
ASCENSION
〜 全く新しい異次元の自分へ 〜

あなたが生まれてきた本当の意味に目覚め、
ビジネスと人生の成功を「同時に」実現する…

好きでやっているだけなのに、
“なぜか”人より多くお金を稼げてしまう

『見えない力』のコントロール法を、今この場でお話しします。

こんにちは、西野です。

あなたは、「何をやっても上手くいってしまう人」ですか？

いつもやる気に満ち溢れ、活動的で、
決めたことは素早く実行し、最後まで達成できる人でしょうか？

もしあなたに、少しでも

「ダメな自分を生まれ変わらせたい」
「ビジネスで成功したい」
「多くの人に影響を与えられる人になりたい」

そういう気持ちがあるなら、今から、
非常に大事なお話をしていきますので、

ぜひこのレポートはダウンロードして保存し、
何度も読み直してもらえたらと思います。

他の「自分の儲けだけを考えている」人たちでは、
絶対にできないような“深すぎる”お話をしていきます。

あなただけにしかできない「お役目」に目覚め、
大好きなことでビジネスをしてお金を稼いでいく、
そのために重要な全てを今から無料でお話していきます。

また最後に、新しい企画（講座）に関しての案内もあります。

「細かいことはいいから、さっさと参加したい！」



という場合は、一番最後から申し込んでもらえますが、
申し込み後でも構いませんから、
一応読んでおいてもらえたらと思います。

読むだけでも、あなたの人生を変えていくための
多くのものを得られるはずです。

分かっているけど頑張れない人
なぜ人は、自分で決めたことなのに、
先に延ばし、目先の欲望に負け、
さらに罪悪感を溜め込んでいってしまうのでしょうか？

そこには、薄々自分でも気が付いているはずの、
明確な１つの答えがあります。

それは、、

「あなたが本当にやりたいことではないから」

見ないフリしようとしても、これが真実です。

継続できない、いつも目先のことをこなして、
重要なことはいつまでも行動に移せない。

それはまさしく、

『自分のコアで選んだ物ではないから』

です。

色んなことを「理性」で考えて、
自分の魂に嘘をつこうとしているからです。

例えば家族がいる人なら、
本当にやりたいことを見つけてもすぐに、

「でも、家族がいるし…」

というように、理屈的に
あれこれと押さえ込もうと脳が働きます。

例えば、絶対に参加したほうがいいと
分かるようなセミナーやイベントがあったとしても、



「その日は仕事だし…」とか、
「今は忙しいし…」とか、

必ず何かしらの「理屈的」なもので、
その心の声、つまり『直感』を無視しようとするのです。

『直感』が使えない平凡な人
そうやって、私たちは『直感』という
人間にとって最高の力の使い方を教わることはできませんでした。

直感というのは、理屈では理解できない、
『人知を超えた力』があります。

そして、私たちは常に自分にとって
最良の答えを『直感』によって得ているのに、
何かしらの理屈を付けて潰してしまうのです。

さらに、直感がどんどん鈍っていき、
平凡な人として人生を終えていくことになります。

なにかで突出した結果を出す人というのは、
常識や既存の価値観に縛られることなく、
「直感を活用できる人」たちです。

野球選手なんてのは最たる例で、
ボールを打つ時はもう直感です。

あれこそ、まさに「神ワザ」の領域です。

そして一般的な人というのは、
直感よりも「理屈」を優先してしまいます。

その理屈というのは、今まで得てきた知識、
友達の価値観、常識、ニュース、SNS、家族の言葉…

色んな理屈で、直感を殺していきます。

だから「現実が変わらない」と苦しくなります。

周りの意見や常識、自分の“思い込み”を捨てて、
自分の直感を磨いていくことから始まるのです。



本来なら、あなたはすでに
自分にとって最高の選択肢を知っています。

あなたの直感や魂は、今すぐ現状を打破し、
成功するための方法を分かっているのです。

それなのに、今までの凝り固まった「理屈」で、

人生の大ジャンプを潰している
のです。

だから、

・いつも自分に負けてしまう

・大事だと分かっていても、
先延ばして次の日、また次の日となり自己嫌悪に陥る…

という状態というのはまさに、

「自分の直感（魂）を押し殺してしまっている」

からに他なりません。

何度も繰り返します。

それは、「本当にあなたがやりたいことではない」のです。

だから、やれば儲かる、やるだけだと
分かっているのに行動に身が入らないのです。

それでまた自己嫌悪に陥って、
どんどん自分に自信がなくなっていく。

そして、苦しい生活が悪化していく…。

まさに最低最悪です。

これは断言できますが、自分に負けて
罪悪感を感じていくことは、百害あって一利なしです。

「あぁ、いつも自分はこんなだ…」



と落ち込めば落ち込むほど、
ますますどん底の苦しい人生を
引き寄せていくことになります。

「自分はダメだ…」と思うことは、
害の何者でもありません。

今すぐに辞めるべきです。

とはいえ、それができないから苦しいんですよね。

よくよく分かります。

私自身が、ずっとずっと
苦しんできた張本人だからです。

“なぜ”それを選んだのですか？
１つお聞きしたいのは、
いま取り組んでいる副業やビジネス、
あるいは今の生活というのは、なぜ選んだのですか？

ここでもしあなたが、

「簡単に稼げると思ったから…」
「お金に困っていたから…」
「稼げればいいと思ったから…」

どれか１つでも当てはまるなら、
それこそがまさに原因です。

そういう理由で取った行動というのは、
ことごとく上手くいきません。

ちょっと想像してみてください。

もしあなたが寝坊をして、
慌てふためいていたとしたら・・・

そういうときほど、
大事なものを忘れたり、



「なんでこんな時ばっかり…！」

