を間違って解釈されている⽅

が、とても多いです。 

実は、このように 

「⼒を込めること」は、 

「引き寄せの法則」から⾒ると、 

逆効果になってしまいます。 

 

このレポートでは、 

「正しい引き寄せの法則」を解説していきます。 

「あなたの⼈⽣を確実に成功に導く」 

アット驚く⼿法を伝授していきます。 
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引き寄せの法則は楽の原理 
「引き寄せの法則は楽の原理」だから 

 

「もっと⼒が必要かも」 

「気合が⾜りないのでは」 

「強くイメージすれば叶う」 

 

という緊張感が⽣まれてしまうと、 

願望を引き寄せることは出来ません。 

 

逆に、願望実現から逆⾏していく結果になります。 

 

「引き寄せの法則」は、「願望実現の⽅法」ではありません。 

 

「引き寄せの法則」は、「宇宙のすべてにかかわる基本原理」

のことなのです。 

 

もちろん、この基本原理を理解することで、 

⾃動的に願望は実現してしまいます。 

 



あなたを成功に導く⼀番具体的な⽅法 

「気合い」「思いの度合い」など巷の願望実現⽅法は間違いばかり、 

この⽅法なら、必ずあなたを成功者に導きます】 

-  – 
Copyright (C) 矢野昭二  All Rights Reserved.  

7

「引き寄せの法則」は何かを実現する⽅法でもノウハウで

もありません。 

 

「宇宙のすべてにかかわる基本原理」を理解することで、

本来の⾃分に⽬覚めることが出来るのです。 

 

これを理解せずに 

「⼈⽣は⾃分の思い通りにすればいいんだ」 

と誤解してしまうと 

限りなくエゴを増⼤させてしまう結果になります。  
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「宇宙のすべてにかかわる基本原理」 
「引き寄せの法則」は無⾊透明な法則です。 

 

素粒⼦から銀河に⾄るまでの物理現象に働く原理であり、

思考や「場のエネルギー」といった⾒えざる現象をも統べ

る原理です。 

 

「引き寄せの法則」はあらゆるものに働いており、 

その原理を⾃分のものにしていくことで、 

本来の⾃分に⽬覚める事ができます。 
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「波動」の概念 
本来の⾃分を知るのに、⾃分の思考の「本質」を⾒極める

ことが⼤事です。 

 

 ⾃分は⼀体何者なのか︖ 

 どうして、この世に⽣を受けたのか︖ 

 ⾃分の本来の役割は︖ 

 ⾃分が望んでいることは何か︖ 

 

これらを説明するのが「波動」の概念です。 

波動はエネルギーの周波数のことです。 

 

「引き寄せの法則」は波動に対して作⽤するので、波動に

注⽬する必要があります。 

 

「引き寄せの法則」を間違って 

「思っていること、願っていることを、そのまま経験する」

と解釈されている⽅がおられます。 

 

実際は、 
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「⾃分の波動に共鳴する出来事を経験する」のです。 

 

⾃分の周りに起こっている出来事を思考ではなく波動の観

点から眺めてみると、起こっている出来事は、⾃分の波動

とぴったりマッチしているのがわかるでしょう。 

 

また、⼤切なのは⾃分の波動がどうなっているかです。 

 

⾃分の全体の波動、つまりは思考や信念全体が「宇宙のす

べてにかかわる基本原理」と合致している必要があります。 
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宇宙のすべてにかかわる基本原理は愛の法則 
「宇宙の法則」の内実は愛なので、 

 

いらない思考や信念、ジャッジ、⽐較、不安・・・などを

⼿放して、 

愛の波動に⾃分がシフトする必要があります。 

 

願望を実現するにはノウハウや実践⽅法として扱うのでは

なく、⾃分の本質に⽬覚める必要があるのです。 
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「引き寄せの法則」は楽の状態をつくること 
 

「楽」というのは、 

「⾃分のなかに抵抗する波動がない」 

という意味です。 

 

