
 

 

遠藤「ご覧頂きありがとうございます。はじめまして。中村麻美さんのプロジェ

クト、魔法のレシピをプロデュースしています、遠藤です。この動画は、麻美さ

んの新しい企画ですね。一週間で人の中に眠る神秘の力、クリエイションパワー

を引き出す無料動画レッスン、アウェイカニング覚醒。こちらについて皆さんに

解説していきます。」 

 

麻美「はい。」 

 



遠藤「で、このレッスンは、ご登録して下さった翌日から、7 日間かけて一日一

本の動画を見てもらいながら、皆さんに実践してもらう、頂くようなことになる

んですけども、今日はその前に、皆さんがレッスンで確実な効果を、しっかりと

出して頂けるようにと、予備知識として色々と麻美さんにお聞きしたいなと思

っております。よろしくお願いします」 

 

麻美「はい。よろしくお願いします」 

 

遠藤「ではまずですね、このクリエイションパワーとは何か、みたいなところに

ついて聞かせて頂きたいなと思っているんですけども」 

 

麻美「はい。そうですね、誰もが潜在的に持っている、まあ、生命力って言った

方がわかりやすいかもしれないですね。」 

 

遠藤「生命力、、、」 

 

麻美「はい。」 

 



遠藤「生きるエネルギー？」 

 

麻美「まあ、生きるエネルギー、イコール、やっぱりそれは人生を創造するパワ

ーに繫がっていく、っていう感じですかね。」 

 

遠藤「あ－、なるほどなるほど」 

 

麻美「生命力、エネルギーがないとやっぱり人って、例えば、文字を読むことも、

歩くことも、食べることも、話すことも、見ることもできないわけですよね。」 

 

遠藤「うん」 

 

麻美「エネルギーっていうのは、他の別名、愛と言う人もいれば、神と言う人も

いれば、いろんな言い方があるんですけども、まぁ、高次のスピリットと繫がる、

という言い方をする人もいるし、そういったエネルギーがないと、人っていうの

は静止してますよね、止まってる状態。ようは能動的に動く、動と静のバランス

を取るにはやっぱり本来もともと持っている生命力のエネルギーが活性してい

ないと、動けないわけです。動けない＝現実も動かない、わけですよね。」 



 

遠藤「なるほどなるほど」 

 

麻美「はい。その本来誰もが当たり前のように今使っているからこそ、皆さんも

今この動画を見ている、それがクリエイションパワーを使っている。」 

 

遠藤「そういうことなんですね。」 

 

麻美「はい」 

 

遠藤「そのなんか、僕のイメージだと、そのクリエイションパワー、まあ、麻美

さんのお話で言うと、見えない力って言うところになると、例えばスピリチュア

ル系とか占いとかがお好きな方だと、聞きなじみのあることとしては、透視とか、

リーディングとか、チャクラ、オーラを診断するとか、そういったものが当ては

まるものなのかな？っていう風に思ってたんですけども、それよりももっと大

きな意味なんですね？麻美さんの仰ってることは。」 

 

麻美「そうですね、私が言ってるクリエイションパワーはもっと大きく広く取っ



てます。その解説も後日皆さんにはお届けできるかなーと思うんですけども、詳

しいことは。ただ、本来のクリエイションパワーが開けば開いていくほど、やっ

ぱりもっと躍動感っていうんですか、ワクワクが出てくるんですよね。やりたい

ことが、どんどんどんどん向こうと引き合っていくかのように、シンクロしてっ

て見つかっていく、みたいなことが起きてくるとですね、実は、第六感と言って、

今仰っていたリーディング能力だったり、サイキック能力、また、他になんでし

たっけ？チャネリング能力？」 

 

遠藤「チャネリングとかもですね」 

 

麻美「といったこともまた、冴えてきますよね、もっと、もっと活性していく、

開いていく。うん。」 

 

遠藤「なるほど」 

 