みたいなことになりませんか？

あるいは、急いで車や自転車を運転していたら、
明らかに交通事故を起こすリスクが高まりますよね。

そういうときほど、
正しい判断や選択ができません。

ですから、そういう状態で考えることは、
そのほとんどが上手くいかないのです。

なので、「稼げそうだから」「簡単そうだから」
というフィルターで決断した事というのは、
そのほとんどが『間違った選択』なのです。

それらはまさに、あなたの心ではなく、
「汚れた理屈」によって選んだ選択です。

それが、自分が本当にやりたいことではないから、
活動へのエネルギーが湧かず、

「また今日も先延ばしにしてしまった…」
「なんで頑張れないんだろう…」

と落ち込む日々を延々と続けてしまうのです。

本当に、そんなことしていたら
あっという間に人生終わってしまいます。

一生、花咲かせずに死にます。

それは明日かもしれません。
明後日かもしれません。

だから「今」変わるしかないのです。

ほとんどが「刷り込まれた夢」
例えば、お金持ちの人が、
高級車に美女を乗せて写真に写っていたりすると、



「いいなぁ」
「あぁ、こういうのが成功者なんだ…」

という価値観を刷り込まれていきます。

主婦の場合も同じで、

「主婦はこうあるべき！」

という価値観から、つねに攻撃されています。

なので例えば、ネットビジネスでも、

「この方法で簡単にウン百万円稼ぎました！」
「だから、あなたも稼ぎたければこのノウハウをやりましょう！」

というメッセージを受けると、
それが「正しい答えなんだ」と思い込んでしまうのです。

ですが、、

果たしてそれは、
本当にあなたにとってやりたいことでしょうか？

もし、すでに何かに取り組んでいて、
どうしても行動力が出てこない…

という状態なら、
まさにそれは「あなたは求めていない」のです。

そんなものやっていても、
一生、大ジャンプなんてできません。

ずっと今のままです。

とはいえ、自分の心を騙したとしても、
その手法で“一時”はお金を稼ぐこともできます。

ですが、ちょっと結果が出たとしても、
またすぐに作業に身が入らなくて落ちていきます。

あなただけの才能がある



例えば、辛いもの。

これも好きな人と苦手な人、両方います。

もちろん、辛いものを食べた事がない人でも、
食べてみたら美味しいと感じる人もいるでしょう。

ですが、食べてみたら「全然ダメだった…」
という人は確実に存在するのです。

ネットビジネスでも、
それと全く同じことが起きているのです。

ですから私は、ずっと前から講座でも
コミュニティでもメルマガでも繰り返し、

「自分に嘘を付かないでください」

と言ってきました。

つまり、興味があって、自分の好きなことで、
かつ、お金を稼げることをビジネスにするということ。

人には必ず

「その人にしかない才能」

というのがあるのです。

みんながメッシやクリスチャーノ・ロナウドには成れないのです。

だから、持って生まれた人たちを見て、

「いいなぁ、羨ましいなぁ」
「自分もそうなったらいいのになぁ」

なんて言っていても、
絶対に成れるはずがないのです。

“至上最高”の成功法則
例えば私で言えば、
「文章を書くことが好き」



というのも才能の１つと言えます。

ですから、それを仕事にするというのは
明らかに合理的ですし、人より多く稼げるに決まっています。

好きだから、死ぬほどアイデアだって出てきますし、
何時間、何十時間、何年だって書き続けることができます。

実際、私はかれこれ３年以上、
文章を書かなかった日は「１日も」ありません。

メンターや起業家仲間と海外バケーションに行っても、
大好きな１人旅で色んなところに旅行しても、
文章を書かなかったことは１度もありません。

毎日、最低でも１時間は、必ず文章を書いています。

だから、「文章を書く」ことを
自分のビジネスに活かすというのは、
私にとって“最高の成功法則”なのです。

では、あなたにとってはなにが当てはまりますか？

・・・

ちなみに、私は転売や YouTubeアドセンスなども、
チャレンジしたことがあります。

ですが、「本当にやりたいことじゃない」から
やれば稼げると分かっていても頑張れませんでした。

すぐに挫折しました。

とはいえ、今から転売を必死こいて頑張ったら、
私も月に１００万円くらいはすぐに稼げるでしょう。

ですが、そうすると自分の才能を押し殺して、
この先もずっとお金を稼いでいくことになります。

だから、だんだんやる気がなくなってきて、
活動を継続できず、収入も減少していくことになります。

だからみんな、



「継続できない」
「作業を先延ばしにする」
「いつも自分に負けてしまう」

と苦しむのです。

そうなったら、最初は頑張って稼げるかもしれませんが、
２年も３年もずっと続けて頑張れるはずがありません。

だからこそ、転売などで稼げるようになった人たちの多くが、
稼げても数ヶ月後にはやる気を無くし、
すぐに稼げなくなる人が後を絶たないのです。

そんなことしていたら、
この先もずっとツライ思いをしながら
最低限の稼ぎだけで生きていくことになります。

人生の大半が苦しくなる
そんなビジネス、人生というのは、

「本当にあなたが望んだ自由」

なのでしょうか？

そんなもの、誰かに命令されながら
我慢して働いていくことと寸分も違わぬではありませんか。

そうやって「自分に嘘をつく」から、
余計に頑張れなくて苦しい生活から抜け出せないのです。

私もネットビジネスで稼げなかった頃、
本当に苦しくて息苦しかった時期がありました。

そんな生活が嫌でイヤで、
とにかく稼げそうだと思ったものは
片っ端から手を出してきました。

そして、その全てが継続できず、
ことごとく結果が出なかったのです。

多くの時間や労力を無駄にしてしまったのです。



さらに、どんどん借金が増え、
