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このレポート上に書かれているＵＲＬはすべてクリックできます。 

できない場合は最新のAdobe Readerをダウンロードしてください。（無料） 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 

 

 

 

【著作権】 

このレポートの著作権は著者に属します。 

このレポートの全部又は一部をいかなる手段においても 

複製、転載、流用、転売等することを禁じます。 

 

著作権等違反の行為を行った時は関係法規に基づき 

損害賠償請求を行う等、民事・刑事を問わず法的手段による解決を行う場合があります。 

 

 

【免責事項】 

このレポートの作成には万全を期しておりますが、万一誤り、 

不正確な情報等がありましても、著者は一切の責任を負わないことをご了承願います。 

 

このレポートを利用することにより生じた、いかなる結果につきましても 

著者は一切の責任を負わないことをご了承願います。 

 



毎日たった30分タダで●●をするだけで誰でも無意識にお金持ちになれる方法 

誰もが持っている潜在能力をフル活動させて夢を叶える12の秘訣 

 

- 3 - 

Copyright (C)2008  kingoku all right reserved 

目次 

 

はじめに...................................................................................................................................- 4 - 

☆第１章☆ あなたの夢は何ですか？........................................................................- 6 - 

☆第２章☆ お金に対するイメージを変えましょう........................................ - 12 - 

☆第３章☆ 自分の長所を見つけましょう........................................................... - 15 - 

☆第４章☆ あなたの欲しいものは何ですか？.................................................. - 19 - 

☆第５章☆ 「やりたくないこと」「やりたいこと」 は何ですか？ ........ - 23 - 

☆第６章☆ 潜在意識を活用しましょう............................................................... - 26 - 

☆第７章☆ お金持ちになる計画を立てましょう............................................. - 33 - 

☆第８章☆ 目標を決めて日付をつけましょう.................................................. - 38 - 

☆第９章☆ 混乱を楽しみましょう........................................................................ - 41 - 

☆第１０章☆ 未来を楽しみましょう.................................................................... - 44 - 

☆第１１章☆ たくさん失敗して成功を見つけましょう............................... - 46 - 

☆第１２章☆ 自分らしく、そして自分を信じましょう............................... - 48 - 

 



毎日たった30分タダで●●をするだけで誰でも無意識にお金持ちになれる方法 

誰もが持っている潜在能力をフル活動させて夢を叶える12の秘訣 

 

- 4 - 

Copyright (C)2008  kingoku all right reserved 

はじめに 

 

はじめまして、金悟空です。 

 

このレポートは 

少しでも多くの人に自信をもってもらいたい、 

もっと楽しくてワクワクするようなことを味わってもらいたい 

そして、夢を叶えて自由で幸せで裕福な生活を送っていただきたい 

 

といった気持ちで作りました。 

 

 

はじめに断っておきますが 

このレポートは実際に稼ぐためのノウハウというものは 

紹介しておりません。 

 

 

ノウハウよりも、もっと大事な部分に 

ポイントを当てて紹介しています。 

 

 

このレポートの内容を実践することによって 

 

・ 夢の実現の可能性を高めて 

・ 否定的・ネガティブ思考から前向き・ポジティブ思考に変えて 

・ 自分に自信が持てるようになって 

・ 目標達成動機を強くしていって 

・ お金がたまって 

・ 裕福になって 

・ 感謝されて 

 

そして、幸せになってほしいと願っています。 
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そんな、マインドやメンタル的なことを 

しっかりと作り上げることによって、ただお金を稼ぐのではなく 

あなたの望むあらゆる夢を叶えていっていただきたいと思っています。 

 

 

また、このレポートでは 

繰り返しポイントを何度も説明しているところがあります。 

 

 

それだけ大切なことなのだと 

考えていただければと思います。 

 

 

それと実際に手を使って書く作業もありますから 

必ず、白い紙（ノート）とペンを用意してください。 

 

 

では、早速はじめましょう。 



毎日たった30分タダで●●をするだけで誰でも無意識にお金持ちになれる方法 

誰もが持っている潜在能力をフル活動させて夢を叶える12の秘訣 

 

- 6 - 

Copyright (C)2008  kingoku all right reserved 

☆第１章☆ あなたの夢は何ですか？ 

 

いきなりですが、あなたの夢は何ですか？ 

 

いかがですか？ 

いくつ夢がありましたか？ 

 

 

例えば、 

 

・お金持ちになりたい 

・起業したい 

・幸せになりたい 

・痩せたい 

・高級車を買ってドライブしたい 

・南国のリゾートでのんびり過ごしたい 

・儲けたい、稼ぎたい 

・自由な時間を手に入れたい 

・好きな時に旅行に行きたい 

・もっとオシャレな服を買いたい 

・たくさん貯金がしたい 

・家族との時間をもっと増やしたい 

 

 

などがあるかと思います。 

 

 

まだまだ、たくさんあるかと思います。 

 

 

もし、このように夢を書いたようあげたら 

次のように言い換えてください。 
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これらの夢や願望を終わらせないようにするために 

 

語尾を 

 

「～したい」ではなく 

「～する」もしくは「～なります」と変えていきましょう。 

 

 

つまり、 

 

