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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。 
 
ブログアフィリエイト・サイトアフィリエイト・フェースブックアフィ
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。 
 
⾼額塾にも⼊塾して、そこでいろんなことを学んできました 
 
そして、 
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 
毎⽉、安定した収⼊をネットビジネスだけで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、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 
 潜在意識、 

 引き寄せの法則 

 マーフィの法則 

 願望が潜在意識に届くと夢が叶う 

 

など 

割とスピリチュアルなテーマについて検証してみました。 

 

「潜在意識に願望を届けるだけで夢が叶う」のなら 

世の中は、幸せなひとでいっぱいのはず、 

 

でも、なかなか幸せがつかめない⽅も多くいらっしゃいます。 

 

私も、こんな都合の良い話は、最初は信じることが出来ませんでした。 

 

でも、科学的に裏付けもあり、フロイトからユング、そしてマーフィに

⾯々と受け継がれる⼼理学の体系でもあります。 

 

このレポートでは、 

潜在意識、引き寄せの法則、 

 

それに加えて、潜在意識への願望の届け⽅からセルフイメージの変え⽅

の実践⽅法までを、やさしく解説しています。 

 

是⾮、⼀度実践いただき、あなたの願望を成就させてみてください。 
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顕在意識と潜在意識 
 

意識には⼤きく分けると 

 

顕在意識と潜在意識に分けることが出来ます。 

 

 顕在意識は意識してやる領域のこと。 

 潜在意識は意識しないでやる領域、つまり無意識です。 

 

⼈間は意識してやってしまうと、とんでもなく⾮効率なので、 

ある程度繰り返したことは、無意識の領域の潜在意識が⾃動化してや

ってくれているんです。 

 

潜在意識は、願望実現、幸せの追求のためには重要なファクターとし

て注⽬されています。 
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引き寄せの法則 
引き寄せの法則とは 
 

引き寄せの法則とは、⾃分がなりたいもの、⾃分がほしい物を潜在意

識にインプットすると、潜在意識がそれを引き寄せてくれる法則のこ

とです。 

 

引き寄せの法則とは、簡単に⾔えば、 

「願望が潜在意識に届くと夢が叶う」ということ。 

 

夢をかなえるのは、実は潜在意識のプログラムなのです。 

 

そのプログラムが意識上に思考をおこし、あなたの⾏動を夢をかなえ

る⾏動に⾃然に持っていきます。 

 

潜在意識に願望が届けられると、 

⾃動的にあなたの夢が叶うようになります。 

 

本当に欲しいものは 
ただ、 

本当に欲しいものがわからないかたが意外と多いのです。 

 

例えば、スポーツカーが欲しいとしましょう。 

 

突き詰めていけば、あなたはスポーツカーがほしいのではなく、スポ

ーツカーを⼿に⼊れた時の優越感や、快適なドライブをした時の感情
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を味わいたいのではないですか︖ 

 

あなたがほしいのはモノではありません。すべては感情を⼿に⼊れる

ためなのではないですか︖ 

 

 

感情を先取りする 
 

だから引き寄せの法則では感情を先取りしてしまうことが⼤切です。 

 

イメージトレーニングするときに感情をしっかりイメージすること

がとても⼤切です。 

 

感情さえしっかりイメージできれば、実はイメージが漠然としてても

いいんです。 

 

思考は本当に現実化する 
 

⼈⽣で起きていることはすべて、あなたの思考が原因です。 

 

あなたがほしいものやほしい状況よりも、無意識に考えてしまってい

る物事を引き寄せてしまいます。 

 

⼈間は無意識に操られるのです。 

 

引き寄せの法則とは素晴らしいと思いませんか︖ 
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潜在意識の願望実現のメカニズム 
 

フロイト、ユング、マーフィーの 3 ⼈の⼼理学者によって 

願望実現のメカニズムが完成しました。 

 

私たちの意識が、 

潜在意識と顕在意識の２重構造になっていることを発⾒したのは、 

フロイトです。 

 

その後の研究において、潜在意識は、私たちの普段の⾏動、思考、意

思決定に⼤きく関与していることがわかってきました。 

 

そして、 

ユングが、集合的無意識を発⾒しました。 

 

ユングは、⼈間の意識を氷⼭に例え説明しています。 

 

普段、私たちが意識している顕在意識は、氷⼭にたとえれば、海の上

に顔を出している部分にしかすぎない。 

 

そして、 

海中に沈んでいる部分、つまり意識の⼤部分が無意識によって構成さ

れている。 

 

さらに、 



「潜在意識に願望を届けるだけで夢が叶う」は本当だった。 
スピリチュアルでいかがわしい教本ではありません。 

願望成就の方法、引き寄せの法則、セルフイメージの書き換え実践までを解説 

-  – 
Copyright (C) ※作成者の名前  All Rights Reserved. 

