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１：お金の引き寄せ方法を知りたい！という方 
　 
２：もっとお金の余裕を作って安心したい！という方 

３：収入や貯金を増やしたい！という方 

４：ビジネスの売り上げを増やしたい！という方 
　 
５：借金を早く返済したい！という方 

このクラスはこんな方に向けた内容です



オークランドの自宅をベースにオンライン・スクールを経営。
宇宙の８大法則をベースに引き寄せ実践方法を提供。ニュージ
ーランドの日本人コーチの第一人者としてUMCA宇宙の法則
コーチ養成講座」を開講 
コーチングと引き寄せ上級者向けのセルフケアビジネスで、世
界中どこにいても自由に働くためのビジネス指導とサポートを
行っている。 
そのほかの講座：2016年、2017年、2018年と億越えの結果
を出す『お金の引き寄せチャレンジ』、潜在意識のブレーキを
外して理想を創る『ライフデザイン・グループコーチング』 
Kiwiハズバンドと４人の子供達と海の見えるオークランドの自
宅で子育てしながらビジネスを経営、NZ在住２５年。

UMCA代表 Mari Fenn



２０１７年度の結果は・・・

2017年版お金の引き寄せチャレンジ・合計引き寄せ金額 

＊ニュージーランドドル合計：NZ$1,559,545 
　日本円換算後： 123,204,055円 （１ドル７９円計算） 
　 
＊日本円：25,532,878円 
　 
合計：148,736,933円（１億４８７３万６９３３円）



2018年度UMCA 
お金の引き寄せチャレンジ 
引き寄せ合計金額



2億2342万3969円！！！ 
Big Congratulations!



２０１７年度の結果は・・・

受講生達の結果は？ 

母が、何を思ったかまとまった額の現金をくれました。２回も。以前
海外旅行に何度も招待したのでそのお礼をしたかったとか。 
貴重品を入れてる引き出しを整理していたら、４０万円のへそくりが出
てきた。 
15万円の講演の引き寄せ。本来ならば他の人が対応する予定だったの
だけど、その日は私しか行けず！完璧な状態で引き寄せました～。し
かも、そこからさらに同じような講演依頼をいただくことに！  
第一回目のプログラム終了後、その日の夕方に100万円の臨時報酬が
ありました! 



２０１７年度の結果は・・・

こんな引き寄せがありました！ 

〇〇が、欲しいなぁと思っていたものが、このアンケート提出最終日前
日にポンポン入ってきました！①私のPCの使い勝手が悪く買い換えた
いなぁと思っていたら、好きなPCを何でも買ってあげると言われまし
た！ので、一番欲しい機種を遠慮なく買おうと思います②長男に新し
いPCを買わないとと思っていたら、使わないほぼ新品のMac Book 
Airがあるからあげると言われました！③去年はなかった株の配当金が
２０万円相当あると連絡がありました！これ、全部同じ日に起こった
ので、ビックリ～～～！です！



２０１７年度の結果は・・・

こんな引き寄せがありました！ 

私は大学、大学院に通っている時に奨学金を借りていました。まだ
まだしばらく返済するのよね。。。と思っていたのです。ある種の
借金な訳なのでなんとな～くドヨーンとしていたんです。大学時代
のは有利子。大学院のは無利子。今回の引き寄せチャレンジでこの
有利子の方を残金（123万）全額返済しよう。 
とワークの中で決めたんです。（正直、どうやって日常生活しなが
らどーんて払うんだ？って感じでしたが）なんとな～く、さきほど
インターネットで銀行口座を覗いたら。。なんとボーナス（112万
←この金額にもびっくり）が入っていました。有利子の方の残金
（123万）から本来支払う予定だった残りの利子分（10万くらい）
を引いた額とほぼぴったり！！今年最高の引き寄せになりました♪



２０１７年度の結果は・・・
こんな引き寄せがありました！ 

最終的に目標にしていた20000ドル達成できてびっくりしてます。
まさかここへきてセッション期間中に二回も昇給するとは思ってい
なかったので、一番びっくり。それからもっとさらにびっくりは、
実はこのセッションが終わる数日前に、日本からホームステイの希
望者があって、受け入れました。その方は、土壇場で申し込まれ
て、しかもちょうど部屋が空く日から滞在希望だったので、ものす
ごくよいタイミングでした。全然知らなかったけど、実はその方す
ごい人で、オリンピックにも出場した（そしてつぎのオリンピック
にも間違えなく出場するであろう）アスレート。そういうすごい人
を引き寄せられる自分になっていることに驚きです。3週間の短い
滞在ですが、入居されたその日から、私はものすごいインスピレー
ションをもらいながら生活しています！波動が同じで共鳴すること
の意味が今とてもよく理解できます。



お金の引き寄せ準備編：基本レッスン

第１部：現実的な行動からの引き寄せ 
　 

自分のお金に関する数字を知る！ 
第２部：エネルギーのシフトから起こる引き寄せ 

お金の引き寄せのキーポイントを知る！



お金の引き寄せ準備編：基本レッスン第１部

　 
1.収入>支出＝貯金 
2.目標金額の設定 

自分のお金に関する数字を知る！ 



自分のお金に関する数値を知る
1.収入>支出＝貯金

収入、支出、利子を明確に 
家計簿・アプリ 

ブレーキ： 

自分がいくら使ってるのか知るのが怖い 
現実を知るのが怖い 
以前、家計簿をつけたけど続かなかった 
使ったお金に罪悪感を感じるのが怖い 
家計簿をつける意味がわからない 
時間がない・・・・ 