・お金持ちになる 

・起業する 

・幸せになる 

・痩せる 

・高級車を買ってドライブする 

・南国のリゾートでのんびり過ごす 

・儲かるようになります、稼げるようになります 

・自由な時間を手に入れる 

・好きな時に旅行に行けるようになります 

・もっとオシャレな服を買えるようになります 

・たくさん貯金をする 

・家族との時間をもっと増えるようになります 

 

などと、このように言葉を変えましょう。 

 

 

これだけで、夢が単なる願望ではなくなります。 

 

 

夢の実現に向かって 

意識的にも行動するようになっていきます。 

 

 

なぜならば、 

「～したい」と思っているということは 

願いが叶っていない状態をイメージしているのと同じことだからです。 
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「 ～したいなぁ」 と思っていては  

いつまでたっても夢は叶うことは難しいのです。 

 

 

ですから、夢を叶えるためにも、 

「～する」もしくは「～なります」と言い換えましょう。 

 

 

夢を目標として変えていきましょう。 

 

 

夢が叶った時のことイメージしてみましょう。 

 

「夢を叶えたい」ではありません。 

「夢を叶える」のほうが叶う確率が高まります。 

 

 

ポイントは「 夢が叶った時のことをイメージすること」 です。 

 

 

これが一番大切です。 

 

 

「どうせムリだろう」 という思いが浮かんできたら 

深呼吸して悪い否定的なイメージを吐き出していきましょう。 

 

 

もしくは、手首に巻いた輪ゴムを 

ベシッと弾きましょう。 

 

 

悪いイメージが出てきたら 

痛いこととして追い出してしまうと良いでしょう。 
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輪ゴムが嫌でしたら 

頭の中のイメージで悪いイメージの 

ボリュームを下げていきましょう。 

 

 

もしくはその悪いイメージを 

パソコンのようにシャットダウンさせましょう。 

 

 

そして、 

「 悪いイメージは望みません 」と心（潜在意識）につぶやきましょう。 

 

 

そして、夢として書いたことを 

毎日、口ぐせのように声に出して読んでいきましょう。 

 

 

その夢や目標が目だけではなく耳からも 

潜在意識にインプットされるようになります。 

 

 

鏡に向かって笑顔で 

話すようにしても良いでしょう。 

 

 

とにかく、夢が叶ったかのように 

嬉しい気分になって口ぐせとして喋っていきましょう。 
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今回はオマケとして、 

夢だけではなく日常の生活でもこのことを活用していきましょう。 

 

 

【仕事・お金面】 

・収入が増える 

・営業成績が向上する 

・お客様から好かれる 

・仕事が心から楽しくなる 

・仕事のストレスも消える 

・やりがいのある仕事に就くことができる 

 

 

 

【人間関係面】 

・人が大好きになる 

・苦手だった人とのわだかまりが無くなる 

・人間関係のトラブルが解消する 

 

 

 

【家庭・夫婦・男女関係面】 

・夫婦関係が円満になる 

・幸せな家庭環境になる 

・親子関係が劇的に修繕される 

・人生のベストパートナーが見つかる 

 

 

 

【性格面】 

・明るい性格になる 

・毎日楽しく、喜びの生活が送れる 

・心労が無くなる 

・不安や恐怖から開放される 

・うつ状態から脱却して、社会復帰できる 
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【健康面】 

・疲れが癒される 

・日に日に健康になる 

 

などなど。 

 

 

前向きな言葉として紙に願いを書いていくことによって 

日常生活だけでなく性格も改善していくことでしょう。 

 

 

 

第１章のポイントは 

 

紙に夢を書いて夢を叶えましょう。 

 

 



毎日たった30分タダで●●をするだけで誰でも無意識にお金持ちになれる方法 

誰もが持っている潜在能力をフル活動させて夢を叶える12の秘訣 

 

- 12 - 

Copyright (C)2008  kingoku all right reserved 

☆第２章☆ お金に対するイメージを変えましょう 

 

今までの価値観・考え方をより良くするために 

少しずつイメージを変えてみましょう。 

 

 

大金を持つことに罪悪感を抱いていてはいけません。 

 

 

例えば、 

 

「お金とは汚いもの」 

「お金とは危険なもの」 

「お金をたくさん持つと必ず不幸になる」など 

 

という思い込みを持っている人というのは 

 

お金を稼げるチャンスあっても 

きっと良くないことが起きると勝手に解釈して 

ついついそれを避けてしまったりします。 

 

 

「そんな上手い話になんて乗ったら、きっと騙されるに違いない」  

といった感情の方が強くなってしまってしまう傾向があります。 

 

 

お金に対するネガティブなイメージを持っていては 

貯まるものも失ってしまいかねません。 

 

 

ネガティブなイメージだと、 

お金を使ってしまって手元に残らないばかりか、 

お金が入ってくる流れやチャンスをみすみす見逃してしまいます。 
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一方、 

「お金とは素晴らしいもの」 

「お金とは可能性を広げてくれる」といった 

 

ポジティブなイメージを持っている人は、 

稼げるチャンスに敏感で、積極的にそのチャンスを 

活用しようと行動し始めます。 

 

 

もし、あなたもネガティブなイメージを持っているのであれば 

この機会に良いイメージに書き換えていきましょう。 

 

 

「もっと裕福な暮らしがしたい」  

「お金持ちになって自由になりたい」 と思いましょう。 

 

 

決して、お金自体が悪いわけではありません。 

 

