
【引き寄せの法則の真実】 
～『思考の現実化』完全解説書～ 

なぜ、望んだことがあなたの人生に引き寄せられるのか？ 
その一方で、”望まない引き寄せ”が起こるのはなぜなのか？？ 

人生の成功者たちが口が裂けても言わない秘密・・・ 

自分の望んだこと、思考したことが次々に現実化し、 
望んだ通りに人生を自由にデザインできる 
【引き寄せの法則】の神髄を、 

こっそりあなたにもお教えしようと思うのですが、、、 

あなたがこのレターにたどり着いたということは、 
少なくとも『引き寄せの法則』というものに興味をもって、 
いろいろな情報や知識を求めている人間だということだと思います。 

なので、単刀直入にお伝えします。 

『引き寄せの法則』というものは確かに存在します。 
それをうまく活用しながら、望み通りの人生を生きている人もいます。 



僭越ながら、僕もその一人なのですが、僕自身、最初はこの法則をまったく
うまく活用できないままに迷い、悩み、苦しみながら生きていた側の人間で
した。 

でも、ある『きっかけ』があって【法則】のことを突然理解できるようにな
り、それ以降は自分の望むものをどんどん引き寄せながら生きる人生へとシ
フトしました。 

そうした経験を経て、わかったことがあります。 
どうやら世の中には２種類の人間がいるようです。 

１つめは法則を使いこなす人間。 

現実として起こること、人生に引き寄せられる現象、 
潜在意識の中の思考が現実化するメカニズムを理解して、 

まるでキャンバスに自由に筆を走らせるように、 
思った通りの現実を創造できる人たち、、、 

もう１つは法則に振り回される人間。 

誤った知識や、世の中に蔓延する価値のない情報に振り回されながら、 
何を信じるべきか、何を信じるべきでないのかを判断できず、 

運命の奴隷のように【法則】に振り回されながら生きる人たち、、、 

さて、あなたはどちらのタイプの人間として、 
自分の人生を歩みたいと思いますか？？ 
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一体なにが問題で明暗がわかれるのか？？ 

引き寄せの法則や、人生の成功法則のような情報は、 
今の世の中、インターネットや書籍などで溢れています。 

昔の人たちに比べて、現代の情報社会を生きる僕らが、 
そういった情報に触れるチャンスはとても増えているのに、 

実際に、そういった【法則】を活用して、自分の人生の質を向上させ、 
『成功』と言えるような現実を引き寄せられる人は割合的にとても少ない。 

なぜだと思いますか？？ 

僕も数年前に、【引き寄せの法則】のことを初めて知って以来、 
猛烈な勢いでインターネット上で情報を収集し、本を何十冊と買い漁って、 

学んだこと、新しく知ったことを専用のノートにまとめていく、 

ということをしましたが、 

小さな引き寄せは起こせても、自分の人生の境遇は変わりませんでした。 

いろいろと情報を集めて知識をつけて、詳しくなった気はしたけども、 
なにか肝心な、重要なポイントがボヤけてしまっていて、 

どうでもいいことは引き寄せられるのに、自分にとって大事なことは、 
まったくうまく引き寄せられない『奇妙な感覚』がありました。 



今の僕にはわかります。 

僕がたくさん集めて『勉強した』と思っていた情報の、そのほとんどが、 

実際に引き寄せの法則のメカニズムを理解して、 
活用できている側じゃない人が発信してるもの、 

だったからです。 

当時はなんでそうなるのかわからず、必死でしたが、 
カラクリがわかればタチの悪いジョークのようです。 

僕が勉強するために集めた情報は、全部、 

『素人』がどこかの本やどこかのページとか、 
誰かの言ってたことを集めて再構築した情報ばかりだったんです。 

『素人』から学んだことを鵜呑みにしてませんか？ 

何かを学んで身につけるのに、『よくわかってない人』から 
学んでうまくいくはずがありませんよね？？ 

重要なポイントがボヤけている気がしたのは、単純な理由。 

発信してる人も理解していないから、ボヤッとさせるしかなかった、 
ということです。 



笑い話のようですが、事態は意外に深刻です。 

今、『引き寄せの法則』などに関して、ネット上で検索したり、 
書店で探してみて手に入る情報のほとんどすべてが、 

『肝心なポイントがわかっていない人』 
『言語化して説明するのがヘタな人』 

どちらかが発信している情報ばかりだ、という事実があります。 

これだけ高度に情報化された社会なのに、 
真実の情報にたどり着くのが難しいのは皮肉です。 

でも、実際のところ、今の世の中は、誰もが気軽に発信できるようになった
せいで、『人を惑わせる情報』が溢れているんです。 

ゴミ情報の犠牲者になって地獄を見ることに、、、 
【引き寄せの法則】は、実は重大な『ワナ』を孕んでいます。 

この法則は、 

『望むものを明確にして、欲しいものは欲しい、と言いましょう』 

みたいなことを言ってます。 

つまり、人の心の欲求や欲望、煩悩を強化する作用があります。 



世の中で【引き寄せの法則】に関して無邪気に素人知識をまき散らしている
人たちは、その誤った『情報』によって、それを受け取った人がどんな地獄
を体験する可能性があるのか？ということに意識を払っていません。 

