
潜在意識をマスターして 

あなたの理想の人生、キラキラ輝くゴールに向けて 

最適・最高な行動を続ける無敵の習慣を作りませんか？ 

 

 

 

もし、あなたが今の生活に退屈していたり、 

現状をぶっ壊して突き抜けたいと思っていたり、 

 

変えたい行動パターンがあるのにどうして変えられないの、と 

深い悩みにハマっていたり、みんながキラキラして見えて 

私ってショボい、、、と悲嘆に暮れてしまうことがあるのなら、 

 

 

もしくは、 

 

自分の可能性を信じているけど、 

何から始めたら良いのか分からない、 

 

私は絶対成功して美味しいグルメを食べて 

好きな海外に月１で行って人生を謳歌したい！ 

 

でも、今の私にそれができるのだろうか、と 

不安を感じているのなら、画面を下にスクロールして 

続きを読んでください。 

 

 

もし、必要ない場合は今すぐこの画面を 

閉じてスルーしてくださいね。 

 



「私」を知ればあなたが変わる魔法の 

鏡と潜在意識のメカニズム in 東京 

 

【開催情報】 

 

日時：2017年 2月 6日（月）午後 東京都内 

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） 

詳細は末尾の申し込みフォームからご確認ください。 

 

 

 

こんな悩みはありませんか？ 

 

 人の facebook の投稿を見て自分と比べ卑下し落ち込んで深みにハマってしまう、 

 日々のルチーン、雑務に追われ重要性が高い仕事を永遠と先延ばしにしてしまう、 

 自分にメリットがなく害がある中毒的な止めたい習慣があるのに止められない、 

 頭で考えてばかりで体がついてこず周りの人目が気になって行動がとれない、 

 こんなハズじゃなかったのに。マンネリで退屈な人生になってしまっている、 

 目標を立ててもいつも達成できずに自己嫌悪に陥り気持ちが落ち込んでしまう、 

 やりたいこと探し、自分探しが長期間に及び出口のない迷路に迷い込んでいる、 

 そもそも悩みが何なのか分からないが気持ちが晴れやかになることがない 

 

 

 

習慣こそが最強 

 

理想を描いて今の生活をなんとか 



変えたいと思っているのに、 

 

一ヶ月経っても二ヶ月経っても、 

または 1年、2年経っても、 

全然変化のない生活をしている、 

 

いやむしろ、 

 

年だけとって元気がなくなってるし、 

グイグイと落ち込む下降線をたどっている、 

と感じていませんか？ 

 

 

 

あなたの生活が変わらない 

１００％の原因は何だと思いますか？ 

 

 

、、、、 

 

 

 

 

、、、、、 

 

 

 

 

 

それは、 

 

「習慣」です。 

 

 

 

習慣は毎日の行動であり、 



継続した行動パターンです。 

 

よってあなたの理想に向けての 

効果的な行動を毎日取ることが 

できれば、 

 

１００％の確率で確実に理想に向かって 

一目散で突き進むことができるんです。 

 

 

 

この行動パターンを支配している 

ものこそが今回のセミナーで詳しく 

説明してマスターしてもらう 

潜在意識なんです。 

 

潜在意識をマスターする 

 

ブログやメルマガでお伝えしている 

ように僕らの行動を決めているのは、 

 

頭で思考している意識よりも 

無意識である潜在意識なんです。 

 

 

人の行動に与える影響力の割合は、 

 

通常の意識が、１ 

 

潜在意識が、９ 

 

１：９とも言われます。 

 

 



 

つまり、 

 

潜在意識をマスターしてその性質を 

理解してあなたの自由自在に 

プラグラミングしてしまえば、 

 

あなたの行動が１００％の確率で 

変わっていき輝くゴールが現実感を 

帯びてドンドンと近づいて来るんです。 

 

（※理想に近づいた時はゴールを 

  さらに高める作業が大事です） 

 

 

 

今回のセミナーに参加することで 

 

 

 

 

今回のセミナーに参加して潜在意識を 

マスターし、魔法の鏡ワークを習得 

することで、 

 

 

・自分のアップダウンする気持ちの原因を知りあなたを 

悩ませる自己嫌悪の気持ちから解放されます。 

 

・自分自身の行動パターンを確認し望み通りの行動ができるようになります。 

・明日やろう明日やろうと先延ばしにしながらも一向に変わらない生活、 

 自分自身に幻滅してしまうことがなくなります。 

 