麻美「なので、それっていうのは目に視えない次元の情報も受け取る能力が、や

っぱり入ってくるし、普段自分がアクセスしないようなフィールド、まぁ、一流

の世界ですよね、超一流と言われているような世界の情報を、自分がキャッチす



ることができたりとか、そういう人たちと引き合うようなことが起きてくる能

力、にも繫がっていきます。」 

 

遠藤「そこにも繫がっていくんですね」 

 

麻美「はい。もちろん本当にね、あの、人間っていうのは色んな思考を持ってい

て、イメージする力を持っているんで、宇宙の地球外生命体っていうものとコネ

クトする、チャネリングっていう能力ももちろんあるんですけども、まあ、私が、

そこまでね、そこまでいかなくても、本当にこの現実世界で、必要な思考だった

りアイディアだったり、ヒント、インスピレーションというものをきっちりもら

ってですね、自分の人生を、本来のクリエイションパワーを開いて創造してい

く、」 

 

遠藤「創造していく、、、」 

 

麻美「はい、自分が創造していくっていう主導権を取り戻すっていうカタチで、

今回この企画も立ち上がりましたし、皆さんにもっとそれを活性していっても

らって、どんどんどんどん開いてもらって、本当に思いのままの人生を生きてほ



しいっていう想いが込められてますよね、このクリエイションパワーを開くっ

ていうことは。」 

 

遠藤「あーなるほど、そういうことになりますよね。」 

 

麻美「はい。」 

 

 

遠藤「なんか、僕の、一番最初にお話聞いた時の印象だと、クリエイションパワ

ーっていうのは、先ほどちょっと仰った例に挙げたサイキックとかリーディン



グとか、まあ、オーラを視るとかだから、なんかもうそういう特殊能力みたいな

イメージがあったんですよ。」 

 

麻美「うんうんうんうん。」 

 

遠藤「でも、麻美さんの仰っていることで言えば、それはもう、ごく一部の、っ

て言うことですよね？クリエイションパワーの、あくまでごく一部なだけであ

って。」 

 

麻美「そうです」 

 

遠藤「ある意味、だからそういったものをご職業にされたりとか、そういった能

力で何か発信をされている、っていう方だけが持っているものではなくて、、、」 

 

麻美「あー！全員持ってます！」 

 

遠藤「全員持ってるということ？」 

 



麻美「もう潜在的にみんな持ってる。それに気づいているか気づいてないかは別

ですよ？もちろん、私も昔、幼少期からそういうものは視えてましたけど、」 

 

遠藤「へえー！」 

 

麻美「それがサイキック能力だったりとか、リーディング能力っていうことは気

づかないですよね？子供なんで。知識がないので。」 

 

遠藤「うんうん」 

 

麻美「そうやって、これがそういうことなんだ！っていう風に気づいてない方は、

たくさんいらっしゃると思う。」 

 

遠藤「あー。」 

 

麻美「うん。それを改めて認識することによって、もっとより良く、楽に、簡単

に、色んなヒントをもらって。ようは素材ですよね、素材を外から色々引っ張っ

てこれる能力があれば、それを調理する力は、みんな持っているから。」 



 

遠藤「なるほど」 

 

麻美「うん。それで人生を楽しく、やっぱり創っていって欲しいなっていう意味

で、今回はそういった能力も、やっぱり引き出していってもらいたいし、開花さ

せていってもらいたいなっていうのはありますよ。」 

 

遠藤「あー、なるほど。まあ、要するに、そのクリエイションパワーが、引き出

されたっていうことは、そういったものとしても実感することができるひとつ

である、っていうことですよね。」 

 

麻美「はい、そうですね。」 



 

 

遠藤「なるほど。で、麻美さんとこの企画始めようかって時に、ちょっとお聞き

してて面白いなって思ったのが、麻美さんが普段、今お仕事でコンサルとかされ

てて、経営者の方とか、世界で活躍されているような方達とか、女優さんとかそ

ういった方達とも色々コンサルとかされるじゃないですか。」 

 

麻美「はい。」 

 

