
引き寄せの法則を使って「運命の恋人とラブラブしまくりの人生」
を引き寄せる極意…ついに公開！

”人間である以上心の奥底で一度は
妄想していた”運命の恋人”と
四六時中ラブラブできる映画の

ような甘い日々を引き寄せの法則で
現実化できるのなら…”

From Mr.M
箱根、AM8:45

いきなり、このような事を言われてもよく分からないと思いますし、
「嘘の情報が3割」と言われているこのインターネット上での所詮サイトの
一つなので、信じれるほうが「稀」なので、無理に信じろとは言いません。

ですが、これからお話する「運命の恋人を引き寄せる方法」のお話を
忠実に受け止めた場合、あなたが本能レベルで求めていた恋人と幸せ
すぎる甘い日々を送ることができるでしょう。

まだ、突然のお話なので、半信半疑で構いませんので、もしあなたの直感が
「ピン」とくるのであれば最後までご覧いただければと思います。

”ソウルメイト=細胞の欲求”



今回、この手紙では具体的に運命の恋人を引き寄せる方法のお話をしていき
たいと思います。 

そう、ソウルメイトを引き寄せるためのお話です。

「ソウルメイト」ってそもそも分からないかもしれないので、 今から具体的
にお話していこうと思うのですが、ソウルメイトとはあなたの中の心の欲求
がおそらくこの一度きりの人生で一番探している宝物のような存在だと思っ
てください。

この世に与えられた一度きりの人生、私も含めて、人は産まれて死ぬまでの
間の「一生」に人は多くの欲求を叶えようとします。

例えば、ある人によっては、

「大豪邸に住んで盛大にパーティーをする」

こともかもしれないですし、ある人にとっては

「世界一周をしながら様々な暮らしや文化を体感したい」

かもしれませんし、

「六本木ヒルズに住んで高級車を乗り回しまくる…」

かもしれません。また、

「本当に心の底から大好きで自分らしくいられる仕事に出会う」

ことかもしれません。何でもいいと思うのですが、私たちが人間としてこの
地球という何でもできるフィールドに産まれてきた以上、絶対にこの「欲
求」という邪魔なようで幸せに必要な存在は、絶対に消えることはないので
す。

”魂の交尾”



そして、この耐えることのない「欲求」のうちであなたの細胞、いや、もっ
というとDNAレベルであなたの心の奥底が必ずといって欲している「欲求」
が、そう、今回の手紙でお話していく「運命の恋人」なのです。実際に、あ
なたも想像してみると分かると思うのですが、人類という生命が誕生して、
いつの時代も必ず、♂と♀が交わることによって「子孫」という両親よりも
進化した生物が誕生し、そのループによってあなたが産まれてきたはずで
す。

そう、どんな時代も男女が出会い、生殖することで、人類が進化し、発展を
してきたのです。

現代社会で生活しているとなかなかこのような事実を想い出す事すらなくな
ってしまうのですが、実際に私たちは「本能レベルの欲求」で男女がつなが
るようになっていて、実際に男女が出会い、生殖できるようにそこに「快
楽」を感じるようにDNAレベルでプログラムされているのです。

なので、あえて触れるのも可笑しい話ですが、男女が出会って生殖できるよ
うに、男性は射精をしたら気持ちよくなるようにプログラミングされていま
すし、女性は男性と肉体的接触以外でも、心のレベルで異性とつながること
に「深い快感」を感じれるようになっているのです。

今のお話でも既にあなた自身もお気づきかもしれませんが、私たちの欲求の
深い部分をたどっていくと究極は、自分のソウルメイト、つまり、「肉体的
にも精神的にも交わり続けたい…」と細胞レベルで思えるような異性に出会
えるか？にかかっていると思うのです。

そして、ここに一番「幸せ」を感じれるように私たちの本能にプログラミン
グされているのです。

ですが、今この現代社会において生活していると、あなたが気づきもしなか
ったトラップによってこの大事な「DNAが求めている欲求」を麻痺させ、忘
れさせるように意図されてしまっているのです。

”恋愛麻痺帝国「日本」”



あまり、自分が住んでいる国の悪口を言うのも難ですが、事実、今の日本社
会においてこの「恋愛」において人々のパワーが解放できるようなシステム
が一切ないのです。

基本的に気づいたらメディアや誰かによって煽られ、焦らされ、いつの間に
か、あなたの好きなタイプまでも誰かによって操られてしまうようになって
いるのです。

その証拠に実際に日本では年々「離婚率」が上がっているのも事実ですし、
出産しないで一生を終える人ですら増えているのです。ましてや

「人を好きになるっていう感情が分からないです」

だったり、

「理想の彼氏がなかなかいなくて…」

という嘆いて、恋愛をあきらめてしまっている人が増えてきているのです。
何を隠そう、これも私たちが幼少期から何気なく触れている「メディア」の
影響なのです。

このようなお話をすると正直「怖い…」と思うかもしれませんが、実際に、
このような原因を理解しておかないとあなたがこの一度きりの限りある人生
において運命の恋人と出会えることすらも難しくなってしまうので、あえて
お話させていただきます。

「30歳までに女性は結婚しないと出会えませんよ…」

「こんな男性はあなたを幸せにしてくれます。男性を
見るときは◯◯と△△を要チェック」

「親を心配させない婚活を…」

あなたも似たような「広告」などを雑誌や街頭などで一度や二度は目撃した
ことがあるかもしれませんが、今の日本で生きていると



「はやくいい異性を見つけなきゃ…」と不安にさせ焦らせられたり、勝手に
「こういう男性と結婚しないと幸せになれないよ」と根拠のないデータを無
理矢理こじつけられ、お付き合いする男性のタイプまでも決められてしまっ
ているのです。

かなり恐ろしいことだと思います。それに今の日本社会において「男女関
係」がうまくいかないほうが自然なシステムが小さいときから刷り込まれて
しまっているのです。

”低すぎる性的行為レベル”
あなた自身も、異性との関係で一度や二度は悩んだことがあるかもしれませ
んが、むしろ異性との関係で悩むことのほうが”自然”なのです。

小中高とあなたが成長してきた過程を想い出していただくとこの「トラッ
プ」に気づけると思うのですが、義務教育において、男女の性的な違いや、
男性心理と女性心理の違い、ましては「心理学」について教えてもらうこと
がなかったのです。

「子供がどうやって産まれるのか…」

「女性は1ヶ月で性格が4回変わり、男性は”性”のことに
なったらそれ意外は一切考えられなくなる」

「男性は、”視覚”で異性を決め、女性は”雰囲気”で異性を決める」

などといった恋愛において大事なことを教えてもらうことすらもなかったの
です。

冷静に考えるとこの人生において絶対に男女の関わりは避けても通れないの
におかしなお話です。



…………

ちょっとお話が暗くなってきたので、そろそろ話をまとめますが、今現在の
日本社会において「男女関係」で悩むほうが”自然で”あり、逆にうまくいく
ことのほうが極めて稀なのです。

また、この多忙であり情報が日々洪水のように降ってくる現代社会において
あなたの心が、いや、細胞が本当に求めている恋愛を引き寄せることのほう
が難しいのです。

「え？結局、じゃな恋愛をあきらめろってことですか？」

「ただ、原因だけ言われても困るのですが…」

と思われてしまうかもしれないので、安心してください。

今から具体的にあなたが運命の恋人と出会い、あなたが映画でニヤニヤしな
がら妄想していたラブラブな世界を実際に現実に引き寄せる方法をお話して
いきますが、その前に…

”アダムとイブとエロス…”
のお話をあなたは知っていますか？

おそらく日本人である以上、一度や二度は聞いたことがある思いますが、お
馴染みの私たちの先祖さんです。

「え？なぜいきなり？？」

と思われてしまうかもしれませんが、実はここに「運命の恋人」を引き寄せ
るカギが存在すると思うのです。

「一体何がいいたいのか…？」



現代社会では、マスメディアなどのコントロールによって本来生きていくう
えで必要がないものまでを必要と思い込まされてしまっていたり、
本来ほしくないものをほしくさせられてしまっているのです。

例えば、お金、地位、ステータス、評価、肩書き…

などなど、現代社会では、手に入れても手に入れても満たされない
「幻想のような宝」を多くの人が追う事が大事だと思い込まされてしまい、
本当に欲しかったものとはかけ離れてしまっていることが多いと思うので
す。

「こんなはずじゃなかった…」

もちろん、現代社会で生きていく以上、ある程度は意識していく必要が
あると思いますが、本当に私たちを「幸せ」にしてくれるものは、そこには
ないと思うのです。

そう、人間が作ったものを追い続けても一生、「幸せ」にはなれないので
す。

つまり、私たちの人生を幸せに導いてくれるものは、あとになって人間が作
ったものや概念ではなく、もともと自然界にあったものなのです。

食べる、寝る、遊ぶ、大好きな異性とイチャイチャする…

これらはもともとあったもののはずです。あなたも既にお気づきだとは思い
ますが、私たちの人生において最も幸せレベルを高めてくれるものは「四六
時中ラブラブできる異性の存在」なのです。

そして、本当の意味でのパートナー、そう、四六時中イチャイチャできる恋
人と一緒になれた瞬間、人は本当の意味で自分らしくなれるのです。自分ら
しく生きれるようになるのです。



また、心の奥底から信頼できるパートナーができたときに起きる奇跡につい
てもあなたにもシェアさせていただこうと思います。

”豪腕かつ軟弱な人間”
突然ではありますが、あなたに一つを質問をさせていただきます。

「人間は強いと思いますか？それとも弱いと思いますか？」

さて、どっちが本当なのでしょうか？

私自身が思う人間はどっちでもあると思うのです。そう、考えているので
す。例えば、人は、孤独になった瞬間にすごく弱い生き物になりますが、誰
かと深いつながりを持てたときに、強く生きれると思うのです。