僕は【引き寄せの法則】への誤解が高じて、『死ぬよりも辛い』と言っても
大げさではないような経験をしました。 

自分の煩悩、欲望といった感情のエネルギーが暴走して、 
『望まない引き寄せ』が次々に現実化するような、 

恐ろしい経験もしました。 

その末に、ようやく真理にたどり着けたのですが、今から振り返っても、 
一歩間違ったら、自分で自らの命を絶ってしまっても不思議ではないような、

そういう壮絶な【カルマの燃焼】を経験しました。 

この辺りの話は、ブログやメルマガなどでも配信しているので、 
それを参照にしてもらえたら、と思います。 

このレターの本題はそこではありません。 

ボヤけていた肝心のポイントが明らかになった 

とにかく、多大な犠牲を払いながら僕はようやく【引き寄せの法則の真実】
にたどり着くことができました。 



その後の人生の展開は、それまでとは『別次元』でした。 

当時はまだ、会社員として働いていたのですが、 
わずか１ヶ月ちょっとで職場で人事異動の話を受けたのを皮切りに、 

半年以内には、僕が当時執筆していたブログが人気ブログになり、 

１年もしないうちに会社からの退職が決まり、 
独立後は半年で、月収が１０倍になりました。 

 

当時からの住んできた家の変遷を、自分で見返しても、 
自分でびっくりしてしまうくらいの『変化』が、僕の人生に起こりました。 



収入は１年で１０倍に、 
住む家の家賃も３年で１０倍以上に 

また、世界中のいろんな場所を仲間や大切な人たちと訪れました。 



起業後の年商もあっさり１億円（個人企業で）を突破してしまったし、 
理想的な女性に出会い、結婚もしました。 

健康状態も良好で、会社員時代に気になっていた頭痛や肩こりも治り、 
体年齢は常に、実年齢よりも１５歳以上の若さをキープしています。 

これまでの人生では、縁を持ったり出会うことのなかったレベルの人たちと 
親しくお付き合いするようにもなりました。 



 



普通の会社員をやっていた２００９年に【引き寄せの法則】というものに 
出会って以来、ずっと興味をもって勉強してきましたが、 

このくらいのスピード感をもって、自分の願望を次々に叶えてきている人は、
ほかになかなかいないんじゃないか、と思ってます。 
 

真実を探究するプロセスに進みませんか？ 
自慢がしたいワケではありません。 

ただ、【引き寄せの法則の真実】というものを理解してから以降の、 

たった数年間のうちに、僕の人生に起こったことを、ありのままに 
伝えようとすると、こういう話になってしまうんです。 



【法則】のことを理解し、自分の中で科学していくこと、、、 

それは『宇宙の真理』が解き明かされるようなワクワクしたプロセスです。 
人生の魔法や裏ワザを開拓していくような快感もあります。 

僕はまず、このレターにたどり着くことのできたあなたに、 
その『喜び』を知ってもらい、共有したい。 

『引き寄せ』がどういうメカニズムで起こるのか？ 

それが解き明かされれば、自分の人生に引き寄せられるものが 
『予測』できるということです。 

【法則】の理解は、自分自身の心、存在の本質と向き合い、 
この世界、宇宙の成り立ちを知っていくプロセスでもあります。 

そして、理解にたどり着いた後には、 

『自分の思う通りに人生をデザインできる』 

という生き方が待っています。 

それを考えてワクワクしない人は、 
恐らくこのレターをここまで読み進めていないはずです。 

実際、僕はその快感を自分の人生で思う存分に経験し、楽しんでいます。 



この書籍は僕の人生の予言書となった 
僕が【引き寄せの法則の真実】を理解したのは、 
２０１１年の３月から２０１１年の暮れにかけてのことです。 

理論的な部分はそこで完成しました。 

そして、２０１２年に貯金ゼロ、多額の借金、収益の見込みもない、 
という状況の中、当時勤めていた会社を退職し、 

有給消化期間に入ったところで、この書籍を執筆し始めました。 

その後、僕が『引き寄せたもの』に関しては上に書いた通りです。 

３ヶ月後に、会社員時代の３倍の収入、半年後に１０倍の収入、 
そのレベルの収入を安定させて、自由人生活に入りました。 

住む家もどんどんグレードアップし、今は東京や神戸など、 
複数の場所に家を持って、ほぼ毎月のペースで海外にも行きます。 

私生活でも仕事でも素敵な仲間たちに囲まれ、 
東京の自宅では、理想的な関係を築くことのできる、 
かわいい奥さんと、２匹のネコたちと一緒に幸せに暮らしています。 

この書籍を執筆して以来、そこに書いたこと、 
理論をもとに、自分の人生を実験台にしながら、 

引き寄せたいものを次々に引き寄せながら生きてきました。 



そうした中で、僕以外にも【法則】のことを理解し、 
それを活用して生きている人たち、 

本当の意味での『成功者』たちにも出会って関係を築いてきました。 

子どもの頃に頭に大きな怪我を負って、身体機能の７０％を失い、 
一生車椅子生活という現実を受け取りながらも、 

１７歳の時には、インターネットを活用して１億円を稼ぎ、 
それ以降、好きな人だけを周りに引き寄せながら、好きなことだけに関わり、
自由に生きるようになった天才少年。 