何かをしようと思ったとき、 

 「できないかもしれない」 

 「不安」 

 「怖い」 

 「たいへんなことになる」 

などの考えがないことを「楽」と⾔っています。 

 

否定的なことを思っていると、楽ではありません。 

快適ではありません。「苦」になっています。 

 

願望が実現するときは、 

「簡単にできる」と思って「楽」な状態のときです。 

 

「楽にうまくいくとき」 
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と、 

「苦労してうまくいかないとき」 

の何が違うかというと、 

 

「その⼈になかに、⾃分を邪魔をする波動があるかどうか」

です。 

 

「楽」な状態をつくりましょう。 
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「楽」な状態とは、 
 ⾃分⾃⾝の考えをそのまま表現しているとき 

 ⾃分らしくあるとき 

 他⼈の評価を気にしていないとき 

 ⾃分を信頼しているとき 

 

この状態では、 

物質世界にもそれに共鳴する出来事が必ず起こります。 

これが「引き寄せの法則」です。 

 

逆に、⾃分のなかに抵抗がたくさんあるときは、決して「楽」

な状態ではありません。 

 

こういう「苦」の状態にあると、苦の波動に共鳴する苦し

むような出来事を引き寄せてきます。 

 

「苦労」という抵抗の⾼い状態から、 

「楽」という抵抗の低い状態へと、 

あなたの波動が変われば、 

⼈⽣の流れは⼤きく変わってくるでしょう。 
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「楽」とは 

抵抗が少なく本来の⾃分とつながっている状態であり、 

「何もしないこと」とは違います。 

 

「楽は楽天主義に近い」です。 

 

苦労や努⼒に伴うストレスを「尊いこと」 

と誤解しないことです。 

 

多くの⼈は⾃分に対する否定的な態度で、⾃分にストレス

を与えています。 

 

「楽」とは 

⾃分としっかりつながって、 

⾃分が何をすべきかちゃんとわかっている。 

そして、 

それに関して⾃分のなかに抵抗がない状態のことです。 
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⼈⽣は「楽」な状態へと向かう旅 
「苦」の状態は、⾃分が 

 ⾃分⾃⾝や他⼈をジャッジしたり 

 ⽐較したり 

 悩んだり 

 恐れたり 

 不安になったり 

 

本来の⾃分から離れているから、起こったのです。 

 

だから、 

ジャッジや⽐較、悩み、不安、恐れ・・・などといった 

 

宇宙の法則と相いれないものを、 

⾃分の内⾯から捨て去ればいいのです。 

 

「楽」になると、 

⾃分の波動に「引き寄せの法則」が働き、 

必要なものを呼び寄せます。 
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今すぐ、いらない考えを捨てて楽になってください。 

 

⼈がこの地球で何世代もかけて学んでいるのは、 

この「楽になる」ということかもしれません。 

 

「楽な状態」は、 

⽣まれる前の胎盤の中の愛の波動のことでもあります。 

いらないものを捨て去り、⼿放し、 

楽な状態、愛の状態になること。 

 

それが⼈⽣という旅の⽬的地。 

 

⼈はそこを⽬指しているし、 

⼈⽣は「苦」から「楽」へと流れています。 

 

「引き寄せの法則」は 

「モノを引っ張ってくる法則」というよりは、 

 

宇宙の原理であり、あなたの全体にかかわることです。 
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「楽な状態」をセロトニン呼吸法で 
緊張したり、気持ちが凹んだり、⼼が折れたり･･･。 

ついつい弱気になってしまうことがあります。 

そんな時、 

⼼を落ち着かせて「楽な状態」をつくるセロトニン呼吸法

を試してみましょう 

いつでもできるセロトニン呼吸法を覚えると、 

簡単に、「楽な状態」をつくれます。 

幸せホルモンとも呼ばれる『セロトニン』とは︖ 

セロトニンは、アドレナリンやドーパミンと並んで三⼤神

経伝達物質の⼀つです。 

セロトニンの働きは︖ 

 ⼼の安定やバランスを保つ 

 ⾃律神経へ働きかけて、⾎圧や代謝を上げる 

 ⼤脳に働きかけて脳を覚醒させる 
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毎⽇の⼼⾝の安定を保つために重要な効果であり、幸せホ