 

お金の使い方が良いか、悪いか、 

そして、お金を使う人が良いか悪いかです。 

 

 

お金というものは 

周りの人々からの「 感謝の気持ち 」だと考えましょう。 

 

 

または、お金は「 応援の気持ち 」だと考えましょう。 

 

 

たくさんお金を手にしている人というのは 

たくさんの人から感謝されている人ということです。 

 

たくさんの人から応援されている人ということです。 
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ですから、とにかくお金に対する 

否定的なイメージは追い出しましょう。 

 

 

お金を好きになる事、 

お金を大切にする気持ちを持ちましょう。 

 

 

周りの人に感謝するのと同じように 

お金にも感謝しましょう。 

 

 

この章で取り上げた内容については 

 

インターネットマーケッター＆サクセストレーナーの宮川明さんの 

「潜在意識を活用して着実に億万長者になる方法」で紹介されています。 

 

TSUTAYAでＤＶＤがレンタルできます。 

 

 

私はこのＤＶＤを観て、お金に対するイメージが変わりました。 

 

 

お金は自由や幸福などを与えてくれます。 

 

 

 

第 2 章のポイントは 

 

お金持ちになることを心から望みましょう。 
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☆第３章☆ 自分の長所を見つけましょう 

 

あなたにはあなたにしか持っていない 

長所というものが必ずあるはずです。 

 

 

それ気づかずに 

劣等感に悩まされている人もたくさんいます。 

 

 

そんな自分に、自信を持つためにも 

 

・自分ができること 

・趣味 

・特技 

・知識、知っていること 

・好きなこと 

 

など、たくさん見つけましょう。 

 

 

そして見つかったら、 

ほめ言葉を使って自分自身を褒めましょう。 

 

 

気をつけることは 

過度に他の人と比較しないことです。 

 

 

他人は他人、あなたはあなたです。 

 

 

周りの人々は、あなたが思っているほど 

あなたのことを気にしていません。 
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ですから、あなたも周りの人々のことを 

必要以上に気にしないことが大切です。 

 

 

そして、これからは、あなた自身の良い点や長所に 

もっと目を向けていきましょう。 

 

 

それから、 

自分の悪口を言わないようにしましょう。 

 

 

「私なんかきっと幸せになれない」 

「生まれたときから頭が悪いから」 

「どうせわたしなんてできっこない」 

 

などのような悪口は禁句です。 

 

 

「運命なんだからしょうがない」なんて 

誤った考えではいけません。 

 

 

運命というものは、 

あなた自身で切り開いていくものですから 

これから、明るい未来を作る準備をしていきましょう。 

 

 

完璧を求めないようにしましょう。 

 

 

完全主義者で、自分で自分を 

追いつめてしまうようなことは控えましょう。 

 

 

人は完全ということはありません。 
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完璧な生き方なんてどこ探してもありませんから 

ムリしなくても大丈夫です。 

 

 

80％ぐらいのほうが、力まなくてちょうどいいんです。 

 

 

目標や夢は高いほうがいいですが 

完璧にやらなくてはいけないものではありません。 

 

 

時には柔軟性も必要です。 

 

 

目標が達成できないからダメというわけではなく 

柔軟に考えて目標を修正することも大事なことです。 

 

 

 

自分自身に対して、褒めましょう。 

 

「私は私を好きになる」 

「私は今よりもっと良くなる」 

「私は日に日に上達している」 

「私はたくさん知識が身についてきている」 

 

など、前向きに自分自身を褒めましょう。 

 

 

自分を信じて褒めることが大切です。 

 

自分を信じれば、信じた分の結果や成果が表れてきます。 

 

自分を信じることで「自信」になります。 
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褒めたことを忘れないようにしましょう。 

 

ポジティブ思考になるためにも 

プラスイメージの言葉を何度も何度も、 

くり返し自分自身に言い聞かせましょう。 

 

 

自然に記憶できるくらい言い聞かせましょう。 

 

そのためにも、毎日褒めましょう。 

 

 

そうしていくと、引き寄せの法則によって、 

良い縁に恵まれたり、サポートしてくれる人が現れたりします。 

 

 

自分の長所に目を向け、そして自分自身を 

褒め続けることによって運も良くなっていきます。 

 

 

 

第３章のポイントは 

 

自分の長所を見つけて褒めましょう。 
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☆第４章☆ あなたの欲しいものは何ですか？ 

 

第１章と同じことですが 

ここでもまた、白い紙とペンを用意しましょう。 

 

 

もし今、時間とお金が無限にあったら 

あなたは何が欲しいですか？ 

 

 

あなたには必要なお金も人脈も時間も何でも 

全て揃っているものと考えて下さい。 

 

やりたいことや欲しい物を100個あげてください。 

それを白い紙に書いて下さい。 

 

 

これは俗にいう「夢の100リスト」というものです。 

 

 

「夢の100リスト」を書くと 

数年後にはその夢がいくつも叶っているということが 

現実にあるのです。 

 

 

夢を叶えるためにも 

紙に書いていきましょう。 

 

 

ポイントは紙に書くことです。 

 

 

パソコンでExcel やWord に書くよりも 

紙に書いて持ち歩くようにすると非常に効果的です。 
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夢を 100個書くことは、簡単なようで意外と難しいかもしれません。 

