
 

どんな時でも自分を信じて 

happy 気分でビジネスに取り組める 

ようになる考え方♪ 
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はじめに 

【推奨環境】 

このレポート上に書かれている URL はクリックできます。できない場合は最新

の AdobeReader をダウンロードしてください。（無料） 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 

 

【著作権について】 

このレポートは著作権法で保護されている著作物です。 

下記の点にご注意戴きご利用下さい。 

 

このレポートの著作権は作成者の新垣覚に属します。 

著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部をいかなる手段におい

ても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。 

このレポートの開封をもって下記の事項に同意したものとみなします。 

このレポートは秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、この

商材の全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、転売等

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
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することを禁じます。  

著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った

時は、関係法規に基づき損害賠償請求を行う等、民事・刑事を問わず法的

手段による解決を行う場合があります。 

このレポートに書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。著者は

事前許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権利を

有します。 

このレポートの作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情

報等がありましても、著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を

負わないことをご了承願います。 

このレポートを利用することにより生じたいかなる結果につきましても、

著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承

願います。
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第１章：いつも自分は「不幸」と思っていた過去の

私 

 

２５年以上のサラリーマン生活を経て起業した私のマイン

ドは完全に「負け犬マインド」でした。 

 

 

サラリーマンの人すべてが「負け犬マインド」という意味で

はありません。 

 

 

私の考え方が負け犬マインドだったのです。 

 

 

今、考えるとサラリーマンとして会社に依存していたのが、

原因のひとつでした。 
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“自分ではお金を生み出す事ができない” 

“会社がなければ生活できない” 

“自分の人生を自分で決めるなんて不可能” 

“どんな事があっても会社には逆らえない” 

 

 

そんな小さい考え方が負け犬マインドを作っていました。 

 

 

負け犬マインドになると何がいけないかと言うと常に自分

の事を「不幸」と勘違いしてしまう事です。 

 

 

今はそんな事は冗談でも思わないですが起業前、起業して

からしばらくの間、常に自分は不幸だと思っていました。 
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あなたはどうでしょうか？心の底から自分は幸せと感じて

いますか？ 
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第２章：人生を変えた言葉 

 

そんなウジウジと負け犬マインドで自分は不幸だと思い生

活していた私に奇跡のような出会いがありました。 

 

 

その方は少しスピリチュアルの能力もある方だったのです

が、ある日こう言われたのです。 

 

 

「しあわせはあなたの心が決める」 

 

 

私は雷に打たれたような気持ちになりました。 
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自分でも分かっていたので負け犬マインドを振り払うため

に自己啓発の本を読み漁ったり、勉強会に参加したりして

いました。 

 

 

でも、私の心はどこか空虚で自分は不幸だという考え方は

消えずにいました。 

 

 

そんな私にその方は「しあわせはあなたの心が決める」と言

ってくれたのです。 

 

 

私はその瞬間に変われました。まるでセミが殻を脱ぎ捨て

羽化をするように過去の自分とサヨナラできました。 
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今でもその言葉は私のスマホの待ち受け画面にして常に意

識するようにしています。 
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第３章：「生かされている」を実感して生きる 

 

自分は不幸ではなく「幸せ」なんだと理解できると、これま

での不満やエゴに満ちた毎日が大きく変わりました。 

 

 

具体的にはどんな事にも自然と感謝できるようになったり、

他人の悪口や噂話などしなくなったり、自分だけでなく他

人に優しくなってきました。 

 

 

もちろん私は仏様ではないので、時には感情を乱してしま

う事もありますが、幸せを感じると同時に「傲慢さ」が減っ

ていったと思います。 
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それは生きている事自体が奇跡の連続だし、「生きている」

のではなく「生かされている」という事を痛感できるように

なりました。 

 

 

私くらいの年齢になると不慮の事故や病でこの世を去って

いく人も周りには出てきます。そんな現状がさらに「生かさ

れている」という想いを大きくさせてくれました。 

 

 

もちろん、あなたにも私と同じように「生かされている」と

いう事を感じながら生活する事を強要するつもりはこれっ

ぽっちもありません。 

 

 

ひとつの考え方として捉えてもらえたら嬉しいです。
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第４章：引き寄せを身につける 

 