・いやいやしている辛い努力がワクワクするような行動習慣に変わります。 



 

・あなたの健康を阻害し理想を邪魔するデメリット 

だらけの中毒行動を止められます。 

 

・自分で決めた行動を続けて習慣化でき、自信が湧いてきて 

エフィカシーが高まり続けるようになります。 

 

・あなたの理想に向かって一直線、テンションが上がる成果を 

得ながら最短距離でゴールを次々と達成していけます。 

 

・あなたの事業の売上をコントロールし欲しいものを手に入れ 

好きなところに遊びにいける自由をゲットできます。 

 

・モチベーションを理解することでモチベーションに囚われる 

ことなく行動を続けることが出来るようになります。 

 

・コーチ、カウンセラーとして活躍してあなたと同じ 

悩みを抱える人たちの力になれ感謝される存在になれます 

 

・人が変わったように明るくなり周りの人からの羨望の 

まなざしに晒されてしまうかもしれません。 

 

 

・深層心理に隠れた思い込みを外すことで本来、無限の可能性を持つ 

あなたを制限するブロックを外して前に進んでいけるようになります。 

 

・無理して頑張ってポジティブなことを言うのではなく自然と 

ポジティブな面に気がつきニヤニヤしてしまうようになります。 

 注：友達からは嫌がられるかもしれません。 

 

 

 

 

僕も以前、自分の人生の方向性に迷い、 

facebookで人の投稿を読んで、あ～あの人は 

なんでこんなに楽しそうにしているのに 



自分はダメなんだろう、、、と、 

 

こんなに稼いでいる人がいるのに、 

同じようなことをしていて自分は 

全然稼ぎがないんだろう、とか、 

 

 

人と比べて自分を卑下して落ち込み、 

無力感に悩まされていたことがありました。 

 

 

やらなきゃいけないことがあるのに 

頭ばかりが動いて体がついてこない、 

 

朝日が登って夕方になって夜になって 

眠る頃には、あ～今日も大事なことが 

できなかったな、と後悔して、 

 

明日は必ずやってやろう！ 

 

と意気込んで床に就くものも、 

 

繰り返す単調なリズムと 

盛り上がらないテンション、 

 

ただただ毎日変化のない生活が続くだけで 

一向に周りの様子は変わっていかない。 

 

 

いつもと同じ部屋で起きて、 

いつもと同じ仕事場に行き、 

いつもと同じ作業に明け暮れ、 

いつもと同じように集中力が切れ、 

いつもと同じ帰り道をたどり、 

いつもと同じ店で買い物をし、 

いつもと同じ友達と飲みに行き、 



いつもと同じ愚痴を言い合い、 

いつもと同じように不安に悩まされ、 

いつもと同じように気合を入れるけど、 

いつもと同じように変化の兆しが見られない、 

 

 

 

自分ではやりたくないと 

思っていることを 

 

どうしてもやり続けてしまうし、 

 

思いたくないことをイメージして 

強い不安に襲われてしまう、 

 

そして、やりたいことを思いとどまって 

新しい行動を起こすことができずに 

ただただ同じ生活を繰り返すだけ、、、。 

 

 

そんな生活はしたくないのに、、、、 

 

 

人間には自由意思があって、 

自分の思い通りになる体があるのに、 

 

どうして自分の思い通りのことが 

できずにやりたくないことに体が 

動いてしまうのか、 

 

 

 

 

それは、 

 

過去の体験や周囲からの洗脳によって 



潜在意識に記憶されているプログラムが 

あるからなんです。 

 

 

 

洗脳大国ニッポン 

 

潜在意識のパワーを最大限に 

発揮することができれば、 

 

習慣は元より、自分以外の現象も 

大きく変化していくことになります。 

 

 

自分の努力だけではなく、自分の 

周りの人達、そして世界があなたの 

味方をしてくれているように感じ、 

 

揺らぐことのないマインドで 

やるべきことを継続してやっていく 

ことができるようになります。 

 

 

その結果として、 

 

あなたが如実に描く理想の生活が 

ドンドンと近づいてくる感覚を 

リアルに感じることができるでしょう。 

 

 

 

でも、 

 

どうして今まで自分がやろうとする 



行動が取れなかったのか？ 

 

疑問に思うかもしれません。 

 

 

その理由は、簡単です。 

 

 

