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もう、嫌なコトやめてやりたいコトして生きよう。 

好きなコトを仕事にしお金の不安から解放されよう。 

 

 

今回のセミナーを受けることで豊かさマインドがインストー

ルされお金の不安から解放され好きなコトをして稼いでいけ

るようになります。 

 

 

 

こんなことありませんか？ 

☑好きなコトを仕事にしたいけど、生活できるのか不安。 

☑毎日通っている職場の人間関係がキツくて行くのが辛い。 

☑会社からのお給料しかもらったことがなくて他人から 

お金をどうやって受けとったらいいか分からない。 

☑やりたいコトはあるけどそれで収入を得られる気がしない。 

☑経済的に心配で会社をやめたいけどやめられない。 

☑金額をみて買うのをためらったり妥協したりしてしまう。 

☑景気に左右される仕事で給料が減ってきて心配だ。 

☑嫌な仕事を引き受けたくないけど、 

仕事が減ると思うとやらざるを得ない。 

☑大切なパートナーや子どもと一緒にいたいのに時間がとれない。 
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面白い統計があります。 

 

アメリカにあるプリンストン大学の研究ですが年収 631 万円以下の人では収

入が増えると喜びや満足感といった幸せな感情が比例して増え、それを超えて

しまうと収入が増えても直接的に幸せだと感じる機会にはつながらないそう

です。これは、『幸せはお金じゃない』ことの証明ですが、年収が 631 万円な

い人からしてみれば得たお金によって幸せを感じる機会が圧倒的に増えると

いうことでもあります。 

 

 

 

幸せ＝お金じゃない、でもお金も大切。 

 

 

僕は、人間一人ひとりの究極的な目的というのは『幸せである』ことだと考え

ています。だから、お金＝幸せではありませんが、お金も大切です。僕は今か

ら数年前、看護師をしていました、ある目標のためにお金を貯めていました。

正直に言えば、そこで貯金していたお金は今の預金残高よりも圧倒的に多い金

額でした。普通の庶民レベルの話ですが（笑）。でも、僕はお金によって自分の

選択を左右されて、不安を抱え、人生の楽しさをかなり損なっていました。 
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例えば、マ〇ドナルドでメニューを注文するのでも、600円のビッグマックと

480円のテリヤキバーガーセットがあれば、本当は 600円のビッグマックセッ

トを食べたくても、安いからという理由で 480円のてり焼きバーガーセットを

頼んでいました。今ではマックでご飯を食べることもありませんが、その当時

はあまりものを知りませんでしたし、近所にあったのでたまに行っていました。 

 

 

他にも好きな作家の読みたい小説を買うのがもったいなくて、図書館に予約し

て数ヵ月待ったりしていました。その当時、僕は結婚したばかりでしたが、宿

泊費がかさむのでせっかくの連休も泊まりで旅行に行くこともせず、近くのス

ポットをウロチョロ、しかも、目標のために語学の勉強をしていたのでそちら

ばかり優先して…、今思えば、妻には申し訳ないことをしていました。 

 

 

 

 

心に根差した不安 

 

 

それも、お金がなくなることへの不安が心の底にあったからです。お金を貯め

ておきたくて減らしたくなかったからです。目標のために貯金するというのは

聞こえがいいですが、値札をみて、自分の選択を揺さぶられていたことに変わ

りはありません。お金が主人の奴隷状態です。それから 1年ほど後の話ですが、
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その時に抱いていた目標も僕の自尊心の低さに根差したエゴから来ていたこ

とが分かりました。それは縛られるわけですが、その当時は氣付くこともあり

ませんでした。 

 

 

 

 

 

また、僕は看護師として病院で勤務していたので、お金を稼ぐには会社などの

組織、僕の場合は病院や施設や大学に入って仕事をしなければならないと思い

こんでいました。でも、今の職場以外のところでもお金を増やしたいという氣

持ちがあったので、投資をするしかないと思いました。そこでＦＸ（外国為替

証拠金取引）にも手をだしていました。溜めていた貯金の一部を投げ入れてモ

ニターとにらめっこする時間ができたのです。 

 

 

 

 

お金を追えば、逃げられる。 

 

 

