
人生攻略の裏技、教えます。 
どうも　甲本です。 

僕は続けていれば絶対に成果の出る「正攻法」や「王道」を 
追い求めてきた反面、 

裏技 

というものが大好きです（笑） 

如何に普通の人が思いもよらないようなアプローチで、 
最短、最速、最高の成果を効率よく叩き出せるか？ 

そこに大きな情熱を注いでも来ました。 

お金を稼ぐ正攻法がビジネスや投資であるなら、 
裏技はギャンブルでしょうか。 

僕は負けるとわかっている勝負はしたくない人間なので 
ほとんどのギャンブルを全くやりませんが、 

実は今オンラインカジノの攻略に挑んでいます。 

毎日毎日、桁違いのお金を吸い上げている 
カジノという名の闇の居城から 
僕の数学的思考力と自社の持つシステム開発力を駆使して、 
逆に大金をぶんどってやりたいなと（笑） 

そこで、統計データを集めては 
独自に開発したシミュレーションツールで分析し、 

その時点のデータで見て利益の出る方法がわかれば 
設定したやり方で自動でカジノを 
プレイしてくれるシステムまで構築しました。 

つまり、仮想通貨のマイニングさながらに 
パソコンさえつけてツールを回しておけば 
現金を生み出してくれる仕組みです。 



ただ、まだ統計データの数が3ヶ月分ほどしかないので 
これからも検証を続けていかなければなりませんし、 
それで一生稼ぎ続けられるとまでは思っていませんが、 
少年時代、ゲームの攻略法を探すのに熱中した時のような感覚があります。 

このカジノ攻略システムが本当に現金印刷機に成りうる 
裏技かどうかはまだわかりませんが、 

実は僕はこれよりも遥かにすごい裏技を 
こっそり実践していて、 
そのおかげで普通にやってたら数年はかかるであろう成果を 
一瞬で達成してしまうという経験を何度もしています。 

