
相手のことを思うだけでワクワクしたりドキドキしてしまいますよね。
胸いっぱいにしあわせが広がりあたたかく、やさしいキモチになりますね。

そんなときは自然と微笑みや笑顔もあふれます。

誰かを好きというキモチは
こころを豊かにし、いつまでも若々しさと美しさを育ててくれます。

お互いが好きなことをして輝き、高めあい、分かち合う
そんなしあわせな日々と関係ができたなら素敵ですよね。

大すきなあの人と付き合いたい！
出会いがほしい！結婚したい！

一時はそのような現実に出会うも
うまくいかない関係に涙してしまった過去があったかもしれません。

どうしても恋愛を実らせたくて相思相愛を叶えたくて、
ずっと続くしあわせを願いこちらを読んでいることでしょう。
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大すきな人との相思相愛を叶える
魔法のレシピ

◆ 相思相愛を叶える魔法のレシピは全 15P（PDF）＋オリジナルアファメーション動画です。
　 要点だけをまとめ、ステップ別にワークを用意しています。

◆ レシピそして動画にはパスワードがついています。
　 （パスワードは購入後にお知らせいたします。）

◆ PDFをご覧になる PC環境が必要です。
　 時に見れません、というお声をいただくのですが
 　決済後のキャンセルは不可ですので購入前にご確認くださいませ。
　 （スマートフォン、モバイル携帯は不可・iphone のみ可）

◆ お申込み前にコチラを必ずご確認ください。
　 http://mami-nakamura.com/creative-menu/about-session/

このメソッドでは
大すきな人との相思相愛を叶える
魔法をお伝えしようと思います。

このメソッドでは
大すきな人との相思相愛を叶える
魔法をお伝えしようと思います。

あなたが現在、どのように思考していても
そして感情の波に揺られていようとも

これからお話することが信じられても 信じられなくても
安心して最後までお読みいただけたらと思います。

ここでは思考は現実化するその概念を用いて
そのカラクリをお話していきます。

「この人は運命の人ではないのかも」

「こんなはずじゃなかった」

「どうせわたしは愛されない」

思考は現実化する
ここには一切の例外は無い。

それを実現に導いてくれるのが
この 大すきな人と相思相愛を叶える

魔法のレシピ です。

潜在意識は一時、思考したことは聞いてはくれません。

「もっと会いたい」「もっとかまって」「もっと愛してほしい」

どうしてわかってくれないの？どうして？？？

「次はあなたの番だからです」

相思相愛実現あと一歩は、ここが分かれ目です。
周りの人を心から祝福できる自分がいるのか、否か。

ご購入は コチラご購入は コチラ

魔法のレシピでは、その道しるべと
あなたが毎日しあわせを感じることのできる
相思相愛オリジナルアファメーション動画を

セットでお届けいたします。 

魔法のレシピでは、その道しるべと
あなたが毎日しあわせを感じることのできる
相思相愛オリジナルアファメーション動画を

セットでお届けいたします。 

あなたはきっと目的をもっていると思います。

With love!