強い人間に生まれ変われるのです。

あなた自身も既にこの「パワー」に関しては既に一度は体感していると思い
ますが、(赤信号、みんなでわたれば怖くないじゃないないですが…）
人間は同じような「想い」を持つ人と深いつながりを構築できた時に
すごいパワーを手に入れることができるのです。

そして、この状況になれた時に何でもできるようになると思うのです。
あなた自身もこの事実に関しては既に十分理解できているはずです。

本当に大事な人、心の底から愛する人が見つかったとき、人は本当に持って
いるパワーをさらに発揮することができるのです。

綺麗事ではありません。事実なのです。真実なのです。

それだけ、私たちの人生において、そういう人、つまり、運命の恋人の存在
は大きいと思うのです。



「なんとなく分かりました。では、どうすればいいのですか？」

と思われてしまうかもしれませんが、今から具体的にお話していくので安心
してください。そして、

「なぜ、私自身がこうして退屈そうなことをわざわざ長々と書くのか」

それは、あなたの潜在意識や変性意識に、「あなたが運命のパートナーを細
胞レベルで欲せる」ようにイメージさせたいからなのです。あなたが心の底
からパートナーが欲しい！と嘘偽りもなく、そう思ってほしいからなので
す。

先ほども書きましたが、今の日本ではマスメディアなどのコントロールによ
って「恋愛麻痺」の状態にさせられてしまったり、必要以上に「異性」を求
めることがおかしいという風潮にあるからです。

ましてや、「めんどうくさい…」という感情までも思い込まされてしまって
いるので、この幸せを阻害する刷り込みを外してほしいと思っているので
す。

なので、あなたの潜在意識や変性意識に少しでも理解してもらえるように、
刷り込んでもらえるようにこのようなお話をあえてさせていただきます。

この世の中というのは本当に不思議なのですが、自分自身が本当に深い部分
で「ほしい！」と思うものが手に入るようになっているのです。

 ”過度の自立と依存”
さて前置きは長くなりましたが、今から運命の恋人を引き寄せるための具体
的なお話をしていきたいと思います。



いろんなテクニックのお話をしていきますが、運命の恋人を引き寄せる上で
とても大事なのが、私たちは自立しているようで依存していて、依存してい
るようで自立しているという事実を理解することなのです。

この概念をしっかりと受け入れることなのです。 このコンセプト分かった時
に 自分あった「四六時中ラブラブできる異性の存在」を引き寄せることがで
きるのです。

「河本さん、どういうことですか？？」

と思われてしまうかもしれませんが、私たちが運命の恋人を引き寄せていく
際に一番のブレーキになっていることは「自分は自分一人で生きていけるん
だ」と思ってしまうことなのです。そう、

”自立という言葉に
依存しすぎている”

ことなのです。

これは女性だけでなく、男性にも多いですが、現代社会ではどうしても「自
立しなさい！」「大人になりなさい！」というメッセージがたくさん爛漫し
ているため、「何でもかんでも自分でやろう」としてしまい、人に頼れなく
なってしまっている人が非常に多いのです。

依存できなくなってしまっている人が増えているのです。当たり前ですが、
この世界は、決して一人で成り立っているわけではなく、人と人が助け合っ
て、依存しあって成り立っているのです。

なので、必要以上に自立しようとすればするほど、本来「依存」すべきとこ
ろで「依存」できなくなってしまうのです。そして、「自立」しようとすれ
ばするほど、多くの人はあなたの事を「何でもできる人」だというレッテル



を張ってしまい、どんどん相談されるようになり頼られるようになってしま
い苦しくなってしまうのです。

そして、徐々に本当のあなたを出せなくなってきてしまい、人と深いつなが
りを持てなくなってしまうのです。

「依存したら嫌われてしまうし、相手にとって迷惑じゃないかって思うんで
す…」

というお気持ちも分かりますが、おそらくあなたが求めている恋人とはこの
一線を超えた「人」だと思うのです。依存しないで付き合うなんていう恋愛
は求めていないはずです。

私たちが求めているパートナー、恋人の存在は、自分のいい部分だけを魅せ
てお付き合いすることでないと思うのです。

そして、このように思ってしまうのも実は社会的な刷り込みのせいなので
す。現代社会では気づかないうちにこれらの人と深いつながりを得るための
コミュニケーションが「タブー」だと私たちの無意識に埋め込まれてしまっ
ているのです。

そして、この刷り込みが必要以上に私たちを「自立」させようとして、私た
ちを不自由にし、運命の恋人を引き寄せることを邪魔しているのです。

当たり前ですが、人間である以上、どんな人でも失敗はしますし、迷惑はか
けてしまうものなのです。大事なのは、それ以上に相手の「失敗や迷惑を受
け入れてあげること」であり、それを許せる心のゆとりだと思うのです。

「なんとなく分かりました。では依存してはいけないって思っているのです
が、どういう依存ならいいのでしょうか？」

”根こそぎ吐き出す技術”



具体的には、自分の「弱み」や「不安」を隠さずに素直に相手に話したり、
相手に、「こういうことをして欲しい」と素直にお願いすることです。そし
て、これは、「依存」ではなく、相手を信頼している証拠なのです。

あなた自身も想像してほしいのですが、もし一見しっかりしている人が急に
あなたの前で、「不安」や「悩み」を話してくれたら「信頼されている
な…」と感じ嬉しいと思いますし、そこでさらに相手の人間味にも気づけ、
さらに深いつながりができると思うのです。

そして、これは「依存」ではなく、相手に頼っているからの行動であり、こ
れが出来て、相手と深い関係を持つことができるのです。

我慢せずにありのままの自分を理解してくれる人が突如現れるのです。

つまり、人間である以上に自立もするし、依存もするのです。特に今の時代
は、必要以上に我慢しすぎてしまい、あれもこれもと全部自分でやろうとし
てしまいがちですが、この過剰な「自立心」を手放せた時、運命のパートナ
ーが引き寄せられてくるのです。

気づいたら現れているのです。

”運命の恋人を
引き寄せる具体的な方法”

今から、運命の恋人を引き寄せる方法を具体的に話していこうと思います。
まず、最大のポイントは、「運命の恋人は頭で考えて付き合う」ものではな
いということなのです。

先ほどもお話させていただきましたが、現代社会では、マスメディアなどに
よる洗脳によって多くの人が「見えない恋人の基準」を植え付けられてしま
い、自分が本来求めている恋人像とは全く違う人を求めてしまっているので
す。



そのような人を探そうとしてしまっているのです。これはかなり恐ろしいで
すが、事実であり私たちが運命の恋人と一緒になれることを邪魔している一
番の要素なのです。

「外見がなんちゃらで…」

「顔が木村拓也に似ていて、年収が1000万円以上で…」

「学歴がよくって…」

確かに、あなたを幸せにしてくれる可能性は高いかもしれませんが、「あな
たとあっているか？四六時中ラブラブできる恋人か？」といったら違うと思
うのです。誰かに思い込まされているのです。

自分じゃない他人の価値観を埋め込まれてしまっているのです。

ここまでこのレポートを読んでくださっているあなたなら既に理解されてい
ると思いますが、あなたが本当に求めているパートナーの存在は、四六時中
イチャイチャできたり、二人だけの特別な空間が一緒に作れる人だと思うの
です。

そして、その本当の意味での幸せな時間は、頭で決して考え行っていること
ではなく、心でもっと言うとハートで感じて行っていることだと思うので
す。

よく、カフェとかでラブラブな二人がお互いを見つめ合って、机の下では手
をつなぎあったり、わけも分からない二人だけの他の人には分からない共通
言語を使ってイチャイチャしあったり、たわいもないくだらない話をしあっ
たり

……などなどと、本当の幸せはここにあると思うのです。「この人は高学歴
で、年収が高くて…」と頭で判断して付き合ったとしても、確かに安心して
くらせるかもしれませんが、あなたが本当に求めているラブラブな生活は手
に入るでしょうか？

つまり、運命の恋人を引き寄せるときに最も大事なのが、運命の恋人は、



”ハートがビクン”
と反応するのです。

そう、頭で考えて分かるものではないのです。あなた自身が今ハマっている
ものや自分が好きなことも頭で考えて「これ好きだわ！」と思っているわけ
ではないと思います。

それと全く同じなのです。

運命の恋人とは、頭で考えて分かるようになるわけではなく、何か分からな
いけど不思議な気持ちになったり、何か心の奥底で感じるものなのです。

「なんかいいんだけど、ちょっとなんか違うな…学歴低いし…」

「ちょっと遠距離だから無理だわ…」

「年下だし…まだ、学生だし…」

などなどと現代社会に生きているとどうしても「頭」で判断し決めてしま
い、その人を自分の恋愛対象から除外しまったりしてしまいがちですが、頭
で考えた瞬間、運命の恋人と出会える可能性を止めてしまっていのです。

確かに、頭で考えることも大事ですが、頭で考えて見つけた「ニセの恋人」
と付き合ったとしても、「頭」で考えているので、徐々に無理矢理そう思わ
せた

”ニセの恋心”
は、失われていくと思うのです。

あと「頭」の次に運命の恋人を引き寄せるのを大きく邪魔しているのが、身
近な「友達の声」なのです。

「あなたにはきっと年上があっているわよ…」



「あの人はあなたにあっていないわよ…」

友人の存在は絶対に大事ですが、運命の恋人は、「友人の意見」では分から
ない世界にいるのです。

「あの人やめといた方がいいよ…」

たったの一言であなたの気持ちは冷めてしまい、あきらめてしまうのです。
本来心の奥底では、

「自分はどこかであの人にあえば、あの人と一緒になれば もしかしたら人生
幸せになるかもしれない…」

って思っているにも関わらず、友達のたった一言に惑わされ左右されてしま
い

「やっぱあの人は違うんじゃなくないか…」

と思ってしまうのです。実際に私自身もよく経験していたので分かるのです
が、自分が四六時中一緒にいてラブラブできる恋人は、友人の声から決めた
り、自分の頭で分かったりするものではないのです。