自分のお金に関する数値を知る
家計簿をつける意味：優先順位を明確にして自信を持って選択できるようになること

数字を知らない（家計簿をつけない）： 

→数字を知るのが怖い 
→時間がない 
→ずっと不安なまま 
→対策できない 

不安を選んでいる状態 

数字を知っている： 

→数字を知ると対策がわかる 
→行動できる 
→時間を作れる（優先順位高い） 
→安心、自信 

安心・自信を選んでいる状態

あなたの優先順位は不安？罪悪感？不価値観？それとも安心？自信？



自分のお金に関する数値を知る
家計簿をつける意味：優先順位を明確にして自信を持って選択できるようになること

衝動買い： 
→欲しい欲求を満たすための買い物 
→なんとかなるはず、と不安の中で
決断 
→一瞬の満足感 
→後悔・罪悪感・不安 
→セルフイメージの低下 

後悔・罪悪感・不価値観の悪循環を
選んでいる状態 

お金を増やす買い方： 
→自分の優先順位に従い決断する（我
慢ではなく自分の選択） 
→使える金額がわかっているので安心
してお金を使う 
→長期的なメリットを意図して決断 
→安心、自信、ワクワク 
→セルフイメージがアップ 
安心・自信を選んでいる状態



自分が安心・余裕を優先してお金を創る行動を 
実践するとその意図が返ってくる・・・

つまり 

お金が入ってくる！



自分のお金に関する数値を知る
2.目標金額の設定

金額により方法が変わる 
目標金額は一つではなくても良い 

大きな目標：年収１０億円 
最初の目標：月５万円/NZ$500 

1.収入、支出を明確にする 
2.月にあといくらあったら余裕/自由が得られるか？ 
3.それをどのように手に入れるかに意識を向ける



お金の引き寄せ準備編：基本レッスン

第１部：現実的な行動からの引き寄せ 
　 

自分のお金に関する数字を知る！ 
第２部：エネルギーのシフトから起こる引き寄せ 

お金の引き寄せのキーポイントを知る！



お金の引き寄せ準備編：基本レッスン第２部

お金のブレーキとは？ 
お金を創る行動を妨げる全ての思考・感情・見方・思い込み 
お金を受け入れることを妨げる全ての思考・感情・見方・思い込み 
お金をキープすることを妨げる全ての思考・感情・見方・思い込み 

例えば・・・ 
自分がいくら使ってるのか知るのが怖い 
時間がない 
今の会社では昇給は無理 
このお給料じゃ貯金は無理 
お金ができたらやりたいことができる・・・ 
お金が出来たら人間関係がよくなる・・・ 

お金の引き寄せのキーポイントを知る！



お金のブレーキとは何か？を知る！

収入へのブレーキ→どれだけ家族に認められているか？に関係 
高収入へのブレーキ 
支出のブレーキ 
貯金へのブレーキ 
借金へのブレーキ 
人間関係におけるブレーキからのお金のブレーキ 
セルフイメージ・自己価値のブレーキからのお金のブレーキ 
お金のイメージからのブレーキ 
お金持ちへのイメージからのブレーキ 
欠乏意識からのブレーキ 
お金のサーモスタッドのブレーキ 
責任回避からのお金のブレーキ 
５つの『待つ』というブレーキなど・・・ 

典型的なお金のブレーキ



お金の引き寄せのキーポイント
お金の引き寄せチャレンジでは、お金のブレーキを外して


アクセルに変えるワークを実践します。

↓


お金に関する決断、行動、結果・現状の裏にある

感情や思考を変え、


選択、行動、状況を変えていきます。


物事自体には意味はなく、意味を与えているのは自分自身 
全ては幻！ 



宇宙の法則はエネルギーの法則 
全てはエネルギー 
人間の思考も感情もエネルギー 
信じるものが現実化する 
意識すればするほどその対象が大
きくなる→現実化する 
宇宙の法則には例外はない