遠藤「そういった方達っていうのが、実は、クリエイションパワーっていうもの、



をすごく引き出しているというか、輝いていて、それで放ってるみたいなお話を

聞いた時に、そういうもんなんだ、成功している人＝クリエイションパワーをや

っぱり開いてるみたいな部分って、やっぱりあるのかなって、ちょっと思ったん

ですよね。」 

 

麻美「そうですねー、やっぱり、その、活性はされてますよね。やっぱり、ステ

ージ、人前に立つ、人に見られるっていうことで意識される側になりますから。

それだけ自分を本当に大切にしたりとか、愛してたりとか、自分に気を向けてあ

げられないと、そのエネルギーっていうのはやっぱり内から出てこない。」 

 

遠藤「あー、なるほど」 

 

麻美「うん。ということで、普通よりは意識してます。多分。だから、感性が開

いてる人がもの凄く多いですよね。」 

 

遠藤「それは経営者さんとかでもそうなんですか？」 

 

麻美「経営者さんとかだと、どっちかっていうと、まあ、感性より、、、アーティ



ストとか女優さんとかミュージシャンは感性のほうが開いてる、長けてますよ

ね。だけど、経営者の方は、やっぱりロジックになってきます。ただ、その、ロ

ジックって言っても、そことやっぱり、インスピレーション、ヒント、直感力っ

ていうのはまた別なんで、それをやっぱり掛け合わせていきますよね、彼らは。」 

 

遠藤「なるほど」 

 

麻美「うん。ロジックと＋その直感力、インスピレーションを掛け合わせて、シ

ナジー、掛け算を起こしていくのが経営者、です。」 

 

遠藤「じゃあ、自然と無意識にクリエイションパワーをそこでロジックと一緒に

使っているっていうことですか？」 

 

麻美「使ってます。だから、生命力もの凄く溢れてますよね。やっぱり数字を出

す、結果を出すことがすごい楽しい経営者であれば、もう、出れば出るほどすご

い満足感も増えていくし、更に言ったら誰かにそれを貢献していきたいってい

う想いも、やっぱり徐々に、段階を経ていくと、上がっていくとね、」 

 



遠藤「うんうん」 

 

麻美「そういう段階に入っていくんですけど、やっぱり誰かにそれを、お金だっ

たり、自分の知識、知恵だったりっていうものを、還元していったり貢献してい

くっていうことで、パワーを与えていけば与えていくほど、与えれば与えるほど

開くんですよ。パワーは。」 

 

遠藤「なるほど」 

 

麻美「っていうことは、使える容量が増えるから、容量が、エネルギー量が増え

るということは、質量も上がるということです。ですよね？ 

エネルギーと質量は＝の関係にありますから、エネルギーが上がる、生命力が上

がる、ようはクリエイションパワーが上がるということは、質量が上がるんで、

数字や結果に出たりとか。まぁ、現実にガンツとわかりやすく出ますよね。う

ん。」 

 

遠藤「うんうんうんうん」 

 



麻美「で、アーティストとかもそれは一緒です。アーティストの場合は、感性と

その直感力っていうものを掛け合わせていく。」 

 

遠藤「まあ、人を魅了するっていう力とかですよね。」 

 

麻美「そうですね、そういったパワーはもの凄い長けてますよね。」 

 

 

遠藤「なるほど。じゃあ、逆にですよ？だから、そういった、ある意味特殊とい

うか、誰でも皆がやれるような職業ではないような方っとかっていうのはいっ



ぱいいらっしゃると思うんですけど、 

例えば一般的な主婦の方とか、まあ、学生の方もいらっしゃるかもしれないし、

今は、これから自分のやりたいことやりたいとか、そういった方達も多くもしか

したらいらっしゃるのかもしれないなと思うので、お聞きしたいんですけど、 

そういった方達も、そのクリエイションパワーっていう、自分の中に今あるもの

なんだけども、それを更に引き出すことによって、自分のライフステージ、理想

的なライフステージが、...叶うっていうことに繫がるんですか？」 

 

麻美「いや、もう、理想のライフステージ、まあ、そのステージがいくつかある

っていうのは後日解説するんですけども、その、ライフスタイルですよね？」 

 

