
どうも　甲本です。 

これより 

あなたを牢獄から出して 
差し上げましょう。 

え？ 

一体何の事を言ってるんだって？ 

ほとんどの人は「牢獄になんか入っていない」 
そう言うかもしれません。 

でもね、 



本当は囚われているのに、 
その事に気づいてさえいない人って多いんですよ。 

例えば、 

お金があれば幸せになれる、お金がなければ幸せになれない。 

あの人は嫌な人だ、あの人がいなければ楽になれる。 

言われた通りに、教わった通りにやっているのに、上手くいかない。 

あの人が上手くいっているのは生まれ持った才能のおかげだ。 

時代が悪いから、社会が悪いから、環境が悪いから、自分は成功できてない。 

これらは 

ある一つの見方に囚われている証拠 

です。 

「思い込み」という名の牢獄。 



そこに知らず知らずのうちに 
囚われてしまっていませんか？ 

偽りの情報に踊らされ、消えない不安を抱え込み、 
何年も何年も実らない努力を続けさせられていませんか？ 

トラウマを抱えて生きている。 

そこまではいかなくとも 
誰かに言われた一言がいつまでも頭に残って離れない。 

それによって生き方を制限されてしまっている。 

だとしたら、それは牢獄以外の何物でもありませんよね。 

いやいや、自分は基本ポジティブ思考なので、 
問題ないです！という方もいらっしゃるでしょう。 

ポジティブなのは非常に素晴らしいことです。 

ネガティブに考えるよりもポジティブに考えた方が 
圧倒的に上手くいきやすいのは確かでしょう。 

だけど、残念ながら 

ポジティブ思考だから上手くいく・・・ 
とは限りません。 

上手くいく方法でやるから上手くいくのであって、 
間違った方法でもポジティブにやれば上手くいくわけではありません。 

例えば、武道やスポーツの世界でも 



有名な先生から習っているから、 
伝統的な方法だから、 
みんなこういう風にやっているから、 
それを信じて笑顔で前向きに続けているのに・・・ 

試合で結果が出ない。 

歳を取れば衰えてくる。 

だとしたら、それはやり方が間違っています。 

僕がこの事に気づいたのは、 
中学高校時代に剣道をやっていた時でも、 
大学生以降にボクシングをやっていた時でもありません。 

本物の達人と出会った時です。 
その達人はすでに60歳を過ぎているにも関わらず、 
様々な大会で優勝してきた現役ボクサーの僕のパンチが 
全く当たりませんでした。 

それどころか、その場から一歩も動かすことすらできませんでした。 

さらには、「打ってこい」と言われたので、 
渾身の力でみぞおちにパンチを打ち込みましたが 
効いていないどころか、眉一つ動かさずにいる。 

逆に達人が放ったごく軽い拳は 
脂汗が出て、その場にうずくまりたくなるくらいに 
深く効かされてしまう・・・。 

どう考えても僕がこれまでに培ってきた技術の 
延長線上にいる存在とは思えませんでした。 



スピード、パワー、スタミナ、 
その全てで僕が勝っているはずなのに、 
全く歯が立たない。 

これはもう根本的に努力の方向性が違うし、 
体の使い方、意識の向け方、物事の捉え方が違うなと。 

誰よりもたくさん練習を積めば強くなれるはず！ 

そう思って、毎日走り込みをし、サンドバッグを叩き、筋トレをし、 
血反吐を吐くような鍛錬を積み重ねてきたけども 
その努力の方向性では辿り着けない境地があるんだと気付かされました。 