それは、若干プラスぐらいで推移していたのですが、ある日突然、目を疑うぐ

らいの結果が返ってきました。2011年 3月 11日の震災の時です。震災をきっ

かけに一気に円高に振れたのです。すべて多通貨を買って円売りのポジション

でもっていたので、全てがマイナス。モニター上に赤い文字が無機質に並んで
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いましたがモニターを見ている僕の顔は青ざめました。これだけのお金があれ

ば、海外旅行にも行けるし美味しいモノも食べられるし、見たい映画や読みた

い本も我慢しなくて良いのに… 

 

 

しかし、時間は戻りません。時計の針は一方向にしか進まないのです。失った

お金が戻ってくることはありません。お金を失ったショックもありましたが、

３１１の震災はそれどころではないほど大きなモノで、相場どころではなくな

り、その時にすべてのポジションを決済して、ＦＸからは手を引きました。そ

の当時にしては賢明な判断だったと思います。 

 

 

その後、勤めていた病院を辞めて海外に行こうと思っていましたが、その目標

への道も閉ざされたのです。今思えば、何もたいしたことないのですが、その

時はそれが全てだと思っていました。そして、何をしたらいいかわからなくな

りました。 

 

僕は昔から何か目標を決めて、それに向かうことに価値があるように考えてい

たので、突然、目の前から目標が失われることでどうしていいか分からなくな

ったのです。パートで働いていましたが、仕事に行く気力もなく、ボーっと寝

て過ごす。目標に燃えていた日々がそんな情けない日々になってしまいました。 
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その当時、子どもも生まれていて、まだ小さかったので夜泣きをよくしていま

した。妻が疲れているにも関わらず、夜泣きの子をあやしていても起きて変わ

ることもできませんでした。どうして変わってくれないの、と朝起きて怒られ

て、自分は最低なやつだと思っても、体は動かず。 

 

もう少しであやうく精神病院を受診するところでした。何かしないとヤバい！

その危機感だけあって、自己啓発書を読み、セミナーに参加し、生活する気力

を取り戻しましたが、何をしたらいいかは分からない。でもせっかくなら自分

でできるところまで事業をしてみよう、そんな曖昧な気持ちのまま一人で事業

を始めたのです。 

 

 

 

 

お金のブロック、減っていく数字 

 

 

事業を始めたのは良いものの、看護師として病院で勤務していただけなので全

く予備知識もありませんし、人からお金を受け取るということもしたことがあ

りませんでした。当然のこと、売り上げもあがりません。自己啓発セミナーで

紹介されていた商品や、仕入れた健康の知識でセミナーを開催するも、お金の
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ブロックがあり、1,000 円しかもらえない。その時来てくれたお客様も後には

続かず何をしていいか分からない状況が続きました。 

 

貯金を切り崩して 100万円近いセミナーに参加して、事業を始めたものの、現

実は変わりません。売上げ数万円という時期も長く、見る見るうちに通帳の残

高が減っていきます。無機質な数字が語り掛けてくるようでした。お前はダメ

だ、いい加減に諦めて働けば、初めから無理だったんだ。夜も眠れない日が続

きました。 

 

 

しかし、ここで転機が訪れます。 

 

 

 

 

ギリギリで気付いたお金の秘密 

 

 

ここでは詳しくお伝えできませんが、僕とお金の関係をガラッと変える気付き

があったのです。それは薄暗い蔵の中である会に参加したところでした。その

蔵には大黒天の木彫りの像が鎮座していて見るからに怪しい雰囲気を醸し出

していましたが、今思えば、その大黒天様のおかげかもしれません。ほんの小

さい体験でしたが、ハッと目が覚めました。お金はお金じゃなかった、お金は

物やサービスと交換するだけのモノじゃなかったんです。 
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お金は…………エネルギーだった！ 

 

 

 

使わなければ入らない 

 

 

その体験を通してお金はエネルギーだったことに気付いた僕は、お金を積極的

に使い始めました。なぜなら使わないと入ってこないことにも気付いたからで

す。もちろん残っている貯金自体は変わっていないので、通帳の数字は同じま

まです。金額の大小ではなく、お金を使う時のマインドを180℃変えたのです。

今までしぶしぶ使っていましたが、それからは感謝して使えるようになりまし

た。ギリギリでしたが、友達に飲み物やご飯などをすすんでご馳走したりでき

るようになりました。それはその時に豊かさマインドをインストールできたか

らです。 

 