日本人でありながら、アジア人というハンデを乗り越え、 
オペラの本場、イタリアのコンクールで優勝し、 

世界で認められるプリマドンナとして君臨する著名な女性オペラ歌手。 

日本の誇る伝統技術を代表するような、高度な技術で世界中から 
認められる超一流企業を一代で創立してしまった、 

某一部上場企業の会長。 

それらの『成功者』たちとの出会いと、親しい交際も、 
僕が自分の人生に引き寄せたもの、ですが、 

彼らのような人間の実像を、近くでつぶさに観察してみて、 
彼らの人生に起こったことを確認してみても、 

僕が２０１２年の春先に完成させた理論、つまり、 
この書籍に収めた内容は正しかった、という『確信』を強めました。 



引き寄せジプシーを終わらせるためのレター 
実は僕の中では、このレターは、【引き寄せの法則】の知識や 
情報を求める人が、最後にたどり着くもの、にするつもりで書いてます。 

【引き寄せの法則】を実際に活用している『人生の成功者』たちに 
実際に会って接してみるとよくわかるのですが、 

彼らは【引き寄せの法則】なんてものに興味はなく、 
そういう情報を一切求めてはいません。 

考えてみれば当たり前の話です。 

自分が当たり前にできることに対して、 
わざわざ知識を求めたり、勉強しよう、という気になるでしょうか？ 

ここに、とても大きな『気づき』が秘められています。 

僕自身、実のところ、この電子書籍を執筆して以来、 
【引き寄せの法則】関連の情報にまったく興味がなくなり、 

他人の発信する情報や本なども一切読まなくなりました。 

すべてわかってしまったから、です。 

その代わり、人に語って聞かせたり、教えることは多くなりました。 



情報や知識を求めている時点で 
引き寄せられない自分を引き寄せている 

僕のように、引き寄せが起こるメカニズムがわかれば、 
【引き寄せの法則】自体には興味がなくなり、 

【法則】を使いこなしながら、現実を変えていくための、 
実務的な知識や具体的なノウハウの方に興味が出始めます。 

僕の場合は、インターネットビジネスやマーケティングを学んだり、 
コーチングやコミュニケーションを学ぶようになりました。 

実際、僕が出会った『人生の成功者』たちは、 
【引き寄せの法則】には一切興味を示さず、 

自分の人生を前に進めるための具体的なノウハウ、 
ビジネスや自分の能力やスキルを高める情報に夢中になっています。 

つまり、こういうことです。 

引き寄せの法則を使いこなす人は、 
引き寄せの法則の知識を求めていないし、 

【引き寄せの法則】について、興味が出て、 

ネットで調べたり本を買って読んでしまう時点で、 
法則に振り回される、引き寄せられない自分を引き寄せている、 

ということです。 



僕はその終わりなきプロセスを終わらせるために、 
このレターを書いています。 

【引き寄せの法則の真実】を理解して、 
当たり前に、『引き寄せのメカニズム』がはたらくことを知れば、 

あなたは自分を信じて、前を向いて行動できるようになります。 

このレターの情報にたどり着いた人には、 
『本質の知識』を理解して、 

早くそういうステージに生きるようになってほしい、と願ってるんです。 
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引き寄せの法則の真実　～『思考の現実化』完全解説書～ 

【目 次】 
Part.1　知識編 

　１．『現実』 とは何か？ 

１－１．新しい世界観  
１－２．RASが現実を創る  



　２．『思考』 とは何か？ 

２－１．正しく 『思考』 する  
２－２．自由意志はあるのか？  
２－３．情報がないことは 『思考』 できない 

　３．思考が現実化するしくみ 

３－１．『選択』 が経験を創る  
３－２．『認識パターン』 が現実を創る 
３－３．『在り方』 が変われば現実も変わる 
３－４．自分の人生は１００％自分の選択で創られる 

　４．自分自身を知る 

４－１．自我というプログラム 
４－２． メンタルブロック 
４－３．メンタルブロックの解除 

Part.2　実践編 

　 ５．ビジョンを明らかにする 

５－１．ビジョンを成長させる 
５－２．ビジョンの具体化（ゲシュタルトの形成） 
５－３． 他人の経験を自分の知識にする 

　６．情報を選ぶ 

６－１．無自覚の選択に気づく 
６－２．情報が現実を創る 
６－３．受け取る情報を変えるには 



　７．『他人』とは何か？ 

７－１．鏡の法則 
７－２．他人の経験は創れない 

　８．シンクロニシティ 

８－１．シンクロニシティの秘密 
８－２．『縁起』 の理論 
８－３．『阿頼耶識』に種をまく 

　９．『生命』 とは何か？ 

９－１．生命とは 『意識』 をもった存在 
９－２．身体も心も循環している 

　１０．無限のリソースにつながる 

１０－１．あなたが人生で出会うのはあなたの可能性 
１０－２．『知識』 というリソース 
１０－３．『人の縁』 というリソース 
１０－４．『テクノロジー』 というリソース 