何度も何度も、しつこくて申し訳ないのですが、頭で考えて分かるものでは
ないのです。

そう既に、ここまでレポートを読んでくださっているあなただから分かると
思いますが、運命の恋人とはハートで感じるものなのです。

先ほどもお話した通り、あなたが夢中になれるものやあなたの趣味などと全
く同じなのです。

そう、ギターかもしれないし、バスケットボールかもしれないし、ゲームか
もしれないし、映画かもしれないですし、それらの出会いと全く同じなので
す。

「なんか分からないけど気づいたらハマっていたわ…」



このような感じなのです。なので、大事なのは、なんでもかんでも、頭で決
めて、「これ違う…この人は違うわ」と拒絶したり、判断しないで人と接す
るようにしてほしいのです。人と付き合うようにしてほしいのです。

”運命の恋人を引き寄せる
秘匿性の高いエクササイズ”

では、今から具体的な引き寄せの法則を使って運命の恋人を引き寄せるエク
ササイズをお話していきたいと思います。

実際に、あなた自身も既にご存知かもしれませんが、「引き寄せの法則」を
使うことで運命の恋人を引き寄せることができるのです。

そして、引き寄せの法則を最大限に活用する最大の方法は既に、私自身の
Neo Attraction Secret~引き寄せの法則の真実~を見てくださったのであ
れば、理解されていると思いますが、「理想の一日」を書き出すことなので
す。

明確に具体的にイメージすることなのです。潜在意識は具体的にイメージで
き、そのストーリーに浸る事で感情が湧くレベルになっていればいるほど、
その「イメージ」を実際に現実化させる働きを持っています。 

つまり、引き寄せの法則を活用する最大のコツは「結果」だけの一部だけを
絵画のようにイメージするのでなく、あなたが理想を叶えたときの一日、そ
う朝起きてから寝るまでの間を明確にイメージすることにあるのです。

====================================

AM6:00、太陽の輝かしい光がカーテンの隙間から差し込み、目覚める。シ
モンズのお気に入りのベッドの横には、付き合って二年目の最愛のパートナ
ーがまだスヤスヤと気持ち良さそうに寝ている…。



小鳥の微笑ましいさえずりが聞こえるので、バルコニーに出てみる…

すると、そこにはかつてないほど、透き通る海が一面に広がっている。私は
先ほど煎れたばかりのお気に入りのコナコーヒーを味わいながら、その景色
に目を奪われるばかり、ipadの電源を入れるのをためらった…

====================================

このように書き出すことなのです。そして、あなた自身が運命の恋人を引き
寄せたければ、その理想の1日に運命の恋人とラブラブしているシーンを描
くのです。加えるのです。

====================================

PM12:00  そろそろお腹が減ってきたので、大好きな恋人のHにゴハンのお
誘い。お気に入りのビーチ沿いをノリノリなHIP HOPをガンガンに流しなが
ら、ドライブ。

10分程度で、気持ちのいいビーチカフェに到着。そして、彼女とオーガニッ
クランチをしながら二人出会った頃の甘い日々の話で盛り上がり、その後
は、手をつないでハイネケンを片手にホワイトビーチを散歩。あー人生って
なんて素晴らしいんだ！

====================================

このように理想の一日に運命の恋人を入れ込む作業を行うのです。先ほども
お話させていただきましたが、多くの人が「引き寄せの法則」を使えない最
大の理由は、一時的なゴールしか用意していないからなのです。描いていな
いからなのです。

そう、ポイントなのが、あなたが今、引き寄せたいものや理想を、あなたの
理想の一日の中に組み込み、その一日をとにかくイメージするのです。とに
かく味わいつくすのです。

運命の恋人が欲しい人は、理想の一日に恋人とイチャイチャ、ラブラブして
いるシーンを入れ込むのです。どんな雰囲気で、どんな服装で、一緒にどこ
で何をしているのか？その時の感情は？



などなど、とにかく明確に鮮明にイメージするのです。朝起きて夜寝るまで
のあなたにとって最高の一日をイメージするのです。

余談ですが、イメージ能力が高いと引き寄せの法則をうまく使えます。上手
に使えるのです。一概には言えないのですが、女性のほうが引き寄せの法則
を自由自在に使うことができるのです。

”魔女を超える”
なぜなら、男性は大人になるにつれて、ドンドン論理的思考をしなければい
けなくなり、イメージする機会やイメージの話をすること自体が極めて稀に
なるので、イメージ能力が徐々に低下してしまうのです。

逆に女性は、基本的にイメージや妄想（被害妄想も）をするのがクセで常に
イメージの中で生きている人が多いのです。

友人とお茶しているときも、最近あった話や、上司の悪口などの過去あった
ストーリーというイメージを思い出し、常に会話としてアウトプットしてい
るのです。

先ほどのお話しましたが、引き寄せの法則で大事なのは、理想の一日をイメ
ージすることであり、その一日に対してリアリティを抱くことなのです。

なので、あなた自身が女性か、男性かは分かりませんが、もしあなたが女性
であるのであれば、圧倒的に「有利」だということは忘れないでほしいので
す。

もし、男性であるなら、ぜひトレーニングをして、もともと備わっているイ
メージする力を想い出していただければと思います。

”幸せすぎる男の秘密”
と続きを書こうと思いましたが、自己紹介がまだだったので今回のレポート
を書かせていただいている発行者として自己紹介をさせていただきます。 



今回このレポートを書かせていただいているのは、大好きな嫁と世界中を飛
び回っている河本真（♂）という者です。

こんな顔をしています。

現在は引き寄せの法則を使って、引き寄せた運命の恋人であり、ソウルメイ
トな奥さんと一緒に年の半分ぐらいを海外で一緒に過ごしています。

仕事も引き寄せの法則のおかげで、海外のお気に入りの綺麗なビーチで過ご
しながらも、ある程度「自分の欲求に制限がかからないレベル」の収入を得
ることが出来ているのでき、日々奥さんと幸せな生活を送っています。

朝起きて、目の前のジムでトレーニングをして、お気に入りのカフェでトロ
ピカルジュースを飲みながらお気に入りのマシーンのMacでカチャカチャと
2、3時間程度仕事をして、気持ちのいいオーガニックレストランで、ヘルシ
ーランチをして、午後は自由気ままに、ドライブをしたり、昼寝をしたり、
映画を見たり、マッサージを受けたりとして「魂」を喜ばせています。





**もしかしたら、怪しいやつだと思われてしまう可能性がありますので
一応、書いておきますが、先日、元スターバックスの元社長さんなどと
 一緒に300人規模のセミナーを主催させていただいたりしています。**
（参考URL→http://mrm-lifestyle.com/)

もしかしたら、こうやって書くと、

「なに？おまえ？自慢ですか？」

「そんな話より、はやく運命の恋人を引き寄せる方法を教えてください」

などとと、心の中でむしゃくしゃした気持ちがあるかもしれませんが、これ
は自慢ではなく、このレポートに書いてあるメソッドを実践した結果に得ら
れた「証拠」として、紹介させていただきました。

ですので、別に自慢はしているわけではないということだけは理解していた
だければと思います。

こうしたインタ-ネット上での出会いですので、どうしても疑う気持ちや、
懐疑心があると思ったので、一応、正々堂々、”素顔”をしっかりしってもら

http://mrm-lifestyle.com/
http://mrm-lifestyle.com/


い、安心してこのレポートを読んでもらうために、あえて書かせていただき
ました。

ですので、不快な気持ちになってしまったら申し訳ありませんが、そんな気
持ちは一ミリもないことだけは理解していただければと思います。

今回先ほどのレポートでも分かったと思いますが、このレポートでは、本当
は運命の恋人と幸せな生活をおくれるはずが、いろんな制限や刷り込みによ
ってそのような現実を送ることが難しくなってしまっている現代社会におい
て、

「どうやったら運命と出会い、引き寄せることができるのか…？」

その事実、その具体的なアイデアだけを書かせていただきました。

実際に、私自身も運命の恋人を引き寄せることができずに、ずっと悩んでい
た中でようやく発見した「実際の体験談に基づく運命の恋人を引き寄せる方
法」なのです。

上記で書かせていただいた私自身が実際に行って引き寄せたやり方があなた
にとって「ピン」ときたかは分かりませんが、ここまで読んでくださり、あ
なたの直感や潜在意識が「ピン」とくるのであれば、最後までお読みいただ
ければと思います。

”映画のようなワンシーン”
2012年10月。実際に私自身、運命の恋人と出会い、そして、付き合うこと
になりました。しかも、ここで面白いのがその運命の恋人とはもともとの友
人だったのです。

私自身、性格的に「一目惚れ」から恋愛に発展することが多かったのです
が、「友達」から恋愛に発展することは過去一度もなかったのです。



そう、先ほどもお話させていただいた通り、今回。運命の恋人と出会うとき
は決して頭で考えなかったのです。ハートで感じたのです。そう、「心」で
です。

話は戻りますが、2012年初め頃から、私自身、引き寄せの法則を使い、実
際に「理想のライフスタイル」が叶い始めました。

具体的にいうと、大好きなトロピカルビーチに毎月半分で過ごしながら、午
前中だけ働いてあとは好き放題して生きるライフスタイルが叶ったのです。

もちろん、理想が叶ったことはとても幸せなことでしたが、やはり「心の奥
底」では寂しさがありました。しかし、そこには運命の恋人がいませんでし
た。自分自身が望んでいたライフスタイルは手に入れることができたのです
が、四六時中一緒にいてラブラブできる運命の恋人の存在はそこにはいなか
ったのです。

そして、ある事実に気づきました。

「そっか、引き寄せの法則はオーダーしたものしか叶えてくれないんだっ
た。理想の一日に恋人と一緒にいるシーンをイメージしていなかったので叶
うはずがないのも当然だよなー。」

引き寄せの法則は、Neo Attraction Secretという教材でもお話させていた
だいている通り、実際にご自身がオーダーしたものは叶うけど、それ以外は
叶わないのです。

なので、私自身「理想の一日」を改めて書き出し、その一日の中に大好きな
恋人と一緒にいる時間を加えました。そして、イメージしました。そして、
その2ヶ月後…

    ”0.02％の奇跡”