 

 

 

世界は自分の意識の投影 

 

今になって実感していますが、この世界は自らの意識の投影です。そのため、

その人が持つマインド、その人の在り方によって自分の世界を認識しているの
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です。だから、いくら高い教材を買って読んでも、高額のセミナーに行って方

法論を勉強しても、結果はついてきません。それは当たり前のことでマインド

がなってないからです。 

 

思考（マインド）、言葉、行動、習慣、結果という流れがあります。ナポレオン・

ヒルの思考が現実化するという本にも出てきます。日本語で思考と書くと自我

ベースの左脳的な考えと感じてしまいますが、この場合は マインド = 精神性、

その人の在り方と考えると良いと思います。 

 

 

 

 

豊かさマインド 

 

お金のことだからお金持ちマインドと言えば良いと思うかもしれませんがお

金持ちであることと豊かであることはまた別の話です。年収が上がればお金持

ちになりますが、自分の自由になる時間が少なければ豊かとはいえません。 

 

嫌な仕事を週 6日やって休日はしんどくて回復のために寝ているだけ、そんな

生活は豊かではないですよね。豊かさとは、お金ももちろんのことですが、好

きな人と好きな時に一緒に居られて、やりたいコトがやりたい時にできて、行

きたいところに行きたい時に行けて、欲しいモノがいつでも手に入る、そんな

環境をイメージしています。 
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僕はようやくですが、そんな現実に近づきつつあります。先月の収入は看護師

をして週 5日昼夜を問わず働き、超勤（残業）をバリバリこなしていた頃にい

ただいていたお給料の 2倍を優に超えています。そして、収入が増えたからと

いって実働時間や拘束時間が増えたわけでもなく、むしろ僕の場合は自由にな

る時間が増えていっています。それもこれも豊かさマインドを潜在意識レベル

でインストールできたからです。 

 

 

 

 

潜在意識の働き 

 

僕たちの意識には 2種類あります、顕在意識と潜在意識です。顕在意識はいつ

も思考を巡らせて考えている方の普通の意識。潜在意識は自分では自覚しにく

い無意識の領域の意識です。例えば、やりたくてもできないコトというのは顕

在意識ではやろうと思っていても、潜在意識ではやりたくないことだったりし

ます。 

 

一般的に人の行動を司っているのは顕在意識：潜在意識 ＝ １：９とも言われ

ています。それほどまでに潜在意識はパワフルなんです。豊かさマインドをイ

ンストールするのも潜在意識へダイレクトにインプットしたほうが速いので

す。 
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僕はそのやり方をマスターし、豊かさマインドも理解できました。 

 

その結果として 

 

・地元岡山以外でも東京、大阪、福岡と全国でセミナーを開催したり、 

・夜勤も超勤もバリバリしていた看護師時代の 2 倍を超える収入になったり、 

・新幹線を使って友達と飲みに行ったり、 

・1週間でそれまでの月給を稼いだり、 

・平日でも子どもの行事を気軽に見に行くことができたり、 

・浜松の有名なうなぎ屋さんで特上のうな重を食べたり、 

・好きな人とだけ一緒に仕事ができたり、 

 

しています。 

 

 

もちろん、他にもありますが、数年前病院で勤務していたころに比べれば圧倒

的に、劇的に人生の自由度が高くなっています。そして、これからもさらに上

昇していくことが確信できます。 
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今回のセミナーでは、 

 

豊かさマインドについて講義形式でレクチャーした後、ワークの時間をとって

潜在意識の書き換えを行って完全にインストールしていきます。この世界は顕

在意識ではなく、自分では気付いていない潜在意識の方の投影として存在して

います。だから、潜在意識の思い込みを書きかえればそれだけで悩んでいた現

実がパッと変化してしまうこともあります。それは、お金の問題、経済的なお

困りごとにも言えることです。 

 

また、潜在意識を書きかえるワークに関してもやり方をお伝えするので、セミ

ナーの後もご自分で日常生活に取りいれてもらえます。セミナー後に何か引っ

掛かりを感じたときに、習ったワークをやることでその現象は変わり、望む方

向にベクトルの向きを変えていくことが可能です。 

 