　１１．自我を調える 

１１－１．フォーカス・視点のコントロール 
１１－２．引き寄せやスピリチュアルなどの盲信から抜け出す 
１１－３．意図的に 『ひらめき』 を起こす 
１１－４．『行動』 という言葉で対話する 
１１－５．『モチベーション』 とは流れ込むエネルギー 
１１－６．『いまここ』 の在り方がすべてを決める 

　１２．縁に因って起こる 『ひとつの世界』 



『知識編』では、まず、『引き寄せの法則』を完全に理解するための 
基礎知識を語っています。この時点で、あなたがこれまで”常識”だと 
思っていたことをいくつも覆されるかもしれません。 

あなたがこれまで『現実』だと思っていたことは、 
本当の『現実』ではなかった？！（P7） 

人が偶然や運命に翻弄されてしまう理由（P13） 

あなたの願望は、本当はあなた自身の望み 
じゃないことに気づいていますか？？（P18） 

引き寄せの法則で、たとえば、 

世界平和を引き寄せたい！ 
宝くじを当てたい！ 
意中の人と相思相愛になりたい！ 

と考えたことはありませんか？？ 

これらの望みは果たして、叶うのでしょうか？？ 
その答えは、P20を読んでみればわかります。 

 

あなたの人生の質を決めるあなたの『在り方』。その秘密とは一体？ （P29）



天災や事故、病気など、こういう人生の中の不安が頭から離れないという方
は、是非、P33からの数ページを読んでみてください。 

あなたがいま、どういう行動をとるべきなのかがわかります。 

『あなたが自分の人生で出会うものは、すべてあなた自身』 

この言葉の意味を知りたい方は、P40以降を読んでみてください。 
あなたの中の『被害者意識』と別れを告げるのは、今がチャンスで す。 

人生の中で”恐れ”や”不安”はどのようにして生まれてくるのか？ 

P44以降を読んで頂けば、そのメカニズムがはっきりわかります。 
あなたはもう、無用な”恐れ”に悩まされる必要はないのです。 

今まで、当たり前すぎて、改めて考えもしなかったようなことも、 
たくさんあるかもしれません。でも、それが大切なのです。 

そういう『当たり前』をつくりだす『思い込み』のフィルター、ある種の 
”洗脳”というものを解いてしまわないと、大事なことがしっかりと 
腑に落ちてこないのです。 

続いて『実践編』の方では、【引き寄せの法則】を活用していく上で、どう
いうことを意識していけばいいのか、そして、『知識編』で語られた内容
を、どのようにいろいろな分野に当てはめて応用すれば いいのか、 

といったことが語られていきます。 



 
成功者たちが抱く大きなビジョンと、ただの大ボラや誇大妄想。 

一方は”現実化”し、もう一方は妄想に終わる。 
その具体的な”違い”と は？？（P58） 

僕自身もハマっていた引き寄せのワナ。 

あなたがいま、頭に思い描くビジョンは、 
今のままそれを抱き続けても”現実化”しません。 

そこから一歩踏み出すために、あなたがやるべきこととは？（P61） 

病人は医者を盲信してはならない。 

余命宣告が”死”を 引き寄せてしまう。 
その恐ろしいメカニズムとは？？（P68） 

あなたがあなたの人生を確実によい方向に変える 
ために、今日からでも実行できる２つのこととは？（P72） 

人付き合いに悩むあなたは必読です！ 
『鏡の法則』は、オカルトではなく事実です。 



そのメカニズムを知れば、『他人は自分』は当たり前のことなんです。 

P75からの数ページを読めば、それがわかります。 

シンクロニシティ（意味のある偶然の一致）、 
これは決して”不思議な現象”ではありません。 

人生の成功者たちは、誰もみな、間違いなく 
”意図的”にシンクロニシティを引き起こしています。 

その秘密は、P84からの第８章を読み込めばわかるでしょう。 
 

P94からの第９章では、『生命』というものの本質について語っています。 

と、いってもムズカしい話ではありませんよ。 
気づけば当たり前のことです。 

この章を読んで内容を理解すれば、あなたはもう、 
病気や健康被害というものを、過度に恐れる必要はなくなるんです。 

第１０章（P102～）の内容は、あなたの思考の枠を大きく広げ、引き寄せの
源泉である、想像力を一気に進化させるでしょう。 



あなたが『大きな現実』『大きな成功』を引き寄せるために欠かせない 
『無限のリソー ス』、現実創造のための”３つの資源”について 
語っています。 

この内容が腑に落ちたとき、 あなたは、 
自分が想像する以上のものを引き寄せられるようになります。 

『あなたは明日一日、何をやろうとどこへ行こうと、どんな ことに時
間を使おうと、誰と一緒に過ごそうと、一切は自由です。無限の選択肢
があるのです。』（P115） 

これを読んで、あなたが『そんなのムリだ！』と 考えてしまったのなら、 
あなたはあなた以外の他人の考えによって”洗脳”されています。 

まずはその”洗脳”を解くことから始めないといけませんね。 
P117から数ページの内容がきっとあなたのお役に立てます。 

あなたはもしかして、『ポジティブなことを考えたらポジティブな現実が引
き寄せら れ、ネガティブに考えたら、ネガティブな現実が引き寄せられる』
と考えていませんか？？ 