に奇跡が起きたのです。いや、奇跡を引き起こしたのです。具体的にいうと
当時、友人と4人で海外旅行にいく予定を計画していたのですが、（その一
人が今の私の奥さんです）旅行に行く日の約1ヶ月前に一人の女性が突如、
行けなくなってしまったのです。

「まぁ、3人でも楽しいからいっか！」

と軽い気持ちで思っていたのですが、またもや事件が起きてしまったので
す。

そう、約5日前にもう一人の先輩のお婆さんが突如お亡くなりになってしま
い、一緒に行けなくなってしまったのです。

そして、結果、私と今の奥さん二人きりで旅行することになってしまったの
です。

実際にあらかじめお話しておきますが、当時、私自身も奥さんもお互い恋愛
対象として意識していなかったのですが、今回の旅行中に嫌でもお互いのこ
とを知ることになりました。

「あれ…もしかして、この人オレがずっと求めていた人かもしれない…」

頭でなく心が反応しました。いや正確にいうと頭で考えるよりも心で感じよ
うとしました。今まで頭で考えすぎて、うまくいかないことを十分理解して
いたので、今回は、一切頭で考えるのをやめ、私自身この心の声に従って行
動することにしました。

直感という潜在意識からのメッセージを受け取った私はそのインスピレーシ
ョンに従って、付き合うことにしました。そして、一緒に過ごすようになり
ました。

そして、その旅行後から一緒に過ごすことになり、四六時中一緒にいるよう
になりました。本当に不思議なのですが、とてもフィーリングが合い、24時
間一緒にいても飽きないのです。「一緒にいたい…」と心の底から思えるの
です。



まさに、自分が本当に心の奥底から求めている人だったのです。そして、そ
のずっと心が求めていた人が自分が思っている以上に近くにいたのです。

この時はじめてハートで感じて動くことの重要性をはじめて理解しました。
はじめて頭でなく身体で分かりました。

今まで、私自身、頭で考えてしまい、勝手な先入観で彼女のことをみていた
のですが、本当に自分が求めている人は、頭でなく心でしか分からないとい
うことがよく分かったのです。

”恋愛のレシピを抽出”
私自身、引き寄せの法則を使って「理想のライフスタイル」を手に入れるこ
とができましたが、今回、運命の恋人を引き寄せることにも成功しました。

「モデル級の美人と…」

「グラビアアイドルと…」

などと昔は自分ではなく誰かがいいと思う欲求を自分が求めているものだと
思い、引き寄せようとしていましたが、自分自身が本当に求めている運命の
恋人に限っては、このように頭では分からない世界にいることもよく分かり
ました。

今までは、運命の恋人に関しても、自分が付き合いたいと思う異性を紙にな
んとなく書き出して、「引き寄せよう！」と思いイメージングしていたので
すが、これで引き寄せられることはあっても「自分自身が心の底から求める
四六時中ラブラブできる存在」ではなかったのです。



そして、「引き寄せの法則」を使ってもなかなか恋愛面においてうまくいか
ない原因がようやく分かったのです。その本当の理由が私自身の経験談を通
して理解できたのです。

紙に書き出す事だけでは足りなかったのです。運命の恋人においては、具体
的にしてイメージすることだけではなかったのです。

そして、この本当の意味での「運命の恋人を引き寄せる極意」が自分の中で
分かったとき、一刻も早く大事な会員さんに伝えようと思い、頻繁にコミュ
ニケーションをとっている会員さんに私のこの「運命の恋人を引き寄せる極
意」を試してもらいました。

具体的には、私自身が経験したものや身近で幸せなパートナーシップを構築
して、ラブラブしているカップルや夫婦にインタビューし、そのコツ、いわ
ば、エッセンスだけを抽出したものをメソッド化し、試してもらうことにし
ました。

すると、私の想定を超えた「奇跡」が起きてしまったのです。

幸せすぎる人生を引き寄せました!

名前：ひらがなのマッキー
住んでいる場所：茨城県
性別：男   年齢：30



1：Mr.Mとの出会いとは？
 
色々なネットビジネスに手をつけて、ある程度稼いだ段階でスランプに
陥り一年以上、収入が伸び悩んでいました。
 
スランプを抜け出せないのは、マインド(心構え)に原因があると思い、
マインドを鍛え直してくれる師匠を探していた所、河本さんに
出会ったのです。
 
河本さんの指導の元、マインドを鍛え直したところ、ビジネスも少しずつ
上手くいくようになり、さらに副次効果として女性に少しモテるようになり
ました。
 
具体的に変わったところは自信がついたことと、人の気持ちを
考えられるようになったことです。それと目標を達成するための
プロセスも超具体的に組めるようになりました。
 
僕は色んな指導者を見てきましたが、河本さんほど
マインドを鍛えるのが上手い人はいません。
 
今では河本さんのマインドをマスターすることで僕が欲しい
現実を全て手に入れられると確信しています。
 
河本さんに出会えて、僕の人生は大きく好転し始めました。
 
これからも、こんな僕をどうぞよろしくお願いします。
 
 
2：実際にどうやって、運命の恋人を引き寄せたのか？
 
とにかく自分を磨いてきました。
 チャンスは誰にでもやってきます。 

そのチャンスがやってきた時に魅力的な人になれているか、



なれていないかが勝負の分かれ目だと
思っていたので、とにかく自分を磨きました。
 
その結果、僕は最高の恋人を見つけることができ、
今とても幸せに暮らしています。
 
チャンスを逃さずにアタックすることも大切ですけど、
魅力的でないと残念ながら相手にされません。
 
だから何よりも大切なチャンスを
逃さないためにも魅力的な人間を目指し自分を
磨き続ける事が何よりも重要だと思います
 
3：教わったことで印象に残っていること
 
◇あるある思考◇
 
多くの人は「お金がない」「解決策がない」
「良い人がいない」等の「ないない思考」で生活しています。
 
そのため、お金も解決策も良い人も脳は見つけてくれません。
 
でも、常に「ある」と思うことで、お金も解決策も
良い人もいくらでも見つかります。

 
◇どうやったら思考◇
 
「なぜ、自分はお金がないんだ(/_;)」等の「なぜ思考」で
多くの人は生活しています。
 
現時点でお金がないことを振り返ってもないものは
ないので、時間の無駄です。
 
そんなことよりも大切なのは「どうやったら解決できるか？」



という未来を良くするための「どうやったら思考」で考え続ける事です。
 

◇全てはテスト◇
 
結局、行きつくところはここなのかなと思います。
 
多くの人はやる前に、勝手に可能性を決めつけて行動しません。
 
だから何も変わりません。
 
やりもしないのに可能性を決めつけることが
一番もったいないことです。
 
まずはやりましょう。
やらなければ、何も分かりません。
 
 
4：特に効果的だったメソッドやテクニックなど
 
◇感謝ワーク◇
 
河本さんのワークは、どれも素晴らしいのですが、
個人的にはこれがNo.1です。
 
一日5分、ありがとうの感情が
高まる曲を聴きながら
「〇〇さん、ありがとう」とノートに書き連ねる事で、
いかに自分が恵まれているかを再確認できます。
 
多くの人に愛され多くの人に
支えられていることを実感することで、
人を好きになり人に感謝できるようになります。
 
人に感謝できるようになることで、人のために行動出来て、そして、



人のために行動することで多くの人から愛されるようになります。
 
「多くの人から愛されること」
 
そうなれた時に、お金・友達・恋人等、
ありとあらゆる欲しい現実が手に入るようになります。
 
 
5：他のお客さんにメッセージをお願いします。
 
これだけは断言できます。
 
河本さん以上にマインド(心構え)を
鍛えてくれる人はいません。
 
結局は心構えが全てであり、心構えを習得することで、
お金・ソウルメイト・恋人・・・全て手に入れられます。
 
河本さんの元でマインドを
鍛えてモテリッチになりましょう＾＾

もう時期、結婚しそうです…

名前：K.M 
性別：女性  
住んでいる場所：新潟
年齢：秘密



1：Mr.Mとの出会いとは？

2013年の3月、youtubeで動画

2：実際にどうやって、運命の恋人を引き寄せたのか？
　 
河本さんのメソッドに従って、執着を手放し
彼氏ができても、できなくてもいいや。いい時期にできるだろう。
一人でも、楽しくすごしている。

と、考えつつ、友人に誘われた飲み会で出会いました。
先入観で決めつけず、会話自体を楽しむようにしました。

3：教わったことで印象に残っていること

真空の法則
駆け引きとかいらない
ソウルメイトとは自然とうまくいく

4：特に効果的だったメソッドやテクニックなど

真空の法則

5：他のお客さんにメッセージをお願いします。
私でさえ出会えたので、今、まだ出会えていなくても



運命の恋人には、必ず出会えると、思います！

本物のモテる極意が分かりました!