 

 

不安がありますか？ 

 

それでも、不安はあると思います。もし参加しても現実が 1ミリも動かないん

じゃないか、とか。今何も技術も資格もないのに人から感謝されてお金を受け

取ることなんて自分には無理、とか。今までさんざんセミナーに参加してきた

けど、貯金だけ減って何にも変わっていない、とか。そういう不安が出てくる
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のも自然なことだと思います。 

 

不安というのは、今までの経験、過去の情報に基づいて考えていると出てくる

ので、今までのコトをみていれば不安になるのも当然で、その方が自然です。

セミナー中でもお伝えしますが、今までの過去のあなたとこれから先のあなた

とは関係ありません。そこらへんも詳しくお伝えしていきます。さらに今回の

セミナーにご参加された方には超お得な特典をおつけしています。それをみて

もらえれば僕の本気度が分かってもらえると思います。 

 

そして、もしその日を境にあなたの現実が変わったとしたらどうでしょうか。

そのことをイメージしてみてください。朝は目覚ましの音で起きるのではなく、

太陽の光とともに目を覚まし、今日の予定を眺めてワクワクするような生活。

予定が入っていない時は、何をしようかムフフと考えて、ニヤニヤ笑みがこぼ

れてしまう毎日。 

 

好きな人や大切な家族とゆっくり過ごすのも良いでしょう。愉快な友達を招い

て時間をかけた手料理をご馳走したり、三度の飯よりも好きな趣味に没頭した

りすることだってできます。夏休みの朝にカブトムシを取りに行く少年のよう

に顔をキラキラと輝かせていく少年のようにあなたも生活できると思いませ

んか。 
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体験された方の嬉しい声 

今回のセミナーは初のものですが今までにコーチングセッションでお金の話

や潜在意識の書き換えを行ってきています。その体験談の声を掲載しています。 

Ｋ．Ｎさん 40代 女性 大阪府 

 

潜在意識の書き換えセミナーでお世話になりましたものです。月 10,000

円程度しか自分に使えなかった私が、あれから毎月いろんな講座やセミ

ナーに思い切ってお金を使って出席できるようになりました。片岡さん

効果デス。ありがとうございます。 

 

 

 

 

 

【東京都】山田太郎さん 35歳 会社員 

Ｊ．Ｓさん 30代 男性 岡山県 

潜在意識に自分のコトを確認するワークが印象的でした。自分では不労

所得というか、時間を費やしてその分だけお金をいただくのではなく、働

いた時間に関わらず入ってくる収入が欲しいと思っていたのに、潜在意

識ではそれを受け取ることができなかった。これは、自分で体感してみな

いと一生わからなかったかもしれません。本当に助かりました。ワークで

お金を受け取れる設定をしたので、ありがたかったです。そのせいかわか

りませんが、少し流れが変わってきました。どうもありがとうございま

す。 

 

 

 

 

【東京都】山田太郎さん 35歳 会社員 
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今回の、 

 

好きなコトを仕事にしてお金の不安から解放される 

豊かさマインドインストールセミナー、 

 

に参加していただくと 

 

まさやさん 男性 20代 岡山県 

 

あまりの衝撃に今も脳がスパークを繰り返しています！僕は過去いろん

な苦しい出来事を体験していくにつれ、ずっとどこか「幸せになってはい

けない」、「苦労や辛いことのあとに良いことがある、そして良いことのあ

とには悪いことがある」と思っていました。 

 

心がとても軽く、楽になりました。今の瞬間の自分の選択によって過去も

未来もすべてが変わる。その選択を、怖がることはないけど、きちんと自

分の魂の本当の喜び、愛で選んで生きます。見える世界がまるで変わりま

した。しばらくこの心地よい衝撃と興奮状態は続きそうです（笑）。感謝

です！ほんと５０年は得しました。本当にありがとうございます！ 
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こんなことが起こります。 

 

 

 

 

 