私が幸せを感じて生活していく中で気づいた事がありまし

た。 

 

 

心が穏やかな暮らしをしていると同じような考え方の人が

私の周りに増えていくという事でした。 

 

 

それはビジネスでも同じで、起業したての頃、お金がなくて

ギスギスした頃は嫌なお客様や狡いお客様によく出会いま

した。 

 

 

しかし、私が変わると私を取り巻く人たちも変わっていき
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ました。 

 

 

後でそれは「引き寄せ」が起きていたと理解できました。 

 

 

「引き寄せ」に関しては色々な本があるので既にあなたも、

あなたなりの引き寄せのイメージがあると思います。 

 

 

でも、私はビジネスの師でもある西田光弘先生を通して１

０年ほど前にリアリティ・トランサーフィンという概念を

教えてもらいました。 

 

 

これは俗に「振り子の法則」とも呼ばれているものです。ロ
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シアの量子物理学者のヴァジム・ゼランドという方が書い

たかなり難解な引き寄せに関する本に書いてあるものです。 

 

 

 

 

私はこの難解はリアリティ・トランサーフィンを西田先生

の解釈を入れて分かりやすくしたものから理解を深めて実

践し続けてきました。 
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これも、良き縁に恵まれたり、心に幸せを感じたりするのに

大きな影響を与えています。 

 

 

色々と私なりに分かりやすく咀嚼した説明動画を創りまし

たのでぜひお時間のある時にご覧下さい。 

 

 

５３分とかなり長尺になったので概要欄にチャプターを入

れています。そこから気になるところから観たり、後日に再

スタートする事も可能なのでご活用下さい。 
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『自宅起業家のための「引き寄せ」を自然に身につける方法

【リアリティ・トランサーフィンとホ・オポノポノの融合】』 

 ↓    ↓ 

https://youtu.be/0-ka6DRyx9o 

 

https://youtu.be/0-ka6DRyx9o
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第５章：ピンチはチャンス 

 

起業してビジネスを続けていくと正直、楽しい事よりも苦

しい事や悩んでいる事の方が圧倒的に多いです。 

 

 

そんな状況が嫌だとは思わないし、起業してから初めて自

分で自分の人生を選択できるという体験をしたのでむしろ

幸せな気持ちです。 

 

 

でも、苦しい事や悩んでいる瞬間には一瞬だけ気落ちした

り、怖くなったり、怒りが出たりと感情が動く事もありま

す。 

 

 



どんな時でも自分を信じて happy気分でビジネスに取り組める考え方 

- 18 – 

Copyright (C) 新垣覚 All Rights Reserved. 
 

そんな時に私が自然と口にする言葉が「ピンチはチャン

ス！」というものです。 

 

 

この言葉を知っている人は多いと思います。でも心から「ピ

ンチはチャンス！」と信じきれる人はそう多くはないので

はないでしょうか？ 

 

 

実は私も当初はこの言葉をあまり信じていなかったです。 

 

 

でも自分のビジネスを思い返していくと本当に大ピンチの

後に必ずチャンスが訪れていたのです！ 
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これには自分でも驚く事があります。神様って本当にいる

んだなと思う事もあります。 

 

 

それ位、すごい確率でピンチの後にチャンスが訪れます。 

 

 

でもそれって良く考えたらある意味自分で「引き寄せてい

る」とも言えます。 

 

 

次のステージに上がるためにはピンチは絶対に必要なもの

なのです。 

 

 

今は「新垣、適当な事を言っているな～」くらいの捉え方で
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結構です。でもピンチになったら本気で、超本気で「チャン

ス到来！」と口にしてみて下さい。 

 

 

不思議な事にそれだけでも力がみなぎってきます。そして

「とにかく前に進もう」というポジティブな気持ちになれ

ます。 

 

 

これも先に採り上げた「しあわせはあなたの心が決める」と

どこか通じていると思います。 

 

 

是非、「ピンチはチャンス」という言葉を信じて下さい。実

践して下さい。あなたの心が幸せを感じるはずです。
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第６章：あなたがいるから人生は楽しい 

 

どんな人でも「ひとり」では生きていけません。 

 

 

ましてやビジネスなんて、絶対にひとりなんかじゃ無理で

す。 

 

 