これは【引き寄せの法則】にハマる人が陥る典型的な”ワナ”です。 
僕もどっぷりハマってました。 

P122からの内容を読んで頂けば、ワナから抜け出して、超スッキリすること
でしょう。こういうのを目が覚める、『覚醒』って言うんですよ。 



 
いわば、”意図的に天才になれる”ってことなんです。 
これを知ってるのと知らないのとでは、人生の質に大きな違いが出てきます。

P126の内容を必ず読んでみてくださいね。 

自己啓発・成功哲学では『行動こそ大事！』、 

引き寄せの法則やスピリチュアルでは、 
『行動する前に思考を整えなさい』と言われます。 

どっちを信じたらいいんでしょう？？　その答えはP130にあります。 

モチベーション、やる気がない、長続きしない、 

こんな悩みとも、もうお別れです。 

P132～P135を読めば、『モチベーション』の正体がよくわかるでしょう。 

動物の中で、人間だけが過去のことや未来のことを 
クヨクヨ考えて『いま』を犠牲にします。 

『いま』としっかり向き合えば、 
過去も未来も現在も、すべてを変えることができるんですよ。 

P136以降をじっくり読んでみてくださいね。 



本書の最終章（P145～）を読み終えれば、 
あなたの人生観、世界観は大きく変わるでしょう。 

【購入者の方たちからの推薦コメント】 

グイグイと引き込まれていき、今後に活かせられる手応えを感じました。 

私私自身は今まで、「引き寄せの法則」や「思考が現実化する」
等には興味がありませんでした。 

今回、「引き寄せの法則の真実」を読んでみようと思ったのは、
全くの偶然からでした。（この、全くの偶然という感覚は、実
は正しい認識ではないということ を、私自身がこのe-Bookか
ら学ぶことになります。 笑） 
～（中略）～ 

そして多くの人が、知っているようで知らないでいるのが 「正しく思考すること」や 「正
しく望みを抱く」という事ではないでしょうか。これを知らないでいるために、かえって
苦しみを増してしまったり、悪循環から抜け出せなくなってしまっ ている方も、いらっ
しゃるかもしれません。こ のe-Book では、そうした盲点に気付き、行き詰まりや停滞か
ら抜け出し、前進のための考え方や“在り方”を学べると思います。（個人的には、無自覚
である事を知らな いから錯覚してしまい、偶然性や運命という概念が生み出された。と
いう所は、特に目からウロコでした。） 
～（中略）～ 

更には、天災や事故に自分が直接まき込まれたり、病気という出来事に関しても、このe-
Book の内容を通して観ると、納得すると思います。 自分が自分の人生で何を経験するの
か、という私自身の選択の意味が、深く理解できるのではないでしょうか。 
～（中略）～ 
  
特に、 メンタルブロックの説明は秀逸で、自分でも気付いていない様な欠乏感を、見事に
解き明かしていると思います。 （たとえ、結論は目新しいものではなくても、そこへ辿り
着くまでの説明に筋が通っていて簡潔なので、理解しやすいです。） 
～（中略）～ 

このe-Book の内容を受け容れた人は間違いなく、自分の世界（世界観）が広がり、同時
に自分の可能性も大きく広がって行くことでしょう。 

　S.H.さま　（４８歳　男性　自営業） 



自分の中の「世界観」が大きくシフトした一冊となりました。 

今まで私は、 「思考は現実化する」や「引き寄せの法則」
という言葉を、感覚的にそういうものとして捉えたほうが
いいと解釈し、盲信的な使い方をしてきました。 

あまり頭で考えるべきことではない、というニュアンスが、
これらの言葉から感じられたからです。 

なので、本書を読んだとき、これらの言葉の意味を論理的に紐解いている内容に、まず驚
かされました。「思考は現実化する」の 「思考」とは、そもそも何なのか？という切り
口には、感動すら覚えました。 

おかげさまで、この「思考」というものの正体がわかったことで、「思考は現実化する」
の意味を、より深く自分の中に落とし込むことができたように思います。 

また、本書の素晴らしいところは、 知識だけでなく、実際にどのように実践していった
らよいのか、も、具体的に語られているところです。私の知っていた「引き寄せの法則」
では、思っているだ けで、あるいは信じているだけで願いは叶う、という前提なので、
とくに実際に何をしたらよいか、については、あまり語られてはいません。 

ところが本書には、 実践の仕方が具体的に語られてあるどころか、私にも出来そうだと
思えたので、非常に有り難いものでした。それと、何より理論的に頭の中に落とし込みな
がら 読み進められること自体が、素直に実践することへと繋がっていくように思いまし
た。 