魔法のレシピ魔法のレシピ
大すき

な人との相思相愛を叶える大すき
な人との相思相愛を叶える

引き寄せの法則について学んだことのある方は

色々な方法を試してみたことがあると思います。

きっと潜在意識についての知識をお持ちの方もいると思うのですね。

でも　これを読んでいる、ということはなかなか成果を実感できていないのかも知れません。

もしくはより良いしあわせに出逢いたい、そう思っているのかもしれません。

引き寄せの法則なり、潜在意識のお話を目にすると

「潜在意識を変えないと、現実は変わらないのよ」

そんな言葉を目にしたり耳にしたことがあることでしょう。

そして様々な自己啓発や潜在意識開発、セラピー、占い、を試してみたものの

なかなか思うように変わらない方もいたと思います。

どうして変わることができないのでしょう。

潜在意識に何を届けたら相思相愛は実現していくのでしょうか。

簡単にお話をすると、潜在意識は無意識（あなたが認識することのできない意識）の領域と

言われており私たちは確認することができないとされています。

けれど現実を見たら、潜在意識はすっかりそのまま表れているのです。

あなたの現実を見たら、あなたが何を思考していたのかは丸見えだということになります。

現実を見てそこであなたの思考すること＝潜在意識からのメッセージであり、声なのですね。

また　潜在意識は「あなた」と「誰か」を認識することはできません。

ですから、あなたが相手に対してどのような思考を持っていても、

潜在意識もそして脳さえも、全てあなた自身のこととして捉えます。

全ての現実はあなたの思い込みや錯覚によりできあがっている、そう考えてみましょう。

まずは「わたしの思考が現実化しているのよね？」と思ってみることからはじめてみてください。

そして、どんな思い込みや錯覚をもっているのかを探してみましょう。

魔法のレシピの中にもその方法は書いてありますが、ここでも取り上げてみたいと思います。

あなたは運命の人を探していたのかもしれません。

けれどどんなに探しても見つかることはありません。運命とは探すモノではないからです。

あなたに必要な出会いはすでに目の前に存在しています。運命とは見出すモノです。

あなたが見出したその時に、あなたにピッタリな相手が途端に自分の意識の中に顕れはじめます。

あなたはどこかで期待を持ってしまっていたのかも。

そのままの相手を愛することができない＝あなたはあなたの中のソレを

愛することができていない、ということです。ソレ、とはなんでしょうか。

あなたがこんなはずじゃなかった、そう思った現実に対して

どのように思考したのかを確認してみましょう。

そしてそれはあなたにとって愛すべきものだと知ることができるといいな～と思います。

あなたがどこかで自分を自己否定しまう思考があるのだとしたら

あなたはしあわせを受け取らないことで、どんなメリットを得ているのかを確認してみましょう。

あなたは自己否定をしているようで、本当はしあわせにならない為の理由をもっているのです。

どんな理由があるのか書き出すことをしてみると出てくると思います。

その理由は必要ない、そう思ったらあなたはそれを選択しないことを決めることができます。

ここまで落とし込むことができると

あなたは自分の出す思考や行為に真剣に向き合うことになるかと思います。

そして自分にしか世界をクリエイトできないんだな、ということがわかれば

矛盾の一切ないあなたオリジナルの世界を楽しむことができるようになります。

どんなに否定したい現実があったとしても、逃げたい現実だったとしても

例外がひとつもないということは あなたの思考したこと以外は現実化しないことになります。

こう言われてしまうと、逃げ場を失ったようで苦しくなってしまう方もいるかもしれません。

それでも、どうしても相思相愛を叶えたい、そう思えたら一生に一度だと思って

今現在、どのような状態であろうとも大丈夫ですので、この続きを読んでみてくださいね。

きっとソコと向き合えた自分を誇りに思い、今までがいけなかったわけでもなく

自他を責める必要は無いのだと知りますし、とてもラク～～になります。

いつだって安心と手をつないで、しあわせを感じてもいいのだと

自分に許可を与えることができます。

そして送りだす思考の修正をして良かった、って心の底から感謝にあふれることになるでしょう。