事実、その達人の稽古会では1日中動き回っても 
全然疲れません。 

息が切れるような激しい動きもないし、 
筋肉痛になることもありません。 

むしろ、楽しくて時間が経つのがあっという間です。 

なのに、圧倒的な強さを身につけられる。 

つまり、本当に必要な事というのは気合でも根性でもなく、 

正しい情報にアクセスする方法 
だということです。 

こういうと、今の情報化社会においては 

「検索する能力を高めることですか？」 

と思われるかもしれませんが、 
そうではありません。 



もちろん検索する能力も大事ではあるんですが、 
膨大な情報の海の中から何が正しいかを見つけ出すためには 
それだけでは不十分です。 

正しい情報にアクセスするための第一歩は 
「思い込み」という囚われから脱却すること。 

そして、 

あらゆる角度、あらゆる方向から、 
物事を捉えられる力を養うことです。 

僕はそれを 

かんじざいりょく 

観自在力 

と呼んでいます。 

「観自在」とは観方が自在であるという事。 

これを身に付け始めてからというもの・・・ 



・武術の達人が何十年とかけて培った技をわずか数ヶ月で
会得できたりしました。 

合気道における「合気上げ」という技や 
中国武術における発勁という技術は 
何年も修行を積まなければ会得できないものとされていましたが、 

観自在力を持ってすれば、そんな長い年月は必要ありませんでした。 

僕の場合は数回の実践で「合気上げ」や「発勁」と同じ現象を再現でき、 
今ではゼロ距離から拳を握り込むだけでも 
相手を吹っ飛ばすことができたりします。 

・どんな困難な状況からでも逆転できる方法を見つけられ
るようになりました。 

観自在力を持ってすれば、困難は困難では無くなります。 

今抱えている問題が氷が溶けるように無くなるのを何度も体験しました。 

よくピンチの裏にチャンスありなんて言われますが、 
全てがチャンスになります。 

そうなると不安に陥るということが極端に減りました。 

・森羅万象のあらゆる物事から学ぶことができ、ただ普通
に生きているだけで自らの可能性が広がり続けています。 

万物を見通し、常に光の射す方を導き出す「観自在力」という目があれば、 
どんな物事からでも自分を成長させる気づきを得ることができます。 

これを続けていく内に、秘められた自分の才能に気づくことができ、 
毎日ワクワクが止まりません。 

これらはほんの一部ですが、 



一言で言えば、 

圧倒的な解放感を得られます。 

仮にこれからどれだけのお金を手に入れることができたとしても、 
どれだけの権力を手にしたとしても、 
どれだけの努力を積んでいったとしても、 

感じることのできない 

“本物の自由” 

を実感できるようになります。 

「自由」というのは自分に由ると書きます。 

つまり、あなたがどれだけ自由に振る舞えるかは 
あなたの力、発した言葉、行動、物事の捉え方、 
それに由るんだということです。 

そして、本物の自由とは心の自由の事です。 

それを手にするには、あらゆる囚われから抜け出す 
観自在力（自在な物事の観方）が必要になります。 

では、観自在力はどうすれば養われるのか？ 

どうすれば「思い込み」の牢獄から 
抜け出すことができるのか？ 

それには 

「論理力」「俯瞰力」「想像力」「洞察力」「転換力」 

の5つの力を高めていく事です。 

そうすれば万物を見通すことが 
徐々にできるようになってきます。 



え？　そんなにたくさんの事を同時にできないって？ 

大丈夫。 

誰でもこの5つの力を高めていく道があります。 

それが 

好きなTV番組を見たり 
漫画でも読む感覚で学ぶ 

という事です。 

例えば、連ドラって一度見始めたら 
なかなか止まりませんよね。 

漫画とかも同じだと思います。 

その感覚で「観自在力」を日々高めていけたら 
劇的に身についていくと思いませんか？ 

何かを極めるのに必ずしも苦痛は必要ありません。 

夢中になってやっていたら 
いつの間にか誰にも負けないくらいに 
上達していた、 

そういう道を歩むほうが懸命だと思います。 

そこで、 



観自在道というプログラムを 
スタートします。 

これはあなたに「観自在力」を身に付けてもらうための 
道を示したプログラムです。 

難しいことは何もありません。 

3日に1回のペースで届く音声教材を 
ただ楽しく聴いていてもらえれば、 
次第にいろんな物の観方が養われていくというものです。 

「観自在力」は絶対的な成功者になるための、 
常人を凌駕した超人になるための、 
避けては通れない道です。 



この観自在道で教えるのは 

論理力の強化 
・四則演算的な思考法で物事を捉える方法 
・帰納法と演繹法的に物事を紐解く方法 
・検証に基づいて正しい道を知る方法 

俯瞰力の強化 
・時間軸と空間軸で世界を見つめる方法 
・あらゆる可能性の中から最適解を見つけだす方法 
・宇宙の法則を紐解いていく道筋 

想像力の強化 
・繋がりを捉えることで良縁を引き寄せる技術 
・周りとは一線を画すアイデアを降ろす方法 
・欲しいものを手にするイメージングの秘技 

洞察力の強化 
・1を見て10を知る技術 
・表面に見えているものの奥にあるものを察知する方法 
・物事の変化を捉え、瞬時に対応できる技術 

転換力の強化 
・陰陽で捉え本質を見抜く技術 
・細分化と統合で最大限の理解と実践を行う方法 
・最低最悪の状況を人生最高の瞬間に転換する技術 

などなど、パッと見は難しそうな内容かもしれませんが、 
楽しく学んでいただけるように物語にして解説するなどの工夫を凝らしています。 

それを合計30本の音声教材にて、 
3日に1回、3ヶ月間お届け致します。 



さて、 

価格について。 
この教材を販売する値段については 
正直悩みました。 

一人でも多くの人の元に届けたい。 

人生の羅針盤を手にして欲しい。 

そう願いつつも、 

“人はコストをかけなければ本気になれない生き物” 