宇宙の法則とは？

宇宙の法則とは？

自分のマインドから創り出している現実



能力、運、目標、目標達成のスピー
ド、行動の種類、行動の結果、行動
の効率性、お金の状況、自信、過去
の経験の意味付け、現状、未来、 

人生が変わります。

お金の引き寄せのキーポイント、感情について知る！

１：感情によって体験できることが変わる

復讐心、嫌悪感、激怒、嫉妬、
罪悪感、 不価値観、恐怖感、 
悲嘆、鬱、絶望感、無気力 
（ヒーリング）

喜び、叡智、自信、自由、愛、感
謝、 情熱、感激、熱望、幸福感
良い期待感、信念、楽観、満足
感、充実感

退屈、悲観、欲求不満、イライ
ラ、焦り、圧倒感、失望感、不
信感、心配、避難、 不安、落
胆、怒り、恐れ

３つの感情カテゴリー



思考→感情→行動→結果（現状）→思考→感情 

現状は意識を向けた思考の結果 

望みの思考→望みの感情→望みの結果 
望まない思考→望まない感情→望まない結果 

お金の引き寄せのキーポイント、感情について知る！

２：望みの状況？望まない状況？ 
どこにフォーカスするかで感情が変わる

復讐心、嫌悪感、激怒、嫉妬、
罪悪感、 不価値観、恐怖感、 
悲嘆、鬱、絶望感、無気力 
（ヒーリング）

喜び、叡智、自信、自由、愛、感
謝、 情熱、感激、熱望、幸福感
良い期待感、信念、楽観、満足
感、充実感

退屈、悲観、欲求不満、イライ
ラ、焦り、圧倒感、失望感、不
信感、心配、非難、 不安、落
胆、怒り、恐れ

３つの感情カテゴリー



お金のことをいつも考えている・・・ 

お金がある状態？（豊かさ意識） 
お金がない状態？（欠乏意識） 

望みの思考→望みの感情→望みの結果 
望まない思考→望まない感情→望まない結果 

現状は結果→意識の焦点を変えると結果も変わる 
全ては幻

お金の引き寄せのキーポイント、感情について知る！

３：意識を向けた対象が大きくなる

復讐心、嫌悪感、激怒、嫉妬、
罪悪感、 不価値観、恐怖感、 
悲嘆、鬱、絶望感、無気力 
（ヒーリング）

喜び、叡智、自信、自由、愛、感
謝、 情熱、感激、熱望、幸福感
良い期待感、信念、楽観、満足
感、充実感

退屈、悲観、欲求不満、イライ
ラ、焦り、圧倒感、失望感、不
信感、心配、非難、 不安、落
胆、怒り、恐れ

３つの感情カテゴリー



お金を引き寄せるということは、お金
を創り出して手に入れられる感情を選
び、そこに自分を合わせるということ

違うところにあるお金を自分の方に
引っ張り込むことではありません！
チャンス、人脈、アイディア、インス
ピレーションを得られる

お金の引き寄せのキーポイント、感情について知る！

４：お金を手に入れる感情に自分を調整する

復讐心、嫌悪感、激怒、嫉妬、
罪悪感、 不価値観、恐怖感、 
悲嘆、鬱、絶望感、無気力 
（ヒーリング）

喜び、叡智、自信、自由、愛、感
謝、 情熱、感激、熱望、幸福感
良い期待感、信念、楽観、満足
感、充実感

退屈、悲観、欲求不満、イライ
ラ、焦り、圧倒感、失望感、不
信感、心配、非難、 不安、落
胆、怒り、恐れ

３つの感情カテゴリー



感情によって運が良い人、悪い人、ネガテ
ィブな人、ポジティブな人にもなれる。

感情は意識を向けた思考の結果＝ 全て
は幻 
現状は結果→意識の焦点を変えると結果
も変わる 
全ては幻

お金の引き寄せのキーポイント、感情について知る！

５：生まれつき運が悪い人はいない

復讐心、嫌悪感、激怒、嫉妬、
罪悪感、 不価値観、恐怖感、 
悲嘆、鬱、絶望感、無気力 
（ヒーリング）

喜び、叡智、自信、自由、愛、感
謝、 情熱、感激、熱望、幸福感
良い期待感、信念、楽観、満足
感、充実感

退屈、悲観、欲求不満、イライ
ラ、焦り、圧倒感、失望感、不
信感、心配、非難、 不安、落
胆、怒り、恐れ

３つの感情カテゴリー



お金の安心を手に入れるには、行動する
ことが近道

メディテーションや空想、想像だけ
で、安心を得られるのは、どうでも良
いことか、かなり上級者用メソッド 
人間は行動することで安心、自信を得
られる

お金の引き寄せのキーポイント、感情について知る！

６：行動が大切

復讐心、嫌悪感、激怒、嫉妬、
罪悪感、 不価値観、恐怖感、 
悲嘆、鬱、絶望感、無気力 
（ヒーリング）

喜び、叡智、自信、自由、愛、感
謝、 情熱、感激、熱望、幸福感
良い期待感、信念、楽観、満足
感、充実感

退屈、悲観、欲求不満、イライ
ラ、焦り、圧倒感、失望感、不
信感、心配、非難、 不安、落
胆、怒り、恐れ

３つの感情カテゴリー



お金の引き寄せのキーポイント、感情について知る！

お金の引き寄せのキーポイントは感情 

1.感情によって選択が変わるので体験できることが変わる＝人生が変わる 
2.望みの状況？望まない状況？どこにフォーカスするかで感情が変わる 
3.意識を向けた対象が大きくなる 
4.お金を手に入れる感情に自分を調整する 
5.生まれつき運が悪い人は存在しない（両方になれる） 
6.お金の安心を手に入れるためには行動が大切 



お金の大原則
①収入ー支出＝貯金　　 
②お金もエネルギー 
③収入が増えると支出も増える＝貯金が増えない　 
④今あるお金の不安や欠乏意識はお金が増えれば拡大する（引
き寄せの法則） 