名前：E.I
住んでいる場所：東京都
性別：女性
年齢：26歳

1：Mr.Mとの出会いとは？

出会いは約一年前に偶然YoutubeでMr.Mさんを知りました。
直感でクリックした動画にMさんが居ました。
これも運命かも（笑）

2：実際にどうやって、運命の恋人を引き寄せたのか？

私自身は今、教えて貰ったことを実践中で、
運命の恋人（ソウルメイト）をドンドン引き寄せました。

Mさんに教えて貰ったことを実践していく内に、
出会いのチャンスが増えました。

勿論、自分で行動することも大切ですが、
これは絶対に引き寄せだ！と言えるような、
とても素晴らしい、チャンスが私の元に
やってくるようになりました。

異性には次も会いたいと自然と声を掛けられるように
なり、自分から、「彼氏作らなくては…。」
と頑張っていた時とは大違いです。



あの時は彼氏を作らなくては！と焦っていましたが、
今は、「まぁ、焦らなくても、普通に私は運命の人に
出会うんだろうな…。」という余裕があります。

そして、何故か同棲にも可愛がられています。

Mさんの教材は運命の恋人と出会うだけでなく、
人間としても魅力UPに繋がるものが多々入って
いますので、異性にも同棲にもモテる人になれるんです。

そこら辺にある、異性にモテるための小手先の
テクニックではなく、この先、ずっと使える
普遍的でこれを知ってる、やってる私は大丈夫！
と言える本物の情報が手に入りました。

Mさん、ありがとう！

3：教わったことで印象に残っていること

今まで、恋愛マニュアル的なものを読んだことが
ありますが、どれもこれもテクニック重視で、
実際の場面で使えないものばかりでした。

そんな自分を偽って一時的にモテても
長続きしないな…と思っていました。

Mさんの運命の人と出会う方法はどれも他の
恋愛マニュアルなどとは異なり、人生で
ずっと使える、恋愛の本質的なもので、
「相手と同じものを頼んだり、
同じ行動をしたりすると親近感が湧く。」などと
言った、そこら辺に蔓延している安いテクニックとは違います。

特に印象に残っている所は、魅力的な人になる、



噂される人になるというところですが、
噂される人になると、必然的にあちらから、声が
かかり、チャンスがやって来ます。

この噂される人になる方法もしっかり載っていて、
誰でも実践できるので、身に付けると一生ものだな
と感じています。

どれもこれも大切過ぎて、選べませんが、どれか
一つでも実際にやってしまえば、効果が絶対分かります。

4：特に効果的だったメソッドやテクニックなど

・依存と自立のバランスの大切さ。

私は、彼氏欲しいといいながら、男なんかに頼らない！と生きてきました
が、やはり、バランス大切ですね。

・魅力的な人になる。

異性にも同棲にも好かれる魅力的な人になれば、世界が味方になってくれ
る。

・異性にどんなパートナーがいいか聞いてみる。

実際にパートナーシップが上手く行っている人に、聞いてみると、
驚く答えが返って来ました。そして、本当に大切なことは、顔でも
体系でもなくて…。Mさんが言っている通りでした。

・聞き上手になる。

これが出来ると本当に人間関係自体が上手く行くようになって
しまいます。

5：他のお客さんにメッセージをお願いします。



愛するパートナーと一緒に過ごす幸せな日々を想像してみて下さい。
そこに必要なのは、ほんの少しの勇気と行動です。
もう、幸せになっちゃってもいいんじゃないですか？

頑張らないほうがうまくいきます!

名前：田中りなこ
住んでいる場所：京都
性別：女性
年齢：35歳

1：Mr.Mとの出会いとは？

友人に勧められ、怪しいなと思いつつ、Youtubeの
ビデオを見てメルマガを登録したところがスタートでした。

お調子者な雰囲気でしたが、とても誠実で
家族想いなところにとても好感がもてました。

2：実際にどうやって、運命の恋人を引き寄せたのか？

引き寄せたというか、もともとの知人だったという感じです。
今まで、私自身頭で考えて恋愛をしていたので、今回教わったことを
参考に自分と向き合う時間を過ごしていたら、ある日、



今の彼からアプローチされ、そのまま流れに身を任せて
今に至ります。本当に自分にとって大事な人ほど近くに
いた…という事実が身に染みて理解できた瞬間でした。

3：教わったことで印象に残っていること

両親との和解が、恋愛においてとても大事なことが
一番印象的でした。

また、両親に恋愛の秘訣を聞く事で家族関係が
よくなったり、恋愛運が上がったりするのは
本当にビックリでした。

4：特に効果的だったメソッドやテクニックなど

セルフイメージの上げ下げのテクニックはとても
効果があり、職場の飲み会などで実践させていただい
たのですが、大変でした（笑）

でも一番は理想の１日を書き出して、そこに運命の恋人と
一緒にいるシーンをイメージするワークとエクササイズです。

5：他のお客さんにメッセージをお願いします。

Mさんのノウハウは運命の恋人に出会えるのはもちろんですが
それ以上に自分らしく頑張らないで生きれるようになります。

あと、彼自身の声はとても癒されます（笑）

特に頑張りすぎちゃう女性には絶対に聞いてほしいです。



”深層心理からの幸せを掴む”
今回、会員さんに試していただき、ある事に気づきました。それは、

「この運命の恋人を引き寄せる極意は、万人共通なんだ…」ということに。

そして、必ずどんな人にでも赤い糸で結ばれた運命の恋人が必ずこの世界の
どこかに存在し、その自分にあっている人と出会い幸せになることができ
る…ということにも…

私自身これらの事を知った瞬間、とても嬉しくなったどころか、このメソッ
ドさえあれば多くの人を幸せにすることができると思いました。

そして、すべての人が運命の恋人を引き寄せ、本当の意味での「幸せ」そ
う、頭で考えないハートで感じれる本当の「幸せ」を知ってほしいと思うよ
うになりました。

なぜなら、私自身が運命の恋人と一緒になることで本当の意味での幸せをは
じめて理解できたからです。はじめて心の奥底から感じれることができらか
らです。はじめて自分らしく生きれるようになれたからです。

そして、本当の意味で自分は「満たされている…」と無理矢理でなく、心の
底から思えるようになったからです。

”ニセの幸せから卒業”
世の中で一見大事そうなものはたくさんありますが、本当の意味での「幸
せ」の源泉はそんなに多くないと思うのです。そして、現代社会では、その



本当の「幸せ」の源泉に気づくことを邪魔したり、ニセのもので埋め合わせ
たり、阻害したりするものが多すぎるのも事実なのです。

「インターネット」

「マスメディア」

「お金」

「両親の価値観」

……などなど、日常の気づかないところにたくさんあり、それらに無意識で
触れることによって麻痺させられてしまっているのです。本当に深い部分で
は求めているのに大事じゃないと思い込ませられてしまっているのです。

そして、自分の心の欲求に本当に奥底から求めている欲求に気づけず、人生
を終えてしまう…

私は、この事実、この現実を理解した時にあることを決めました。それは、
少しでも多くの人に「運命の恋人を引き寄せる術を知っていただき本当の意
味で心の奥底から求めている幸せを知ってもらおう」ということです。

今回、ここまで貴重な時間を割いて読んでくださっているあなただからあえ
てお話します。

「一緒に運命の恋人を引き寄せて幸せになりましょう。あなたが本当に求め
ているものはそんなに多くありません。」

そして、今回、その私からのメッセージを体系化し、急遽「プログラム」と
して販売することを決意しました。なぜ、教材化するのかというと、私自
身、セミナーや講演会なども行っていますが、それだと伝えられる人に限界
があるのと、私自身現在、海外でほとんど生活するライフスタイルですの
で、物理的に限界があります。



また、出版という手段も考えましたが、出版社を通すと必ず、100％私が伝
えたいメッセージが伝わらないことも理解していましたし、私自身、今回
「文章」だけでなく、「声」、つまり「音声」を通してでもあなたに届けた
いと考えているからです。

なぜなら、この忙しすぎる時代で、じっくり文章を読んでいる時間があまり
とれないのと、文字より音声のほうが覚えやすく、移動中などもそのメソッ
ドに触れることができるからです。

「明治ぶるがりや」

と言われれば、迷わず「ヨーグルト」と出てきてしまうように、音声は何度
も聞くことによって深層心理に書き込むことができるからです。先ほどもお
話しましたが、「あーいい話を聞いて良かったです！」では意味がないので
す。

今回の目的は、あなたに四六時中ラブラブできる恋人を引き寄せてもらうこ
となのです。

ただ、「頭」で知った気にあってもらうことではないのです。なので、今
回、いろいろ試行錯誤して考えた結果、音声とテキストを組み合わせた「プ
ログラム」という形式であなたにお届けさせていただくことにしました。

そして今回、その運命の恋人を引き寄せ四六時中イチャイチャできるライフ
スタイルを引き寄せるプログラム、通称 ”Partner Secret”という教材をあ
なたにも提供したいと思います。
        

”四六時中ラブラブできる
人生を実現させる8STEP”

              
「河本さん、その秘密に興味があります。そのプログラムにはどのような事



があるのか教えてくれませんか？」

わかりました。では、今回あなたに公開する秘密のプログラムに書かれている事の
一部を公開します。

四六時中ラブラブできる運命の恋人を引き寄せるプログラム「Partner Secret 」に
含まれている内容のほんの一部を紹介すると...

#1: Partner Secret

-アダムとイブの神話に隠された本当の裏話…

実は、アダムとイブのストーリーには運命の恋人を引き寄せるうえで
大事なある裏話があったのです。古代の人類から伝わる恋愛成就の秘密と
は？

- 2つのエネルギーの絶妙なバランスを取る事で一生涯異性に困らなく方法



原始時代から伝承されてきた人間の2つのエネルギーをうまく活用すること
で異性に一切困らなくなる方法をあなたはご存知でしょうか？ある歴史的名
著から学んだモテすぎる極意をあなたに伝授。

-◯◯と意識すればするほどソウルメイトを離れていく奇妙な心理学
実は9割の人が勘違いしてしまっているのですが、◯◯すればするほど
ソウルメイトが離れていってしまうのです。この現代社会の最大のトラップ
である◯◯をいち早く取り除いてください。

-結婚相談所のおばちゃんから学んだタイプの異性をピンポイントで
引き寄せる裏技
この世界のすべての事において”コツ”や”裏技”が存在すると思うのですが、
実は恋愛においても裏技があったのをあなたはご存知でしょうか？あなたは
この事実を理解しておくだけであなたにあった異性を一瞬で引き寄せること
ができるでしょう。

…ほかにもここでは紹介しきれない数々の秘密を公開しています。

#2 Partner Secret



-異性にモテる心理学を簡単にマスターする方法…
本屋にいけば心理学の本が平積みにされていると思いますが、巷の心理学
では決してモテることができない本当の理由をあなたはご存知でしょうか…

本物の心理学を完全暴露。

- なぜ相手を感情的にさせることで無意識レベルで好かれてしまうのか？
相手の感情をある一定のリズムに基づいて動かすことで、相手はあなたのこ
とを無意識レベルで好いてしまうのか？相手の潜在意識にあなたの事を密か
に刻んでしまう秘密のメカニズムを完全暴露。