日本社会で育ってきた僕らは 

徹底的に洗脳をされまくって 

きているからです。 

 

 

最も分かりやすく一般的な例を 

いえば「お金」です。 

 

 

お金を稼いでいる人は 

悪いことをしている人だ、 

 

 

僕らはもちろん頭の中では 

こんなことを意識することは 

そうそうないでしょう。 

 

 

ですが、実際のところ 

無意識にお金をもらうことを 

嫌がっていたりします。 

 

 

お金の受取を断ったり、 

 

自分が提供するサービスを 

安い価格で請け負ったり、 

 



レベルの高い技術を持っているのに 

業界の水準に合わせてしまったり 

しますよね。 

 

 

 

他にも、 

 

嫌なことをガマンして時間を 

かけることでしかお金を得ることは 

できないと考えていたり、 

 

 

自分なんかが大金をいただくこと 

なんて出来ないと思い込んでいたり 

しますよね。 

 

 

 

それは、 

 

今までの過去の情報、 

 

両親の姿やテレビのニュース、 

ワイドショー、学校の教育、道徳、 

 

などの影響を潜在意識が受けて 

来ているからに他なりません。 

 

 

 

これは、 

 

「洗脳」です。 

 

 



 

日本は教育レベルも高いし、 

マスメディアの報道の自由も 

高いと思っていませんか？ 

 

 

もし、そうだとしたらそれは 

圧倒的に認識不足です。 

 

 

日本のマスコミの報道の自由度は 

先進国の中でも圧倒的に低いんです。 

 

 

ここに、 

 

朝日新聞の記事を引用します。 

2016年 4月 20日の記事です。 

 

“報道の自由度、日本は７２位 国際ＮＧＯ「問題がある」 

国際ＮＧＯ「国境なき記者団」（本部・パリ）は２０日、２０１６年の「報道の自由度ラ

ンキング」を発表した。日本は、対象の１８０カ国・地域のうち、前年より順位が１１下が

って７２位だった。特定秘密保護法の施行から１年余りを経て、「多くのメディアが自主規

制し、独立性を欠いている」と指摘した。世界的にも報道の自由は損なわれつつあるという。” 

 

 

日本の GDPは世界第２～３位ですよね。 

 

じゃあ、報道や教育のレベルもそうだろう、と 

思うのは気が早いです。 

 

 

180カ国中 72位ですよ。 

 



先進国ではほとんど最下位と 

言っても良いかもしれません。 

 

 

正直に言ってやばいです。 

 

あなたが人生の舵をとる 

 

今まであなたは無自覚のうちに 

あなたの無限大の可能性を発揮する 

ための超ハイパワーエンジンである 

 

潜在意識に自分の可能性を閉ざして 

しまう情報ばかりをインプットして 

しまっていたからなんです。 

 

 

 

もちろん、僕らは子どもの頃から 

そんなことは知りもしなければ 

気づきもしないので、 

 

無自覚に受け入れ続けてきました。 

 

 

でも、 

 

それも今回で終わりにしましょう。 

 

 

潜在意識のパワーは本当に絶大です。 

 

 

それを意識して使いこなすことが 



できればあなたの現実はギュンギュンと 

音を立てて超スピードで加速していきます。 

 

 

 

あなた自身でやるしかないんです。 

 

 

あなたが最高に輝けて素敵な仲間たちに 

囲まれて心から楽しいと感じられて、 

 

あなたもあなたの周りにいる人たちも 

誰もが笑顔でいっぱいになることに、 

 

潜在意識のパワーを使っていきませんか？ 

 

 

その具体的な方法を学び、そして 

自分がそれを達成したあとは、 

 

その知識や技術、そしてあなたの 

体験を必要な人に伝えていってください。 

 

 

もちろん、 

 

ビジネスとしてやってお金を 

きちんと受け取ってください。 

 

その方が行動を変える動機が 

強くなり相手の変化が大きくなる 

可能性が高いんです。 

 

 

 

今回のセミナーでは、 



 

セミナーの内容を補うことと 

あなたがビジネスとしてやる 

気持ちがあるのなら、 

 

僕がそれを最大限にサポート 

させてもらうために有り得ない 

特典もおつけしています。 

 

 

 

以下に、去年僕が行った潜在意識の 

話を含めたセミナーをやった時、 

参加者の方にいただいたご感想を 

掲載しておきます。 

セミナーに参加した方の声 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

片岡さん 

 