遠藤「そう、ライフスタイルです」 

 

麻美「私達が求めている理想のライフスタイルっていうのは、誰もが実現可能な

んです。そうやってイメージをするっていうことがもの凄く大事で、イメージを

持つっていうことは、後は本当に現実にするための素材集めをしていくだけの

ことなんですよ。それを組み立てていくのは私達。」 

 



遠藤「うんうん」 

 

麻美「それはひとりでやらずとも、パワーがあれば、いろんな人が応援、協力し

てくれるようになってくれたりとかね、いろんなことが起きてくる面白い世界

なんだけども、自分の固定概念、今ある現実だけが全てだって思っていると、な

かなかそのクリエイションパワーは活性されていかないですよね。」 

 

遠藤「あー、なるほど」 

 

麻美「なので、私達、どんな経営者であっても、どんな役者さん、ミュージシャ

ン、今一流で活躍されている方でも、普通に同じ赤子として生まれてきてるわけ

です。」 

 

遠藤「まあ、確かにそうですね。初めはそうですよね。」 

 

麻美「でも、ある時をきっかけにそれに気づいていく人と気づいていかない人が

いるだけの違いがある。っていうことは、元々みんな持ってるわけですよね？」 

 



遠藤「うん、持ってるもんなんだと」 

 

麻美「なので、それに気づいてもらえばいいだけです。気づいて、こんなに簡単

に素材集めして現実を創っちゃって、楽しんじゃっていいんだね、っていうこと

を知ってもらえれば、うわっっ、もう、超ー簡単に人生を変えることも、言うな

らば本当に楽しむことも、思いのままに可能だっていうことを、今回はぜひ知っ

てもらいたいし。はい。」 

 

遠藤「うーん、なるほどなるほど。まぁ、自分の中にそんな力があるっていう風

に思っても、それを体験できるってだけで、もうワクワクするものが全然違いま

すね。」 

 

麻美「そうですね、違いますね。」 

 

遠藤「ありがとうございます。で、ですね、こういったこと、このクリエイショ

ンパワーが皆さんにもある、もう既にあるよっていう。その状態は人によって

様々かもしれないけどあるよ、っていうところを、まだ、ほんとに？っていう風

な方がいらっしゃるかもしれません。なので、そういった方達のためにもですね、



今回ちょっとミニ講座的な感じで、この後に、麻美さんに少しロジックな部分を

含めた上で、あなた達にクリエイションパワーはなぜあるのかというところを

ちょっと解説していただきたいと思ってるんですが、大丈夫でしょうか？」 

 

麻美「はい、大丈夫です」 

 

遠藤「では、そちらもご覧ください。」 

 

あなたにもクリエイションパワーがあると言える理由 

 



麻美「はい、では、クリエイティブパワーが特別な力ではなくて誰にでも本来持

っているパワーだということを簡単にですね解説していこうかと思います。 

 

私達っていうのは、実は一次元から生まれて、2 次元 3 次元 4、5、6、、、タンタ

ンタンタン、まぁ二次元があって、最後、またそれを超越した 1 次元に戻るんで

すけど、 

 

 

よく言われるスピリチュアルでね、ワンネスってどういう状態のことなのかっ

ていうのは、ここなんですね、まあ、１次元。一は全。私は全てだったってこと



ですね。 

 

私が創造しているです。この世界を創造しているのが私っていう感覚で、私はす

べてだったっていう、ここから始まって皆さん通常いるのは、だいたい 2、3、

4、5 このあたりですね。はい。 

 

で、私の場合は 4 次元、5 次元のことを、まあ、別名インナーアクトレスが開い

た状態とも言ってるんですけど、人によってはこの 5 次元の状態をアセンショ

ンともいうかもしれない。・・・インナーアクトレスですね。 

 

うん、とかまぁ、スピリットが開くっていうか、その高次元の自分に繋がるって

言うような言い方をする人もいるし、神が開くとか、愛が開くとかいろんな呼び

名がありますね、この 5 次元 4 次元あたりになってくると。 

 