-  初対面で確実に好印象を刷り込む◯◯な極意…
「初対面だと緊張してうまく話せなうんです…」そうですか…。
実は、全く緊張せずに相手にドウドウと好印象を与える秘密の心理学が
あるのです。次のデートに自然につながるイメージ操作法を伝授。



-一生涯、独身で終わらないための5つの奇妙な儀式…
今年の春のデータですが、30代で一度も異性と付き合ったことがない人が
3割もいるこの恋愛しずらい現代社会で、確実に運命の異性を引き寄せ「勝
ち組」に移動する方法をステップバイステップで特別にシェアします。

…ほかにもここでは紹介しきれない数々の秘密を公開しています。

#3: Partner Secret

                          

- 恋愛成就率を簡単に上げてしまう驚異的な方法
実は、恋愛成就率を上げる方法は意外と簡単なのです。そして、恋愛でうま
くいかない人のほぼ全員がこれを怠っているのです。最新の心理学で分かっ
た恋愛運を上げるあるアイテムと秘密の習慣の絶妙なバランスとは？



- 約3ヶ月で実際に私がソウルメイトを引き寄せた具体的なエクササイズ
紙に書き出すと夢が叶う！と一度や二度は聞いたことがあるとは思います
が、恋人を引き寄せるときだけに限ってはちょっとした工夫が必要なのをご
存知ですか？実際に私自身が運命の恋人を引き寄せた極意を完全暴露。

- 出会わないことが不可能になるDNAに隠された秘密とその使い方
今年の春のデータですが、30代で一度も異性と付き合ったことがない人が
3割もいるこの恋愛成就が厳しいこの現代社会で、確実に運命の異性を引き
寄せ「勝ち組」になる秘密の方法を伝授します。

- なぜ、家系図を見方を変えるだけで恋愛運が上がってしまうのか？
あなたの実家においてある家系図が実は運命の恋人を引き寄せるカギになっ
ていた事実を承知済みでしたでしょうか。この奇跡に近い方程式を理解する
ことであなたは頑張らないで幸せを使うことができるはずです。

…ほかにもここでは紹介しきれない数々の秘密を公開しています。

#4: Partner Secret



-幸せなパートナーシップを引き寄せた人32人に聞いて分かった奇妙な共通
点…　私自身がソウルメイトを引き寄せる前に32名の幸せすぎる夫婦生活
を送っている先輩方にインタビューさせていただいたのですが、意外すぎ
る共通点を知る事になってしまったのです。たった一つだけ共通していた
運命の恋人を引き寄せてしまう前に行っていた秘密の習慣とは？

- 相手の耳と△△と◯◯を意識してデートするだけでキュンキュンさせる
極意　初デートであなたの印象や今後の二人の未来が決まるのは言わずもが
なですが、デートコースよりも何よりも△△と◯◯だけが大事だったので
す。意外に簡単な初デートで恋心を抱かせる極意とは？

-  愛されキャラになるための具体的すぎる5ステップ…
大人数で集まると必ずといっていいほどみんなにチヤホヤされる愛されキャ
ラに一度や二度は憧れたことはありますか？実は、たった5つのある「心理
トリガー」を理解しておくだけで自然にチヤホヤされてしまうのです。



-スイス人30代カップルから学んだ恋心を抱いてしまう会話メソッド…
ただ相手の話を聞くだけでも十分に相手に好かれることは可能ですが、
それだけ恋愛関係に発展することは難しいのです。私がスイス人の
夫婦と交わした3つのフレーズから学んだ秘密の会話メソッドとは？

…ほかにもここでは紹介しきれない数々の秘密を公開しています。

#5: Partner Secret

-湖に存在する神秘的生物から学んだ恋愛のコツ…
私自身が急速的にモテるようになったときに身につけた意外すぎる極意をあ
なたに伝授します。あなたもこのメソッドを取り入れるだけで尋常ないほど
モテるようになるでしょう。

-ハートが喜ぶ本当の「愛し方」と「愛され方」の秘密…



「愛したい…愛されたい…」あなたもこの欲求が少なくとも存在すると
思いますが、現代社会ではメディアなどによって「愛」までも無意識レベル
で麻痺させられてしまっているのです。ハートが喜ぶ本当の愛し方、愛され
方を暴露します。

- ソウルメイトを邪魔する10個の見えない障壁の正体
この10個の心の中に存在するブレーキを一つ一つ外していくだけで気づかな
いうちの運命の恋人を引き寄せることができるでしょう。無意識レベルで埋
め込まれたブレーキを外す方法を特別にシェア。

-  恋愛に対する無意識のブレーキを簡単に外す具体的すぎるエクササイズ…
「紙に書いてもなかなか理想の恋人ができないのですが…」そうですか。平
均3ヶ月経過しても現れていないのであれば、確実にあなたの無意識の深い
部分に刷り込まれたブレーキを外す必要があるのです。

…ほかにもここでは紹介しきれない数々の秘密を公開しています。

#6: Partner Secret



-相手が一瞬で特別視してしまう雰囲気の磨き方…
第一印象が9割決めているという事実をあなたも理解されていると思います
が、実は初対面であなたがロクな会話もせずにもあなたのことを特別視して
しまう秘密のムードの作り方が存在するのですが…。

- 性格の良すぎる異性だけを都合よく引き寄せる方法
あまり声を大にしては発言できないのですが、「性格の良い」人とお付き合
いしたほうが幸せなのは万人に共通する隠れた欲求だと思います。その隠さ
れた欲求を現実化する意外な方法を完全伝授。

-相手の心理の裏側を簡単に読み取る技術…
実は私たち人間のほとんどの人が自分で気づかない世界で”嘘”をついている
のです。その相手の発言に隠れた裏側の心理を簡単に読み取るFBI捜査官も
行っている秘密の方法をシェアします。



- 一生涯を共にする人生のパートナーを見つけ出す最後の方程式…
あなたはこの最後の方程式を理解するだけで、あなたの心の奥底からずっと
求めていた人生を共にする運命の恋人を引き寄せることは確定したも同然で
す。この最後の秘密を理解してあなたらしくいられる人生のパートナーを引
き寄せてください。

などなど

…ほかにもここでは紹介しきれない数々の秘密を公開しています。

#7: Partner Secret



-「適材適所」の法則を利用することで恋愛運を高める秘密…
実はこの奇妙かつ効果的な方法を取り入れるだけで自然に頑張らずに恋愛運
を高めてしまうことになるのです…。あなたがホオっておけない存在になる
ための最大の秘密を完全公開。

- 19年後に幸せな人生をおくれる人とおくれない人
この激動かつ不安定な時代だからこそ、「幸せな人生」を維持し続けるため
にあるリスク対策だけをする必要があるのです。確実に未来にサブァイブす
るために行うべき最大の準備とは？

-参加費120万、異国で開催されたセミナーで伝授された幸せの秘密…
「本当の幸せとは何か？」あなたはこの問いに即答できますか？私自身、あ
る高額セミナーに参加して今まで洗脳されていたニセの幸せから卒業するこ
とができたのです。本物の幸せを引き寄せる極意をステップバイステップで
伝授。

-フェイクな自分から脱出し、居心地のいい人間関係を構築する方法…
「なかなか本当の自分を出せないんです…」そうですか…。実は、あるテン
プレートに基づいて自分を出せば出すほど、人に好かれてしまう一見矛盾し
ている謎の心理学が存在するのです。あなたが「ラク」になりながら、人間
関係で悩まなくなる自然界の流れに沿った秘密の方法を公開します。

…ほかにもここでは紹介しきれない数々の秘密を公開しています。

#8: Partner Secret



-瞑想時にイメージしてほしい数学者が提唱していた奇妙なモデルとは…
私自身、一日数回の瞑想を提唱しているのですが、その瞑想時にある一定の
カタチをイメージすることで自然にセルフイメージが上がり引き寄せ力が上
がってしまうのです。太古から伝わる天文学の世界でも注目されている奇跡
のカタチとは？

- 確実にソウルメイトに出会うために唱えてほしい3つの呪文
「アファーメーションを唱えるといい」などと巷では騒がれているようです
が、それよりもさらに効果的かつ即効性のある秘密の方法がある呪文が存在
するですが…実証済みの3つの呪文をあなたに特別にシェア。

-駆け引きをすればするほど運命の恋人と出会えない本当の理由…



「押してダメなら引いてみな」などという根拠もないテクニックを使えば使
うほど、本物の恋人と出会えなくなる可能性があるのです。宇宙の法則に基
づいたDNAをうまく活用する恋愛テクニックとは？

- 歯磨き粉を◯◯に変えるだけで運命の恋人を見極められる奇妙なトリッ
ク…
あなたが無意識で使っている歯磨き粉を◯◯に変えるだけであなたの直感力
は劇的に増して、自然に運命のパートナーを見つけてしまうことになるので
す。5000年前のインドで開発され継承され続けてきた第6チャクラを恋愛に
応用する極意とは？

…ほかにもここでは紹介しきれない数々の秘密を公開しています。

「とは言ってもあなたの声が生理的に嫌かもしれないのでサンプルとか
ないのですか？」

と思われてしまうかもしれないので、下記にサンプル音声を追加させていただきま
したので参考いただければと思います。

⇒サンプル音源

“2つの奇妙な特典”
今回、あなたにお届けする教材の中身はかなり濃いと思います。なので、教
材だけで十分かなとも思うのですが、特典も付けたいと思います。

それは、メール相談権と本当の心理学です。

http://youtu.be/FaPIuun3sac
http://youtu.be/FaPIuun3sac


売って終わりというスタイルはやっぱり私にはできません。教材と本屋で売
っている書籍との違いは、サポートがあるないの違いが大きいと思うので、
この教材にもメール相談権を付けたいと思います。