当時は本当に死にたくなるような生活でした。

「こんな苦しい想いして生きている意味なんてあるのか？」

と自殺すらよぎったことは何度もあります。

そして、そういうときほど、
正しい判断ができないんですよね。

周りの情報に揺さぶられてしまいます。

そしてさらに不幸な人生へと落ちていってしまいます。

ですが私が楽しみながら継続的に稼げるようになったのは、
自分が持っている才能に気付き、それを
ビジネスに活かすようになってからです。

それが先ほど言った、

「文章をビジネスにする」

というのもその１つです。

例えばコピーライティング。

クライアントから依頼を受けて、
セールスコピーライティングを代行する。

そうして、年商 2000万円だった経営者が
１億円以上の売上げに伸びたという案件は
１人、２人ではありません。

そうして私は、成果報酬のフィーだけでも、
年収数千万円は稼げるようになりました。

自分の才能にこそ、宝は眠っているのです。

「稼ぐ」のが当たり前の世界
自分の才能にあった仕事をしていると、
なぜだか大きなお金が流れ込んでくるようになります。

今までの苦しみがまるで嘘のように、



なぜかお金を稼ぐのが当たり前になってしまうのです。

これは経験しないと、分からないかもしれません。

例えば、今年の頭にコンテンツ販売をしている経営者と
一緒にお酒を飲む機会がありました。

その経営者が、

「コンテンツ事業の利益が低くて困っている」

という話をしていました。

なので、私はそのときにたった一言だけ、
思ったことをポロっとアドバイスしました。

そうしたら、その人はすぐにメモをして、
すぐに実践したら、売上げが３倍になったと報告をくれました。

売上げが３倍になるということは、
単純にその人の年収が３倍に増えるということです。

その結果、お礼として、200万円のフィーを
振り込んでくれたのです。
（そういうことが実際に起こり始めるのです。）

そのときに私がやったことは、
ただポロっと一言を漏らしただけです。

価格戦略の部分です。

ただお酒を飲みながら、私が思った
マーケティングの一部を「一言だけ」伝えたら、
そのエネルギーが大きなお金として返ってきたのです。

つまり何が言いたいかというと、、

本当に自分がやりたいと思えること、
あなただけのお役目、使命に目覚めると、
莫大なエネルギーが溢れ出てくるんですね。

そうなると、自分はいつもと変わらないのに、
勝手にお金が向こうから引き寄せられてくるのです。



「稼がなきゃ…」

なんて思わなくても、
楽しんでいるだけでお金は向こうから流れてきます。

この感覚は本当に不思議ですよ。
今まで悩んでいたことが理解できなくなります。

なぜそうなるのかというと、
結局のところ、「お金」というのも
エネルギーの１つの形態に過ぎません。

ですから、自分の「本当のエネルギーの源泉」から
世の中にエネルギーを提供すればするほど、
それがお金として引き寄せられてくるのです。

「ビジネスと人生」同時に成功する
私は思うのです。

「成功」の定義は人それぞれであり、
真の成功というのは、

「心から楽しんでいるだけで稼げる（生きていける）」

ということが１つの目標だと思うんです。

高級車に乗ることでも、
大豪邸に住むことでもありません。

もちろん、それらを実現してもいいと思いますが、
そのために「自分を押し殺して」やりたくもないことをやっていたら、
その先に幸せなんてないのです。

みんな、他人が作り上げた成功像を“頼りに”
目標を立ててしまうから頑張れずに苦しむのです。

その状態から抜け出さない限り、
なにをやっても上手くいくはずがないのです。

ですから、急がば回れではないですが、
本当にビジネスでも成功して、同時に
人生の成功をも手に入れるためには、



「自分だけにしかできない使命に目覚める」

これしかないのです。

逆に、それに目覚めてビジネスすれば、
お金なんていくらでも引き寄せられてきます。

なぜなら、やりたいアイデアがどんどん降ってきて、
それを形にしていく行動力も湧き出てくるからです。

頑張れないとか、やる気が出ない、
というのとは無縁の世界です。

やりたくてやりたくてウズウズして、
それでいて面白いようにお金が流れ込んでくる。

これは言葉では表せないですが、
とにかく「真に満たされた充実感」を得られるようになります。

すべての問題が消えていく…
そうすると、他のあらゆる問題も、
連動して解決していくようになります。

たとえば人間関係でも、
穏やかになって良好な関係を気づき、
好きな人たちとさらに仲良くなれます。

また、ビジネスでインターネットを活用すれば、
少ない作業でも大きなお金が稼げてしまうので、
さらに自分のやりたいことや趣味に時間が使えて
余計に満たされた生活になっていきます。

そんな現実が、あなたにも起こるのです。

ネット上にはびこる、

「自分が儲かりたいだけの人たち」

が発信する情報に騙されないでください。
惑わされないでください。

そんな奴らに、
貴重な人生を潰されないでください。



あなたの人生は、あなたが主役なのです。

あなただけのゴールがあるのです。

あなたにも心から幸せになる権利があり、
そして光り輝いて良いのです。

だからこそ、
あなたにも目覚めて欲しいと思っています。

すでにあなたの魂は、
最良の答えを知っています。

今抱えているすべての問題を
解決できる答えを知っています。

あなたのその魂の声を、凝り固まった理屈で殺さず、
自分を信じて一歩、踏み出してみてください。

人生を開花させるための企画
もし、あなたが今、ビジネスでまだうまくいかない、
あるいは、すでにうまくいっているけど、お客さんと良い関係が築けていない、
リピーターになってもらえない、などの悩みを持たれているのであれば、
もう１度「自分の魂と向き合う」ことをして欲しいのです。

