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無意識さんの力で無敵に生きる― 「私」という夢から覚めて、わた
思い込みを捨て自由自在の人生を手に入れる方法
しを生きる
人気心理カウンセラーの大嶋信
頼の大ヒット作。
自分を苦しめている思い込みから
自由になり、無意識を信頼して
楽に生きるための簡単テクニック
を紹介！

9784-434200151
1500 円＋税

大嶋 信頼 著

注文数

今、
amazon で第１位（形而上学・
存在論）を継続中。
覚醒体験をした心理セラピスト
が、体験前、体験後を通して非
二元と癒やしについて語る。
わかりやすい、説明が丁寧と大
好評の注目本。

9784-434220319
1600 円＋税

中野 真作 著

注文数

言葉でホルモンバランス整えて あなたを困らせる遺伝子をスイッチオフ！
―脳の電気発射を止める魔法の言葉―
『なりたい自分』になる！
「生きづらさの原因は脳内ホル
モンと遺伝 子にあるのでは？」
言葉で無意識に働きかけ、ホル
モンを整える事が可能であるこ
とを発見し、オリジナルメソッ
ドを打ち立てた。クライアント
に精神的負担を負わせない画期
的なカウンセリングメソッドを
紹介する。
9784-434216855
1600 円＋税

大嶋 信頼 著

注文数

余命一ヶ月から生還した医師が伝える

生命力の磨き方

「生きづらさの原因は特徴的な
遺伝子にあるのでは？」という
仮 説を立て、 その 遺伝 子 のス
イッチをオフにする言葉を伝授
する。その言葉を唱えているう
ちに、人間関係の悩みが自然と
解消されていく。その驚きの事
例を余すところなく紹介する。
9784-434225581
1500 円＋税

保田 賢児 著

注文数

注文数

それ、あなたのトラウマちゃんのせいかも？
あなただけの超簡単な言葉を唱えるだけで " いまここ " で楽になる！

著者は、催眠のメカニズムから、
「言葉」が人の脳にダイレクト
に働きかけることに着目し、ト
ラウマ治療の画期的な方法を
見つけた。本 書 では、著 者 が
臨床の現場でその効果を実感
したテクニックを 伝 授して い
る。

38 歳で、右肺から心臓にかけ
て大きな悪性腫瘍が見つかり、
余 命 1 ヶ月を宣 告された著 者
が、
「健康は自分で創る」と決意。
「内なるドクター」と対話し、体
や魂からのメッセージに耳を傾
け、見事に寛解した。その体験
から得た情報を多くの読者に伝
える。
9784-434224577
1600 円＋税

大嶋 信頼 著

9784-434206689
1600 円＋税

大嶋 信頼 著

注文数
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宇宙とつながる間脳開花 ―古事記 どん底と幸せの法則

と聖書が示す日本に秘められた真実

間脳は、自律神経、免疫力、ホ
ルモン分泌の中枢で、自然界と
調和し、宇宙までつながる機能
を秘めている。間脳の力が高ま
ると、宇宙の波動と共鳴し、高
次元能力も現れてくる。人間に
は秘められた無限の可能性があ
り、その本質が「光、愛」であ
ることを伝える。
9784-434230066
1500 円＋税

嶋野 鶴美 著

注文数

未来につながる働き方
じぶんサイズで起業しよう！

ウィークリーマンションの人気
で一気に大富豪の仲間入りをし
た川又は、その後、バブルとリー
マンショックにより、大借金を
抱えてしまい、さらに病に襲わ
れる。これでもかという
「どん底」
の経験から、川又は自分の生き
様を振り返り、様々な気づきを
得る。
9784-434222481
1400 円＋税

鈴木 淑子 著

支配されちゃう人たち

注文数

親や上司の否

定的な暗示から解放される超簡単テクニック

名文家、名編集者、そして芥川
賞・直木賞の育ての親として著
名な永井龍男の日本初の本格
的評伝。その人生をたどりなが
ら語られる昭和文壇史と作品紹
介。菊池寛・横光利一らに文才
を愛された少年時代。小林秀雄・
堀辰雄・中原中也・青山二郎ら
との青春の日々がここに甦る。
9784-434230721
2000 円＋税

