ワークショップに 参 加 さ れ た お 客 様 の 声
過去の辛い恋愛の原因がわかり目から鱗でした。
昔から晴れ女で、どちらかというとツイてることが多
く、引き寄せ力も強い方だと自負していましたが、
「恋
愛のパートナー引き寄せ」に限ってはうまくいかない、
苦手意識があったので参加しました。
ワークショップに参加したことで、過去の辛い恋愛、
理想の相手を引き寄せることができていなかった（理
想とは程遠い人とばかりつきあってしまっていた）理
由がわかり目から鱗でした。
相手が必要なのだから、引き寄せの中でも難しい分野
なのだろうと思っていましたが、そうではないことも
わかり希望が持てました。
また、私がこれまで読んでいた本は、抽象的な表現が
多く、具体的にどうすればいいの？？とモヤモヤする
ことが多かったのですが、ワークショップの中で目に
見えないエネルギーを体感することができ、また、実
はとてもロジカルで化学的な現象なのだということも
理解できたので非常にすっきりしました。

(�� 代

R.W さん

クリエイター )

見えないエネルギーの存在に納得できました。
引き寄せの法則や、潜在意識については、本や他のセ
ミナーでもよく耳にしていたのですが、それを自分の
日常生活の中でどう活用するのか？具体的な方法がわ
からず難しさを感じていたので、活用するヒントが得
られればと思い、参加しました。
ワークショップでは、目に見えないエネルギーのこと
も具体的でわかりやすくお話ししていただいたので、
納得でき、また自分なりに消化することができたと思
います。
なんとなく、分かっていたつもりで分かっていなかっ
たのだな・・と、理解が深まりました。
ワークショップに参加しなかったら、モヤモヤをかか
えながら改善策を模索し続ける日々を過ごしていたと
思います。
まずは無意識に発している言葉に意識し、また、自分
が本当のところ何を望んでいるのか整理するためにも
紙に書き出すということから実践してみたいと思いま
す。

(�� 代

S.N さん

講師業 )

思考の癖が現実になっていた！？

長年付き合った彼女と別れることになってしまい、
パートナー探し中でした。「ソウルメイト」と「引き
寄せ」というキーワードが気になりワークショップに
参加しました。
実際に参加してみて、講師の方のお話を伺いながら、
自分のことに置き換えてみると、自分にも思考の癖が
あることを自覚することができました。
また、その思考の癖が、これまでの現実を引き寄せて
いたのかもしれないなと思いました。
ワークショップに参加していなかったら、ネガティブ
な思考が膨らみ、望むような未来を引き寄せるとは程
遠い行動をとっていたかもしれません。表面的に感じ
ることだけではなく、本質を捉えられるようにしたい
と考えさせられました。

一言で言うならば、多くの知識を得られる、そんなワー
クショップだったと思います。

（�� 代

T.R さん

自営業）

あったかい、愛のワークショップでした

潜在意識・顕在意識について興味があったため、参加
しました。
「潜在意識と顕在意識が違う方向をむいていて、喧嘩
している」・・・という自覚はなんとなくあったので
すが、それを一体どうすれば良いのかわかりませんで
した。
自分では、潜在意識と仲直りしようと思っていても、
それができているのかどうか？判別することもでき
ず、不安を感じていました。また、自分が取るべき行
動を選択するための判断基準がわからずモヤモヤして
いました。ネガティブに引っ張られてはいけない！と
知っていながらも、「だめだー」と思ってしまい、そ
の度に落ち込んでいました。
ワークショップに参加したことで、「あ、この思考は
こういうことか！」とひらめきがありました。本当に
自分がどう思っているのかを、探る方法がわかったよ
うな気がします。
ソウルメイトに関しては、「相性を大切にする」とい
うことを忘れかけていました。。
完璧すぎる相手だと、疲れてしまう。
そのとおりだなとドキッとしました。
居心地って大切ですよね。

（�� 代

A.M さん

金融業）

ワークショップに 参 加 さ れ た お 客 様 の 声
無意識の領域に働きかけることの大切さを痛感！

自分の進むべき道についての迷いを解消したかったの
で、「引き寄せ」の考え方が役に立つのではないかと
思い参加しました。
ワークショップに参加することでポジティブな自分で
いることの重要さと、その状態を維持するためのヒン
トを得ることができたように思います。
また、今後の自分の進むべき道を迷いなく進んでいく
ためにも、理想のパートナーを得るためにも、自分で
は認識できない無意識の領域に働きかけることの大切
さを痛感しました。
自分の人生の舵を自分で取るためにも、引き寄せの法
則は知っておいて損がないと思います。

(�� 代

M.S さん

教員 )

未来にワクワクできるワークショップ！でした。

ポジティブな方で、何にでもチャレンジするタイプな
のですが、ここ � 年ほどはなんだかモヤモヤしたり、
ネガティブな考えになることも度々ありました。
より良い経営判断をしていくために、自分の状態を
もっとよくしたいし、ビジネスパートナーも引き寄せ
たい！と思い参加しました。
これまで、なんとなく知っていると思っていた引き寄
せの正しい方法がわかりました。
また、自分の努力だけでは理想の未来を引き寄せられ
ない本当の理由を知ることができたので、納得感があ
りました。
そして、自分の波動にあった人が引き寄せられるとい
うことは、「今の自分の状態」は、「周りを見ればわか
る」のだと、ハッとしました。
もし、ワークショップに参加していなかったら、ネガ
ティブな自分をどう変えたら良いかわからずモヤモヤ
悩んでいたと思います。
より、自分らしく楽に楽しく生きていくための状況を
自分で作るために、「引き寄せ」は
活用できそうです！