 

 

慣れてくると100以上でてくるようになります。 

100以上になっても構いません。 

 

 

毎日 10個ずつ書き足していっても 

結構ですから、とにかく100個書いて見ましょう。 

 

 

思いつくまま紙に書いていって下さい。 

 

 

書いていくと、その夢を頭の中でイメージしやすくなります。 

 

 

イメージトレーニングにもなります。 

 

 

そして、 

考えれば考えるだけ潜在的な 

夢も浮かんでくるようになります。 

 

 

たくさん夢を書いていくにつれ 

まるでその夢が叶ったかのように 

気分もウキウキしてきます。 

 

 

そのウキウキした気分も楽しみましょう。 

 

 

そうすることによって 

潜在意識が働きだします。 
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また、潜在意識は書かれた目標や夢に向かって 

行動を開始するようになります。 

 

 

無意識に夢に向かって行動し始めます。 

 

 

面白くないですか？ 

無意識にお金持ちになる行動がとれるようになるわけですから。 

 

 

例え、ウキウキした気分にならなくても構いませんから、 

たくさん夢を紙に書いていきましょう。 

 

 

そうしていくうちに不思議なことに 

次々と書き出した夢や目標がいくつも現実になっていくようになります。 

 

 

しかも、忘れた頃に夢が叶っていることもいくつも出てきます。 

 

 

以前、書いた夢がいつの間にか現実となって叶うようになるのです。 

 

 

私も５年ほど離れ離れになっていた知人に逢いたいと思い、 

試しに紙に願いを書いておきました。 

 

 

「知人と再会できる 」ということを書きました。  

もちろん、実際に逢っていることをイメージしました。 

 

 

すると、紙に書いたことなんて忘れてしまっていた頃になって、 

実際にその知人と出会うことができました。 
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この出来事には私自身ビックリしました。 

 

本当に紙に書くと願いが叶うんだなって実感しました。 

 

 

あなたも、試しにいろいろな願いを 

紙に書いてみるといいでしょう。 

 

 

きっと忘れた頃に願いが叶いはじめると思います。 

 

 

きっとあなたも数年後には、 

いくつも夢が叶っていることでしょう。 

 

 

そう考えるとなんだか未来が楽しみになってきますね。 

 

 

第４章のポイントは 

 

夢の 100リストを紙に書きましょう。 
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☆第５章☆ 「やりたくないこと」「やりたいこと」 は何ですか？ 

 

これは 

『非常識な成功法則―お金と自由をもたらす8つの習慣 』 

神田 昌典 (著) フォレスト出版 

の書籍でも紹介されている方法ですが 

 

 

やりたいと思っていることの中には 

やりたくないことが含まれていることがあります。 

 

 

例えば 

「仕事で出世する」  

しかし、仕事が忙しくなって家族と過ごせなくなる。 

 

 

「営業でトップセールスの成績を挙げる」  

しかし、お客様にペコペコ頭を下げたくない。 

 

などといったことです。 

 

 

やりたくないことを我慢しているようでは 

たとえ願望が達成しても心が疲れてしまいます。 

 

 

それでは、本当に望んでいる夢とは 

かけ離れたものになってしまいます。 

 

 

本当に「やりたいこと」を明確にするためにも 

まずは「やりたくないこと」を取り去っていきましょう。 

 

先ほどと同じように 
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「やりたくないこと」も白い紙に書いていきましょう。 

 

例えば 

・残業はしたくない 

・体を壊すような仕事はしたくない 

・お客様に頭を下げたくない 

 

など、あなたが思いつくまま 

全て書き出してみてください。 

 

 

注意すべき点は 

例えば、「仕事をしたくない」と考えてしまうと 

収入が無くなってしまいかねません。 

 

 

ですから、 

仕事のなかでも嫌いな●●はしたくない 

 

 

などのように本当にやりたくないことだけに 

焦点を当てて、書いていきましょう。 

 

 

「やりたくないこと」が書き終わったら次に進みましょう。 
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「やりたいこと」は何ですか？ 

 

 

「やりたくないこと」が書けたら 

今度は「やりたいこと」を書き出しましょう。 

 

 

実現しなさそうな馬鹿げたことでも何でもいいですから 

とにかく思うがまま、紙に書いていきましょう。 

 

 

できないことなど一切考えずに 

とにかく、やりたいことをたくさん書いていきましょう。 

 

 

もちろん願望だけじゃなく欲望でもいいですから 

たくさん書いていきましょう。 

 

 

やりたいことを書くことで 

目標がより明確になっていきます。 

 

 

先ほどの夢の100リストと同じようなことで構いませんから、 

より具体的にやりたいことを書いていきましょう。 

 

 

 

「やりたいこと」が書き終わりましたら 

今度は潜在意識にインプットしていきましょう。 

 

 

第５章のポイントは 

 

「やりたくないこと」「やりたいこと」を紙に書きましょう。 
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☆第６章☆ 潜在意識を活用しましょう 

 

潜在意識に働きかけることによって 

無意識に行動が取れるようになります。 

 

 

否定的な考えを 

打ち消すことができるようになります。 

 

 

前向きになって行動的になることが出来ます。 

 

 

それでは、ここで夢や願いを叶える方法を紹介します。 

 

 

簡単なイメージトレーニングです。 

 

 