でもあります。 

そこで、 

観自在道の価格は 

24,800円 

としたいと思います。 

1ヶ月に換算すると8,000円ちょっと。 

膨大な情報と選択肢の中から 

人生の最適解を導き出す方法論 

をこの金額で学べるのであれば 
あなたにとって高いでしょうか？ 

安いでしょうか？ 



> お申込みはこちら < 

>『Dynast Club』会員のお申込みはこちら < 

さらに今回は 

期間限定特典 
をお付けします。 

特典１：嫌いな人をこの世から抹消する方法 

https://la-asp.com/kanjizaido-payment/
https://dynast-club.com/kanjizaido/


あなたには嫌いな人がいますか？ 

パワハラが酷い上司 
自慢話しかしない先輩 
愚痴や不平不満しか言わない同僚 
必ず否定から入ってくる奴 
嘘ばっかり付く人 
いつも不愛想な奴 
話している最中にもスマホばっか見ている人 
人の話を聞かずに話し続ける奴 
　　　： 
　　　： 

世の中にはいろんなタイプの人間がいますが、 
中にはやはり苦手な相手もいると思います。 

でも、状況によっては一緒にいなきゃいけないし、 
ストレスは溜まる一方・・・ 

もし、そんな相手をロウソクの火を吹き消すように 
この世から抹消することができたとしたら？ 

それも合法的に、相手に一切の危害を加えることもなく。 

好きな人だけに囲まれていればこの世は楽園です。 

このメソッドを活用して、まずは今あなたの頭の中に 
思い浮かんでいるその相手を抹消してしまってください。 

> お申込みはこちら < 

>『Dynast Club』会員のお申込みはこちら < 
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特典２：お金による囚われから脱却する方法 

お金というのは良くも悪くも 
強いエネルギーを秘めています。 

感情を強烈に揺さぶり、思考停止状態に陥らせることもあれば、 
お金を理由に自ら人生を閉じてしまう人までいます。 

また、「お金に対するメンタルブロック」がある人は 
自分で商売を始めてみてもなかなかお金を受け取ることができません。 

で、ジリ貧になる。 

支払期日までにどうやってお金を用意するか？ 

寝ても覚めてもそればっかり考えなければいけなくなる。 

そんなお金の囚われからはもういい加減に縁を切りましょう。 

この教材がそのミチシルベになるはずです。 



これらの期間限定特典は 

12月23日までに『観自在道』にお申し込みいただいた 
全ての方にプレゼントしたいと思います。 

ぜひこの機会に「人間関係の囚われ」と「お金の囚われ」からも 
同時に解放されて自由な人生を歩んで下さい。 

> お申込みはこちら < 

>『Dynast Club』会員のお申込みはこちら < 

最後に、僕はこの教材を通じて 

解放軍の結成 
を真の目的としています。 

まずは自分が「思い込み」の牢獄から抜け出すこと。 

それは常に光の射す方へ導いてくれる羅針盤を手にすることであり、 
真の自分らしさの解放でもあります。 

環境や時代に左右されない本物の自由がそこにはあります。 

あなたにはそれを手にして欲しい。 

https://la-asp.com/kanjizaido-payment/
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そしたら、 

次は同じように囚われてしまっている家族や親友や大切な人達を 
解放してあげて下さい。 

あなたが「思い込み」の牢獄に囚われている仲間を救うんです。 

救われた相手の心にはきっと感謝の火が灯ることでしょう。 

その火が次の人、またその次の人と 
繋がっていけば大きなうねりとなり、 
それはまさに解放軍と呼べるものだと思います。 

まずは自分。 
自分が幸せになること。 

それでいいと思いますが、 
余力の範囲でほんの少しだけ人に貢献する、 
世界をちょっぴり良くする、 
そんな生き方をするのも粋ではないかと思います。 

というわけで、 

さぁ、行きましょうか。 

> お申込みはこちら < 

>『Dynast Club』会員のお申込みはこちら <

https://la-asp.com/kanjizaido-payment/
https://dynast-club.com/kanjizaido/