このレポートを最後まで読み進めてもらえれば 
その裏技の全貌がわかりますので、 
ぜひ最後までお付き合いください。 

こんなにがんばっているのに 
生活が苦しいのは一体なぜか？ 

あなたはそんな事を思ったことがないでしょうか？ 

別に怠けているつもりはない。 

毎日ストレスにも耐え働いているし、 
贅沢ばっかしているわけでもないのに、 
生活の不安は一向に消えない。 

支払いに追われ、なかなか気を抜くこともできない。 

そんなワーキングプアと呼ばれる人達が 
最近増えて来ています。 



事実、山本太郎議員が国会で明らかにしましたが 
貯金ゼロ世帯の割合が2012年から2017年の 
わずか5年で急激に増えています。 

アベノミクスで景気が良くなった？ 

なのに、貯金はゼロ。 

なぜ？？ 

みんな 

「景気がいいから貯金なんかいらねーぜー！」 
「パーッと使ってしまえい！」 

って思ってお金を使い果たしてるんですかね？ 

うん、そんなわけない。 

これは意図的に日本国民を貧乏にしてやろうという思惑が 
裏で働いているとしか思えません。 

「え？　なぜそんな事をするの？」 



支配者が支配者で居続けるためです。 

支配者が具体的に何者であるかは 
今ここでは明言しませんが、 
残念ながら悪魔的な思想の連中であることは 
お伝えしておきます。 

そして、我々国民に対して彼らは 

今を生きるのに精一杯で小難しい政治の事なんか 
いちいち気にしてられねーよ！ 

って状態を作り出し、その裏で自分たちに都合のいい法律を 
バンバン通してやろうというのが狙いなんです。 

その最たる例が僕がメルマガでも言及した 
種子法の廃止などですね。 

一昔前までは真面目に勉強して、真面目に会社勤めしていれば 
自然と出世もできて年収も増える、 

いわば「上りのエスカレーター」に 
日本人はみんな乗っていました。 

事実、1985年頃の日本人は世界で一番の金持ちだったと 
ベンジャミン・フルフォードというジャーナリストも言っています。 

しかし、今はどうでしょうか？ 

現状維持がやっとで、気を抜くとすぐに生活水準が落ちてしまう、 
貯金が減ってしまう、支払いが困難になってしまう、 

そんな「下りのエスカレーター」に 
いつの間にか乗せられてしまっています。 

じゃあ、こんな時代にどうすれば成功できるの？ 
って話ですが 



まず重要になってくるのが 

　　　　　　　　　　 ちゃくがんたいきょく　     ちゃくしゅしょうきょく 

着眼大局 着手小局 
という視点です。 

これは一番大きな視野で世界を把握しつつ、 
目の前の小さな事を一つ一つ行っていけ 

という意味合いの言葉だと覚えてください。 

よく今ワクワクする事に全力で熱中していれば 
オールオッケーだよというような成功法則（？）が 
唱えられています。 

僕も2年位前まではその通りだと思っていました。 

けど、今ではそれだけではダメだという厳しい現実が 
確かにあるという事がわかってしまいました。 

ボクシングに熱中していたあの頃。 

この拳一つでおれはのし上がるんだ！ 

と、ひたすら練習に励んでいました。 

過酷な減量にも耐え、プレッシャーに押しつぶされそうになりながらも、 
試合で勝った時の喜びは何物にも変えられないものがあると 
それは今でもそう思います。 

しかし、安心してボクシングに打ち込むための環境が 
気づかぬ内にどんどん破壊されているんだとしたら？ 

ただ練習だけしててもダメなんだということがわかります。 



大きな視点で物事を把握し、 
その上で今すべき小さな1つ1つの事を行う。 

そうでなければ、思いもよらない所で 
足元をすくわれてしまいかねません。 

では、我々が 

支配者の手口に対抗するには？ 
何をどうすれば良いでしょうか。 

個別具体的な手口の詳細の解説は 
『Dynast Club』に譲るとして、 
最も根本的な支配の構造の部分をこれからお伝えします。 

キーワードは 

「弱らせる」「数を減らす」「考えられなくする」 

の3つです。 

頭も良く意志も強い人間を数多く支配し管理するのは大変ですが、 
考えることを放棄し弱った人間を少数支配するのであれば簡単です。 

その支配計画は 

新世界秩序：ニューワールドオーダー（NWO） 

と呼ばれ、公の場でも 

ジョージ・H・W・ブッシュ（第41代アメリカ大統領） 
ヘンリー・キッシンジャー（アメリカ国務長官） 
ビル・クリントン（第42代アメリカ大統領） 
ジョー・バイデン（第47代アメリカ副大統領） 



などがそれを推進するよう発言しています。 

そして、 

ジョージア・ガイドストーン 

と呼ばれる物まであります。 
 

これは1980年にアメリカ合衆国のジョージア州に建てられた 
不気味な石碑なんですが、 

8つの言語で10のガイドラインが書かれており、 
その一文目には 

「世界を維持するためには人口を5億人にする必要がある」 

と明記されております。 

現在の地球人口が70億人なので、 
65億人は何らかの方法によって減らすと 
何者か（おそらく支配者側の誰か）が宣言しておられるわけですね。 

そんな大量の人間を抹殺しようと思ったら 
これはもう核戦争しかありません。 



つまり、ジョージア・ガイドストーンとは 
第三次世界大戦後に生き残った人類に向けて作られた 
ガイドラインであろうと推測されており、 

残念ながら8つの言語の中に 
我らが「日本語」はありません。 

・・・・・急いで今から英語勉強しなくっちゃ！ 

ではなく（笑） 

何者にも支配されない自分の作り方 
を知り、すぐに実践する必要があります。 

つまり、支配者の力が及ばないほど 
強大な自分になるという事です。 

いや、そんなの絶対無理でしょ？ 

と思われるかもしれませんが、 
冒頭に述べたように僕が教える裏技を駆使すれば 
それは可能であると確信しております。 

考えてもみてください。 

あなたは自分の潜在能力の何％を 
今現在活用できていると思いますか？ 

10％？　20％？　50％？ 

100％使えているよ！と断言できる人は 
まずいないのではないでしょうか。 

では、なぜ自分の能力を 
フルに発揮できていないのか？ 



考えた事がありますか？ 

ここも多くの人にとって 
盲点だったのではないかと思います。 

自分がフルパワーで生きていないのは 
薄々わかってはいたけど、 
なぜ、どうやって、能力を制御されているのかは 
全くわからないし、考えたこともない。 

実はその状態こそが支配者たちの 
思惑にまんまとハマってしまっている状態なんです。 

支配者達があなたの能力を 
制限している。 

これは間違いの無いことです。 

彼らはあなたに全力で生きてもらっては 
困るんです。 

支配できなくなっちゃうから。 

だから、力の出ない食べ物で溢れさせ、 
力を発揮できないよう薬で抑え込み、 
教育を捻じ曲げ、メディアを使って洗脳し、 
恐怖を煽ってまともな思考ができなくしています。 