ただ、あなたが問題だと思っている大きさに比例して

送りだしていた思考を確認する際に、痛みが伴うことがあります。

あなたは好きな人のことを考えると笑顔でいられますか。

また一緒に過ごしている時も、そうではない時も笑顔でいられる時間が長いですか？

もしくは、しあわせなキモチや笑顔の時間よりも

不安や心配事を思考していることの方が多いでしょうか。

たとえば

いつもは不安や心配事が多いのだけど、ふと自分が幸せなキモチになったときに

相手もしあわせなキモチで過ごしていたらいいな～とか。

自分にとって都合の良い状況や状態の時にだけ笑顔で過ごすことができる、など。

このような場合、潜在意識にはどう届いているのでしょうか。

実は不安や心配事の方を現実化させたらいいのだと、一生懸命になっています。

何故でしょうか？

しあわせや、笑顔の時間もあるのに、そうではない心配事や不安を現実化させているのは

常に思考していることが潜在意識には届いているからなのです。

常に思考している、ということはしあわせを感じている時間以上に

不安や心配事思考を反復し、使っている、ということです。

ましてや、それらを誰かに話してしまうと、あなたの不安は倍増していくこともあります。

相手がどれだけダメな人か、や相手がどれだけ愛してくれない存在かを話すのは要注意です。

それらを誰かにシェアする行為はあなたをどんどんその現実へと加速させていくことになります。

あなたはそれを証明したくないのであれば、相談時の意識には気を配りましょうね。

質問は良質である方がいいのです。

「どうしたらうまく行くかな？」

「どうしたら想いを伝えられるかな？」

「どうしたら相手を思いやれるようになるかな？」

できない、無理、の質問から

どうしたらできて、可能性を広げられるかそうした話の展開が望ましいですね。

もう少し違う言葉でいうなら、ちょっとイメージしてみてくださいね。

あなたの目の前にワイングラスがあったとします。

あなたはそのグラスに「I love you」という銘柄のワインよりも

「I hate you」という銘柄のワインを手にし

注いでいる回数も時間も長いのだとしたらどうでしょうか？

ワイングラスにあふれるのはどちらの銘柄ですか？

そうなのです。潜在意識はあふれるのが早い方を現実化していたのですね。

あなたはその現実を見て、やっぱり自分には無理なんだ、できないんだ

そんな風に思ってしまうかもしれません。

一時は良い状態になるのに、自分の思い通りにいかないこと、都合の悪いことがあると

不安や心配事に悩まされて

気づいたらそれらを思考している時間の方が長くなってしまうのですね。

「あ！！」と思われた方もいるかもしれません。

本当は大好きな人とずっと仲良くいたいのに、無意識の内に送りだしていた思考量が

あなたにとって仲良しとは相反するモノだとしたならショックですよね。

また、そこにはどんな思考が隠されているのかを知るのは

とても直視しがたいことなのかもしれません。それらを認めても

あなたが再び思考することが不安思考になってしまうのは、イヤですよね・・・・・。

恋は盲目という言葉がありますが、大すきな人を思考するとしあわせなキモチにもなりますが

同時に、求めすぎて「もっともっと！」という欲求も生まれてしまうかもしれません。

子供のようにダダをこねてしまう思考が一度、顔を出してしまうと

なかなかしあわせなキモチに戻すのには時間を要してしまう人もいますね。

どうしても好きな人のことばかりを思考してしまい

仕事や色々なことが手につかない、なんてこともあるかもしれません。

あなたがその時に思考していることというのは

満たされていない欲求不満への虚しさや怒り、また思い通りや攻撃の思考なのです。

もっともっとと求めたら求めるだけ、あなたは大好きな人を遠ざけていることに気づきません。

潜在意識は冗談の通じない相手なのです。

あなたの思考にとても忠実であり一生懸命にあなたの願いを現実化しようとがんばっています。

あなたがどんなに　こんな現実は望んでいない！そう思ったとしても

あなた以外に世界をクリエイトできる人はいないので、どうしても自分が送りだしていた思考を

確認し、そしてそれを修正することが必要になってきます。

今、目の前に在る、ものへ夢中になることができたなら