メール相談権利の期間は参加した日から半年間（6ヶ月間）そして、回数は
無制限です。

あなたが教材を聞いて、実践して感じた疑問、質問があれば、24時間いつで
も、深夜でも良いのでメールしてください。

（当然私は寝ていますが、パソコンへのメールなのでいつ送ってもらっても
かまいません）

悩みを解決するには、その悩みを解決した人に聞くのが一番です。ぜひ私を
使い倒して欲しいと思います。私自身、飛行機によくのりますので、基本48
時間以内に愛を持って返信させていただきます。

そして、もう一つの特典が

  “本物の心理学”
をマスターしてもらうための特典になります。今回、あなたには本物の心理
学をマスターしていただきたいと思います。

巷では心理学の本がはやっているようですが、その著者自身と実際にお会い
すると全く持って魅力的でなかったり、不安そうな顔ばかりしていたりする
ケースがほとんどなのです。

それは、心理学とは、頭で考えて、「理論」で分かるものではないからで
す。そう、心理学とは、ズバリ、あなたがすることではなく、相手の空気を
読んだ段階で自然にできてしまうものなのです。

「相手が肘をついているから自分も肘をついて」



「よしオウム返しをして…」

「イエスを言わせるような質問をしなきゃ…」

いくら「心理学」のテクニックを学んでも使う「タイミング」を間違ってい
たら意味がないどころか「気持ち悪がられる」のです。

違うのです。巷の心理学の書籍で学んだことを実践しようとすればするほど
かえって、相手の本当の欲求が見えなくなり、心理学が使えなくなってしま
うのです。

今回、現場で過去10年に渡って数千人とお会いした中で学んだ「本物の心理
学」をあなたにも体感していただきます。あなたはこの武器を身につけるこ
とで人間関係で悩むことは一切なくなるどころか、あなたがずっと描いてい
た人間関係を簡単に引き寄せることができるでしょう。

具体的には、

- 心理学を超えた感情学の秘密…

- 異性を魅了する心理学の使い方

-  男性脳と女性脳を操る方法

-  嘘を相手にバレずに見破る技術

- クレジットカードに隠された心理学の秘密

- ほぼ9割は確実に異性と付き合える実証済みのデートステップ

- 異性に一生涯困らなくなるアトラクションフォーミュラ

- 四六時中あなたの事が噂される心理テンプレート

- 相手を救うマインドコントロール



などなどをあなたに公開します。（45分程度の音声で2回に渡ってシェアさ
せていただきます）

  “あなたの平均90日後の未来”
あなたがこのプログラムを実践すると、平均90日～120前後でおそらく、
あなたにとって「ピン」とくる運命の恋人を引き寄せることができると思い
ます。

そして、その恋人を引き寄せたとき、あなたは本当の意味で「安心」できる
と思いますし、「自分らしく」いられるようになります。

今まで本当に一人で頑張ってきたので、十分にその喜び、その現実を味わっ
てあげてください。そして、その運命の恋人を一緒になって幸せな家族を築
き上げてください。

おそらく、そんなあなたの幸せな姿を見て憧れ、「私も◯◯さんみたいな家
族を作りたい～」と尊敬されるような現実も起きてくると思います。

そして、その時にはこのような事をお話してあげてください。

「必ず◯◯ちゃんも四六時中一緒にいてラブラブできる恋人を引き寄せるこ
とができるわよ。だからもっと自分の未来を信じてあげてね」

あなたがその現実を手に入れた後は、その「幸せ」を必ずおすそ分けしてあ
げてほしいのです。そして、そのおすそ分けによってさらにあなたの幸せ度
は増幅して、ますますあなたの家族は幸せになってしまうのです。

これが自然界の法則なのです。しかし、ここであなたに一つだけ約束してほ
しいことがあります。



あなたが運命の恋人を引き寄せる過程であなたの良心と戦わなければいけな
いことも出てくると思います。

それは、今回のプログラムの最終目的は、「四六時中ラブラブできる恋人と
一緒になる」ことですが、このプログラムでお話している数々の心理テクニ
ックを使うことで、簡単に異性を魅了できるようになってしまうからです。

おそらく、信じられないレベルでの「モテ」を体感することになると思いま
す。

「◯◯ちゃん、今夜って空いてない？」

「あの～とても雰囲気が良かったので思わず声をかけてしまったのです
が…」

このようなことが日常茶飯事になってくると考えられるからです。

「あなたのタメなら何でもします…」

という人も出てくると思います。ですので、そのときには、悪知恵を働かせ
ずにしっかりと接してほしいのです。

少しでもあなたの直感にあわない人がいたら優しく丁重にお誘いなどをお断
りしてほしいのです。

もちろん、若干遊んでも構いません。ですが、あなたが四六時中ラブラブで
きる運命の恋人がどこかで待っていることだけは忘れないでほしいのです。

“絶対に参加しないで下さい”

今回あなたに公開するこのプログラムは、



「運命の恋人と出会いたい…」

「四六時中ラブラブできるパートナーを引き寄せて幸せな人生をおくりた
い」

という方へ向けての教材です。なので、「買ったのでなんとかしてくださ
い！」などというそもそも「やる気」が無い方にはオススメしませんし、お
届けしたくもありません。

こういう方は参加しても実践しませんし、疑いのある方はどうせ実践もせず
にクレームをいってきます。

私自身もそういう人からお金をもらってまで、儲けようと思わないので
一ミリでも「ラク」してやなどと思う方は、買わないようにしてください。

そして、そんな変わることができない人が教材に参加すると、この教材の評
判が下がってしまうので、「実践するかどうかは半々の確率かな？」みたい
に考えている人は参加しないでください。

何度も言いますが、どんなすばらしいノウハウでも、それを実践しなければ
効果はありません。

よく「心理学者」と名乗っている人がいますよね？

「さんまのなんちゃらＴＶ」に出ている人が最も象徴的だと思いますが、あ
の人たちは、心理学に精通していながら、何かうまくその心理学を活用でき
ていないと思いませんか？

具体的に言うと、私たちから見て、魅力的じゃないし、たぶんモテない人っ
ぽくないですか？

それは彼らが、心理学を知識として知っているだけで、実践していないから
です。ただ頭で理解はできていても実践できていないのです。そう、知識を
知っているだけでは意味がないのです。



今回のプログラムは、実際に「テクニックやノウハウを知ること」ではない
のです。実際にあなたが実践し、運命の恋人を引き寄せることにゴールがあ
るのです。

知識だけ身につけたい人は、大型の書店に、本来簡単なことをわかりにくく
書いている分厚いだけの専門書が多数ありますので、そちらを購入するよう
にしてください…。

　”本屋さんでは買えません”
この教材は、他との決定的な違いはどこなのか？
他の教材や、本屋さんで売っている本とはどのように違うのか？

まず、1つめは、音声教材があって、今までほとんどの人が使えずに
あきらめかけていた引き寄せの法則の具体的なステップを
すべて公開しているということです。

すべて、行動レベルで分解してお伝えしているので、
あなたが「何をすればいいか分からない…」と悩むことなく
自然に実行できるという点です。

そして、この教材には「真実」だけが公開されています。

通常、本屋に売っている書籍などは、出版社が赤字になっては
意味がないので、「より多くの人に売る」のが目的であるため、
一般受けする内容しか書かれていないのです。

ですが、この教材は、完全に私自身が、開発したメソッドですので、
すべて、理論的であり、具体的であり、再現性があるように
構成させていただいています。

ですので、ただの多くの人に売るための内容でなく、深く結果を



出してもらうプログラムになっていることだけは理解しておいてください。

“音声（MP3）を毎週1回お届け”
今回、これらの秘密をどのような形式であなたにお届けするのか？を真剣に
考えました。私自身、今回のプログラムも含めて、10個ほどのプログラムを
リリースしてきましたが、経験上、音声が最も学習効率が良いと実感してい
ます。

携帯やiPodにいれておけば通勤時間にでも勉強できますし、耳からの学習が
元も潜在意識に響くだけでなく、移動中などの本来ならば何もできない時間
も有効活用できるからです。

そして、一回で教材としてあなたにお届けすることも考えましたが、一気に
大量の音声や教材の内容を見て逆に焦ってしまったり、それを消化すること
で精一杯になってしまったら今回の目的である「四六時中ラブラブできる恋
人」を引き寄せるというところからブレてしまいます。

ましてや、「そんなに時間とれないよ…」という方もいらっしゃると思いま
す。
ですので、今回のプログラムは、ただあなたに「まとまった教材」を送るの
ではなく、毎週1回（朝7:00）に45分程度の音声を12回にわけて送ってい
くような形式にさせていただきます。

もちろん、一括でダウンロードされない方のためにも、一括ダウンロードの
URLも希望であれば送らせていただきますが、基本的には焦らずに一つ一つ
しっかりと聞いていただきたい気持ちがありますので、毎週一本ずつ音声を
送らせていただきます。



具体的には、参加者は、なるために必要なすべての音声が配置された以下の
サイトを何度でも訪れる事ができます。

ネットの繋がるパソコンやスマートフォンであればいつでもどこでも聞く事
ができます。約12週間、12回に渡って音声をあなたにお届けしていきま
す。

また、質問も随時受け付けますので、その質問に回答した音声も補足として
随時配信させていただきます。

1回の音声は約45分です。人間の集中力は45分が限界ですし一度にあまり多
くのノウハウを話されると1つ1つをこなす事ができず、最終的に何の結果も
残せないで終わってしまいます。



参加いただいた翌日の朝から7時から毎週1回45分の音声をお届けます。

「最初だけモチベーションが高かったのだけど忙しくなっちゃって…」

などといったよくある「参加しただけ」で終わらせないためにも「週一回」
というちょうどいいリズムにさせていただきました。最初だけモチベーショ
ンが高いのは人間だれしも同じです。