そして、お金の奴隷にし、 
貧乏暇無しの状態を意図的に作り上げているんです。 

だったら、そこから抜け出すためには 
制限された能力を開放すればいい。 

シンプルな理屈ですよね。 



じゃあ、あなたの能力は 
一体どこに閉じ込められているんでしょうか？ 

誤解を恐れずに言えば、答えは 

「霊界」 

です。 

いや、真面目に。 

では、 

霊界とは何か？ 
目には見えないが確かに存在する世界の事です。 

例えば、精神世界。 

試しに頭のなかで「りんご」を思い浮かべてみてください。 

どうですか？ 

できましたか？ 

では、その「りんご」を目の前に 
ポンッと出してみて下さい。 

・・・・・ 

うん、無理ですよね（笑） 

マジシャンじゃないんだから。 



でも、確かに「りんご」は思い浮かべたわけです。 

その「りんご」が存在した精神世界も 
これまた確かに存在しているわけです。 

物理空間上で「ココ」というのは 
指し示すことができませんが。 

この誰しもが持っている精神世界も 
霊界の一種だと捉えることができれば、 
あなたの潜在能力は一気に開花します。 

精神世界はさらに次元の高い霊界と 
現実世界との橋渡しをしている存在だからです。 

そして、僕が言っている霊界とは 
4次元時空を超えた次元の事です。 

最新の量子力学の世界では 
この世は11次元だと言われています。 

しかし、僕らの肉体が存在しているのは 
空間（縦、横、高さの3次元）と時間（1次元）の 
4次元時空の中でしかありません。 

じゃあ、残りの7次元は？ 

それを本来我々日本人は「霊界」と呼ぶわけです。 

ここまで見えたんだから 
それを活用しない手はないでしょ。 

ちっぽけな自分で 
いつまでがんばるつもりですか？ 



唯物論に染まり（正しくは意図的に染まるよう教育され）、 
この肉体こそが全て、天国も地獄もありはしない、 
死んだらタンパク質の塊となり、いずれ微生物に食われて土に還るだけ、 