ですが、その方法が分からないから、
今までも苦しんできているのだと思います。

ほとんどの場合、常識や周りの価値観に毒され、
直感が狂い、魂が深く眠っている状態です。

そして、それを目覚めさせる方法というのは、
世の中で出回ることはありません。

なぜなら、私たちの両親、先祖の時代から、
逆に「目覚めさせないように」教育されてきたからです。

（戦争に負けた国の運命でもあります。）

この事実は、私のメルマガを普段から読んでくれている人は、
もう良くお分かりいただけるかと思います。

また、私のセミナーに参加してくれた人なら、



身を以て体験してくれましたよね。

洗脳しやすいように始まった体育座り、
脳が鈍る手の組み方や座り方。

こういう話をすると、
教育関係の人から、

「そんなこと有るはずないだろ！」
「デタラメなこと言うな！」

と怒られてしまうのですが、
事実なので仕方ありません。

なぜなら、学校の先生というのも、
そういう教育を受けてきているからです。

ごく一部だけが学べる口伝承
ですが例えば、武術などで体験すれば、
それが「本当なんだ」と一発で理解できます。

そういう、自分のエネルギーを上げ、
眠っている才能を目覚めさせる方法というのは
一般的には知られるはずもありません。

なぜなら、私が習っている武術も、
太古中国の仙人から「一子相伝」で伝わっている、
ごくごく一部の人のみが知るものです。

それを私は、武術の世界チャンピオンにまでなった、
事実上、武術会のトップから教わっています。

もちろん、稽古の金額も驚くほど高額ですし、
そういうのは口伝でごく一部だけが教わることができます。

ですがそういう、

「普通に生きていたら学べないけれど、目覚めるために知らなければいけないこと」

というのを、もっと多くの人に知ってもらい、
実践し、そして本気で人生そのものを変えてしまう。

そんな企画を作りたいなと思いました。



眠っている才能を引き出す方法
今回、私があなたにお伝えしたいのは、

「見えない力を使い、自分に眠っている才能を開花かせ、ビジネスで成功する」

というものです。

例えば「見えない力」と言うと、

「うわー怪しい！」

と思ってしまう人もいるのですが、
実際にあるんだから仕方ありません。

例えば、今回の企画では『自己催眠術の掛け方』も、
みんなで実践するってことをやりたいと思っています。

で、自分で自分に催眠を掛けられるようになると、
面白いように潜在意識が使えるようになります。

（潜在意識が使えるようになると、
アイデアが鬼のように降ってくるようになります。）

つまり、普通の人よりも
はるかに多くのエネルギーを使えるようになるのです。

もちろん、あなたも

「意識よりも潜在意識のほうが強大な力がある」

ということは、１度でも耳にしたことあるかと思います。

これは本当のことで、ビジネスでも人生でも、

「どれだけ潜在意識を発揮できるか」

ここに、人生が開花するかどうかのカギが眠っています。

ほとんどの人は、眠った状態です。

なぜなら、『本当の自分の使い方』を知らないからです。

自分の莫大な才能を引き出すために、



色んな作法や術、方法がたくさんあるのです。

ですが、そういう大事なことほど、
一部の人たちだけしか伝わってきませんでした。

私は日本の歴史や秘術を研究すればするほど、
消された「重要な伝承」がたくさんあることを発見しました。

こういうことを知っていたら、

「コンテンツが作れない！」

なんて全く起きなくなります。

もう、

世の中すべてがコンテンツ
だということに気付けます。

（というより、全てをコンテンツに出来るようになります。）

この状態になったら、どんなものでも
売れるようになります。

それが音楽関係の商品でも、登山でも、
健康でも、恋愛でも、教育でも、子育てでも、
どんなものでも売れるようになります。

例えばネットビジネスの「ノウハウ」だとしても、
究極的には

「お客さんの人生を良くしていく」

というのがゴールになります。

人は、どんなことに挑戦するにせよ、
根本的には「人生を良くしたい」があるのです。

だから、ダイエットのノウハウを教えるなら、
ノウハウを教えるだけで終わるから、
次の商品をリピートしてもらえなかったり、
次のコンテンツ作りができなくなってしまうのです。



そうではなく、ダイエットを教えるなら、

「ダイエットを通して人生を良くしていく」

というところにフォーカスをすれば、
日常の全てのものがコンテンツになります。

そうして、自分もお客さんも一緒に
成長していくことができます。

ですから、登山が好きだったとしたら、
「登山を通して人生を良くする講座」を販売すればいいし、

あるいは、ボルダリングが好きとかなら、
「それらを通して人生を良くする講座」を販売すればいいのです。

その人が目覚め、光り輝いていく方法を知っていたら、
何を教えるにしても、コンテンツに困ることがないのです。

つまり、どんなビジネスでも
売上げを出していくことができるということです。

なので、私のお客さんのある経営者さんから、
このよう LINEメッセージもいただきました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
お疲れ様です！



今日 3年ぶりくらいにセミナーを開催したのですが、
エネルギーや言霊の話しを盛り込んで話しをすると、
メチャクチャ評判が良かったです！

ちなみにセミナーの内容は資産系ブログです。

「エネルギーとか潜在意識ってメッチャ怪しいと思ってましたけど、腑に落ちました」

という意見が多かったです！

参加者みなさんのことを考えて予定にない話しもいっぱいしたのですが、
特にそれらが響いたという声が多かったのも、学びでした。

具体的には、

・場を整える
・もう 1 人の自分（潜在意識）の重要性
・文章にも魂は宿る
・言霊の力を借りる
・エゲツない言霊の力

などです！

懇親会では催眠術に興味ある方（特に女性）が多かったので、
運動系やったらほぼ全員かかりました！

言霊やエネルギーの大切さもかなり分かっていただいた感があるので、
僕も大きなエネルギーをもらえた気がしました！
ありがとうございます！^^
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

この方はプロモーションを手掛けたりしている人で、
私のセミナーや催眠合宿にも参加してくれました。

そこで学んだことを、自身のビジネスセミナーに活かすことで、
参加者さんがとても喜んでくれたという報告です。

今回の企画でお話することは、
あなたがどんなビジネスをしているにせよ、
さらにお客さんに喜んでもらいリピーターになってもらえる、
そういう話をしていきます。

ASCENSIONのゴール
今回の企画は「ASCENSION」という名前で、
正式に「講座」を開こうと思います。



セミナーやメルマガなどでは、
ちょくちょくお伝えはしていたのですが、
実際に使えるよう本格的に詳しくお伝えしていきます。

そして、講座に参加してくれた人には、
講座の最終ゴールとして、

『全く新しい次元で生きるようになり、
自分自身が商品になる生き方を手に入れる』

ことを実現してもらえたらなと思っています。

そのために、たくさんの重要なことを
お伝えしていきます。

自分自身が商品になるとはどういうことか？

というと、あなたが生まれてきた意味、使命、
一生を費やせるお役目に目覚め、エネルギーの源泉に繋がり、
光り輝いて世の中に影響を与えていける人になるということです。

それは人によっては、子育てのことかもしれないし、
着物のことかもしれないし、介護のことかもしれない。

人には必ず、その人だけに与えられたお役目や経験があり、
それを仕事にしていくことで、人生を大きく飛躍させることができるのです。

ネットビジネス業界を見ていると、
ほとんどの「ノウハウ提供者」が、
自分が儲かることばかりを考えています。

だから、ほとんどの人のメルマガは退屈だし、
読んでもあまり役に立たない、自分本位の発信になっています。

ですから、ネットビジネスなどの狭い垣根を越えて、
人生そのものが変わってしまうようなコンテンツって言うのは、
自分がやらなくてはいけないことなんだな、と思っています。