ここでは、イメージトレーニングと呼んでいますが、 

他にはや自己催眠、瞑想などと同じような方法になります。 

 

 

ここでは簡単に紹介していますので、 

本格的に身につけたい方はwebなどでイメージトレーニング、 

自律訓練法、自己催眠、瞑想などとお調べください。 

 

 

調べた中で、あなたに一番あった方法を 

取り入れると良いでしょう。 

 

 

では実際に行っていきましょう。 
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1. 楽な姿勢を保ちましょう。 

 

 座っていても、仰向けでも構いません。 

 

 あなたが一番楽に落ち着ける場所で 

 楽な服装、楽な姿勢で行いましょう。 

 

 

2. 楽な姿勢で腹式呼吸をしましょう。 

 

深呼吸することで、リラックスすることができます 

 

 リラックスすると潜在意識へイメージが 

 より深く働かせられるようになります。 

 

 

3. 目を閉じて深呼吸をしましょう。 

 

 お腹を凹ませて、息を吐ききります。 

 

 息を吐くときに体の中にある悪い気や 

 否定的なイメージを吐き出してしまいましょう。 

 

 「こんな悪いイメージなんていらない！」という感じで。 

 

 

 全て息を吐ききったら、 

 今度はお腹がパンパンになるまで息を吸います。 

 

 

 そして、まるで幸せなことや嬉しいことを 

 吸い込むようにイメージしながら楽しく行いましょう。 

 



毎日たった30分タダで●●をするだけで誰でも無意識にお金持ちになれる方法 

誰もが持っている潜在能力をフル活動させて夢を叶える12の秘訣 

 

- 28 - 

Copyright (C)2008  kingoku all right reserved 

 思いっきり吸い込んだら、２～３秒息を止めてから 

 また、息をゆっくり吐いていきます。 

 （悪いイメージを吐き出しましょう） 

 

 

4. この腹式呼吸を１０回（吐いて吸ってで1回）ぐらい 

  繰り返し行いましょう。 

 

 

5. そして今度は、深呼吸をして息を吐きながら 

  数字の 3を思い浮かべながら 3回深呼吸を繰り返しましょう。 

 

 また、深呼吸をして息を吐きながら 

 数字の2を思い浮かべながら3回深呼吸を繰り返しましょう。 

 

 もう 1度深呼吸をして息を吐きながら 

 数字の1を思い浮かべながら3回深呼吸を繰り返しましょう。 

 

 

こうして眠りに近い状態を作ることによって 

潜在意識へポジティブなイメージを 

働きかけることができるようになります。 

 

 

そのリラックスした状態のままで 

意識を眉間の辺りに集中します。 

 

 

最初のうちは何も感じませんが 

リラックスしてくると額のあたりが 

なんだかムズムズしてくることがあります。 
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このムズムズ感が感じられるようになってくると 

潜在意識にアクセスしやすい状態になります。 

 

もちろん、ムズムズ感が感じられなくても大丈夫です。 

 

 

6. リラックスできた状態になったら 

  既に夢が叶っている状態をイメージします。 

 

 

 この時に「叶ったありがとう」などと 

 ポジティブな感情を持ってイメージしましょう。 

 

 そして、そのワクワクした状態を 

 思いっきり楽しんでください。  

 

 

イメージし終わりましたら最後に 

 

7. 目を閉じたまま徐々に体全体に 

力を込めていきましょう。 

 

これは 

消去動作と呼ばれるものです。 

 

 

深いリラックスは自己暗示や催眠状態に近い状態となっていますので、 

必ず、消去動作によって催眠に近い状態を解いておいてください。 

 

 

そして、 
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8. 深呼吸しながら背伸びしてから 

目を明けるようにしましょう。 

 

 

こうすることで、イメージトレーニングが完了します。 

 

 

イメージする時間は5分～30分で構いません。 

時間が無いようでしたら短い時間でも構いません。 

電車やトイレの中でもリラックスできる場所でしたら 

どこでイメージしても構いません。 

 

 

一日数回行っても構いません。 

 

もちろん一日一回でも構いません。 

 

 

大切な事は、毎日続けることです。 

 

 

もし仮に、毎日出来なかったとしても 

翌日に取り組めば大丈夫ですから安心してください。 

 

 

出来れば３週間～３ヶ月ぐらいは 

続けていくと良いでしょう。 

 

 

あなたの生活のリズムのなかで少し時間を作って 

リラックスしてイメージすると良いでしょう。 
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初めての人で３週間くらい続けていると 

次第に効果が表れはじめてきます。  

 

 

早い人は１週間ほどで効果を 

実感される方もいらっしゃいます。 

 

 

夢が叶ったときの嬉しさや楽しさを感じましょう。 

 

 

これがこのレポートのなかで 

何度も伝えている一番重要なポイントです。 

 

 

あなたが叶えたい夢や願望の状況を、 

もう既に叶ったかのようにイメージして 

「叶った嬉しい！」「ありがとう！」「幸せです！」と、 

嬉しい気分を何度も味わいましょう。  

 

 

とてつもない夢ではなく「ほどほど」の願望にすると  

すんなり現実味が感じられ達成したシーンをイメージしやすくなります。  

 

 

 

既に欲しいものが手に入った感じで 

「ありがとう」と感謝の言葉を言いましょう。  
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第６章のポイントは 