そんな誤った世界観で生きている内は 
決してあなたは能力の100％を発揮することはできません。 

飼いならされた家畜のまま。 

本当はナポレオン・ヒル博士も言ってるように 

「思考は現実化する」 

んです。 

本当は霊界はあるし、（理論物理学が11次元の存在を認めているように） 
霊界の情報が現実に投影されているんです。 

現実を「この世」とし、霊界を「あの世」とするなら、 
実は「あの世」が主で、「この世」は従の関係です。 

そして、「この世」と「あの世」は今この瞬間も 
同時に存在し、お互いに強く影響を及ぼし合っています。 

この原理原則を理解し、 
霊界側から現実にアプローチすることで 
あなたは超能力とも呼べるような力を発揮することができます。 

一例を示しましょう。 

「有形人脈」と「無形人脈」 
というのを知っていますか？ 



僕もこれは最近になって、とある陰陽五行の先生から 
教えてもらった言葉なんですが、 
実践自体はずっと以前から行っていました。 

人と繋がりたい時、まず多くの人がやるのは 

「人がたくさんいる場所に出向く」（有形人脈の構築） 

ということではないでしょうか。 

しかし、それは実は低次元のアプローチなんです。 

有形人脈とは読んで字の如く、 
形の有る人脈であり、横のつながりの事を指します。 

家族、友達、仕事仲間、知り合い、メンターなどは 
いずれも有形人脈です。 

では、無形人脈とは何か？ 

有形人脈が横のつながりなら、 
無形人脈は縦のつながりです。 

有形人脈が4次元時空で繋がるものなら 
無形人脈はそれ以上の高次元で繋がるものです。 

察しのいい人はもうわかったのではないでしょうか。 

この無形人脈という高次元（目に見えない世界）からの 
アプローチを行った上で、有形人脈を構築していくと 
驚くべきことが次々と起こり始めます。 

僕の場合で言えば、 

「自社で医食住を満たす」 

というのを当面の目標にしておりまして、 

弟に代表を任せ営んでいる便利屋の方では 
リフォーム業をメインにやっています。 



ここのところかなり忙しく 
そろそろ追加で従業員が欲しいなと思ったら 
優秀な人材が求人をかけてもいないのに次々と入ってくれたり、 

自分たちで安心安全な食を確保するために 
農業をやりたいなと思ったら 
オーガニックの権威的な先生と巡り逢い、 
広大な農地までタダで手に入ったり、 

治療院もいつかはオープンしたいなと思っていたら 
以前から面識のあった理念的にも共鳴できる優秀な治療家が2人も 
うちで働きたいと申し出てくれたり、 

他にも挙げればキリがありませんが、 

まぁ、あり得ないようなラッキーが続いております。 

無形人脈恐るべし。 

そして、僕が無形人脈をつなぐために行っている事は 
朝晩にせいぜい2分か3分もあれば完了するような事です。 

さらに一歩踏み込んで話すと、 

パラレルワールドを意識すると 
引き寄せは10倍上手くいく 

という事をお伝えしておきたいと思います。 

「パラレルワールド」 

この言葉自体は聞いたことがあるかと思いますが、 
具体的にどういうもので、現実世界にどう活用すればよいのか？ 



これを理解している人はそうそういないのではないかなと。 

もちろん、量子力学の世界でもパラレルワールドは 
まだ仮説に過ぎず、その存在を証明されているわけではありません。 

しかし、「パラレルワールドはある」と仮定した方が 
うまく説明がつくことが多いし、 

何よりパラレルワールドと「引き寄せの法則」を 
組み合わせて理解することで 
僕はガンガン引き寄せを成功させることができるようになりました。 

・広告もしてないのに便利屋に数万円から数十万円の一般からの依頼が次々に入る。 

・従業員も増えたし、仕事を取らなきゃと思っていたら 
　4社もの企業から継続的な仕事の依頼が入り、今度はまた人が足りなくなる。 

・後に兄貴分となる人が甲本の商品ページの特商法から連絡先を調べ、 
　メールしてきてくれたおかげで、ビジネス的にも組むようになり、 
　わずか270リストの顧客情報を元に1ヶ月で1000万円以上の売上を出す。 

・彼女となら「結婚してもいい」と本気で思える運命の女性と巡り逢う。 

・事業規模が年々拡大の一途を辿っていく。 

・自分の体に突如発症したエビアレルギーを手当て療法のみで、わずか一晩で完治させる。 

・詐欺にあい、事業に失敗し、どうしてもお金が足りないという 
　まさにその時におふくろからじいちゃんの遺産として現金200万円を手渡され救われる。 

・本気で師事したいと思えるメンター（各分野の専門家）との引き合いを 
　これ以上無いタイミングで何度も受ける。 

・IT業界の超大手企業であるサイバーエージェント社（アメブロの会社）から 
　新規事業を始めるに当たっての社員教育とそのマニュアル製作を突然オファーされる。 

などなど 

普通にやってたら数年かかっても出せるかどうかわからないような成果を 
一瞬で達成した経験がこれまでに何度もあります。 



それは一言でいえば、あくせくと肉体を動かす以上の事を 
僕が常日頃から行っているからです。 

つまり、霊界という高次元からのアプローチであり、 
それをついに体系化し教材としてまとめたのが 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイカイロン 