見せかけの成功やノウハウとかではなくて、
純粋に「人」としての魅力を付けてもらって
多くの人を感化してビジネスをしていく。

そんな人たちが、色んな業界に



もっとたくさん増えたらいいなと思っています。

講座の詳細
講座の名前は「ASCENSION」。

まさに、「生きる次元を上げる」ということにフォーカスして、
ビジネスやあらゆることについてお話していきます。

ですから、参加した人たち全員が、
リアルタイムで生まれ変わってステージが上がっていくところを
肌で感じていただけると思います。

こういうことを何も知らない人とは、
明らかに今後の人生で差が開いていくことをとくと体感できます。

ただそうなると、自分以外の周りの人に対して、

「あぁ、意識が低すぎる…」
「何も知らないんだな…」

と感じたり、足手まといに
感じてしまうことすらあります。

ですが、それを振り払うのではなく、
身近な人も一緒に次元を上げていけるような
存在になってもらえたらよろしいかと思います。

さて、今回の講座では３つのコースに分けて、
次のようなカリキュラムで進めていこうと思います。

１.オンラインコース
このコースでは、次にご紹介する
「口伝コース」でお話した音声をお配りしながら、
オンラインで学んでいけるコースです。

こちらのコースでは、半年間かけて、
定期的に音声をお配りしながら、
それをメルマガで解説していきます。

今回は「別人に生まれ変わってしまう技術」を中心に、



ビジネスで成果を伸ばしていくためのお話をしていきます。

小さいお子さんを持つ方や、
教育ビジネスをしている人にとっては
非常に重宝する知識が満載だと思います。

またそういった、

「人がトランスフォーメーション（変化）する」

つまり生まれ変わるときに、
内面ではどうなっているのか？

というお話もしていくので、
高額商品をリピートしてもらうための
「人間の心理の移り変わり」などの深い話もします。

これを知っておけば、
１万円とかじゃなくて、高単価ビジネスが
できるようになります。

そういう「全てに通ずる」非常に大事なお話です。

そして過去に、すでに何かしら私の講座に
参加してくれた方ならご存知だと思いますが、
あくまで私の講座は「みんなで作っていく」です。

ですから、参加する人の意識が高ければ高いほど、
たくさんエネルギーが引き出されて最高の半年間になります。

なので、あくまで今考えている内容ですが、
具体的には以下のようなお話をしていく予定です。

（内容のブレットはたくさん書いてありますが、
赤文字の気になるところをかいつまんで読んでもらえたらと思います。）

●人を洗脳する方法

おっと、口が悪かったですね。ただ、人の深い深層心理を知っておくと、洗脳することなんて簡単だと
いうのは事実です。誰でもできてしまいます。だからこそ、本当のことは危険すぎるのです（良くない
ものでも簡単に高額で売れてしまうので..）。ですが、今回は講座の中だけで、詳しくお話していこう
と思います。

●家をパワースポット化する方法



「え〜、パワースポットとか本当にあるの〜？」という人は無視してください。キツイ言い方かもしれ
ませんが、猿にスマホを渡しても、本来の使い方は分かりません。電話もできません。おそらく、回し
たり投げて遊んだりできるくらいでしょう。パワースポットも同じです。そういうのに批判的な人には、
ほとんど意味はありません（効果はありますが…）。ですから、正しい知識で、家をパワースポット化
すれば、その家に居るだけでエネルギーが湧いてきて、活動する気力が溢れてくるようになります。

●みずから良い運勢を引き込んでいく秘密

「えー！西野さん、運勢とか本気で言っちゃってんの？」という人がまた１人増えたら、さようなら。
これ以上読んでも意味がわからないかと思います。私たちの人生というのは大きな波になっていて、必
ず「物事の流れ」というものがあります。試合の流れが悪くなってきた、盛り返してきた。そういうの
は人生にもあるのです。それが「運の勢い」つまり運勢です。ですが、その“本当の”使い方を知らない
人は、谷底に落ち込んだとき、そこから這い上がれなかったり、そのまま挫折してステージが下がって
いきます。講座では、まさに「開運」していくためのエネルギーコントロールをお話していきます。お
そらく、他では聞けない話になると思います。天体や地球そのもののエネルギーを利用していきます。

●「電磁波」という放射線の被曝

理由はたくさんあるのですが、例えば電化製品の電磁波や宇宙エネルギーと呼ばれる宇宙からの放射
線の影響もあります。そして、それが人間の波長を錯乱し、精神異常をきたすようになります。現在の
研究では、太古の化石に含まれる大気から、新たに分かったことがあります。ノアの箱舟（はこぶね）
以前の人類は、地球の膜も厚く、放射線が今よりも薄かった可能性を示すデータが出てきたのです。ま
た、ロシアの天才科学者ジョルジュ・ラコフスキー（〜1942年）の実験により、生物が電磁波の影響
で朽ちていくことが判明しています。そしてラコフスキーは、電磁波は一種の放射線であり、人体にも
影響を与えることを懸念していました。なぜなら、それが人間の脳や精神に異常をきたす原因の１つ
だったからです。ですから、程度の差こそあれ、精神に影響を与えているわけです。とはいえ、「完全
になくす」ということは、現代の生活に慣れてしまった私たちには難しい話です。ですから、普段の生
活の中で、意識的に「デトックス」をしていくことが重要になります。それは結果的に、ビジネスや人
生の質・結果に大きな影響を与えていきます。なので、電磁波による乱れた波長を整え、精神や脳を正
常に戻し、能力を最大限に発揮していく方法を、講座の中で詳しくお話していきます。

●簡単に「惹きつける文章」を書く方法

もちろん、今回の講座では、そういうビジネスについてのお話もしていきます。なにより、私がビジネ
スで救われた、というのが根底にあるからです。ただ、コピペすればいいとかそういう次元ではなく、
「読んでいる人の価値観を書き換えてしまう」レベルのお話をしていきます。これは、先日のセミナー
でもお話しませんでした。１つ言えるのは、魅力的な文章が書けるようになったら、なんだって売れる
のです。「この人のメルマガは面白いな」と思ってもらえさえすれば、どんな種類の商品でも売れるの
です。そういう「本質的な」ことからお話していけたらなと思います。

●見えない力（エネルギー）の活用方法

「見えない力とか頭大丈夫ですか！？」って思いましたか。残念です。その方には特別な力を使うこと



はできません。私たちの目には見えませんが、実際に私たちの肉体にはコーザル体、エーテル体、アス
トラル体、メンタル体、、というように、幾重にもなって構成されています。私たちが良く使う言葉で
言えば「パーソナルスペース」でしょうか。これはザックリし過ぎですが。このように、目には見えな
くても、そこにはエネルギー体として実際に存在しているのです。もしサーモグラフィー機能のメガネ
があったら、きっと見ている世界が変わるでしょうね。熱エネルギーだけが見える世界です。こういっ
た、「熱エネルギーの使い方」なども知ることで、活力が湧き、人生を切り開く大きなアドバンテージ
になっていきます。

●四次元（情報空間）アプローチで現実を変えていく秘密

私たちが見ている世界は三次元の世界で、心のやり取りというのは四次元の世界です。なので例えば、
街のゴミ箱のような場所は、どうしてもエネルギーが低い空間になってしまうので、その近くにずっと
いると、自分のエネルギーも低くなっていき、元気をなくしてしまいます（悪化すると病気になりま
す）。イライラしている人がたくさんいる空間というのは、そこはそういう情報空間になっていて、居
るだけでモロに影響を受けます。こういった、「情報空間」を利用できるようになると、面白いように
物事を達成していけるようになります。本来は、実際に会ってお話していくことですが、メルマガでも
色々とシェアできたらと考えています。