とても楽しくてこんなにワクワク 

したのは久しぶりでした。 

 

ありがとうございます。 

 

 

ここ数年でいい感じに生きられる 

ようになりましたが、 

 

そこからまたステップアップ 

したいと考えていていました。 

 

 

しかしこれまでのパターンから 



なかなか抜け出せず 

 

「どうしたらいいのかな？」と 

探していた時に片岡さんの 

ブログに出会いました。 

 

 

セミナーでは私が知りたかったこと、 

腑に落としたかったことを、 

淡々と明確に、優しく教えていただきました。 

 

 

セミナーを終え、片岡さんの 

ブログを読み直すと頭では 

わかっていたものが、 

 

「こういうことだったのか」 

とわかるようになりました。 

 

 

「楽しく生きていい」 

 

「どちらもやったらいい」 

 

と教えていただいて、 

 

頭の中でああだこうだと 

悩んでいたものもなくなり、 

とても楽になりました。 

 

参加できて本当に良かったです。 

これからもよろしくお願いいたします。 

 

 

●どんな人に勧めたいですか。 

 



・今より楽しく豊かに生きたいと思っている人 

・グルグル同じパターンを繰り返している人 

・片岡さんの在り方を自分の目で見たい人 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 

今回は大変お世話になりました。 

 

 

以前の電話でのセッションから、 

自分の周りの現象が著しく変わり、 

 

自分の中で片岡さんの存在が大きかったので、 

ぜひ一度はお会いしたいと思っていたので、 

タイミングが合ってすごくラッキーでした。 

 

 

片岡さんのブログはすべて読んだのと、 

独学でいろいろ学んでいたのもあって、 

さらにストレートに府に落とすことができました。 

 

すべてはパーフェクト！ 

 

 

病気も趣味というのは驚きましたが、 

まさに全部趣味ですね。 

 

これから自分の設定を楽しみながら 

やっていきます。 

 

●どんな人に勧めたいですか。 

 

無駄に悩んでいる人。（以前の自分） 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 



 

 

ブログで「過去スパイラル」と 

「体を整えるだけで OK」がどういう事か、 

 

よくわからなかったのが 

かなりクリアに理解できました。 

 

どちらもブログに書いてあることなのに、 

実際にてっちゃんに会うことで 

 

『あ、自分が過去の設定を 

 変更出来ないと思いこんでたり、 

 変えるってことを深刻に考え過ぎてる』と 

 

体感、 

 

目からウロコでした。 

 

現実で会うって凄いんですね！ 

 

 

てっちゃんが自然体で自分の体験した 

事も交えて話すのも良かったです。 

 

 

 

あと、懇親会でも発した言葉の 

現象化が素早くて（笑） 

 

発した言葉の重大さを 

感じる事も出来ました。 

 

 

●どんな人に勧めたいですか。 

 



ブログを読んで、頭ではわかってる 

つもりなんだけど変化を感じにくい方は 

特にオススメです！ 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 

 

今回のセミナーでお伝えする内容 

 

 あなたを縛る悪しき習慣を断ち切る確実なプロセス、 

 あなたの人生のほぼ全てを司っている潜在意識の性質、 

 ゴールに向けて自動操縦にするための潜在意識へのプログラミング手順、 

（手順を間違えてしまうと同じことをやっていても結果は大きく変わります、 

やる内容とその順番が大切なんです） 

 「お金を得るためにはお金を使おう」エネルギーが動くこの世のメカニズム 

 ハリボテの 100万円よりリアルな 29万 8千円 

 潜在意識と繋がり言葉で嫌な現象を消していく魔法の鏡ワーク、 

 魔法の鏡がどのように機能していくのかその秘密と潜在意識の全容を知る、 

 モチベーションは上げない！〇〇を上げれば自動的に氣持ちが上がる、 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者特典 

 



・コーチング or コンサルセッション(30分～60分) 

セミナー終了後に理解を深めるため、 

もしくはビジネスとしてやっていって 

もらうために 

 

特別に個人セッションを行います。 

通常 3万 2千円～5万円いただいているので 

セミナーに参加するのはお得になります。 

 

 

・参加者限定 facebook秘密のグループでのフォロー 

 

ビジネスを立ち上げる、もしくは今の 

あなたの事業に加えるとしたら 

上記のセッション終了後も継続して 

作業をしていくことが必要になります。 

 