また、本書は、私たち読み手にわかりやすく、とても丁寧に言葉を選んで解説してくれて
いるように思います。色分けの文字や行間にも、著者の想いが伝わって くるので、ぜひ、
一つ一つの文章を味わいながら、読み進めていってほしい本だと思いました。 

自分の中の「世界観」が大きくシフトした一冊となりました。 

M.S.さま　（３９歳　女性　フィットネスインストラクター） 



今まで腑に落ちなかった部分が立体的に理解出来ます。 

巷には、引き寄せの法則や願望実現法則などの自己啓発書が
溢れています。私自身もかなりの数を読んできました が、 
あまり変化がありません。 

 努力が足りなかったり、怠惰な性格ということもあります
が、一番の原因は書いてあることが腑に落ちないからだと思
います。  人は心の底で納得していないとなかなか行動まで
結びつきません。 

 このe-Bookは、あまり他の書籍で書かれていない核心部分を書かれています。 今まで、
今ひとつ納得出来なかったスピリチュアルな概念や引き寄せの法則といったものを理解す
る事が出来ます。もちろん願望を実現したい人も必読です。 

しかし、内容は小手先のテクニックだとか目先の利益とかを得る方法ではありません。ま
た、理論編と実践編に分かれているので、学んだ後「じゃあ、どうすれ ばいいのか？」
という消化不良もありません。   

そもそも、読み終わった後で、どうすべきか？  ということも問わなくなるでしょう。 

 今まで沢山の自己啓発や精神世界系の本を読んできた方、また自己評価が低くなってし
まっている方にも是非読んでもらいたい内容です。 

M.F.さま（２６歳　男性　北海道　自営業） 

私の？？？に臓腑に落ちる説明をしてくれる覚者のe-bookが出現しました。

私は、自分とはいったい誰だ、ここはいったい何処だ、と　？？？　で生きてきました。 
そんな私の？？？に臓腑に落ちる説明をしてくれる覚者のe-bookが出現しました。 
  
私はこのe-bookで次の言葉を腑に落としました。 
 思考、RAS、無自覚の選択、スコトーマ、人生における究極のゴール、メンタルブロック、
成功法則、成功哲学、自己啓発、引き寄せの法則、言葉、真理、自 然 の摂理、人の縁、
テクノロジー、世界と完全に調和した存在となる、カルマ、『在り方』、存在、現象、ひ
とつの世界、調和、縁起の世界、情報記憶、自我、生 命、いまここ、思考の枠、ゲシュ
タルト、モチベーション  

有り難い　e-book　でありました。 
中島牧人さま　（６２歳　男性　ネットサーファー） 



様々な観点から「思考の実 現する仕組み」「引き寄せの法則の真実」
について、うま～く説明していて、とても驚きました。 

僕は、今まで様々な自己啓発書やスピリチュアル書を読んで
きました。 

しかし、今回のe-bookは、今までと少し違います。なぜなら、
西洋・東洋問わず、精神世界や物理世界を融合したようなそ
んな内容なんです。 

世界中の心理学、脳科学、量子物理学、生物学、精神世界など、様々な観点から「思考の
実現する仕組み」「引き寄せの法則の真実」について、うま～く 説明していて、とても驚
きました。 

これらを論理的に解説できるサトリさんは素直にすごいです。 

ただ、正直にいうと、「このe-bookを読むだけで成功できる」ものではないと思います。

しかも内容も少し難解です。理解するのにもしかしたら苦労するかもしれません。 

でも、 このe-bookに書かれている内容を知っているのと知らないのとでは、これから 
生きていく上での心構えが全く異なると思います。 

もし、今までスピリチュアルな法則について、食わず嫌いをしていた人がいるなら、この
機会に理解してみてはどうでしょうか？ 

シンクロニシティや引き寄せの法則などが、荒唐無稽なオカルトなどではなく、論理的に
きちんと説明のできることばかりだということに気が付くでしょう。 

物理世界にだけ、もしくは、スピリチュアルにだけ偏っていてはいけない。 
どちらも重要だと改めてそう思いました。 

「引 き寄せの法則の解説書」というのは言い過ぎではない、と個人的にそう思います。 

S.S.さま　（３０歳　男性　沖縄県　自営業） 



多くの人が勘違いしている部分をしっかりと教えてくれる内容でした。 

スピリチュアルな事には数年前から興味があり、色々な本
は読んできたつもりでした。が、ここまで具体的で現実的
な内容の本はあまり無かったように思いま す。 

漠然と『言葉』としてだけしか知らなかった事をより明確
に、そして多くの人が勘違いしている部分をしっかりと教
えてくれる内容でした。 

沢山、重要な事が書かれてました。（まだほんの少ししか理解出来てませんが。）が、 
わたし的に一番みんなに知って欲しいと思った事は一番最初の『新しい世 界観』の 
部分です。 

『　『現実』や『世界』というものが、万人にとって共通の絶対的な 存在なのではなく、
世界に７０億人の人間がいれば、７０億通りの 『現実』、そして７０億通りの『世界』
がある　』という部分です。 

この本の内容とはちょっと離れますが、『他人が見ている世界と自分が見ている世界がイ
コールでなく違うものだ。。。』と理解するだけで、人間関係の問題っ て、ある程度、
解消出来るように想いました。 