●良い出来事ばかりを引き寄せる強烈なマインド術

これは良く言われる「引き寄せの法則」という次元ではなく、古典・現代催眠の理論を使って、自分の
脳や潜在意識を書き換えていく、治療していくという、より科学的な知識・方法論です。私はよく「波
動」や「引き寄せ」「パワースポット」という用語を使うことが多いので、「スピリチュアル系」と思
われることがあるのですが、実は何も知らない人よりもはるかに科学的なお話をしています。それらを
活用して、実際に良い出来事やお金を引き寄せていくということをします。そして、それは実際にあな
たにも可能になります。

●複数のアプローチで名前のエネルギーを紐解き、才能を開花させる方法

名前というのは本当に大事で、人は名前の通りの人になっていきます。なぜなら、自分という存在を構
成する、エネルギーの「型」だからです。ですから、付けてもらった意味だけではなく、その漢字の読
み方、使っている漢字、同音異義語、漢字の由来…色んなものによって構成されています。それを紐解
いていくことで、「何をすれば人生を開花できるのか？」という、お役目を見つける大きな手助けと
なります。

●自分が生きてきた経験すべてを使ってお役目に目覚めるには？

私たちがそれぞれ経験してきたことというのは、実は１つ１つに重要な「メッセージ」が隠されていま
す。辛い思いをしたとき、楽しかったとき、失敗したこと、達成したこと、趣味で費やしてきたこと…
それら全てに意味があり、その経験やストーリーを紐解いていくことで、「自分がこの世に生まれてき
た意味」や「もっとも人生を開花させられるお役目」を見つけていくことができます。



●辛い経験をした人ほどビジネスの流れを加速させられる理由

これは意外に思われるかもしれませんが、辛い経験など、人生の谷底が多くある人ほど、それを反転さ
せることができれば、同じかそれ以上の「陽のエネルギー」に転換することができます。逆に、あまり
失敗したり、落ち込んだことがない人は、飛躍するレベルもその程度になってしまいます。なぜそうな
るのか？そして、それを実際にビジネスや人生の流れを加速させる方法についても解説していきます。

などなど…。

まぁとにかく、いろ〜んな話をしていきます。

このオンラインコースを受けるだけでも、
自分のビジネスでコンテンツ作りに一生困らないと思います。

とりあえず、これらはあくまでほんの一部で、
一応、イメージとして把握しておいてもらえたらと思います。

要するに、

「半年間で別人に生まれ変わり、高次元に上昇する」

ということを目標にします。

能力開発・エネルギー・古神道・武術・
催眠・セールス・コピーライティング・マーケティング・
陰陽五行論・深層心理学、アーユルヴェーダ…

あらゆることを統括して、
半年間かけてお話していきます。

オンラインコースの価格

今回のオンラインコースの価格は５万円（半年間）になります。

配信状況によっては、期間が伸びることもありますが、
それに対する追加料金は発生しません。

「５０万円くらいするのかと思っていました…」

と思われたあなた、鋭いです。

よくある言い訳とかではなく、本当に、
半年５０万円「のほうがいい」とすら思っています。



なぜなら、その分だけコミットして、
より確実に才能を開花させていくことができるからです。

普通、武術やビジネスをそれぞれ学ぶだけでも、
100万円は軽く超えてしまいます。

ですが今回は、

「真剣に学んでくれる人の人生を変える」

ということが本来の目的ですので、
オンラインコースではなるべく参加しやすいように
５０万円ではなく０を１つ消して５万円にします。

もし自分が学ぶ時間がないという方は、
代わりにパートナーや友人に学んでおいてもらう、
とかでもよろしいかと思います。

それくらい、普段のメルマガでも触れないような
重要なお話をしていきます。

人によっては、この講座に参加することで、
生まれ変わって年収が今より数千万円増えることも普通に有り得ます。

（というか、そんな人が続出中です。）

みんな自らブロックを作ってしまうから、
自分で自分を押さえ込んでしまうのです。

そのブロックをぶち壊し、
劇的に生まれ変わってもらいます。

それくらい、本質的な内容になります。

それでもし、あなたがこのレターを読んで、

「５０万円を払う価値はないだろう…」

と感じてしまうようであれば、
逆に申し込まないほうが良いかもしれません。

５０万円は、大学生が頑張ってアルバイトで貯金して、
ギリギリ払える金額です。
（留学費用などでもっと貯める人もいます。）



もしかしたら、それで投資した５０万円が、
今後のあなたの人生のステージを飛躍させ、
１億円、あるいはそれ以上に化けて返って来るかもしれません。

そう考えたときに、５０万円というのは、
非常に安い投資だと思いますし、もし自分が
もっと早くこの企画に参加できたらどんなに良かったか・・・
と純粋に思える金額です。