そこでクライアントとのやり取りや 

申込みの流れなど具体的なやり方を 

聞いていただけます。 

 

 

・メディアブランディングスクールサンライズ３ヶ月無料入会 

 

現在、僕が管理している 

メディアブランディングスクールの 

 

コンテンツを自由に閲覧して、 

ブログやメルマガのやり方も 

質問してもらえます。 

 



 

今回は少人数で行いますので 

すぐに定員に達する可能性が 

あります。 

 

 

潜在意識の秘密を知り 

自由自由に習慣を作って、 

理想の生活を手に入れる、 

 

という氣持ちがあれば、 

 

以下のリンクをクリックして 

詳細を確認してください。 

 

●お申し込みフォーム 

 

 

追伸：悩むのは楽しい悩みだけでいい 

 

僕らはよく悩みます。 

 

 

今の仕事は自分に向いて 

いるのだろうか？ 

 

 

今の結婚相手で私の人生は 

正解なんだろうか？ 

 

私の本当にやりたいことって 

何だろう？ 

 

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


 

もっとお金が欲しいのに 

私なんかが稼げるはずない、、、 

どうしたらいいんだろう？ 

 

 

悩みは常に深刻と、相場が 

決まっていますが、 

 

そんなことはありません。 

 

悩みは楽しいものです。 

 

 

 

 

例えば、 

 

ケーキ屋さんにいってどの 

ケーキを選ぼうかと迷っているとき、 

僕らは悩んでいます。 

 

 

クリスマスに子どものプレゼントを 

おもちゃ屋さんで選ぶとき、 

 

我が子の喜ぶ顔を想像しながら 

僕らは悩んでいますし、 

 

最愛の人の誕生日に送る彼・彼女が 

超気に入ってくれるプレゼントは 

何だろう？？ 

 

とあなたも悩みますよね。 

 

 



 

そんな悩みだったら氣持ちは 

ワクワクして心が弾んで、 

楽しくなってきませんか。 

 

 

 

自分のことを信頼できていて、 

セルフ・エフィカシーが高ければ 

 

（エフィカシー ＝ 自分はできる、 

  自分ならやれるという自信） 

 

 

あれもやりたい、 

 

これもやりたい、 

 

 

どっちを先にやろうかな☆彡 

 

とポジティブな悩みに明け暮れる 

ことになりますよね。 

 

 

 

潜在意識の性質を知って、 

プログラミングを実践して、 

 

行動パターンを自由自在に 

変えて望み通りの行動をとれる 

ようになるとしたら、 

 

 

あなたは、 

 



ワクワクする悩みに囲まれて 

大変な想いをするかもしれません。 

 

 

顔がニヤニヤして止まらなくなって 

友達や家族に注意されるかもしれません。 

 

 

 

想像してみてください。 

 

 

あなたが自分に自信をもって  

何事にも向き合っていけるとしたら、 

どんなことでもできる気になりませんか？ 

 

これからの社会は単純作業はどんどん 

人工知能がやってくれるようになります。 

 

実際に、流通最大手のアマゾンは AIを 

搭載した自動運転プログラムやドローンで、 

商品を宅配するテストをしています。 

 

 

単純作業、人がやらなくても 

いい仕事はなくなっていきます。 

 

 

僕は、 

 

仕事がなくなって 

収入がなくなって 

 

生活できなくなる、 

 

 



ということを言いたいの 

ではありません。 

 

 

 

人は生活のために働かなくて 

時間を持て余してしまうように 

なるかもしれない、 

 

ってことを言っているんです。 

 

 

もし、生活のために働かないと 

なればあなたは何をしますか？ 

 

 

 

、、、 

 

 

自分が楽しめることしか 

しませんよね？ 

 

 

 

あなたがやりたいことを突き詰めて、 

楽しいことをしていくしかないんです。 

 

 

その予行演習的にも今すぐ 

自分が好きなこと、やりたいことを 

どんどん実践していくためにも、 

 

潜在意識の秘密を理解して 

ゴールに向かって一気に 

進んでいきましょう。 



 

 

 

僕は、前向きなあなたのご参加を 

心からお待ちしています。 

 

 

 

潜在意識の秘密を知り 

自由自在に習慣を作って、 

理想の生活を手に入れる、 

 

という氣持ちがあれば、 

 

以下のリンクをクリックして 

詳細を確認してください。 

 

●お申し込みフォーム 

 

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