9

この無意識の部分は、⽣まれてから現在に⾄るまでの個⼈的な経験か

ら構成された個⼈的無意識と、そのさらに奥深くに広がる集合的無意

識とから構成されている。 

 

ここで⾔う、集合的無意識とは、個⼈の経験の領域を超えた⼈類に共

通の無意識領域のことを指します。 

 

願望を実現化するためには、 

この集合的無意識領域の活⽤が⼤きな鍵となっています。 

 

願望実現のメカニズムを実践したのがマーフィーでした。 

 

成功法則や願望実現といった分野において、マーフィーの名前はあま

りにも有名です。 

 

マーフィーは、 

「潜在意識に⾃分の願望を刻みこめばそれは叶う」 

 

「⾃分が⼿にしたいものがあった場合、それらはすでに⾃分のものに

なったとイメージしなさい。そうすればそれは必ずあなたのものとな

ります」 

引き寄せの法則を体系だてました。 

 

潜在意識に願望を刻み込むことが出来るかどうか、それが願望を成就

する鍵のなるわけです。 
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潜在意識を変えることは出来るのか︖ 
 

潜在意識を変えるのは⾮常に難しいと⾔われてきました。 

 

なぜなら、瞑想をしたり、リラックスして 

潜在意識の中に⾃分がなりたい願望を刷り込んでいくというちょっ

としたスキルが必要だからです。 

 

 

潜在意識の活⽤で、どうして願望が叶う︖ 
 

潜在意識を活⽤することで、 

あなたの潜在意識の中にある信念が、あなたの夢や願望を叶えるため

に必要なものに変化します。 

 

そして、夢や願望を叶えるために必要な考え⽅や⾏動を、無意識的に

とれるようになるから夢や願望が叶うのです。 

 

個⼈の経験の領域を超えた⼈類に共通の集合的無意識領域では、 

夢や願望を叶えるために必要な考え⽅や⾏動をちゃんと理解出来、 

 

 今まで⾒逃していたような情報もキャッチ出来る 

 物事の⾒⽅や捉え⽅も願望の実現に沿ったものに変わる 

 夢の実現に必要とされる⼈との接触、アプローチが⾃然と出来る 
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また対⼈関係においても、積極性が増したり、好感をもたれる⼈柄に

変わっていったりします。 

 

すべては、潜在意識を活⽤することで、 

⼤きなチャンスが転がり込んできます。 

 

ここで⼤事なことは、 

チャンスや幸運が天から降ってくるのではありません。 

 

チャンスに巡りあうのは、実は、普段から、あなたのまわりにあった

モノなのですが、以前の、あなたのレベルでは、⾒たり、感じたりす

ることができなかったわけです。 

 

受け取る⽤意が出来ていなかった、ただそれだけのことです。 

 

もう少し具体的に説明します。 

 

集合的無意識は全知全能で何でもお⾒通しなわけです。 

 

集合的無意識を⽣かすことで、偶然の⼀致【シンクロニシティ】が引

き起こされます。 
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「集合的無意識」と、「シンクロニシティ」という⼆つの⾔葉につい

て説明をしておきます。 

 

集合的無意識とは、 

 

ユンクが提唱したもので、潜在意識の更に下にあるとされています。 

個⼈の経験的な枠を超えた、全ての⼈間に共通の無意識領域のこと。 

 

 

シンクロニシティとは 

 

潜在意識に願望が刻まれると、潜在意識からさらにその下にある集合

的無意識にその願望の波動が届けられます。  

 

このことによって引き起こされる現象が、「シンクロニシティ」つま

り、「意味のある偶然の⼀致」です。 
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夢や願望を実現してしまうメカニズム 
 

⇒ あなたの夢や願望が潜在意識にインプットされると、 

 

⇒ 潜在意識が、あなたの願望を叶えるために、 

  集合的無意識にアクセスします。 

 

⇒ 集合的無意識が、あなたが必要とする情報や、⼈、物、条件を、 

  タイミングよくあなたに提供（シンクロニシティ）します。  

 

意図的に、潜在意識の⼒を使うことが出来るようになれば、 

⾃分の夢や願望を叶える⼤きな助けになるというわけです。 

 