『霊界論』 

です。 

正直、ここまで洗練させるのには長い年月と 
膨大な試行錯誤が必要でした。 

仮説検証、仮説検証、仮説検証の繰り返し。 

おかげでようやく、納得のいくクオリティのものを 
まとめあげることができました。 

あなたには僕が散々苦労して到達した境地に 
わずか3ヶ月で辿り着いてもらいたいと思っています。 



そのために、まずは 

霊的知識のインストール 
を徹底して行ってください。 

これまでには無い概念を入れるわけですから、 
とにかく繰り返し脳に叩き込んでください。 

五臓六腑に落とし込んでください。 

そのために『霊界論』は音声をメインとした教材にしてあります。 

ここでお伝えする霊的知識は例えば 

・人間の五感という認識機能と霊界の関係性について 

・「太極図」という宇宙の在り方を示した図の見方と使い方の解説 

・霊界で今何が起こっているのか？ 

・神眼の開き方と使い方 

・強力な真言の紹介とその威力を3倍高める唱え方 

・有形人脈と無形人脈の解説と詳細な実例 

・身の周りの物質に宿るエネルギーとの幸せな付き合い方 

・お化けや幽霊と言われる者の正体 

・付き合いたくない人間との関係を自動的に後腐れなくスッキリ切る方法 



・「パラレルワールド」×「引き寄せの法則」の活用法 

・パラレルワールドと対を成す世界「レイヤーワールド」について 

・自らの天命を確信する方法 

・究極のポジティブエネルギーを活用し、自他共に幸福で満たされる方法 

・必要なもの（お金でも異性でも）を必要なタイミングで引き寄せる方法 

などなど 

聞き慣れない概念や馴染みのない考え方もたくさん出てくるかと思うので 
まずは繰り返し音声教材を聴くことで霊的知識をインストールしてください。 

そんなに難しいことは言いません。 

中学生でも理解できるレベルまで噛み砕いて話しますので 
安心して聴いてください。 

そして、知識を得たなら次は 
実践です。 

あなたの身に奇跡が起こり始めるのは 
音声を聴き終えた時ではありません。 

霊的知識を実践し始めた時です。 

そこで、 

霊界と繋がるために 
今週やるべき事を指示します。 



何かに取り組む時、1週間というスパンは 
非常にやりやすいリズムだと思います。 

そこで、霊的知識をインストールするための音声教材とは別に 
週に1回、3ヶ月間、合計12回の『霊界通信』というWorkを用意しています。 

毎週毎週、僕から提示されるミッションをきっちり遂行してもらうことで 
3ヶ月後にはあなたに強い霊力が宿り、 
「なぜか上手くいってしまう」という人生の流れに 
乗って頂ける事をお約束致します。 

ただし、僕が言っている霊力というのは 
守護霊が見えるようになったり、 
体が宙に浮くようになったり、 
水晶を覗くと未来が見えるというような類のものではありません。 