ですが、それをあえて一回で分割させないで週一回という絶妙な周期を使う
ことで「気分」に流されにくくなり、結果、楽しく継続することができるの
です。

イメージとしてはあなたが大好きだったテレビ番組を見るような感じです。

「あ、今日は音声が送らせてくる日だ！」

というように焦るどころか待ち遠しいような気持ちにさせるような「量」と
「周期」「内容」にさせていただきました。

「次の音声は何かな？」

などと楽しみな気持ちになるような余裕とペースができますので、確実にあ
なたはこのノウハウを習得することができ、一個一個自分のものにすること
ができるにです。

この仕組みであなたも焦らずに自分のペースで確実にあなたが四六時中ラブ
ラブできる運命の恋人を引き寄せることができるはずです。



“一体いくらなのですか？”

それではあなたが気になっているであろう、この教材の値段について話して
いこうと思います。

その値段はズバリ税込みで3万円です。3万円で、四六時中ラブラブできる運
命の恋人と出会え、幸せな人生を満喫できるのだったら、決して高い投資で
はないと思います。

ただ、現時点での、モニターの数や実践者は40名程度です。まだ、販売開始
したばかりなのでしょうがないことなのですが、実績が少ない教材に参加す
ることに不安を感じる人もいると思います。

なので、2015年3/31までには、3万円で販売予定の教材に20,000円で参
加できるようにしたいと思います。

それでも実践者が少ない教材に参加するのが恐いと感じる人がいるかもしれ
ませんが、 成功するタイプの人は、こういうリスクを取れる人です。

例えば、ダウンタウンなんかはNSCというお笑いの学校の１期生らしいので
すが、この学校に入学しても、まだ先輩で成功している人なんか誰もいない
のだから、普通だったら入学に躊躇すると思います。

実際、１期生の数はたった11人だったそうです。しかし、ダウンタウンは、
そのリスクを取ったからこそ今の地位を掴むことができたのだと思います。
ちなみに、今年の入学者数は700人らしいですが、大半がすぐにやめている
のが現状で、相当厳しい世界のようです。



お笑い学校に入るのは悪いこととは言いませんが、「いっぱい成功している
人がいる。だから、私も安心してお笑い学校に入学する」と考える人は、あ
まり成功できないタイプの人です。

あなたには、他人を見て選択するのでなく、自分の頭で考えて選択できる人
になって欲しいと思います。

少し話が逸れましたが、2015年3月31日までは本来3万円の教材にたったの
20,000円で参加できます。そして、今回のこのプログラムは最低でも3ヶ月
に渡って毎週あなたの元に「運命の恋人を引き寄せるための術」を随時送っ
ていきます。

つまり、一ヶ月当たり約「6666円」、一日当たりたったの約「222円」で
参加できるのです。

たった毎日コーヒー代一杯、この投資で、異性に一生困らなない人生だけで
なく、運命の恋人と引き寄せることができるのであれば、毎月、無意識に使
ってしまっている服や漫画やお菓子を買う前に、この教材に投資した方がい
いと思いませんか？

“運命の恋人を引き寄せるた
めの具体的すぎるステップ”
では、教材への参加手順について話していきます。一見複雑に見えるかもれ
ませんが、すごく簡単なので安心してください。



以下の５ステップに沿って参加手続きを行ってください。

ステップ１：まずこのページの下部にある「今すぐ教材に参加する！」のボ
タンをクリックしてください。

すると、このように下記のような入力画面が表示されます。

ステップ２：お名前、電話番号、Eメールアドレスなどを入力する。
名前とか、住所とか、メールアドレスとか普通に記入していってください。



ステップ３：フォームに入力後、指定アドレスに送らせていただいたメール
をご確認いただき、決済方法を選んでいただく。

**下記のようなメールを送らせていただきます**

以下、それぞれの決済方法について説明していきます。こちらも種類が多く
て、複雑そうに感じるかもしれませんが、それほどではないのでご安心くだ
さい。また、ネットで商品を購入したことがない方のために、おすすめ順で
決済方法を解説していますので、参考にしてください。

■クレジットカード決済
クレジットカード決済とは、クレジットカード番号をご記入いただくこと
で、決済をする方法です。もし、あなたがクレジットカードをお持ちであれ
ば、手数料不要、決済スピードも最短のクレジットカード決済をおすすめし
ます。



また、クレジットカード決済に限り3回までの分割決済が可能です。
つまり、月々６６７０円程度の支払いで教材に参加することが可能です。

■銀行振り込み■
銀行振り込みとは、銀行にあるATMなどを操作して料金をお支払いしていた
だく決済方法です。すごくメジャーな決済方法ではありますが、土日は銀行
が休みで、決済が確認できないため、タイミングによっては決済の確認がか
なり遅くなる場合があります。
もし、銀行振り込みを選択された場合は、この点をご注意ください。

ステップ４　決済後、48時間以内に会員サイトのURLとパスワードを送ら
せていただきますので、会員サイトにログインし、学び始める。



基本、48時間以内にあなたに「四六時中ラブラブできる運命の恋人を引き寄
せる」極意を公開した会員サイトへの招待メールを送らせていただきます。
あなたはそこに記載されているURLにアクセスし、自身のパスワードを取得
いただくだけで、そこから「この秘密」の音声を聞くことができるのです。

“我慢しないでください”

もったいないです…

本来は引き寄せの法則を正しく使えば、あなたが願う理想のパートナーを引
き寄せることができ、本当の意味であなたらしい人生を送ることができるの
です。

そこには我慢とか、頑張るとか、無理をするという概念や感情自体、存在し
なくなくなるのです。

本当の意味であなたが好きと思える人と一緒に過ごし、たわいもない話で持
ち上がったり、じゃれ合ったり…などと四六時中一緒にいても愛を与え合え
る本当の意味で大好きなパートナーを引き寄せることができるのです。

あなたは今まで一人で本当に頑張ってきたはずです。一生懸命、人が見てい
ないところでも努力してきたはずです。

でも、もう我慢はやめてほしいのです。一人で生きることに終止符をうって
ほしいのです。自立という言葉に依存するのをやめてほしいのです。

あなたは一人で生きるために産まれてきたわけではありません。大好きな人
と幸せな人生を一緒に歩むために産まれてきたはずです。

その感情、その本当の想いにもっともっと素直になってください。
もっともっと受け入れてあげてください。



あなたはもっともっと幸せになっていいんです。いや幸せになるべき人なの
です。

あなたが今回このレポートに出会ったのは、あなたが間違いなく引き寄せた
からです。ただあなたが一ミリでも願わなければ、このレポートに出会うこ
とはないからです。

そう、すべての出会いには意味があるのです。

なので、絶対に「理想」をあきらめないでください。
あなたはもっともっと幸せになるべき人のはずなのです。

今まであなたは、両親や、学校教育、テレビや雑誌、そして、身近な友人の
声などによって本来持っていた欲求を忘れていただけなんです。

今回このこのノウハウを実践することで、あなたは本当の意味で大事な存
在、自分以上に大事にしたいと思える存在を手に入れることになると思いま
す。

ですので、あなたはこのメソッドを使って、運命の恋人を引き寄せて、とに
かく人生で最もかけがえのない存在を手に入れてください。

四六時中イチャイチャするものいいかもしれません。
一緒に旅行にいってひたすらラブラブするのもいいかもしれません。
一緒に鍋を作って暖まるのもいいかもしれません。

とにかく、今まで我慢していた”あなたの欲求”をすべて叶えてあげてくださ
い。あなたは自由になるために、大好きな人と幸せな人生を送るためにに生
まれてきたのです。

今、あなたの目の前にあなたを安心させる”チャンス”が転がってきていま
す。これは偶然ではありません。

ぜひ、この”チャンス”を受け取って安心な未来を築き上げてください。



あなたもっと幸せになる人のはずです。あなたが、本当の意味で自分らしく
生きれるパートナーを引き寄せるチャンスを手に入れる決断をされる事を楽
しみにしています。

もし、あなたが、真剣に運命の恋人を引き寄せる決断が出来たなら、以下の
「申し込みはこちら」を選択し、今すぐ知らせてください。

⇒申し込みはこちら

追伸1:

私に20,000円をください。そうすれば「運命の恋人」というあなたが細胞
レベルで求めている幸せを引き寄せる極意を公開した全12週間に渡って毎週

45分程度の音声をあなたに提供します。それらの音声に提示されているステ

ップ・バイ・ステップを実行していただくことで、気づかないうちに異性に

モテるようになり、平均90日前後で運命の恋人を引き寄せてしまうことにな

ります・・・。

http://bit.ly/1vwK5fS
http://bit.ly/1vwK5fS


追伸2:

言い忘れましたが、今回の教材に参加してくださった方には

「秘密の恋愛Q＆A大全集（非売品）」

のスペシャル音声を「無料」でプレゼントさせていただきます。実際に40名
ほどのモニターさまに実践いただいた中で感じた疑問などをすべて音声で回
答させていただいたスペシャル音声（45分程度）になります。

- 直感と私欲を見極める極意

- アゲマン女子の見極め方とアゲマン女子への具体的すぎるステップ

- 嫌な出来事を引き寄せた時の判断法

- 幸せな異性を引き寄せる具体的すぎるステップ

- 引き寄せノートの具体的な作り方と実践法…

などなどをすべて暴露させていただきました。この音声を聞くことで「あな

た自身」は安心することができるからです。

なぜなら、この音声で回答させていただいた質問を知る事で「私だけじゃな

いんだ～」と安心することができるからです。

どんな人にも悩みはあります。あなたも今回のこの音声を聞くことで、他の

方の悩みを知って安心するのはもちろんですが、悩みに対する罪悪感を無く

していただき、もっともっと自分らしく生きることができるようになるはず

です。



追伸3:

この教材は最近、発売したばかりで実践者がまだまだ少ないです。もう少し
実践者を増やして実績を証明したいので3月31日まで3万円の教材に約1万
円引きの20,000円で参加できるようにしたいと思います。

4/1からは値上げになりますので、その前にこの金額で確実にこのノウハウ

をゲットしておいてください。

<特定商取引法に関する記述>

http://www.samurai-producer.com/next-communication/tokushohou.html
http://www.samurai-producer.com/next-communication/tokushohou.html