⑤今あるお金の安心や豊かさ意識はお金が増えれば拡大する 

マインド・エネルギー・行動・受け入れ（お金の状況）を全て
バランスよくワークして豊かになっていきましょう！ 



お金の引き寄せの基本のワーク

受け入れ

行動実践

エネルギーワーク

マインドワーク

1.目標設定＆意図設定（マインド） 

2.現状のサーモスタットを変える（マインド） 

3.お金のブレーキを外す（マインド） 

4.エネルギーワーク 

5.行動実践 

6.受け入れ



お金の引き寄せのポイントは波動/感情/エネルギー

✤自分のお金を把握する！（収入、支出、貯金、借金、利子、利息） 
✤目標を決める！（受け身の反応から目標に向かうエネルギーへのシフト、金銭状
態のコントロールを取り戻して自信と安心のエネルギーへ） 

✤まずは自分のお金をキープ！（理想は収入の10%＋/ 最初は100円でも１ドルで
もOK!）残高で生活する！ 

✤感情の優先順位を明確に！：一瞬の喜びvs後悔　/ 同じ選択・状況でモヤモヤvs
新たな選択・状況でワクワク / 消費・浪費で後悔vs投資でワクワク 

✤行動の優先順位を明確に：1.緊急度が高く重要なもの、2. 緊急度が低く重要なも
の、3.緊急度が高く重要ではないもの、4.緊急度も重要度も低いもの（不要な可
能性大）

自信・安心・楽しさ・喜び・余裕・自由を感じられるようになるために



引き寄せの法則でお金を引き寄せる

引き寄せの法則とは？
同じ波動のエネルギーが引き寄せ合う 
自分が発する波動が返ってくる 

目標金額の設定 
金額により方法や行動が変わる 
目標金額は一つではなくても良い 
大きな目標も小さな目標も作りましょう



引き寄せの法則でお金を引き寄せる
お金を引き寄せる質問

今日、千円を手に入れるには何ができるかな？ 
今週、１万円を創るには何ができるかな？ 
今週、１０万円を創るにはどんな方法があるかな？ 
今、お金が入ってきたらどんな気持ちだろう？ 
どんなことが起こったら100万円が手に入るだろう？ 
朝起きたら口座に100万円振り込まれてたらどんな気持ちだろう？ 
空からお金が降ってきたらどんなに楽しいだろう？ 
常に必要以上のお金がどんどん入ってくるってどんな感じだろう？ 
欲しいものが欲しい時に買える自由が手に入るためには、何が必要だろう？ 



引き寄せの法則でお金を引き寄せる
ブレーキを外すマントラ

自分には無理だと思うブレーキは自分で決めた真っ赤な嘘！全部手放します！ 
お金の流れをブロックする全ての考え方や思い込みを手放します。 
今週、１０万円を創るにはどんな方法があるかな？ 
お金は自分のエネルギーからいくらでも創り出せるもの！ 
自分を過小評価して妥協している選択基準を手放します。 



お金の引き寄せのキーポイント、感情について知る！

お金の引き寄せのキーポイントは感情 

1.感情によって選択が変わるので体験できることが変わる＝人生が変わる 
2.望みの状況？望まない状況？どこにフォーカスするかで感情が変わる 
3.意識を向けた対象が大きくなる 
4.お金を手に入れる感情に自分を調整する 
5.生まれつき運が悪い人は存在しない（両方になれる） 
6.お金の安心を手に入れるためには行動が大切 



意図的創造の法則でお金を意図的に創造する！

意図的創造の法則とは？
エネルギーを向けた対象が拡大する 
意識すればするほどその対象が大きくな
る 

思考と感情 
ネガティブ思考→ネガティブ感情 
ポジティブ思考→ポジティブ感情 
どちらを選ぶかは自分の選択

ポジティブ思考へのブレーキ
問題から目をそらさずにきちんと向かい
合わないと・・・ 
現実逃避してても問題は解決しない・・ 
好きなことばかりしてたらダメ・・・ 
嫌なことも我慢してやらないと・・・ 
XXをやらなかったら人に迷惑をかける 
怒りをエネルギー源にすることが習慣 
OOさんが変わらないと絶対無理・・・



意図的創造の法則でお金を意図的に創造する！

ポジティブ思考へのブレーキ
問題から目をそらさずにきちんと向かい
合わないと・・・ 
現実逃避してても問題は解決しない・・ 
好きなことばかりしてたらダメ・・・ 
嫌なことも我慢してやらないと・・・ 
XXをやらなかったら人に迷惑をかける 
怒りをエネルギー源にすることが習慣 
OOさんが変わらないと絶対無理・・・ 
過去を清算しないと未来に進めない

ポジティブ思考へのGoサイン
問題と解決法の波動は真逆・問題に目を
向けてたら解決法は得られません。 
現実逃避で波動を変えることが大切！ 
好きなことばかりするのが正解！（役目 
我慢してやらない！波動変える/任せる 
みんな我慢と拘束 or みんなが自由？ 
ワクワクを原動力にすることが可能 
自分が変われば人も周りも変わります。 
過去の清算は一生かかっても終わりませ
ん！この瞬間から今後の現実が創られま
す。