ルモンとも呼ばれる所以です。 

セロトニン呼吸法のやりかた 

  

1. リラックスした状態で、８〜１０秒程度かけてゆっくり

と息を吐いていく 

2. 腹筋を緩めた状態で、５〜７秒程度かけてゆっくりと息

を吸っていく 

3. 朝晩２回くらいに分けて２０〜３０分ずつ⾏います。 

これがセロトニン呼吸法ですが、コツは腹筋がプルプルす

るまでしっかりと息を吐くことです。 

セロトニンを活性させるためには、横隔膜を使った『吸う

ための呼吸』ではなく、腹筋を収縮させる『吐き出すため

の呼吸』が重要です。 

なによりも、息を吐いて吐いて、吐ききることが⼤切です。 
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 セロトニンの作り⽅ 

１）セロトニンは太陽が⼤好き 

太陽が昇ってその⽇差しで⾃然と⽬が覚める̶。それはと

ても理想的なものですが、太陽の⽇差しを３０分ほど浴び

るとセロトニン神経の活動を活性化させてくれます。 

２）セロトニンはリズムが⼤好き 

規則的なリズムを好むといわれているセロトニン。 

セロトニン呼吸法にみられる規則正しい呼吸をはじめ、 

ウォーキングやラジオ体操は最適です。 

３）セロトニンは⼈が⼤好き 

セロトニンは１⼈よりも、誰かと⼀緒にいて時間を共有す

ると活発になります。 

家族と⼀緒に⾷卓を囲む、友⼈とおしゃべりをしたり買い

物に出かけるなど、 

誰かと楽しい時間を過ごすと活性します。 
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おわりに 
「引き寄せの法則」で「願望は実現する」ということで 

努⼒して頑張れば頑張るほど、 

願望から遠ざかっていくこと。 

 

たくさんの⽅が既に実感されていることだと思います。 

 

 

「引き寄せの法則」は楽の原理だと、正しく理解し、 

「⼈⽣は楽な状態へ向かう旅」だと考えることで、 

楽しみながら、あなたの夢を実現することが出来るのです。 

 

「楽な状態」をつくりだすのに、 

「セロトニン呼吸法」を活⽤していくことで、 

誰でもが「苦の状態」から解脱することができます。 
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最後まで読んで頂き、誠にありがとうございました。 
 

【⽮野昭⼆のブログ情報】 
ネットビジネスで本当に稼ぐことは出来るの︕︖ 

【６ヶ⽉で⽉３０万円を稼ぐ⼿法を伝授します】 

http://navi-info.org/ 

 

↓⽮野昭⼆のプロフィールはコチラ↓ 

http://navi-info.org/profiel 

 

【⽮野昭⼆のメルマガ情報】 
※メルぞうより無料でダウンロードされた⽅は 

⾃動的にメルマガへ代理登録されます 

 

発⾏者名︓⽮野昭⼆ 

 

連絡先︓ ashiyaproject@gmail.com 

 
メルマガタイトル︓ノウハウコレクターが実際に⽉３０万円稼ぐ秘訣とは︕︖ 

 

メルマガの登録解除ＵＲＬ︓http://mail.os7.biz/m/bSpF 

 

 



あなたを成功に導く⼀番具体的な⽅法 

「気合い」「思いの度合い」など巷の願望実現⽅法は間違いばかり、 

この⽅法なら、必ずあなたを成功者に導きます】 

-  – 
Copyright (C) 矢野昭二  All Rights Reserved.  

23

 

 

 

 

 

 

 

あなたを成功に導く⼀番具体的な⽅法 

「気合い」「思いの度合い」など巷の願望実現⽅法は間違いばかり、 

【この⽅法なら、必ずあなたを成功者に導きます】 

http://navi-info.org/ 
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