で、一は全っていうところから始まって、皆さんこういう、いろんな次元を段階

を経て、経験したり体験したりっていうことを学んでいくんですね。で、徳を積

んでいくっていうライフステージというのがあって。ライフステージ。 

 



まあ、ようは冒険のステージですね。私達がこの世界で徳を積んだり、いろいろ

経験、体験を重ねることによって、いろんな豊かさというものが自分の中にあっ

た、 

 

その、いろんな感じることとか、嗜好も含めて、いろんな見ていく世界、視野と

かそんな縁起とかも全部含めて、そういったものを体感していく中で、徳を積ん

でいくライフステージっていうものが存在している、 

 

これはだんだんだんだん、この 5 次元以降っていうのね、めったにまあ、行く行

かないはちょっと置いといてですね、これを超越していくと、全ては私だったっ

ていう、またワンネスにかえるんですね。全は一。これちょっと違うでしょ？一

は全っていうのは、私は全てだった。全は一は、全ては私だったっていう。 

 

ここね、全部一つでつながってるんですね。一つでつながっている。いろんな人

の人生っていうのは、いろんな段階を経ていろんな体験、経験をしていくんだけ

ど、これっていうのは、全人類、物質すべてですね、鉱物、自然、何もかもにな

ってワンネスになるので、私達が目に見えているもの、目に見えていない次元の

ものも含めて、すべてで一つになっています。 



 

っていうことは、意識はつながってるって事なんですね。意識は一つで繫がって

いる。一つで繫がっている。これをワンネスって言ってる。全員で一つってこと

は、自分＝周りってことですね。これで一つ。 

 

 

で、クリエイションパワーっていうものはこの中に、これを、全てをクリエイシ

ョンパワーいうわけです。私たちは、本来この全人類、またその全ての物質、あ

らゆるその宇宙も含めてですよ、そこまでを想像しているのは私たちなんです

ね。 



 

なのでそれを含めたパワーのことを、クリエイションパワーって言ってるんで

すけど、まぁ潜在的な力ですね。言うならば。顕在的に思考で、あのなんていう

んだろう、顕在的にそのなにか思い通りにしようとしたり、自信を失っている時

の思考ではなくて、 

 

潜在的にそのインナーアクトレスが開いてたり、アセンションしている状態の

魂、良いスピリットとつながっている状態の時の思考。これと繫がった時に出て

くる生命力が、クリエイションパワーなんです。 

 

なので、それっていうのは、実はあまり 3 次元の自己満足の状態では出にくい

んですね。ここはまあ、3 次元までっていうのは、実は満足感を得られる次元に

なってきます。 

 

っていうことは、物質欲だったりとか、いろんな欲ですね。欲を満たすことによ

って、自分が満足を得ることによって幸せを感じている段階。 

 

この時っていうのは確かにクリエイションパワーを使ってますよ、でも 4 次元



５次元が使っているクリエイションパワーとはちょっと質、ステージ、フェーズ

が違うんですね。 

 

ここまではどちらかというと、思い通りにしようとしてもどうにかなってしま

う次元なんだけど、この 4 次元 5 次元になってくると、もっと開放的で、オー

プンで、生命力が常に、その、外との境界性がない状態なので、もっとスムーズ

に、軽快に、人に貢献していくということによって幸せを得ていく段階に入って

いく。 

 

ここのクリエイションパワーを使うと、もっと大きいことを動かせるようにな

ったりとか、大きく人に影響を与えていくことができるようになったりとか、も

っと光輝くんですね。 

 

女性であれば、本来の光り輝いている状態というものが、もっと花開いていくし、

男性であれば、ビジネスが本当に、わからないけどシンクロし始めて、どんどん

うまくいってしまったりとか、いろんなことが起きてくる。 

 

シンクロ、シンクロやシナジーが起きてくる段階。シンクロ、シナジー。が起き



てくるのはこの 4、5。まあ 5 になってくるとだいぶシナジってますけどね。笑 

 