過去にうまくいったことはどんなことですか？

• お金がいきなり入ってきて嬉しかった時は？ 
• 運が良かったと感じたのはどんな時ですか？ 
• 自分が自由に楽しかった時はどんな状態でしたか？ 

過去の自分の見たい部分を明確にして自分に質問すると 
答えが見つかります。

エネルギーを注ぐほどその対象が大きくなります。 
意識を向ければ向けるほどその考えを引き寄せます。



お金がいきなり入ってくる可能性とは？

✤予想外のボーナスが出た 
✤いきなり返金でお金が返ってきた 
✤昇給・プロモーション 
✤プレゼントでお金をもらった 
✤補助金・援助金・手当があった 
✤オークション販売成功 
✤家が売れた 
✤投資のリターンでお金が増えた

✤片付けたらお金が出てきた 
✤お金を拾った 
✤お金が降ってきた 
✤宝くじに当たった 
✤懸賞でお金が当たった 
✤お小遣いをもらった 
✤チップをもらった 
✤自分の家の値段が上がった



お金を節約できる可能性とは？

✤ご馳走してもらった 
✤買いたいものがセールになっていた 
✤無料券をプレゼントでもらった 
✤家が当たった 
✤航空券が当たった 
✤欲しいものをもらってしまった 
✤ポイントで欲しいものが手に入った 
✤プレゼントで欲しいものをもらった 
✤車をもらった

✤ハウスシッターする代わりに家賃な
しで生活できるようになった 

✤メンバーカードでお得に買い物 
✤写真の代わりに航空券を提供された 
✤カープール（通勤・通学） 
✤週末にお弁当の作り置き 
✤光熱費や保険料の見直し 
✤トレード 
✤自分の家の値段が上がった

節約について・お金持ちのように振る舞うこととは？



借金を完済する可能性とは？

✤借金を完済すると決めること！ 
✤利子やペナルティーを明確にして借金を減らす。 
✤ローンの組み替えなどができるかどうかリサーチする。 
✤銀行に交渉してみる。 
✤拘束感・罪悪感・後悔・責任転換・攻める気持ちを手放す→行動 
✤自分の中の欠乏意識（不価値観・劣等感・焦り）を物を手に入れるこ
とで埋めようとする代わりに、数字を把握して得られる充実感や自信
に変える。 

小さなローンを完済してエネルギーを軽減する



受け入れの法則でお金を受け入れる！

受け入れの法則とは？

ありのままを受け入れる（抵抗力や執着を作らない） 

何を受け入れる？ 

ありのままの状況を受け入れる 
周りの人を受け入れる（違いを受け入れる） 
自分の価値を受け入れる 



現状を受け入れてお金を受け入れる！

引き寄せのブレーキ

1.４人の子供たちのせいでビジネスにか
ける時間がない 

2.４人の子供がいるから学びに行けない 
3.スピーチが全く思いつかない 
4.引き寄せできずにお金が全部なくなっ
た

引き寄せへのアクセル
1.４人の子供たちがいるから今はこのペースで
良いのだ！ 

2.４人の子供がいるから家からできるネット
コースで学んだ 

3.スピーチが思いつかないことを話せば良い 
4.お金の引き寄せを教えるプログラムを作ろ
う！ 

１：現状を受け入れる→ホッとする！ 
２：現状はせっかく与えられたチャンス！→これを生かしてどうお金を作りますか？



周りの人を受け入れてお金を受け入れる！

引き寄せのブレーキ

1.なんでサービスへの申し込みをしてくれ
ないんだろう？ 

2.なんでこの会社は自分の努力を認めて
くれないんだろう？ 

引き寄せへのアクセル

1.もっとうまく説明できるようになろう！ 
2.会社が重要としている価値を表現出来るよう
になろう！

１：現状を受け入れる→ホッとする！ 
２：現状はせっかく与えられたチャンス！→これを生かしてどうお金を作りますか？

コントロールできるのは自分の波動だけ！ 
人をコントロールしようとすれば、それも同じように自分に返ってきます。



無限の法則でお金の可能性を無限大に拡大

無限の可能性の法則とは？

全てはエネルギー（全ては可能） 

可能性にブレーキをかけているのは？ 

自分自身（思考→意識の焦点→感情→選択→行動→結果・現状） 
自分のイメージを書き換えましょう！ 



自分のエネルギーが高くなるのは 
どんな時でしょうか？



自分のエネルギーが高くなるのは？

リラックスしている時 
楽しい時 
嬉しい時 
感謝している時 
恵まれてるな～と思う時 
好きなことをやっている時 
自由を感じる時 
安心している時 
余裕がある時 
幸せだな～と思う時 



自分のエネルギーが低くなるのは 
どんな時でしょうか？



自分のエネルギーが低くなるのは？

落ち込んでいる時 
悩んでいる時 
寂しい時 
疲れている時 
間違えたかも？と思っている時 
罪悪感を感じている時 
不安な時 
後悔している時 
余裕がない時 
やりたいことができないと思っ
ている時 



１：今月引き寄せる金額を決めてください



2: その金額を２倍にしてください



３: その金額を今月引き寄せると思うと 
どんな気持ちになりますか？ 

＊ノートに書き出してみましょう＊



４: さらにその１０倍の金額を今月引き寄せる 
と思うとどんな気持ちになりますか？ 
＊ノートに書き出してみましょう＊



５: ４の金額を今月引き寄せるために 
最初にできることをノートに 
書き出してみましょう



自分のイメージ＆ストーリー
自分はどんな人だと信じてきましたか？

1.お金に関する自分 
2.収入に関する自分 
3.貯金に関する自分 
4.支出に関する自分 
5.借金に関する自分 
6.投資に関する自分 
7.家庭内での自分