ど んどん読み進めていって、所々で凄くワクワクしました。私ももっと変われるんだ。
と感じたからです。 

まず、私がする事は『ビジョンを明らかにしていく』事だなぁ～。と想いました。その為
に素敵な人や目標に向かって頑張っている人に会ったり、講演会とか 『学ぶ』的な事と
か、美しいモノや素敵なモノに触れて、自分の中に貯えていく事だなぁ～。と想いました。

まだ２度位しか読んでいなくって、理解しきれていないので、じっくりと何度も読んで深
めて行きたいと想っています。 

R.Y.さま　（４３歳　女性　会社員） 



本書は私たちに過去の経験の大掃除を要求します。 

私たちは過去の経験から学び、その「学んだこと」をベースに
「いまここ」に向き合います。私たちは、過去の経 験の影響
を受けて生きているということです。 

本書は私たちに過去の経験の大掃除を要求します。 

あなたが信じていることはほんとうに正しいか？ 
ただ正しいと思わされていただけではないのか？ 
もしもそうだとしたら、これからは何を信じたらいいのか？ 

その答えが、最先端科学によって解き明かされた事実に照合されながら丁寧に解説されて
います。 

本書で書かれてあることを実践し、みずからの人生で体験してみてください。体験が世界
観をつくりあげ、その世界観の投影されたものを私たちはこの現実世界 から受け取ります。

本書は、過去の経験からつくりあげた偽りの世界観からの 
目覚めに貢献してくれるでしょう。 

やまがみてるおさま　（男性　アーティスト　誰でも「悟り」プロジェクト主催） 



人生が明るくなりました！ 

引き寄せの法 則や成功哲学、いろいろなものを読んでも、
核心に迫った「感覚」を得られないのはなぜでしょう。 

哲学本を読んで、なかなか理解できないのは著者が既に
成功しているからだと感じる方や、具体的に何をしたら
よいのかわからなかったと感じる方は非常に多い と思い
ます。 

イメージができないものに対して、または自分の持って
いる価値観に対して、それがどのようなものなのか理解できないままに「豊かな生活を想
うこと（思考） が現実化する」と言われても・・・「環境が人を造る」と言われて
も・・・ 

しかしこの引き寄せの法則の著者はあなたと同じ日本に生き、普通の社会人ながらにこの
本を執筆しています。 

そう、 私たちと同じ土俵で、よりよい人生、豊かになる方法を、従来の成功哲学の理解
できなかった部分、 それは平凡であったり、悩みが多かったりすることに対してどのよ
うに人生を送っていくことが幸せなのか ということを、非常にわかりやすく書いてくだ
さっています。 

想いをコントロールすることは難しいようで実は簡単なことです。 

この本を読んで、読んでいる時、既に感じていましたが、翌日からすぐに職場でも、家庭
でも、非常に悩みが少なく自分らしい答えを比較的楽にアウトプットで きるようになって
いる自分が居ました。 

なぜ自分が悩むのか？ 
自分の欲求は何なのか？ 

『引き寄せの法則の真実』 を読んだ今は面白いほどに簡単に答えがでるんです。そしてよ
り幸せに、豊かになろうという決意ができつつあります。 

本当にこの本に巡り合えてよかったです。皆さんも沢山の幸せや豊かさ、人生から享受で
きるものは沢山あると知っているはずです。この本もそのためのツール です。自分らしく
生きるためにもがいているより沢山の方々に、この本が引き寄せられていくことを祈って
います。 

S.U.さま　（３２歳　女性　飲食店勤務） 



引き寄せというのは理性的にしっかりと説明できるものなんだ！と衝 撃でした。 

引き寄せの法則。何も知らずにこう聞くとなんて都合の良
い考えなんだろうと思ってしまうのではないでしょう か。 

僕も最近になって学び始めるまでは、信じたいながらも信
じきれないどこか胡散臭さを感じてみてしまっていた様に
感じます。 

だけど、色々なブログや人と直接合ったりして学んできてなおかつこの本に出会えたとき
に引き寄せというのは理性的にしっかりと説明できるものなんだ！と衝撃でした。 

多くの人が何かを変えたいと望み、願望を抱いている中それを成し遂げる人と、何も変わ
らない人は何が違うのかどう行動したら、どう考えたら実現するのかを ずっと考えて、今
まで自己啓発の本もスピリチュアルの本も読んできました。 

だけどどこかぼんやりしていて結局、本質がつかめない。何を意図してこの文章があるの
かそこまで考えられず、表面的な理解だけで満足して結局何も変わらな い。 

でもこの「引き寄せの法則の真実」は違います。 

引き寄せの本質をつかみ、自分がどうあるべきか、どういう視点で現実をとらえるべきな
のか、を示してくれます。 

以前の僕の様に、スピリチュアルに抵抗がある人、興味があるけど周りに話せない人、そ
ういう人にこそ是非読んで欲しい。そんな１冊です。 

M.H.さま　（２７歳　男性　会社員） 



読み進めるほどに長年のしがらみがほどけて身軽になりました☆ 

手元において 何度も読み返したくなる、日常に即直結の
バイブル！ 

ＲＡＳという聞き慣れない（謎の）存在を解き明かして
くれています。 

読み進めるほどに長年のしがらみがほどけて身軽になり
ました☆ 

  
◎パート１知識編 
読み進める途中、自我の抵抗を感じました(^^ゞ　そこで、読みながらメモをとるという
作業を同時にすることで、自分の中にみるみる吸収されていくのが分 かりました。 
  