常に自分は不幸だと思っていた頃、同時に私はいつも孤独

を感じていました。 

 

 

家族もいるし、趣味の友達もいるし、同僚もいる。でも心は

孤独でした。 
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でも幸せを感じられるように変化してからは自分の周りに

いる人の愛や、まだ出会っていない人の愛も感じられるよ

うになりました。 

 

 

だから、もし今、あなたが孤独を感じていたり、理解されな

い事に苦しんでいたりしたら「それは本当のあなたの世界

じゃないよ」と伝えてあげたいです。 

 

 

今、私はこの文章を読んでくれているあなたの愛も感じて

います。愛って言うと少し照れくさいですが「あなたの暖か

さ」みたいなものを感じています。 
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私はまだ、あなたに会った事はありません。でもあなたがい

て嬉しいです。私を幸せにしてくれるし、暖かさ、愛を与え

てくれているから。 

 

 

実は、あなた私以外の人にも同じように与えているのです。

きっと気づいていないですが・・・ 

 

 

断言できる事。それは「あなたがいるから人生は楽しい」と

いう事。 

 

 

あなたを大切に想っている人、愛を感じている人が必ずい

ます。今、私があなたから感じているように。 
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だから、あなたには自信をもって欲しいです。あなたがいな

い世の中はきっと味気なくつまらないはずだから。 
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第７章：笑顔の人の周りに人は集まる 

 

あなたが笑顔になれば引き寄せられるように笑顔の人が周

りに集まります。 

 

 

あなたが仏頂面だったら仏頂面の人が周りに集まります。

これは原理原則です。太陽が東から上がり西に沈むのを変

えられないように。 

 

 

私はビジネスを通してこの大切な原理原則に気がつきまし

た。 

 

 

そしてそれを端的に表してくれていたのが「しあわせはあ
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なたの心が決める」という言葉だったのです。 

 

 

同時にあなたが自分の事を幸せだと思えば同じように幸せ

を感じている人があなたの周りには集まります。 

 

 

それってシンプルだけど素晴らしい事だと思いませんか？ 

 

 

私はこの事に気がついた時に仕事を通して私が気づいた事

や体験を伝える事は大事な使命と気がつきました。 

 

 

私はスピリチュアルでも宗教家ではありません、ただのひ

とりの起業家です。 
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だからこそ同じような起業家の方がもっと幸せを味わって

欲しいと願っています。 

 

 

今回はそれを伝えたいがためにあなたにお時間をとっても

らいこの文章を読んでもらいました。 

 

 

空虚な話だと感じた方もいるかもしれません。偽善と憤慨

している人もいるでしょう。 

 

でも、以前の私は常に自分が不幸だと思って生きてきまし

た。それが少しの気づきと学びだけで 180 度変わったので

す。 
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些細な事だけどそれを全力で伝えたかったです。 

 

最後まで読んでくれてありがとうございました。 

 

 

今日とは違うあなたになれるよう心からお祈りしています。 

 

 

一緒に楽しいビジネス、人生を続けていきましょう♪ 

 

 

今、感謝の気持ちでいっぱいです！
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第８章：このレポートを書いた人 

 

■私の自己紹介：新垣 覚(あらかき さとる)■ 

自宅開業して１１年目になります。 

その経験を基に自宅起業の「何から手をつけていいか分か

らない！」を解決する専門家として活動しています。 

お金,資格,人脈が無くてもあなたにしかできないビジネス

を構築できます。私自身が１０年前の４１歳の時に「貯金ゼ

ロ」「人脈ゼロ」「資格なし」のゼロの状態で起業しましたが

現在全国にクライアント様と御縁をいただいております。 
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⚫自宅起業家のサポート・コンサルティングの新垣へのお

問い合わせ・無料相談はこちらからお願いします 

   ↓    ↓ 

https://ws.formzu.net/fgen/S81878295/ 

 

 

《自宅起業で人生を取り戻そう 【新垣覚公式ブログ】》 

https://blog.infowave-okinawa.com/ 

 

https://ws.formzu.net/fgen/S81878295/
https://blog.infowave-okinawa.com/


 

あなたの一度の人生が素晴らしいものになりますように。 

１秒１秒を慈しみながら生活できますように 

あなたらしいビジネスができますように 