シンクロを超えてシナジー。これ段階的に言うと、シンクロがまず最初に起きる

んです。シンクロが起きてその次の段階がシナジー。これ掛け算ですよね。相乗

効果が生まれてくることをシナジーって言うんだけども、それはやっぱり 5 次

元の段階です。ここが上がってきます。 

 

で、これっていうのは、そうクリエイションパワーだから、その自分のスピリッ

ト・魂とつながって、高次元の自分とつながった時のそのクリエイションパワー

っていうのは、頑張らなくてうまくいくんです。これよく聞くでしょ？ 

 

それっていうのは、自分の本当スピリットの声を聞いてるから、頑張らなくても

うまくいく。 

 

ここの時（3 次元）はね、まだね、いっぱいいろんなことを、プラスしていかな

きゃいけない段階だから。これはいいとか悪いとかじゃなくて、いろんな体験、

経験をして、ここでいろいろ選別していく必要があるからね。この 3 次元でい

っぱい満足味わってもらって全然構わないんです。 



 

だから、自分を満たすっていう満足感の幸せっていうのは、どんどんどんどんウ

ェルカムしてもらって大丈夫なんですけど、ある時それでは満足しなくなって

くる時があります。それを本当の幸せと感じなくなってくる時がある。そのクリ

エイションパワーじゃあ物足りなくなってくる時は必ず来るんです。 

 

そういった時は、何かを大きく捨てなきゃいけない。アイデンティティクライシ

スを迎えなきゃいけない段階が来る。で、その捨てることによって、本来のスピ

リットとつながったクリエイションパワーが開くのがこの 4、5 ね。うん。そう。

そんな感じですよ。 



 

 



で、だから、っていうか、もうこれ全体が潜在的な能力であり、私たちの本来の

パワーである愛と感謝なわけです。これを人はね、愛とか感謝という。 

 

私の場合はね。そのワンネスこれ全体を愛と感謝と呼んでるんだけど、この全体

をね。ワンネスのことを、私は愛と感謝と呼んでる、この愛と感謝にやっぱりよ

り繫がっている状態のクリエイションパワーを発揮できるのがこの次元という

ことです。 

 

なので、みなさんにはやっぱここら辺、例えば 3 次元にいたとしても、もう既に

4 次元にいたとしても、よりそのクリエイションパワーというものを活性させて

いって、開いていって、サポート、一助になる、きっかけになるのがステップ、

ステップ別のワークね。皆さんに明日からお届けするワークが、それになってい

きます。 

 

ということで、誰にでもあるということは、当たり前のように持っているもの、

ただその開いてるか開いてないか、その開いている度合いは人によって違うか

なと思うんだけど、 

 



確実にこの次元っていうのは、誰もが経験していくプロセスなので、誰もが簡単

にここに入ることが可能だってことを知ってほしい。とにかく、ここに行くのは

簡単だということを、それを何かって言ったら、愛と感謝に立ち戻ることなんで

すね。 

 

感謝に立ち戻った時、人はアセンションしているんです。これすごく大事なこと

です。アセンションというのは、決して特別なことではなくて、スピリチュアル

で言われてるような、何か徳を積んだりとか、修行積んだ人が上がるものではな

いんです。 

 



 

みんな、感謝、ありがたいなっていう風に感じている時、キラキラしたような、

なんか幸福感、至福感が上がってくる時あるじゃないですか。あの時には誰もが、

アセンションの 5 次元の状態にいます。 

 

そう言う時ほどインスピレーションだったり、人を読み取るリーディング力だ

ったり、いろんなものが、第六感だったり、サイキック能力、チャネリング能力、

っていうのが開いていくんですね。 

 

そういったものを使うと、やっぱ自分のスピリットと、高次の自分と繫がってい

るわけ。だから、クリエイションパワーの生命力もガンっと開くわけですよ。 

 

そういった時のイメージだったり、入ってきたりっていうものを行動に起こし

ていくと。ワクワクに従って。そうすると、ちゃんと自分本来の道、自分の人生

というものが開けていく。そうすると躍動感にあふれるし、本当の自分の人生と

いうものを生きれるようになりますよ、ということだから。 

 