 

リラックスして夢が叶ったときをイメージしましょう。 
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☆第７章☆ お金持ちになる計画を立てましょう 

 

例えば 

８年かけて１億円の資産を作るといった目標を立てた場合 

 

10 年後⇒１億円達成！！ 

９年後⇒５,０００万円 

８年後⇒２,５００万円 

７年後⇒１,２５０万円 

６年後⇒  ６２５万円 

５年後⇒  ３１２万５,０００円 

４年後⇒  １５６万２,５００円 

３年後⇒   ７８万１,２５０円 

２年後⇒   ３９万０,６２５円 

１年後⇒   １９万５,３１３円 

 

 

このように段階を踏んで 

資産を増やす計画をすると良いでしょう。 

 

 

これなら潜在意識が 

「そんなのムリ」って判断しなくなります。 

 

 

そして、資産を増やすためには 

 

何をすればよいのか？ 

何が足りないのか？ 

何が必要なのか？ 

 

などといったことを必ず考えていきましょう。 
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これは夢や目標と現状のギャップを認識することによって 

目標を達成するためにやるべきことなどがハッキリ見えてきます。 

 

 

もし、今すぐにその答え分からなければ、 

夜寝る前にでも心（潜在意識）に問いかけてみましょう。 

 

 

「寝ている間に、答えが思いつきます」 といったように 

自己暗示をかけてから寝ると良いでしょう。 

 

 

そうすると、翌日になって答えがひらめくことがあります。 

 

 

時には直感として表れることもあります。 

 

 

何だか理解できないけど、 

無意識に行動していたといった感じです。 

 

 

直感を信じて行動しましょう。 

 

 

その直感を「単なる気のせい」だと考えて、後回しにしてしまうと 

せっかくの有益な情報を逃してしまう可能性がありますから注意しましょう。 

 

 

 

先ほどの数値目標をさらに分けて考えてみましょう。 
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１年後⇒ １９万５,３１３円 

という計画を立てたら、 

 

今度は 

 

１２月⇒１９万５,３１３円 

１１月⇒  ９万７,６５６円 

１０月⇒   ４万８,８２８円 

9 月⇒  ２万４,４１４円 

8 月⇒  １万２,２０７円 

7 月⇒    ６,１０３円 

6 月⇒    ３,０５１円 

5 月⇒    １,５２５円 

 

 

などと、月ごとに段階を踏んだ計画を立てると 

短期・中期的な目標も立てられるようになります。 

 

 

しかし、２０万円ぐらいなら何とか貯金できそうと考えられますが、 

長期的に考えると貯金だけでは限界があります。 

 

 

そこで、貯金という考えではなく、 

資金を増やす方法を考えましょう。 

 

 

資産を増やすにはどのような方法があるのでしょうか？ 

 

 

今現在、働いている仕事の給料とは別に 

資産を増やすにはどうしたらよいか？ 

 

 

といった考え方を持つといいでしょう。 
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もう一つの収入源としてサイドビジネスといった副業や、 

投資などの分野にも視野を広げて考えると 

資産を増やす方法はたくさん見つかってくると思います。 

 

 

稼ぐにはどうしたらよいか？ 

 

 

ということを考えていくと 

おのずと資産を増やす方法が見えてくるでしょう。 

 

 

もし分からなかったり、見つからなかったりしたときは 

もう一度、心（潜在意識）に質問してみましょう。 

 

 

そして、資産を増やすためにも 

「消費」をできる限り抑えて 

「投資」をすることと考えましょう。 

 

 

お金を投資するわけですから、 

消費ではありません。 

 

 

投資した金額以上の報酬を受け取るために 

何が一番良い方法か選定してから自分自身のために投資しましょう。 

 

 

ここでいう「消費」とは資産を増やすこととは 

無関係なものに支払うお金のことを指します。 

 

 

リラックスしたり家族サービスしたりすること以外に 

ダラダラとムダに時間を過ごすことも「消費」になって 

しまいますから気をつけましょう。 
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そして「投資」とは 

読書・勉強・セミナー・ノウハウの 

吸収などのことを指しています。 

 

 

自分に投資するとそれ以上の収入が見込まれます。 

 

 

ちなみに、ＦＸなどの投資は、リスクが付き物ですので 

余裕がある資金ができてからにしましょう。 

 

 

それから、くれぐれも借金してまで投資することが無いよう 

自己管理には十分に注意しましょう。 

 

 

また株などハイリスクな投資についても十分な知識と経験がないうちは 

ムリに投資するようなことがないように注意しましょう。 

 

 

 

第７章のポイントは 

 

お金持ちになるために資産を増やす計画を立てましょう。 
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☆第８章☆ 目標を決めて日付をつけましょう 

 

先ほど、夢の100リストや自分の夢、欲しいものややりたいことを 

すでに白い紙に書いてあると思います。 

 

 

この目標に近づくために何をすればいいのか？ 

目標を達成するためには、何が必要なのか？ 

 

 

もう一度、あなた自身の心（潜在意識）に問いてみましょう。 

 

 

そして、目標を増やしていきましょう。 

 

 

どんな小さいことでもいいから 

行動できることを目標にすると良いでしょう。 

 

 

小さな目標を達成し続けていくことによって 

目標達成する意欲も次第に強くなっていくからです。 

 