(�� 代

N.I さん

経営者 )

引寄せの法則を活用する具体的な方法を学べました
引き寄せの法則は聞いたことがありましたが、正しい
知識をもっているのか？
と問われると素直にハイといいきれない自分がいたの
で参加してみました。
ワークショップでは、ネガティブな思考をポジティブ
に変換することの重要性と、自分がすでに持っている
思い込みや思考の癖に気がつくことの重要性が印象に
のこりました。
学んだことを、自分の理想の未来の実現のために生か
したいと思います。

（�� 代

T.R さん

自営業）

日々の思考がいかに重要か、痛感させられました。
悩みはパートナー、仕事、子育てと色々ありますが、
自分の人生について何かヒントがあるのではないかと
思い参加しました。
引き寄せのロジックを知ったからといって、すぐに解
決できるかというとそれは少し違いますが、解決する
ためにヒントや学びを得ることができました。
日々、考えていることがいかに重要か、痛感させられ
ました。
ワークショップに参加していなかったら、これからの
未来へのスタートラインが違っていたと思います。
今日習った内容は、あらゆることに活用できそうで
す！

人生を変えるためにも、一度立ち止まり、今の自分を
見つめて歩んでいきたいと思います。

（�� 代

K.D さん

主婦）

ワークショップに 参 加 さ れ た お 客 様 の 声
セミナーに参加したくなりました ( 笑 )

NOBU さんとの個別セッションでだいぶ良い流れに
なって来てはいましたが、潜在意識や引き寄せの仕組
みを知ることで、セッションの効果も高まるよと誘わ
れ参加しました。
シータヒーリング ® が良いものだということは、セッ
ション後の変化から感じていましたが、自分でそのテ
クニックを習得するのは面倒臭いし、プロに任せれば
良い！と思っていました。
しかし、非現実的だとおもっていたものが、じつはと
ても論理的で、人間の体や脳の構造と密接した仕組み
があることがわかり、急に興味が湧き、セミナーへの
参加意欲が高まりました。
ワークショップに参加していなかったら、いつまでも
目に見えないものを信じることができなかったと思い
ます。そして、いつまでも不安や不満、悲しみに溺れ
たまま引きずっていたと思います。
以前と比較すると、不安や心配は薄れていますが、完
全に消えたわけではないので、それらのネガティブな
感情をはやく拭い去り、自分らしい人生を
送りたいと思います！
(�� 代

S.N さん

自営業 )

自分の心の有り様に向き合うことができました

どうしても仲良くできない人が身近にいることを不快
に感じていて、それではダメだと思いながらも、心の
シャッターをガラガラと閉めてしまい、そんな状況を
打破できればという思いがありました。
毎日心地よく生活するためにも、自分の必要なものを
引き寄せることができればと思い、参加しました。
ワークショップの中で、思い込みのチェックをして、
自分の潜在意識の根深さを実感しました。これでは、
ソウルメイトと出会わないはずです ( 笑 )

チェック項目は、どちらかというと「やっぱり」といっ
た感じで納得しました。
また、” 潜在意識” をポジティブに変えていくことの
必要性を感じました。

同じ出来事に対しても、プラスなのかマイナスの思考
なのか、、、
どちらの考え方で向かうかによって、取り組む姿勢も、
そして結果も変わってくると思います。
やらなきゃいけないことも、イヤイヤではなくワクワ
クしてやりたい！と、改めて思いました。
(�� 代

E.M さん

看護師 )

スピリチュアルを現実的な面でもなっとくできました！
ダメだとわかりながらも、よくない異性に惹かれてし
まいがちだったので、同じことを繰り返さないよう
に・・・と思い参加しました。

なんとなく、言葉や雰囲気が周りに及ぼす影響がある
ことを感じていましたが、波動や周波数の話を聞いて、
納得しました。
また、ワークショップ内でチェックした思い込みの中
に、「神様と結婚している」という思い込みが入って
いることに驚きました！
そんなこと一度も考えたことなかったのに・・・

ワークショップに参加していなかったら、自分の気持
ちになんとなく違和感をもちながらも、それをどうす
ることもできないまま過ごしていたような気がします
宇宙のエネルギーときくとよくわからなかったです
が、波動や、観察の動画をみて、ようやく納得する部
分がありました。
参加してよかったです。

(�� 代

W.T さん

会社員 )

知る、理解する、できるのギャップを痛感しました
引き寄せの法則を実践中だったので、自分の知ってい
るやり方が正しいのか？
また、もっと引き寄せ力を高められたらいいな、とい
う思いがあり参加しました。
ワークショップの中で、潜在意識の思い込みをチェッ
クするワークがあり、その結果が衝撃でした。

自分の中でなんとなく思い当たる節のある思い込みで
あれば、自力でなんとかできたかもしれませんが、そ
れ以外の、意識の届かない、思いもよらない思い込み
の存在を知り、あらためて、潜在意識の影響力の強さ、
大きさを感じました。
このワークショップに参加していなかったら引き寄せ
に関する理解が浅いまま、なんとなく実行していたと
思います。
知っていて、理解していても、使えなければ意味がな
いということを痛感しました。

（�� 代

A.F さん

セラピスト )