8.ママ・夫・子・親などの自分 
9.親しいグループの中での自分 
10.組織の中での自分 
11.社会の中での自分 
12.仕事に関する自分 



自分のイメージ＆ストーリー
自分はどんな人だと信じてきましたか？

13.育った環境に関しての自分 
14.父親から影響された自分 
15.母親から影響された自分 
16.成功するかどうかに関して自分 
17.行動に関しての自分 
18.コミュニケーションに関して 
19.性格に関して 

20.勉強に関しての自分 
21.変化のスピードに関しての自分 
22.お金の引き寄せに関しての自分 
23.夢を叶えることに関する自分 
24.朝起きた時の自分 
25.睡眠に関する自分 



両極性の法則で空想上の 
見えないお金を見えるお金に！

両極性の法則とは？
１つのトピックには対になる２つの極がある 

例えば・・・ 

感情→望み/望まない 
お金→ある状態（豊かさ）/ない状態（欠乏） 
エネルギー→見えるエネルギー/見えないエネルギー 

重要：どちらに意識を向けていますか？



お金がある状態＝豊かさに意識を向けるには？ 
今ある豊かさに意識を向けることが大切！

今の収入や貯金 
今、自分の周りにある物（エネルギー、家、自然、テクノロジー、） 
今までの経験 

光、空気、細胞、水、お金、ご縁、チャンス、音、健康、アイディア、 
エネルギー、望みなど、 

今、自分が受け入れて所有しているものや体験しているものは 
自分の望みのうちどれくらいでしょうか？

具体的には？



あなたにとってお金とは？

あなたにとってお金とは 
何を意味しますか？ 

また何を象徴していますか？ 



あなたにとってお金とは？

お金の意味するものや象徴する事を 
もっと受け入れるには 
何が必要ですか？ 



あなたにとってお金とは？

具体的に今日からできる行動は？ 



収入のブレーキ

　収入を決めるポイント１：自己価値 
• 他人にどれだけ好かれているか？家族がどれだけ自分の価値を認めているか？ここから自己価値を想定して、
その自己価値の快適ゾーン内に収まるよう収入のサーモスタッドが設定される。（収入のサーモスタッド＝快
適な収入ゾーン） 

• 兆候：プロモーションのチャンスを生かせない、人にお金をチャージできない、自分の旦那さんを稼げない
人、頼りない人だと思い込んでいる、もっとお給料の良い仕事を探さない、など。 

収入を決めるポイント２： 
• 収入UP＝能力、努力、頭の良さ、責任感etcで決まると思っていると、一生懸命頑張らないと収入は増えない、
という考えを信じ、自分には無理、、、と思ってしまう。 

•兆候：お給料の良い仕事は責任も増えるのでやりたくない、自分には無理だと思っている、やりたいことばかり
してたらお金にならないと思っている



収入のブレーキ

   収入をブロックする過去のトラウマ：
•お金を受け取るのが悪いことだと思わされるような経験、もらえると思っ
ていたお金を親が返してしまう、など。
• 収入UP＝努力、責任感、大学での資格、時間、生まれながらの素質、
運、家柄などが必要だと思いながらもチャレンジして失敗した経験（ブ
レーキを踏んだままアクセルを踏むこと）

収入がないことから感じる感情：
•自信のなさ、未来への恐れ、自分自身への妥協、不価値観（この気持ちが
理想の収入を得ることをブロックしている感情です）



収入のブレーキ

 

収入を増やすポイント

•自分のセルフイメージ（自分の価値）を高める
•お金を受け取ることへの抵抗をなくす（お金と仲良くなること）
•お金の代わりに自分が提供している価値を明確にする
•自分が人の役に立てること、人に提供できることを探す



理想の収入へのブロックを見つけるワーク

1.過去１年間のあなたの年収（夫婦の場合は二人の合計）は、いくらでしょうか？ 手当や補助金なども
含めた合計を書き出して見ましょう。 

2.現在の『収入』のことを考えると、あなたはどんな気持ちになりますか？（感情） 
3.あなたの理想の収入はいくらでしょうか？ 
4.理想の『収入』について考えると、あなたの頭の中では、どんな考えや言葉が繰り返されていますか？
（思考の習慣） 

5.私のいまの収入が意味していることは、、、 

6.　　＊私は、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

7.　　＊世間は、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

8.今まで上記2～7の考え方や見方が、どのようにあなたが理想の収入を得ることをブロックしてきたと思
いますか？ 

9.理想の収入を得るためには、どのような見方や考えを信じる必要がありますか？



貯金のブレーキ
貯金があると？

　安心や安全の確保、自信やパワーを与えてくれる、自由、楽になる

貯金のブロックになる過去のトラウマ：

喪失、損失、浪費などの経験（また無くすくらいなら初めからない方が良い
お金に関する選択を間違えたことへの後悔や恐れ（決断や責任への回避）
お金のトラブル（お金が原因の人間関係の悪化）