その状態になるために、私たちがこれから提供するそのステップ 7 をやってい



ただいた後に、まあね、ご案内もう一つあるんですけどね、そちらのワークショ

ップとか、もし、いらして頂けたら、そういった能力が、どんどんどんどん、あ

なたの中に眠っている能力が開花していく体験を、ご一緒することができるか

なと思います。ということです。 

 

はい、以上です。ありがとうございました。 

 

対談に戻る 

 

 



遠藤 「はい、いかがでしたでしょうか。ある意味、人によっては難しい話だっ

たかもしれないし。」 

 

麻美 「そうですね。初めて聞かれる方もいるんじゃないかなと思いますけども、

はい。」 

 

遠藤 「これ、だから動画なのでね、何度でも見て頂いて、自分の中で腑に落ち

るまで何度も何度も見て頂くってのも、すごくいいかなと思っているので、ぜひ

何度もご覧頂きたいなと思ってるんですけれども。」 

 

麻美 「はい。」 

 

遠藤 「それでですね、いよいよ明日から 7 日間のクリエイションパワーを引

き出す、麻美さんが編み出して下さったワークを皆さんにやっていただくこと

になります。このワークについて、少し簡単にやり方とか、そういったところ、

麻美さんからなにかありましたらお話し頂きたいな思います。」 

 

麻美 「もうとにかく一番大事なのは楽しみながらやるっていうことです。はい、



本当に焦る必要も頑張る必要もなくて、とにかく無理なく楽しみながらリラッ

クスした安心の中でやって頂きたいなっているのが一番ですね。」 

 

遠藤 「安心している、リラックスしている状態ってことですね。」 

 

麻美 「はい。またちょっとルールがあってですね、これを守って頂けたらなと

思うんですけども、ステップ 1 から 7 までっていうのは、出来れば、出来れば

っていうか、これ順番を飛ばさずに必ず１から 7 っていう順番は守ってほしい

なって思います。」 

 

遠藤 「1，2，3、必ず順番通りにやって頂きたいっていう事ですね。」 

 

麻美 「それはちゃんと一応意味があって、プロセスを飛ばさないように順番に

やることによって、どんどんクリエイションパワーというか、自分の中の生命力

が上がるようにちゃんと設計されているので、順番は守って頂きつつ、例えばで

すね、仕事で忙しくって、中々ステップ 1 が取り組めなかった、一日でって方

は、それを二日三日かけてステップ 1 を行うのは OK です。」 

 



遠藤 「なるほど。じゃあ 1 が途中で中途半端で終わってないのに 2 に行かな

いで、ちゃんと 1 は数日かけてもいいからやって。」 

 

麻美 「数日かけてもいいので、じっくり安心の中、楽しみながら出来たなって

思ったら次のステップに進んでいくっていう、このゆっくりさは大丈夫です。」 

 

遠藤 「なるほど。」 

 

麻美 「うん、なので、逆に言ったらこの 7 ステップを 2 週間かけて行っても

OK、ただ順番を入れ替えたり、いきなり 7 からスタートしたりってことはやら

ないで、順番通りにして下さいねってことですね。」 

 

遠藤 「なるほどですね。例えばですけど、さっきお忙しい方の場合って話して

ましたけど、その 1 日の中で、まとめて一気にそれを終わるまでやるというと

時間がかかる可能性もあるわけじゃないですか。」 

 

麻美 「そうですね。」 

 



遠藤 「だからそれは、一日の中であれば、ちょっと今リラックスできる休憩の

時間だからちょっとやって、その間、次お仕事終わってからまたやるっていう、

そういったやり方も大丈夫ですか。」 

 

麻美 「そういったやり方で大丈夫です。」 

 

遠藤 「なるほど、なるほど、なるほど。」 

 

麻美 「一日のうちでどこを使って頂いてもいいんで、順番にやって下さいとい

う事ですね。なので、例えば二日間で一気に全部ステップ７までを行うっていう、

これも NG。」 

 