あなたは目の前の在るモノを数え気づくことができるので

それだけでしあわせなキモチや感謝のキモチで過ごすことができますが、求めている時には

無いモノばかりに思考の舵を取られてしまいます。

無いモノの数を数えてしまうようになると、その思考を送りだせば送りだすほどに、

あなたの本当に叶えたい現実からは遠ざかり、潜在意識に届くのは真逆の願いとなってしまいます。

それは出逢えなかったり、お付き合いしている人と別れることになってしまったり

喧嘩が絶えなかったり、相手を非難してばかりだったり・・・。

そんな時はどんな顔をしているのでしょうか。

きっと眉間にしわが寄っていたり、顔にハリのない表情が生まれてしまったり

可哀想な自分、悲劇のヒロインの様な状態になっているかもしれません。

あなたの中には疑問だらけになり、絡まってしまった思考がどうにもできずに

どれが本当の自分の願いなのかも分からなくなってしまうかもしれません。

ただ、もういい！！そう思って、目の前のことに夢中になり始めた途端、

相手からの連絡が入った、なんてことはありませんか？

あなたが目の前のことに夢中になった瞬間、

あなたの思い通りにしたい思考や求めていた思考はいったいどこへ行ってしまったのでしょう？

そうなのです。あなたはそうやって手放した時に、

また願いを忘れた頃に叶えたいことを実現しているのです。

そうやって、一時はどうにか叶えることができている。

それをずっと　いまここ　で継続、習慣づけていくことができたなら、

あなたは本当はずっとずっと仲良く笑顔あるしあわせな生活、恋愛、結婚を実現できるのです。

一時ではなくて、ずっとずっと、の相思相愛を叶えたい！！

そう思ってこれを読まれていることでしょう。

ここまで読まれたあなたは今

目の前のことに夢中になれたらいい、ということが分かったと思います。

どうしたら、今在るモノへ目を向けることができるのでしょうか。

もっともっと！と、求める思考から離れ、今に夢中になることができるのでしょうか。

魔法のレシピへご案内する前に、もう少しお話をしてみますね。

あなたは大好きな人に“好き”だけを送りだすことができますか。

もしくはそんなことは無理だと思い込んでいますか？

もし無理だと思い込んでいるのだとしたら、その思い込みを確認する必要があります。

あなたが求めているのはどのような現実なのか。

そしてあなたが設定しているしあわせの定義とはどんなモノなのか。

本当に“好き”だけを送りだすということは条件を必要とはしません。

あなたにとって好都合のことには感謝でき、都合の悪いことには感謝できないのだとしたら

あなたは相手が自分の条件に当てはまらない行動を起こした時に、きっと不平不満に陥りますね。

そして頭では分かっているつもり、でいても、相手の嫌がることを平気でしてしまいます。

本当に心から愛している、愛が在る、を日常で確認できていたなら

あなたは相手の嫌がることはしないでしょう。けれどしてしまう、ということは

あなたは本当は愛していないのだということを認める必要があります。

それはとても痛みの伴うことかもしれません。

誰よりも愛していた、と思っていたはずなのに、そうではないと知ることは辛いでしょう。

いえ、愛しているのですが、潜在意識はそう認識はしてくれないのです。

愛は求めるものでも、追いかけるモノでもありません。

愛はあなた自身だからです。愛＝あなた　なのです。

ですから、あなたが都合の良い愛を求めた瞬間、あなたは不安に陥ってしまうのです。

その不安に陥ってしまうことは決して悪いことではないのです。

でも、それを認めることができたならいいですね。

あなたが“好き”だけを送りだせている時には

あなたの周りにはきっとハッピーなニュースが次々と観えてくるかもしれません。

雑誌やＴＶで芸能人の結婚のニュース特集を目にするかもしれないし

誰かが素敵な出会いをしたことを聞くかもしれません。

もしもあなたの５感でふれることのできる現実の世界でしあわせなカップルだったり

結婚式だったり、しあわせの足音を見聞きしたのだとしたら、どうか歓んでくださいね。

思考は現実化する、ということは、目の前のリアルな現実に

それらを目にすることがある＝あなたの潜在意識はその願いを叶えようと

一生懸命になっている証です。