貯金のブレーキ

貯金がないことから感じる感情：

失望感、安心感や安全の喪失からの悲しみや心配、恥ずかしさ、恐れ、怒り、
自信のなさ（この気持ちが貯金を増やすことをブロックしている感情です）

貯金を増やすポイント：
安心・自由・自信 ＞ 一時的な願望
自分のお金を確保＆キープ＆増やすことへのイメージを変えること
楽しく節約すること（節約へのイメージを変える）
お金があると楽しい選択ができることを思い出す（決断・選択の重荷→自由
で楽しい経験）



貯金のブロックを見つけるワーク

1.現在の貯金の合計金額は、いくらでしょうか？  

2.現在の『貯金』のことを考えると、どんな気持ちになりますか？（感情） 
3.あなたの理想の貯金はいくらでしょうか？ 

4.理想の『貯金金額』について、あなたの頭の中では、どんな考えや言葉が繰り返されています
か？（思考の習慣） 

5.私のいまの貯金の合計金額が意味していることは、、、 

6.　　＊私は、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

7.　　＊世間は、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

8.今まで上記２～７の考え方や見方が、どのようにあなたが理想の貯金を得ることをブロックし
てきたと思いますか？ 

9.理想の貯金金額を手に入れるためには、どのような見方や考えを信じる必要がありますか？



鏡の法則でお金と人間関係の豊かさをゲット！

鏡の法則とは？
周りはエネルギーの反映 

例えば・・・ 
人のふり見て我がふり直せ・・・ 

何が反映している？ 
自分が他人に対して、思っていること、感じていること、していること 
自分が自分に対して、思っていること、感じていること、していること



人間関係は誰に一番影響をもたらすか？

自分自身



お金は人から入ってくる可能性が大

チャンスをブロック 
お金をブロック 
幸せをブロック 
可能性をブロック 
健康をブロック 

毎日の生活に大きな影響を与えます。

人間関係のブレーキがあると・・・



親子関係からのブロック

子供の頃に必要だった自分の立ち位置は？ 

現在の人間関係に影響を与えていると思われる過
去の出来事、見方、思い込み、ストーリーは？ 



人間関係のブロックを外しましょう！

今、変えたい人間関係を一つ決めてください。 

BAD → GOOD 
GOOD → BEST 



過去の人間関係のブロック

大人になった今、それを継続するか？ 
自分のステージへ乗り換えるか？ 

選択するのは自分自身



親へのブロック

いつまで『親』との関係をベースにするか？ 

いつから『自分』を判断基準にするのか？ 

自分で選択することが大切 

自分の基準（GPS）を使いましょう！



自分のGSPとは？

１：お腹の中の声（本心・本音など） 
２：頭の中の声（Go or Stop） 
３：心で感じる気持ち（GPS） 

１=２(同じ方向)→ ３は軽い気持ち 
（正しい方向・真実） 

１vs 2(違う方向)→３は重たい気持ち 
（反対方向・嘘） 



豊かさの法則でお金が溢れる世界へようこそ!

豊かさの法則とは？

すべては大量に存在する 

望み　→ 大量に存在  vs  望みの欠乏　→ 大量に存在 
お金　→豊かさ大量　vs  欠乏大量 
＊豊かさの源は自分のエネルギー

どこに意識を向けますか？　お金のある部分　or お金がない部分



豊かさに意識を向けましょう

身の回りですでにある『豊かさ』や『豊かさ』を感じさせ
てくれるものを、ノートに書いてみましょう。 

例）選択肢、情報、平和、自然、笑顔、テクノロジー、光、
愛、人のご縁、優しさ、暖かい部屋、美味しい食事、便利

さ、人の才能、etc 



支出のブレーキ
支出とは？

　ある目的のために金銭や物品を支払うこと。→お金を使って、必要なも
の、欲しいもの、体験・もの・サービス・時間・思い出・人生・喜びなどを
手に入れること。 

お金とは？

同じ価値同士の物々交換の手間を省いて簡単に価値の交換ができるようにな
るための道具
お金＝価値の交換用ツールの１つ



支出のブレーキ

支出のブロックになる過去のトラウマとは？

　お金を使って怒られたり責められたりした経験（お金を使うことは悪い事
→罪悪感）　 
無駄使い・無駄な買い物などの後悔（自分を責めるきっかけ） 
お金がなくなってしまった状況（欠乏意識・常に足りない→欲しいものを
買ってはいけない） 



支出のブレーキ

欠乏意識からの支出で感じる感情：

罪悪感、不価値観、窮屈感、心配、不安、自己否定感（この気持ちが欠乏を
さらに創り出す支出を創り出している感情です。）

お金を増やす支出のポイント：
お金が減らないお金の使い方→使ったお金の代わりに手に入るものにフォー
カス（豊かさ意識）

豊かさ意識でお金を使うこととは？→自分の人生を豊かにするため、楽しむ
ためにお金を使う、自分が望む気持ちに従って自分の役目を果たす事、人々
が生まれ持ってきたお役目を果たすための仕事を創り社会に貢献する事