注意 

もちろん、願望の実現や成功を得るためには、潜在意識に任せっぱな

しするのではなく、基本的に⾃分の⾏動⼒と努⼒がベースになってい

ることを頭に⼊れておく必要があります。 

 

 

願望を実現するメカニズムはご理解頂けたでしょうか︖ 

 

それでは、 

実際に潜在意識に⾃分の願望を刻み⽅法を説明していきます 
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潜在意識に⾃分の願望を刻みこむ実践⽅法 
潜在意識をきれいにしましょう 
 

潜在意識をきれいにする、潜在意識クレンジングとは、 

⾃分が望まないプログラムを変えてしまおうという考え⽅です。 

 

潜在意識をきれいにすることで、すべての事が好転してきます。 

 

そして、 

何でも前向きに捉えることが出来るようになります。 

 

 

潜在意識のクレンジング⽅法 
 

寝る前は⻩⾦タイムです。 

「⼈間は寝る前に考えた⼈間になる」 

 

寝る前に考えたことが潜在意識にコピーされます。 

 

⼈間の寝る前は、 

「特別無条件同化暗⽰感受習性」という性質があります。 

 

普段は潜在意識の扉は閉じていますが寝る前には、この扉が開きます。 
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潜在意識をきれいにするには、 
 

寝る前の時間帯に、 

とにかく楽しいイメージを思い浮かべて下さい。 

 

 寝る前に嫌なことを考えるのはやめる 

 寝る前に楽しいことを徹底的にイメージする 

 

この 2 つの事がとても⼤事。 

 

そうすると、 

毎⽇が楽しくなってきます。 

 

そうして、1 週間ほど実践することで、 

 

⾯⽩いくらいに⼈⽣が変わってきます。 

ポジティブになっている⾃分に驚くと思いますよ。 

 

 

潜在意識のクレンジングが出来れば、 

つぎはセルフイメージを変えることにとりかかりましょう。 

 

セルフイメージとは︖ 
 

当たり前という感覚こそがセルフイメージの正体 

当然という意識に変えることが必要なのです。 
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まずはマイナスを吐き出してから、プラスの情報を⼊れていくと、 

スムーズにセルフイメージの書き換えができるようになります。 

 

だから、セルフイメージを変える前に潜在意識のクレンジングが必要。 

 

セルフイメージ（当然だという意識を植えつけること）を変える前に

潜在意識のネガティブな部分を消しさらないと、潜在意識の奥から悪

魔のささやきが聞こえてきます。 

 

悪魔のささやきとは︖ 
 

「どうせ無理だよ」 

「こんなことでできるわけないじゃないか」 

 

だんだんと⼼の奥底から、 

潜在意識を書き換えようとすると抵抗がはじまります。 

 

潜在意識の抵抗（悪魔のささやき）はとても狡猾で、 

ほっておくと、知らない間に⾃分が同意してしまい、 

潜在意識の書き換えをあきらめさせようとしてきます。 

 

潜在意識の抵抗をかき消す⽅法は︖ 
 

潜在意識の抵抗をかき消すには瞑想が⼀番適しています。 

 

瞑想とは、 

ただ座って、出てくる思考やイメージを確認していくだけ。 
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潜在意識は顕在意識の数⼗万倍もパワーがあるので、普通の意識状態

ではまず勝てません。 

 

それが瞑想することによって、潜在意識の中に⼊り、⼼のくせに気づ

き、それを修正してしまえるのが瞑想の凄い所です。 

 

⾯⽩いくらいにセルフイメージが⾃然に好転していく、とても簡単な

やり⽅です。 

 

瞑想のやりかた 
 

⇒ まずあぐらをかいて座ります。 

⇒ 深い呼吸をして、呼吸に集中していきます。 

⇒ 雑念が出てきたら、また呼吸に戻ります。 

⇒ 約１０分ほど続けてから、その後は、⽬をつぶったままで、 

  ⼿を動かしたりして、５分程経ってから⽬を開けます。 
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最後に 
 

いかがでしたか、潜在意識のすばらしさは、 

⼈類に共通の集合的無意識領域があることだとおもいます。 

 

⼈間の叡智のかたまりが、潜在意識の中に隠されているわけです。 

 

そして、すべてのことは、⾃分と向き合うことで成就することができ

るのです。 

 

⼈間って凄いと思いませんか︖ 

 

このレポートがあなたの願望を叶えるのにお役にたてば嬉しいです。 
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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。 
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