もしもそうしたニュースを見たらどうぞそのまま、素敵な思考を送りだしてください。

そしてリアルな現実に近づけば近づいただけ、

あともう一息のところまで来ていることを知ってくださいね。

そしてそのような現実に対して、いっぱいの祝福を贈ってください。

しあわせなキモチや笑顔になれるキモチを大切に味わっていただけたらな～と思います。

その時に、嫉妬したり、羨む心があっては潜在意識は勘違いをしてしまいます。

「あれ？あなたの望んでいるのはソレではないの？」と。

本気で誰かのしあわせを祝福する思考を送りだしましょうね。

もしも、嫉妬しまうような相手なら、距離の置ける人を設定しても大丈夫です。

できない、のだとしたら、あなたはどこかで

しあわせな自分を望んではいけないと錯覚や思い込みをもっています。

自分だけがしあわせの独り占めをしたい、そう思っているのですね。

自分だけが一番になりたいって。誰かにとっての特別な存在でいたいって。執着や独占欲です。

それは一時は相手にとって特別な自分になりますが

そうではない悲劇のヒロインになりうる自分、というのも同時に創り出してしまいます。

潜在意識は誰か、を認識はしてくれないので「自分が特別な存在」として顕れてしまうのです。

ということは、あなたは愛ではない状態を生んでしまうことになるのです。

本来はずっとずっと　あなた＝愛　であるはずが

そうで在る時と、そうではない時を同時に生み出しているので

いい気分の時とそうではない時を味わうことになってしまうのです。

どんなにそれはイヤ！！と思っても、そのような現実を見ているということは

あなたは　しあわせになりたいのでも、また、相手を愛しているのでもなくて

特別な自分を誰かに認めてほしいのだと思っていることに気づくことになります。

また、その時に感じている刺激、や情熱を体験することに囚われているのです。

あなたがもしも、誰かに刺激や情熱だけをください！と言われたらどうしますか？

とても虚しいキモチになってしまうかもしれません。

優しさや思いやりを感じられないし、心はいらないから、体だけ

そう言われているような状態だと思ってみましょう。それもイヤですね・・・・。

そうしたら、本気で自分の送りだす思考というモノに向き合ってみると思うのです。

大すきな相手のことを本気で想い

そしてその人がただただ存在していることへの感謝を感じていこう、というキモチになります。

生きているだけで、ただそこにいるだけで「ありがとう」

そう心の底から感じられるようになっていたなら、あなたはとても大切にされ

優しさや思いやりの中で相手との愛を育んでいくことができます。

しあわせなキモチは誰もが平等に得ることのできる権利ですよね。

どんな人も平等にそして、大切に味わうことのできる権利と価値をもっています。

周りのしあわせを心の底から祝福できるようになったなら

あなたは祝福される存在になることを忘れないでいましょうね。

あなたに特定の誰かが居た場合でも、そうではない場合でも、潜在意識は誰かを認識しない

ということは、あなたは日常でどのような思考を送りだしていけばいいのかが分かりますね。

目の前に“在る”をどのように感じていけばいいのか。

あなたがしあわせになるのに、条件は必要ありません。

あなたがいつもしあわせなキモチであったなら

それだけであなたにピッタリな人を引き寄せていきます。

あなたは探す必要がないのです。必ず出会うようになっています。

すでに出逢っている人であっても同じです。

条件は必要としません。あなたは求めることをしなくてもいいのです。

あなたはあなたのままでいたらいいのです。

そして　しあわせなキモチや笑顔で過ごす時間を大切にしましょうね。

それを出してしまったら、しあわせを感じるパワーが落ちてしまう、と思って

出し惜しみすることもありません。

むしろ、どんどん様々なミラクルが起きてあなたはしあわせな時間を

たっぷり味わい続けてもいいのだということを知ります。

今、目の前に在る、たくさんの奇跡にありがとう、

そう思える思考を自然と見出していくことができるようになるのです。

あなたが心から笑顔でしあわせな毎日を過ごしていますように。

ワクワクときめくような現実をどうぞクリエイトし

今まで感じることのなかったミラクルな現実へのシフトを味わってくださいね。