支出のブロックを見つけるワーク
1.自分が使ってきたお金のことを考えると、どんな気持ちや感情が思い起こされますか？
（感情） 

2.あなたの思考には『お金を払うこと』について、どんな習慣が組み込まれていますか？/あ
なたの頭の中では、どんな考え言葉が繰り返されていますか？（思考の習慣） 

3.過去の出来事に関連していると思えることはありますか？ 
4.私がお金を支払うこととは？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
5.私が欲しいものを買うこととは？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

6.＿＿＿にとって私がお金を使うということは？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
7.＿＿＿にとって私が欲しいものを買うこととは？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
8.今まで上記１～７の考え方や見方が、どのようにあなたが豊かにお金を使うことをブロッ
クしてきたと思いますか？

9.豊かにお金を使うためには、どのような見方や考えを信じる必要がありますか？



５つの『待つ』というブレーキ
今のあなたにとって 

『お金を待つ』というブロックは？ 

『人がXXしてくれるのを待つ』というブロックは？ 

『完璧なタイミングを待つ』というブロックは？ 

『環境が整うのを待つ』というブロックは？ 

『心の準備ができるのを待つ』というブロックは？



手放しの法則でお金もチャンスも現実化！

手放しの法則とは？

手放すことでスペースを創る 

何を手放すのか？
方法、タイミング、過去からの思い込み、意味づけ、ストーリーへの執着 

執着→ぐるぐる思考→八方塞がりの現実 
重たいエネルギー（感情）　＝望みをブロックするブレーキ



手放しの法則でお金もチャンスも現実化！

何を手放すのか？
方法、タイミング、過去からの思い込み、意味づけ、ストーリーへの執着 

執着→ぐるぐる思考→八方塞がりの現実 
重たいエネルギー（感情）　＝望みをブロックするブレーキ

絶対〇〇なはず、普通XXだよね～、今回こそXXなはず、常識だよね・・・

無理、できない、前にも試してみたけどできなかった・・・

XXまでに〇〇しないと・・・

この方法しかない・・・他に方法はない・・・

こんな言葉が出てきたら執着している可能性大



手放しの法則でお金もチャンスも現実化！
何を手放すのか？
方法、タイミング、過去からの思い込み、意味づけ、ストーリーへの執着 

執着→ぐるぐる思考→八方塞がりの現実 
重たいエネルギー（感情）　＝望みをブロックするブレーキ

海の見える家

飛行機の席

到着時間

４０００ドル

レント

例えば・・・



手放しの法則でお金もチャンスも現実化！

何を手放すのか？
方法、タイミング、過去からの思い込み、意味づけ、ストーリーへの執着 

執着→ぐるぐる思考→八方塞がりの現実 
重たいエネルギー（感情）　＝望みをブロックするブレーキ

執着していることに気づくこと

何に執着しているかに気づくこと（方法？タイミング？）

その執着からどんな気持ちになっているかチェック

やることやっても変わらない時には宇宙に任せる

まあいっか！なるようになる！どんな風に展開していくんだろう？

他のことをやる　→ 執着が外れる！

どうやって執着を手放すのか？



借金のブレーキ
借金を引き止めている感情とは？
•自分や他人を許せない気持ち、自分や他人を非難する気持ち、恐れ、怒り、
心配、不価値観、不安感、絶望感、自分への罪悪感、責任転換、窮屈、拘束
感、劣等感、焦り、悲しみ、後悔、怒り、不安（この気持ちが借金を作り出
した感情で、借金を自分の人生に繋ぎ止めているエネルギーです）

借金をなくすポイントは？
•自分と関係者を許すこと→鏡の法則の光のワーク
•借金返済を最優先にすると決めること。
•借金返済方法を考え、調べて行動すること
•借金返済に向けて対策を作り行動することで、不安や心配を自信と安定に変
えることが目的です。



借金返済のブロックを見つけるワーク
1.借金の合計金額とそれを返済することを考えると、どんな気持ちや感情が思い起こさ
れますか？（感情） 

2.あなたの思考には『借金の合計金額』について、どんな習慣が組み込まれています
か？/あなたの頭の中では、どんな考え言葉が繰り返されていますか？（思考の習慣） 

3.過去の出来事に関連していると思えることはありますか？ 
4.私の借金合計金額が意味することとは？私は＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
世間は＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

5.私がその借金を返済することとは？私は＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
世間は＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

6.今まで上記１～５の考え方や見方が、どのようにあなたの借金返済をどのようにブ
ロックしてきたと思いますか？

7.借金を返済をスピードアップするには、どのような見方や考えを信じる必要がありま
すか？



何を手放しますか？

お金が入ってくる可能性を閉ざしている考え方、見方、思い込み、条件、

過去のストーリー、経験、常識、人間関係、セフルイメージ、感情などを


ノートに書き出してみてください。



エネルギーワーク

絶対〇〇なはず 普通XXのはず

今回こそXXなはず
常識

これしか無理

タイミングの制限

可能性の制限

自分には無理

この人はXXだ

これも含めて全ては順調！ 
この後どんな展開になるんだろう？ 
執着を手放すためには何が必要だろう？



お金の引き寄せセッションご案内

1.Mari Fenn個人セッション詳細は下記のサイトから
ご覧ください。 
2.https://www.marifenncoaching.com/book-
online 

https://www.marifenncoaching.com/book-online
https://www.marifenncoaching.com/book-online
https://www.marifenncoaching.com/book-online