☑自分の好きなコトを仕事にして感謝されながら 

お金をいただけるようになります。 

☑嫌いな人間関係のなかで我慢して仕事をする必要がなくなります。 

☑潜在意識に確認することでその時に最適な選択ができるようになります。 

☑日常生活の中でお金の心配から自分の選択を 

左右されることがなくなります。 

☑自分を中心に考えられるようになるので 

他の人の都合で振り回されることがなくなります。 

☑欲しいモノを我慢して嘆くことがなくなり、 

前向きに取り組めるようになります。 

☑友達やパートナーにお金を気にせずご飯をご馳走したり 

プレゼントを送れたりするようになります。 

☑潜在意識へ直接メッセージを伝えて書き換える方法が身に付きます。 
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セミナー参加者特典 すべて無料でプレゼントします。 

※日刊メルマガに登録していることが条件です。 

 

・コーチングセッション or ビジネスコンサルティング 

60分～90分 2回（終了後 1ヶ月間） 

（通常コーチング 15,000円/回、コンサル 30,000円/回、 

今後値上げする予定です） 

・お財布レベル測定とレベルアップセッション。 

・成長スパイラルに乗る FB秘密のグループへのお誘い。 

・セミナー後メールサポート無制限（終了後 1ヶ月間） 

・片岡のブログ、メルマガでのご紹介。 

 

 

 

 

セミナー価格について 

 

本来、僕は 1時間のコーチング/コンサルで 1万 5千円～3万円のお金を頂い

ています。今後値上げもする予定です。また、僕が自己啓発セミナーや高額

な教材に投資した金額はゆうに 1,000万円を超えていますし、今も毎月 3万

円程度は自身の教育に充てています。今回のセミナーではその中でも特別に

重要で効果のある内容をお伝えします。5時間のお話をするなら、少なくとも
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10万円は欲しいところです。ですが、今回のセミナー代は特別な金額にさせ

てもらっています。 

 

 

 

僕の想い 

 

というのも、ある想いがあるからです。僕は事業を始めて 3年以上経ちまし

た。事業を軌道に乗せて、成長していく確信を持つまでに 3年半もかかった

んです。人によってはたった 3年半とも思えるかもしれませんが、一度きり

の人生で時間はもっとも貴重なモノです。今の僕から考えれば、起業した当

時の自分に言いたいことやアドバイスしたいことが山ほどあります。 

 

その時の僕が素直に聞くかどうかはわかりませんが、それでも言いたくなり

ます。だって無駄な時間を過ごして欲しくないですから。もっと生産的で、

楽しくて、充実した時間を過ごして欲しい。 

 

 

実は、 

 

この日本では事業を始めてから 3年以上継続する人はかなり少ないのです。

ほとんどの人がそれまでに止めてしまう。それはやっても成果が上がらない

からです。やってやっても何も返ってこない、そんな状況は意欲的に起業し
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た人なら特に辛い思いがするはずです。僕はこれから自分の好きなコトを仕

事にして豊かな生活を目指している人にそんな辛い努力をしてほしくありま

せん。 

 

宇宙も進んでいますし地球の振動数も上がっています。今は嫌なことを我慢

するのではなく、楽しいコトを追及する人が完全にサポートされていると思

います。僕もそうありたいと思っているからです。 

 

 

 

 

開催情報 

日時：9月 17日（土）11:00～17:00  

   12時半～13時半 昼食休憩（各自） 

場所：喫茶室ルノアール 新宿区役所横店 2号室 

住所：東京都新宿区歌舞伎町 1-3-5 相模観光ビル 1階及び 2階 

地図 ⇒ https://goo.gl/maps/ujtky 

参加費：末尾の申込フォームからご確認ください。 

定員：6名様限定 

持参物：筆記用具、手鏡 

（手鏡、大きさ形状は問いませんが直径 6～8㎝程度で丸いモノが理想です） 

 

https://goo.gl/maps/ujtky
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お支払方法 

・銀行振り込みになります、銀行振り込みの手数料はご負担ください。 

・文末のお申し込みフォームからお申し込みいただくと 

自動返信メールで振込先口座情報が届きます。 

・お申し込みから 3日以内にお振込みください。 

お振込みをもってお申し込み完了となります。 

 

 

キャンセルポリシー 

・キャンセルは 3日前までにお知らせください。 

・2日前のキャンセルは料金の 30%をいただきます。 

・1日前のキャンセルは料金の 50％をいただきます。 

・当日のキャンセルは返金できません。 

 

 

 