なので、参加する場合は、

「５０万円を払った」

という気持ちで申し込んでもらったほうが、
その分、より成長して収入も人生のステージも上がっていくはずです。

そして参加した後に成功してから、
その分は世の中への貢献などまた何らかの形で
エネルギー循環を起こしてもらえたら嬉しいです。

まとめると、

・口伝コースの音声が毎月もらえる
・それに関する深堀り解説メール
・価格：５万円

となります。

このコースは本当に、内容に対する
コストパフォーマンスが一番高いと思います。

２. 口伝コース
この講座の口伝コースでは、
毎月セミナーを開催していきます。

私の今までの講座では、
全てがオンライン上のコンテンツでした。

ですが今回は、色んな高度な技術や話をしていくので、
毎月、直接会って「口伝」という形でお伝えしていきます。

実際の催眠の掛け方だったり、
古神道や武術の秘術は直接じゃないと
お伝えできません。



だから「一部だけの口伝」としてしか
伝わってこなかったのです。

オンラインコースでは、講座の進捗状況を見て、
音声を編集しながら分割してお送りしていきますが、
口伝コースでは完全ノーカット版でお伝えしていきます。

みんなで実際に脳のワークや、
体を使ったエネルギーワークなどもやって
グループで成長していきます。

場所は東京になりますが、参加者の状況を見て、
大阪での口伝セミナーを追加で実施することも考えています。

どうしても、実際に会って、クローズドな場でしか
お話できないことや理解できない技術もたくさんあるからです。

またこちらのコースでは、
講座期間中に一泊二日の合宿を開催します（宿泊費別）。

これは、人生で大飛躍するために、

「自分の天命・才能・お役目」

を発見・発掘するための
特殊なワークを２日間かけて徹底的に行います。

自分だけの才能を開花させるためには、
様々な尺度・角度から自分を見つめなおす必要があります。

これはオンライン上では不可能なので、
２日間の合宿で、根本から自分を生まれ変わらせてもらいます。

（もちろん、合宿の要点などは
オンラインコースでもシェアしていきます。）

この合宿に参加しただけでも、
今後の人生で大ジャンプできるようになるでしょう。

そのための知識・方法・実践技術などを、

「実際の体感ワークを通して」

全て解説していきます。

具体的には、こういった話をしていく予定です。



●力を使わずに相手を吹き飛ばす方法

「え！西野さん。そんな乱暴なことをするのですか！？」と思われるかもしれませんが、安心してくだ
さい。イヤらしいことはしません。これは武術の稽古で身につける１つの技なのですが、これを日常
生活に応用することで、簡単に自分の大きな潜在能力を発揮していけるようになります。ちょっとした
体育の時間のようにもなりますが、間違いなく楽しくて成長できるワークや稽古になります。

●他人に催眠をかける誘導法とビジネスへの応用

これは前に、単体で２５万円で開催した、温泉催眠合宿の内容になりますが、この口伝コースでも解
説していこうと思います。人に催眠を掛けられるようになったら、ビジネスで人に物を売ることは非常
に簡単になります。たとえそれが高額商品でも。この誘導法に関しては、実際に体験したり、自分で他
の人に掛けてみるなどをみんなでしていけたらなと思います。

●セルフイメージを別人にする強烈な自己催眠法

他人に催眠を掛ける方法と同時に、自分自身をも催眠にかけ、「行動できない」「先延ばしてしまう」
「継続できない」という人間性そのものを別人に生まれ変わらせる方法もお伝えしていきます。なぜイ
チローなどの一流アスリートは、高いモチベーションを持ち続け、莫大なエネルギーを発揮できるの
か？そこには、科学で実証された「普遍的な方法論」というものが存在します。確実に生まれ変わりた
い方は、これをすぐさま日常に取り入れてもらえたらよいでしょう。

●溢れかえるほどアイデアが降りてくる脳波の調整法

脳波にはベータ波、アルファー波、シータ派などいくつかありますが、それらを上手に自分でコント
ロールすることで、使えていない脳を活性化させ、知的能力を向上させることができます。そうするこ
とで、ビジネスでのアイデアも止めどなく流れ込んでくるようになります。面白いようにビジネスが上
手くいくようになります。その脳波へと調整する方法や作法を、実体験を通して使えるようになってい
ただきます。

●他人を見えないエネルギーでコントロールする方法

これは気術や武術などのエッセンスを使って、その場にいる他人を目には見えないエネルギーでコント
ロールしていく方法です。これができるようになると、セミナー力やコンサル力が劇的に上がり、接し
ているだけで相手を変化させていけるようにもなります。これを身近な家族やパートナーに活用するこ
とで、周りの人から応援してもらえるようにもなります。こういった強烈な技術は、口伝コースのみで
お伝えさせていただきます。

●場の力を利用してその空間の全員が目覚めていく秘術

これは完全に怪しい系のお話になってしまうので、オンラインだけではどうしてもお話することができ



ません。実際に体験して、「本当にこういう力ってあるんだ」ということを理解してもらえないと、な
んの価値にもならないからです。しかし逆に、これを正しく使えるようになれば、過去の偉大な陰陽師
や術師が、どういうメカニズムで見えない力を使ってきたのか、シンプルに理解できるようになります。
特殊な人だけが使えるような秘術を色々とご紹介していきます。

●神経細胞を目覚めさせ、記憶力や集中力を人一倍に発揮する方法

私たちは、ほとんどの神経細胞が眠った状態のままになっています。しかし実は、知らないだけでこの
眠っている細胞を目覚めさせると、ちょっとの力だけで重い物を持てるようになったり、大男すら簡
単に吹き飛ばすこともできてしまいます。また、その状態になると記憶力や集中力も活性化するので、
１度勉強したことはさらに記憶に定着し、しかもそれを応用するアイデアや行動力も漲るようになり
ます。グループワークを通して、口伝コースのみんなには、いつでも使えるようになってもらいます。

などなど…。

本当はもっと書きたいことがあるのですが、
文章だけだとどうしても怪しすぎるからここまでにします。笑

ほとんどが実際に体験してみないと分からないことだし、
下手に使えるようになられても困るからです。

普通に生きていたら、絶対に知ることもできない
数々の技や秘術がたくさんありますので、
いろんな不思議な体験をして、間違った思い込みや常識、
価値観をぶち壊してもらおうと思っています。

また、この口伝コースでは、
みんなと仲良くやりたいので、
交流の頻度も増やそうと思っています。

おそらくこのコースでは、
明らかに意識の高い人だけが集まると思うので、
ここで出会った人と一緒にジョイントベンチャーを組む
なんてことも全然あり得ると思います。

私も、真剣にコミットして成長が早い人と、
なにか一緒にできたらいいなと思っています。

とにかく、口伝コースでは、
非常に濃密な半年間になるでしょう。

それと口伝コースではもう１つ。

『合同神社参拝』



も開催します。

「えー西野さん。神社参拝とかって
本当になにか意味があるんですか？」

と考えてしまう人もいるでしょう。

なので、これは断言しておきますが、
そういう人にはなんの意味もありません。

しかし研究してもらえたら分かりますが、
歴史の教科書に出てくるような偉人、
偉大な経営者、革命家…

そういう人たちは皆ことごとく、
神社に重きを置いているのです。

パナソニック（松下電気）の松下幸之助さんも、
斎藤一人さんも、各国の首脳ですら日本に来たら
神社に参拝しにいっているのです。

天皇や総理大臣も必ず行いますし、
かつて名を挙げた大将軍や武将達も
ことごとく神社参拝を真剣に行ってきました。

もちろん、宮本武蔵も。

なぜ、偉大な功績を残す人ほど
神社参拝や一種の「信仰心」を大切にするのか？

そこにこそ、自分の人生を誰よりも
飛躍させる重大な秘密が隠されています。

これは神様を信じる信じないという話ではなく、
「自分の能力を最高に発揮するための方法」なのです。

それこそ「猿にスマホ」ではないですが、
正しい知識で参拝に望めば恐ろしいほどのご利益を
得られるようになります（ちなみに、お賽銭なんてものは入れません）。

それもまた講座の中で詳しくお話していきますが、
口伝コースではみんなで一緒に神社参拝を行います。

１人や友達と行くのではなく、
正しい意識で高いレベルの仲間と行くことが



何よりも重要になります。

その神社参拝によって、
人生を開運するための数々の方法を、
あらかじめ解説していきます。

それを踏まえて神社に参拝すれば、
たった１回で人生に勢いがついて改進していく
実感を味わっていただくことができます。

ちなみに、みんなで一緒に参拝する神社は
以下の２つになります。

１回目：伊勢神宮
 御祭神 – 天照大神（あまてらすおおみかみ）

日本の最高神である天照大神（あまてらすおおみかみ）が祀られている、
三重県伊勢市にある伊勢神宮に参拝します。

正しい作法や意識で伊勢神宮に参拝することで、
ビジネスで大きな飛躍を遂げたり、受験に合格したり、
抱えている問題が次々に解決するようになる人が続出しています。
（ちゃんとした法で行えば、実際にこういうことが起きます。）