私の場合、行動力はあるのです。しかし行動したものの手応えは期待と反することばかり
でした。 行動に至るまでの過程が詳しく書かれていて、これで謎が解けました！在り方
となる認識パターンで機能（役割）を変えていくことが重要です ね。 
  

記憶をもとにした自覚ある選択と、純粋な知識による無自覚の選択が、日々積み重なって
経験となる。確かに、取り込む情報に無頓着すぎました。在り方に合わ せて環境や習慣
をチョイスしていくこと！ パート１知識編のどこをとっても、どれもが重要なことばか
りで、アンダーラーインを引き始めたら全行にわたって引いちゃいそうな勢いです。 
  

今まで被害者意識を強くもち歩いていたことが分かります。ですから無自覚の選択にまで
深く深く刻まれていた。。自我の特徴、メンタルブロックの解除につい て教えてもらった
ので、これからはＲＡＳが選び取る選択肢そのものをよく観察し、在り方の改善につなが
るものを優先して選び取るとともに、選択肢をさらに 増やして自身の可能性を拡げてい
きます。 
  
  
◎パート２の実践編 
常々頭に浮かんでいるばらばらな考えを整理整頓してもらった感じで、スラスラと読めま
した。 

読み終えた時は爽快でした。 
  



因果関係は関係的であって直線ではない。今までこれが分かっていなかった。何でも自分
に直結して考え、あまりにも望まない現実が現れるの で、自分を責める理由ばかり浮かん
できました。そういう理由ばかり、選択ばかり繰り返してきたから積み重なって現実に生
まれてしまったんですね。 
  

”自我というプログラムの機能は記録情報を参照して反応する。選択が観える自分になり、
知識を広げて選択肢を広く見渡せる在り方に変えていく”なるほど！ そうやって記録情報
が書き換われば現実の現れ方も違ったものに、世界の観え方が格段に変わるのですね！！ 
  

『ゲシュタルトをもっている人から在り方を学ぶ。在り方とは、どう感じどう考えどう行
動するのかという反応パターン。マインドを超えたリソース（人との縁 も含む）とひらめ
きの組み合わせで受信機能を駆使する。意味・理由を掲げる → 行動に移す → 認識して
いる世界とのコミュニケーション → 経験 → 学びを得る。モチベーションが役割、使命、
志というものと調和がとれてくると、より一体化した経験が得られる。人間は錯覚の動物。
今ここにすべてが存在す る。過去も未来も、私をとりまく周りの人たちも環境も、私の
解釈ですべてが変わる。』 
  

深く印象に残った部分を『』内に載せました。 
このように私の頭にインプットされています。 

”どのように生きるのか？”１０年くらい前のこと、 
「なぜ生きる」という本を読んでいました。 

なぜ生きているのか私から問うていた。しかし、問われているのは私だった。 

その問いに自分が答える権利は私にあり、主導権を行使できるのだ。今まで漠然と運命と
いうものを意識し、謎につつまれていると勝手に翻弄されてきた。で も、権利はこの手
の中にある。 
  
やっと気づいた！この先も人生は続いていくのですね。 

M.N.さま　（３０代　女性　接客業） 



以上が本書の内容になります。 

ご購入はこちらからどうぞ。 

引き寄せの法則の真実～『思考の現実化』完全解説書～ 
※ここをクリックして購入ページに進んでください。 

販売価格　¥1,800 

※決済はクレジットカードか、銀行振込でお受けしています。 
 

https://ism-asp.com/order/pd/158159


最後に、、、 
僕はここまで語ってきた通り、自分自身が、【引き寄せの法則】のことを 
誤解して、盲目的に信じてしまったばかりに、とても辛く、苦しい思いを 
した過去があります。 

本書を執筆したのも、ブログやメルマガで情報を発信し続けるのも、 
少しでも多くの人たちに、自分が届けられるものを届け、無用な苦しみを 
味わうことなく、 今現在、僕が観ているような世界観にたどり着いてほしい、

と、心の底から真剣に考えているんです。 

今、あなたが生きるこの世界のことを、あなたがどういう風にとらえている
のかは、僕にはわかりません。 

ただ、僕のこの書籍を読むことが、あなたが人生の本質に目覚めること、 
あなたらしい人生を新たにスタートすることの、一つにきっかけになれば 
うれしい、そう願うばかりです。 

ここまで、長い文章をお読み頂いて、どうもありがとうございました。 

あなたがもし、ここで人生を変える『学び』を求めるのなら、 

ぜひ、本書を手にとって、 
そのきっかけをつかんでいただけたら、と思います。 

サトリこと、金山 慶允