大嶋 信頼 著

注文数

乾

英治郎 著

注文数

夫婦道 がんばらない幸せ

－夫婦関係改善マニュアル 夫編＆妻編－

親や上司などから否 定 的な 暗
示で支配されて身動きがとれな
くなってしまった人たち。ミラー
ニューロンを通じて脳の中を支
配されてしまうため、自分の感
覚が自分のものではないと感
じながらも、どうしたらいいの
かわからない。
9784-434194320
1500 円＋税

注文数

評伝 永井龍男─芥川賞・直木賞
の育ての親─

「起業」は人生をかけたもので
はなく、人生を豊かにするため
の一つの「選択」。忙しくても、
ゆっくり育てる「じぶんサイズ
起 業 」はすぐにでも、誰 でも
始められる、
「やりたいことで
仕事をしたい人 」のための 未
来につながる働き方です。
9784-434231674
1600 円＋税

川又 三智彦 著

「仲の悪い夫婦はがんばる方向
が間違っているのだ」と著者。
夫 婦 関 係 改 善 の方法を「夫 向
け」
「妻向け」の 2 部構成で徹
底 解説し、幸せな家 庭を読 者
にプレゼントする。

9784-434230738
1400 円＋税

ザビエル 著

注文数
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日常の怒りをいつまでも引きずっ 見ない、聞かない、反省しない
てしまう人のための本
怒りを静め、パワーに変える呼
吸法を伝授する。
怒りを感情という抽象的な世界
から引きずり出し、物理的な実
体のあるものとして、扱ってい
くことにより、心の奥底に押し
込むのではなく、適切に排出す
る方法を説く。
9784-434261626
1500 円＋税

池田 博美 著

注文数

アスペルガーのカウンセラーが教える

つながらない生き方のススメ

世 界 はものすご いスピードで
変っているのに、これまでの常
識、思い込みにとらわれている
と、 あなたは疲れてしまって、
本質を見失うかもしれない。
本書を読んで、もっと自由な発
想し、実践してみるとどうなる
か？
9784-434259272
1400 円＋税

え ?!

松島 ちほ 著

注文数

注文数

まだ必死で引き寄せてるの？

〝逆転〟の発想で確実に秒速で引き寄せる！

アスペルガーは自分中心なので
人 間関 係にがんばらない。他
者に合わせず自分にとって価値
ある人 間関 係や 物 事にしかエ
ネルギーを注がない。自分の
特性に合った目標や目的を持て
ば、一気にそこへ到達すること
が できる。空 気が 読めないか
らこそ、できることがある。
9784-434258459
1500 円＋税

大嶋 信頼 著

引き寄せにこだわるあまり「難
民」になっている読者を救い、
「本当の引き寄せ」に目覚める
ための本。引き寄せの「真実」
をおネエのキャサリンが読者代
表の「アンタ」をプロの引き寄
せニストにすべく、
愛ある「毒舌」
で指南します。
9784-434256271
1500 円＋税

丸尾

愛著

注文数

その苦しみはあなたのものでない 最強のベーシックインカム

AI とロボットが働く時代のおカネのシステム

普段 私 たちが見ているこの 悲
観的な世界は、意識が作り出し
ている " 暗示 " でがんじがらめ
になっているだけ。 " 心よ！" と
" 無意識さん " に問いかけると、
意識が作り出していた " 暗示 "
が解かれていく。やがてリラッ
クスした自由な世界が目の前に
広がっている……
9784-434244988
1500 円＋税

大嶋 信頼 著

注文数

国民におカネを毎月一定額 配
るベーシックインカム政策を導
入し「世の中のおカネを回す 」
ことで、様々な問題が解決でき
る。AI とロボットが生産する時
代こそ、
「ベーシックインカム
政策」が必要であることをわか
りやすく説く。
9784-861133886
1600 円＋税

駒田

朗著

注文数