ただし、これらの「最大限ご利益を得られる参拝の仕方」というのは、
普通の人で知っている人は１人として出会ったことがありません。



ほとんどの人は、観光的なもので行くので、
ほとんど何も意味がない状態になっています。

だから、

「参拝しても意味がない」

となるのです。

ですので、今回の口伝コースのみんなで、
人生を最高に開運させるために、
あらゆる知識を使って正しい参拝を行います。

２回目：富士山本宮浅間大社
 御祭神 – 木花之佐久夜毘売命
（このはなさくやひめのみこと）

２回目に参拝するのは、
静岡県富士宮市、富士山の麓にある富士山本宮浅間大社です。

今年のテーマは「山」と言われていて、
低迷していた日本のエネルギーが、
大きく盛り返していく活動的な１年の幕開けとなります。
（この話は最後に詳しくお話しします。）



そんな日本人にとって山のシンボルは富士山です。

その麓にある、世界文化遺産にも入れられる
貴重な高エネルギー空間の社（やしろ）になります。

深い話は、また口伝コースの中でお話しますが、
富士山から発する非常に微細で高いエネルギーと繋がり、
自力以上の莫大なエネルギーを活用していくことができます。
（古神道や武術などでは当たり前に使います。）

また、木花之佐久夜毘売命とは、
天孫降臨で有名なあの瓊瓊杵命（ににぎのみこと）の
奥さんに当たるお方で、その後の日本の国づくりに
大きく貢献した大変、位の高い神様になります。

（神様とかクダらないという人がいますが、
じゃあ私たちの偉大なる先祖たちは、
そんなクダらないことで８万近くの神社を作りますかね…。

なんの意味もなければ、莫大なお金も労力も
エネルギーも全て無駄使いしないでしょうに。）

今後の人生、一般人レベルを大きく超えて、
大飛躍するために、その年のテーマであるエネルギーの神社に参拝をして、
仲間と最高のスタートを走り出します。

・・・

というように、口伝コースでは、
毎月のセミナーだけでなく、交流会を開いたり、
いろんな形で一緒に躍進していける仲間作りをしたいと思います。

こちらのコースは、当初想定していた５０万円ではなく、
３０万円（半年間）となります。

こちらの口伝コースでは、今後の人生で
投資した金額の最低でも１０倍以上のリターンを
得ていただける全てをお伝えしていきます。

数字に隠された「激動の２０１８年」
これは表面上では分からないことですが、
世の中にも「流れ」というものがあります。



人生と同じように波があります。

そして数十年、数百年単位で見たときに、
これからの２年間は大きく物事が移り変わり、
それがハッキリと体感できる年です。

人間の集団心理や歴史に敏感な人は、
ピンと来ていると思いますが、
ここ数年は予兆です。

世界では、独立権で大きく国が動いたり、
大統領が変わったり、悲惨なテロが起こったりしています。

そして日本では、２０１７年１０月に衆議院議員総選挙、
２０１９年４月、今上天皇の生前退位（前代未聞）…。

そして天皇も触れていた、
節目の平成３０年。

また、２０１８年の２０１８という数字を
それぞれ該当する言葉に変換すると（数霊）、

２０ ＋（ ３ ＋ ７ ＋ ８ ） １８ ＝ ２０１８

チ＝　２０　ウ＝３　コ（ゴ）＝７　ク＝８

＝地動く（元の日本語では“うこく”と読む）

（アイウエオなど、全ての言葉には数字があり、
数字と言葉、時代の出来事はリンクしています。）

要するに、地球上の様々な物事が本格的に動き出す、
非常に重要な１年になります。

新しい流れが始まるタイミングです。

それは、ビジネス業界もそうですし、
世の中の人、価値観なども変わる年です。

ですから、このタイミングを逃したら、
良い流れに乗れなかった人はその後、
何年も苦しい時期に突入する恐れがあります。

いよいよ、今まで隠れていた種が顕在化し、
問題が勃発していくことになるでしょう。



ビジネスでも稼げる人、稼げない人が
さらに二極化して埋められない差になります。

とは言っても、必ずしもこのタイミングが
悪いとも言えないのです。

このときに、自分の流れも変えて、
大きな流れの勢いを味方につけて
一気に開運することだって可能なのです。

このような、世の中の出来事から時代の流れを読む力も、
この半年間で身に付けてもらえたらと思います。

その力は、ビジネスをしていく人にとって、
強力なアドバンテージになります。

セールスのときの人間心理、
そして市場のサイレントマジョリティ（物言わぬ多数派）の考えていること。

こういう、世の中の出来事から裏を読み解いていく力も
自然と身に付けてもらえるはずです。

もちろん、密に関わるのは上位コースの方となりますが、
オンラインコースに参加された場合でも、きちんと実践して、
結果が出た時には、会いに来れるようなイベントも用意するつもりなので、
まずは半年間、みっちりと学んでもらえたらと思います。

では、、

たった今、この瞬間から人生を変える
心の準備は OK でしょうか？

申し込んだその瞬間から、
あなたの未来が大きく変わることになります。

参加される場合は、次ページよりお申し込みください。

楽しい半年間にしていきます。

 

ASCENSION    オンラインコース申し込みはこちら（銀行振込／クレジット）

ASCENSION  口伝コース申し込みはこちら（募集は終了しました。）

http://humaniaclabo.com/ason.pdf


今まで生きてきた中で、
もっとも人生を変えた半年間にして、
みんなで才能を開花させた集団になりましょう。

ではでは、ありがとうございました！

西野ゆきひろ

特定商取引法

http://yukihiro.ciao.jp/tokutoku.jpg