いや、場合によっては 
そういった事もできるようになる人が現れないとも言えませんが、 

基本的にはそこを目指したノウハウではないので、 
宙に浮きたいというようなニーズの方は 
インドに行ってヨガを極めた方が良いかもしれません。 

あくまで、 

「何者にも支配されない自分を手に入れたい方」 

「数年かかって出せるような成果を一瞬で出したい方」 

「自らの潜在能力を真に開花させたい方」 

などを対象としています。 

霊的知識をインストールするための『霊界論』 

と 

霊力を高めるための実践プログラムである『霊界通信』 



を合わせた価格は 

29,800円 

です。 

＞　お申し込みはこちら　< 

さらに、上位版として 

霊界論と双璧をなすメソッド 
『波動論』 

をセットにしたプランをご用意致しております。 

量子論の父と称されるマックス・プランクは 

http://la-asp.com/reikairon-payment/


「全ての物質は固有の振動数を持つ」 

「全ては波動であり、その影響である。 
　現実に何の物質も存在しない。 
　全ての物質は、波動で構成されている。」 

と断言しています。 

そして、それを元に「波動医学」というものを 
船瀬俊介氏なんかは提唱されておられますが、 

僕は自らの最大パフォーマンスの状態を 
この原理を元に意図的に作り出す事に成功しています。 

しかも、状況に応じてそれを使い分けています。 

人と接する時、デスクワークする時、知識をインプットする時、 
力仕事をする時、人前で話す時、戦闘モードの時、リラックスモードの時、など 

それぞれに最適化された波動を持ち、 
どの波動を放つかをコントロールしています。 

だから、ここ最近は常に絶好調（笑） 

1人で五役も六役もこなしている割には 
気分の浮き沈みもあまりありませんし、 
体調も崩しにくくなりました。 

仮に体調を崩しても1日丸々寝込むこともない。 

一昔前までは一回体調崩すと 
平気で1週間くらい寝込んでたのに。 

「全ては波動である」 

このマックス・プランクの言葉を深く理解し、 
実践レベルまで落とし込むことに成功すると 
常に高いエネルギーに満たされた状態を維持することができ、 



今の自分に可能な最短最速の目標達成が可能 

になります。 

この教材ではどんな話をするかというと 
大まかに言えば 

・波動の構成要素、特性、種類、使い分け方の解説 

・波動エネルギーの3つの方向性について 

・人生に訪れる様々な波の乗り越え方 

・自らの発する波動をコントロールする「波動調整」の具体的なやり方 

という感じです。 

コアとなるのは「波動調整」というメソッドですが、 
こいつは無限の応用範囲があり、 
その威力は凄まじいものがあります。 

例えば、僕の場合なら 

・意図的に、瞬時に、集中モードに突入できるようになる。 

・人前で話す時に何か高次元のものを降ろしているような感覚で 
　口が勝手に動き出す。 

・売り込みに来た営業マンを断ったにも関わらず自分のファンにし、 
　逆に仕事を依頼される。 

・まだ出会って間もない女性をエッチな気分にさせることもできる。 
　（言うまでもなく悪用厳禁） 

・相手が男でも女でも高確率で「尊敬」と「好意」を勝ち取れる。 
　（その状態から翻ると激しく嫌悪されることもあるが） 



・霊示とも呼べるような画期的な閃きをある程度意図して降ろす事ができる。 

・短時間でもスッキリ回復できる超快眠状態を作れる。 

・指一本使わず、気で威圧するだけで相手をのけぞらせ、戦意を削ぐ事ができる。 

などなど、数え切れない程たくさんの場面で 
僕は「波動調整」を活用しまくっています。 

繰り返しになりますが、 

「全ては波動である」 

ということが真に理解でき、実践できれば、 
反則的な裏技をいっぱい使えるようになります。 

この『波動論』もセットにした上位版の価格は 

49,800円 

です。 

＞　お申し込みはこちら　< 

さらに、今回は 

成果が出るまで 
付き添って欲しいあなたのために 

極版（きわみばん）もご用意致しております。 
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これは上位版の内容に加えて、 
週に1回30分、もしくは月に1回2時間のセッションを 
加えたプランになります。 

『霊界通信』のペースに合わせて 
週一で甲本のセッションを受けるも良し、 

毎週時間を取るのは難しいからまとめて月に1回 
2時間のセッションを受けるも良しです。 

ご自身に合った方をお選びください。 

セッションでは教材内容の疑問点にその場で直接お答えするだけでなく、 
必要に応じて補足知識を入れたり、 
僕があなたの現状を分析した上で、 
より最適なミッションを提示する場合もあります。 

何が何でも力を得たい、自分を変えたい、結果を出したい、 
そんなあなたに3ヶ月間、甲本が寄り添います。 

おそらく、その3ヶ月の期間にも 
数々の不思議な体験をすることになるかと思いますので 
楽しみにしていて下さい。 

この極版の価格は 

198,000円 

です。 

※　ただし、極版に関しては先着3名までの募集とさせて頂きます。 

＞　お申し込みはこちら　< 
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まとめます。 
通常版 
『霊界論』＋『霊界通信』 

価格：29,800円 

上位版 
『霊界論』＋『霊界通信』＋『波動論』 

価格：49,800円 

極版 
『霊界論』＋『霊界通信』＋『波動論』＋『3ヶ月のセッション』 

価格：198,000円 

※　先着順で限定3名まで 

＞　お申し込みはこちら　< 

最後に 

真に明るい世界の創造に貢献したい。 
僕は真剣にそう思って日々生きています。 
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それは社会貢献がしたいとか 
そんなレベルの話ではなく、 

“世直しがしたい、いや必ずやる” 

と明確に意志を固めて本気で活動しています。 

がんばればきちんと報われる社会、 
誰もが夢を描けて、明るく生きられる社会、 
精神性の高い人間が自然と育つ社会、 

そんな社会にこれからの日本をしていかなければと 
思っています。 

一部の私利私欲にまみれた連中に 
支配され、搾取される仕組みは 
もうぶっ壊さなければいけません。 

目覚めた人間を一人でも多く増やし、 
貧乏を強いる管理社会に対しては 
一丸となってNOを突きつけなければなりません。 

そのために僕にできる最大の貢献は 
事業規模を拡大し雇用を増やすと共に 

インターネットを通じて情報提供を続け 

「真実への覚醒者」 
「真の潜在能力への覚醒者」 

を生み出す事だと思っています。 

あなたが覚醒者になってくれれば 
また一歩世界は善い方向に変わる。 

そして、覚醒者の数がある閾値を超えた瞬間に 



まるでドミノ倒しの様に 
地球の浄化は成されていくんだと思います。 

世界を変えるのに難しい事をする必要は 
全くありません。 

まずはご自身の成功にフルコミットしていただければ 
それで良いと思います。 

自分が不幸なのに他人の幸福なんか望めないのは 
普通の事ですから。 

あなたが120％幸せに満たされれば 
自然と20％はあふれて誰かに届きます。 

ただ存在しているだけで 
そうやって他人に無理なく与えられる人が増えれば 
嫌でも世直しは行われます。 

理想論かもしれませんが、 
僕はこの道を信じ、地道に突き進んでいきたい。 

さぁ、あなたはこれから先、 
何を思い、どう生きていきますか？ 

＞　お申し込みはこちら　< 

甲本侍滝 
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