遠藤 「それダメですか。」 

 

麻美 「はい。必ず最低 7 日間ってことになりますね、要は。」 

 

遠藤 「7 日はしっかりかけてほしい。」 

 



麻美 「そうです。1 日 1 個だとしたって、必ず最後は 7 日間かかると思うんで

すけど、このルールも守って頂きたいです。一気に詰め込まないで。」 

 

遠藤 「僕なんかも、結構せっかちなんで。7 日分溜まってから 1 日で一気にや

るかなとか、ちょっと思っちゃったりするんですけど。」 

 

麻美 「そうですよね。」 

 

遠藤 「それはダメ？」 

 

麻美 「それは潜在意識の癖、パターンっていうものが、もうその時点でもう現

れていることになります。」 



 

 

遠藤 「例えば僕で言えば、僕の潜在意識のパターン？」 

 

麻美 「そうです、焦りやすいとかせっかちっていうパターンが恋愛だったり人

間関係、仕事、いろんな場面で出てきますよねっていう事の現れなんですよね。」 

 

遠藤 「すべての、、」 

 

麻美 「そうなんです。なので皆さんは焦らずゆっくりじっくり安心して。やっ



ぱり、焦るってことはクリエイションパワー、自分の潜在能力に対する不信感か

ら起きることなので、そうではなくて信頼して安心して、とにかく楽しみながら

やっていく事によって、十分なパワーが、生命力が内側から上がってくるのが感

じられて、もう早い人だったら 5 日目くらいからですね、効果がバンバン出て

くると思います。」 

 

遠藤 「その効果っていうのは？」 

 

麻美 「もう本当に素敵な異性とほんとに出会う確率が上がっていったり、なぜ

か分からないけどモテモテの状態になっていろんな人からアプローチを受ける

ことになったり、人間関係が良好になる人もいれば、なかには臨時収入っていう

形でくる場合もあります。まあ、ただ今回は恋愛ってことに特化していますけ

ど。」 

 

遠藤 「そういった恋愛に特化したワークにしてある。」 

 

麻美 「そうなんですよ、恋愛成就に繋がるワークにはしていますけど、それは

いろんな領域、健康にも効果を及ぼしていくし、とにかくクリエイションパワー



を豊かに活性させて、ゆっくりじっくり活性するためにあえて恋愛に特化した

ワークにしています。」 

 

遠藤 「そうなんですね。単純に恋愛に興味がないって人はいないかもしれない

けど、今恋愛はもう充実しているよって人であっても、このワークをするってこ

とで、例えば健康面であるとか、経済面、お金面、人間関係、全部つながる」 

 

麻美 「そこにも全部繋がっていきますね。」 

 

 



遠藤 「そういうことなんですね。なるほど。じゃあ、ちょっとみなさんですね、

7 日間、最低 7 日間ですね、リラックスして、楽しんでやって頂きたいってとこ

ろになりますね。で、こちらの動画はですね、明日から配信されるんですけども、

麻美さんが一緒に、みなさんと一緒にやっているような動画に仕上がっており

ます。だから、その麻美さんの動画と一緒にですね、ワークをするっていうのも

もちろん OK ですよね。」 

 

麻美 「はい。」 

 

遠藤 「そうやって頂いても OK ですし、ただ外でスマートフォンとかで、その

動画を見たりとかしてワークをするって方であると、やっぱりその通信料とか

がかかっちゃったりとかして、そういったところの心配もあるかなと思います

ので、今回に関してはですね、その動画の書き起こした文面、テキスト、こちら

の方も皆さんにはお渡ししますので、動画が見れない環境であってもそのテキ

ストを見ながらやれば、全く同じことが起きるという風になってますというこ

とですね。」 

 

麻美 「はい。」 



 

遠藤 「では、明日からの 7 ステップ、こちらを皆さんクリエイションパワーを

思いっきり引き出せるようにですね、楽しんで頂けたらなと思います。今日は麻

美さん、ありがとうございました。」 

 

麻美 「ありがとうございました。」 