今回のセミナーは秘匿性の高い内容をお伝えしますし、参加者特典

としてフルでサポートしていきますので限定 6名で開催します。少

人数ですのでご興味のある方はお早目にお申し込みください。 
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よくある質問  

 

Ｑ、潜在意識など詳しくないのですが、セミナーは理解できるでしょうか。 

Ａ、はい、大丈夫です。分かりやすく具体例を用いながら 

お伝えしますので知識がない方でもご安心ください。 

 

Ｑ、返金保証はありませんか。 

Ａ、返金保証はおつけしていません。 

お金を使うこと自体も豊かに生きる実践になりますので 

申し込みの時点から変化は始まっていると思ってください。 

 

Ｑ、特に資格ももっていないのですが、人から 

感謝されてお金をもらうことは可能ですか？ 

Ａ、可能です。豊かさマインドをインストールすれば、特別な資格を 

持っていなくてもお金をいただくことにも抵抗がなくなります。 

 

 

最後に・・・ 

 

僕は、人は好きなコトをして生きていくのがより良いより楽しい社会を作っ

ていくことにつながると本気で考えています。というのも、人間がどうして

地球に生まれたのか、他の生物との違いが何かを考えたときに、出てくる 1
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つの答えがあるからです。 

 

他の生物と人間の絶対的な違いというのは『個性』です。ライオンは肉を食

べますし、シマウマは草を食べます。草を食べるライオンも、肉を食べるシ

マウマもいませんよね。またゾウは暑い地域にいますが、ペンギンは寒いと

ころにいます。その逆に、暑いビーチで寝そべっているペンギンや南極の氷

の上のゾウなど、動物園でもＴＶでもまだ見たことありません。 

 

しかし、人間は違います。色んな地域に住むことができていますし、それこ

そ食べるモノも好みで変わります。ベジタリアンの人もいれば、お肉が好き

な人もいます。生きることへの本能、生存欲求の部分でもそれだけ違うので

すから、やりたいコト、好きなコトとなればまさに千差万別。地球に生まれ

た生命は色んな種ができています。多様性が生まれることで生態系が保た

れ、地球環境が維持されていますよね。人間以外の生物は『種』として多様

性を持っています。しかし、人間はそれぞれに好きなことや興味のあること

が違いますよね。 

 

それは、『個』として多様性を持っていると考えられませんか。選択できると

いうのは豊かさの根源です。僕たち人間は一人ひとり自分の好きを追求し個

性を発揮することで社会はより豊かになると考えています。僕は自分の個性

を大事にして、好き嫌いを楽しみながら豊かな社会を一緒に作ってくれる仲
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間を募集しています。一緒に豊かさを実現して毎日が夏休みというほどワク

ワクして生きましょう。 

 

これからの人生をより豊かにしていくと決めた人は 

以下のリンクをクリックして申込フォームにご記入ください。 

 

※こちらは 9月 17日東京セミナーへの申し込みです。 

申し込みをして豊かに生きる。 

一緒にワクワク人生を楽しみましょう！ 

https://ws.formzu.net/dist/S60493468/
https://ws.formzu.net/dist/S60493468/
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セミナー参加者特典 すべて無料でプレゼントします。 

※日刊メルマガに登録していることが条件です。 

・コーチングセッション or ビジネスコンサルティング 

60分～90分 2回（終了後 1ヶ月間） 

（通常コーチング 15, 000円/回、コンサル 30,000円/回、 

今後値上げする予定です） 

・お財布レベル測定とレベルアップセッション。 

・成長スパイラルに乗る FB秘密のグループへのお誘い。 

・セミナー後メールサポート無制限（終了後 1ヶ月間） 

・片岡のブログ、メルマガでのご紹介。 

 

当日、あなたと会場でお会いできるのを楽しみにしています。 

一緒に豊かさの扉を開けてこれからの人生をさらに楽しみましょ

う。 

これからの人生をより豊かにしていくと決めた人は 

以下のリンクをクリックして申込フォームにご記入ください。 

※こちらは 9月 17日東京セミナーへの申し込みです。 

申し込みをして豊かに生きる。 

 

片岡徹也 

https://ws.formzu.net/dist/S60493468/
https://ws.formzu.net/dist/S60493468/