 

ここで一つ無料レポートを紹介します。 

 

『フランクリンマスターへの道』 

 

⇒http://mailzou.com/get.php?R=11302&M=13089 

 

 

このレポートではより目標を明確にし 

目標を達成させる方法が紹介されています。 
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内容は、 

 

・目標は具体的な数字で設定する 

・目標には必ず期限を切る 

・目標は紙に書いて部屋に貼る 

・目標は自分の手帳に書いて常に持ち歩く 

 

などを説明されています。 

 

 

また、市販されている有名な書籍では 

 

『 夢に日付を! 夢実現の手帳術 (単行本)  』 

ワタミ社長の渡邉 美樹 (著)  

 

でも、目標に日付をつけることの重要性について 

紹介されています。 

 

 

前にもお話しましたが、設定した夢や目標を 

リアルにイメージした後に今現在の状況との 

違い（ギャップ）を考えましょう。 

 

 

そして、何度もいいますが 

 

今の自分に足りないものは何なのか？ 

何をすればよいのか？ 

必要なものは何なのか？ 

 

などを、自分の心（潜在意識）に問いかけましょう。 

 



毎日たった30分タダで●●をするだけで誰でも無意識にお金持ちになれる方法 

誰もが持っている潜在能力をフル活動させて夢を叶える12の秘訣 

 

- 40 - 

Copyright (C)2008  kingoku all right reserved 

そして、出てきた答えをヒントに 

目標を達成するまでのシナリオやストーリーを 

考えて実践していきましょう。 

 

 

いつまでに、何を、どうゆう手段で、実施していくかといった 

計画を立てるとよいでしょう。 

 

 

また、どうしても計画した目標が 

何らかの原因で達成できないときもあります。 

 

 

そんなときは、柔軟に再度、目標を設定しましょう。 

 

 

また、達成できなかった原因が何だったのか 

細かく分析して、次の目標達成のために活かしましょう。 

 

 

そして、目標を達成したときのことをイメージしながら 

計画を進めていくことで、次第に目標達成が近づいてきます。 

 

 

諦めずに目標達成するまで続けていきましょう。 

 

 

第８章のポイントは 

 

目標に日付をつけて計画を立てましょう。 
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☆第９章☆ 混乱を楽しみましょう 

 

これから新しいことにチャレンジするということは 

いろいろな知識を吸収することが必要になってきます。 

 

 

今までの安定していた生活から 

知らない分野のことを学んでいくわけですから 

少なからず戸惑うことが出てきます。 

 

 

また、たくさんの情報の波に流されて 

時として混乱することもあります。 

 

 

たくさん覚えることがありすぎて 

覚えきれないことも出てきます。 

 

 

あれこれとたくさんの情報に埋もれてしまって 

どれが自分にとって正しい情報なのか 

判断に迷ってしまうことも出てきます。 

 

 

そんな混乱している状態を否定せずに 

喜んで楽しみましょう。 

 

 

それはなぜかと言いますと 

 

 

混乱とは成長している証拠だからです。 
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混乱しているということは 

新しいことにチャレンジして成長している途中だからです。 

 

 

そこで混乱している状態を嫌なこととして 

否定してしまってはとても損していることになります。 

 

 

むしろ歓迎すべき状態なのです。 

 

 

混乱することが嫌なこと、悪いことイメージして 

拒否してしまっては、それ以上の成長は望めません。 

 

 

いろいろ混乱した中から 

正しい情報を見つけることができます。 

 

 

混乱は脳が活性化し 

新たな刺激となって良いことだと認識しましょう。 

 

 

混乱したときこそ、成長しているんだという 

気持ちにすることで気分が楽になります。 

 

 

そして、前向きになって成長することできます。 

 

 

それから、新しいアイデアが生まれるきっかけになります。 

 

 

たくさん新しいことを覚えられます。 
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もちろん混乱し過ぎて体調を壊してしまってはいけません。 

 

 

ですが、混乱を前向きにとらえることによって 

今までの状態からもっとお金持ちになれるとしたら 

素晴らしいことですよね。 

 

 

成長することを望まず、混乱することを避けて 

今のまま安定を求めていたら、未来も今のままです。 

 

 

混乱は成長の証。 

混乱は楽しいこと。 

ですから、混乱を喜びましょう。 

 

 

このことは、 

世界NO.1 コーチ アンソニーロビンズに学んだ 

クリス岡崎さんが出している 

 

「億万長者専門学校」 というDVDでも紹介されています。 

 

こちらもTSUTAYAでレンタルすることもできますので、 

一度、ご覧になってみてはいかがでしょうか？ 

 

 

第９章のポイントは 

 

混乱することも楽しんでしまいましょう。 
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☆第１０章☆ 未来を楽しみましょう 

 

先ほどのイメージトレーニングでもあげましたが 

実際に夢が実現しているイメージが一番効果的です。 

 

 

より効果を高めるためにイメージを使って 

夢が叶っている未来に向かってタイムスリップしましょう。 

 

 

未来の自分が、すでに夢を叶えて 

幸せに暮らしているイメージするのも良いでしょう。 

 

 

裕福になって幸せで、 

目標も達成している自分自身をイメージするのです。 

 

 

嬉しい気持ちを大切にしましょう。 

 

 

イメージの仕方は先ほどの第6章でお伝えしたイメージトレーニングで 

深呼吸してリラックスしてイメージしていきましょう。 

 

 

なんとなくではなく、 

具体的に細かくイメージすると良いでしょう。 

 

 

いつ、どこで、誰と、何をして楽しんでいるのか？ 

どんな服を着て、どんな食事をして、 

どんな家に住んで、誰と暮らしているのか 
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もしイメージが思い浮かばないようでしたら、 

第 4章に戻って夢の100リストを書いたことを思い出すと 

イメージがわきやすくなります。 

 

 

再度、夢を叶えることを意識して 

より確かなものにしていきましょう。 

 

 

第１０章のポイントは 

 

夢が叶っている未来を楽しみましょう。 
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☆第１１章☆ たくさん失敗して成功を見つけましょう 

 

新しいことをはじめる時には失敗は付き物です。 

 

「失敗したら嫌だな」と考えてしまいがちです。 

 

私もそうでした。 

 

 

失敗を恐れるのは誰しも同じですが、 

考え方を少し変えるだけで前向きになれます。 

 

 

トーマス・エジソンの有名な言葉に 

『99％の汗と1％のひらめき』があります。 

 

 

エジソンは 

9999回の失敗を繰り返して、 

電球に必要なフィラメントの材料を発見したという話があります。 

 

 

たくさんの失敗を繰り返した結果、 

「電球」を発明することができたのです。 

 

 

電球に最適な材料は必ずあるのだと確信していたので、 

失敗するたびに｢だんだんと成功に近づいてきた｣と喜び、 

モチベーションが高まっていったそうです。 

 

 

そして失敗を繰り返した後には 

いずれ成功が待っています。 
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そのように考えると失敗したまま途中で諦めてしまっては 

なんだかもったいないですよね。 

 

 

スポーツや習い事も同じことが言えるでしょう。 

 

 

誰だって最初から上手くできるわけではありません。 

 

 

失敗してトライして、また失敗してトライして 

それを繰り返し続けていって 

やっと成功するコツがつかめるようになります。 

 

 

ですから失敗を恐れずにチャレンジしていきましょう。 

 

 

 

第 11章のポイントは 

 

失敗を恐れずにチャレンジしましょう。 
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☆第１２章☆ 自分らしく、そして自分を信じましょう 

 

人は人、あなたはあなたです。 

 

 

はじめのうちは 

成功者のマネをして成長することが大切です。 

 

 

成功者のマネをしてコツを掴んだら、 

その後は、自分らしく自分の良さを引き出して生きましょう。 

 

 

自分らしさを隠して 

着飾ったところで自分自身が苦しくなるだけです。 

 

 

楽しくマイペースで他人と比較することなく 

劣等感なんてものは無視しましょう。 

 

 

オリジナルなものや、自分のやりたいことを 

人に喜んでもらえることを楽しくやっていきましょう。 

 

 

あなたらしさを十分に発揮して楽しみながら 

周りの人々にも感謝されるようなことを続けていきましょう。 

 

 

 

第 12章のポイントは 

 

あなたらしさを大切にしましょう。
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最後に 

 

最後までお読みいただきましてありがとうございました。 

 

 

このレポートを書いている私にも夢があります。 

 

今でも、全て夢を叶えることができたわけではありません。 

 

 

まだ叶えきれていない夢のほうがたくさんあります。 

 

 

しかし、いつの日か気がついたら 

夢が叶っているということを実感する日が 

きっとやってくると信じています。 

 

 

私も、 

たくさん貯金して 

オシャレな服を買って 

好きな場所へ旅行に行って 

家族との時間を大切にして 

自由な時間を手に入れて 

いろんなことにチャレンジして 

 

などの夢がたくさんあります。 

 

 

今までは、そんな夢のことを周りの人に言っても 

冷たい目で見られるのがオチでした。 

 

 

それでも諦めずに、探し続けていった結果、 

その夢が叶えられる方法がネットビジネスにあることを知りました。 
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特にアフィリエイトは夢の実現に限りなく近い 

ネットビジネスのうちの一つだと考えています。 

 

 

私も今現在、時には混乱しながらも 

楽みながらやっています。 

 

 

失敗もいつもしています。 

 

 

でも楽しんでいます。 

 

 

夢を叶えるために。 

 

 

あなたも夢を叶えてみようと思いませんか？ 

 

 

もし、そう思ってくれたのでしたら 

このレポートを作った甲斐があったと嬉しく思います。 

 

 

これからも夢を叶えようと頑張っているあなたのことを 

心より応援いたします。 

 

 

 

少しでも、多くの人に希望と 

夢を叶えるチャンスを分け与えられたらと思っています。 

 

 

 

 

 



毎日たった30分タダで●●をするだけで誰でも無意識にお金持ちになれる方法 

誰もが持っている潜在能力をフル活動させて夢を叶える12の秘訣 

 

- 51 - 

Copyright (C)2008  kingoku all right reserved 

このレポートを読んでいただけたのも何かの縁かと思いますので、 

これからもどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

以上です。 

 

 

 

 

 

著者：金悟空（吉田 悟） 

 

お問い合わせ 

s.yoshida11@gmail.com 

 

ブログ：http://kingoku.livedoor.biz/ 

 

メルマガ：http://www.mag2.com/m/0000259619.html 

 


