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あなたの遺伝子の細胞の
隅々まで浸透させる「思考のコンパス」
あなたの遺伝子の細胞の
隅々まで浸透させる「思考のコンパス」



【ご注意とお願い】 
 
いつも熱心に勉強してくださり、 
ありがとうございます。 
 
レポートをお読みになる前に、 
あなたに一つお願いがあります。 
 
村上先生が 
 
「脳がスポンジ状態の 
　寝起き時に音声を聞くのがベスト」 
 
と言われるように 
 
”毎日、寝起きに音声を聞きながらレポートを読む” 
 
これが最強の学習方法です。 
 
もちろん、全ての方に実践できる 
ことではないと思います。 
 
ですが、実践可能な方は是非 
最強の学習効果が得られる 
この方法を実践していただけたらと思います。 
 
また、音声を聞かずにレポートだけ読むのは 
学習効果が半減してしまいますので 
可能な限りやめていただきたいです。 
 
音声を聞く環境を作るのが 
難しい方はこの限りではありません。 
 
是非、実践していただけましたら嬉しいです。 
 
いつも熱心に最後まで確認して頂き、 
ありがとうございます。 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネオ作家スクール運営事務局 
 
 

 



１５　他人のアドバイスは無視しろ 

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/015zadu.mp3 

 

１６　ダークサイドは存在しない 

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/016jooaa.mp3 

 

１７　ツールとゴールを一緒にするな 

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/017hiuwa.mp3 

 

１８　計画通りに進んだら失敗 

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/018kmlmes.mp3 

 

１９　左右極限に入らなければ中道に入れず 

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/019moaw.mp3 

 

２０　借金は１０億から 

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/020kjawa.mp3 

 

２１　フローに乗れ 

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/021j98wa.mp3 

 
 
＊皆様からいただいたご感想を 
　各話の終わりに掲載させていただいております。 
 
　ぜひ、ご覧いただければと思います。 
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億万長者のミラーニューロンサプリ 

第１５号　他人のアドバイスは無視しろ 
 
おはようございます。村上です。 
今日のテーマは「他人のアドバイスは無視しろ」です。 
 
アドバイスを受けたり、 
自分から相談する事もあると思いますが、 
「他人のアドバイスは無視」してほしいです。 
 
「人の話を聞かないんですか？」 
 
「メンターの話は聞かないんですか？」 
 
そういう事ではありません。 
 
今日伝えたい「他人のアドバイスは無視しろ」は 
アドバイスをくれる人、相談に乗ってくれる人が 
 
あなたの目指す人や尊敬できる人かどうかが大事です。 
 
起業時、「家族の反対」はよくあります。 
普通のサラリーマン家庭に育つと親や奥さんが反対します。 
 
なぜかというと 
 
「サラリーマン＝安心」 
 
「やっぱり高学歴、高収入」 
 
「安定、定年退職、年金」 
 
実は「心ではそうじゃない」と 
分かってますが洗脳されて思い込んでいます。 
 
実際問題、 
 
「サラリーマンと起業家どちらが安定してますか？」 
 
サラリーマンの方が安定しています。 
 
起業家で成功する人は 
一握りで、根性もあります。 
 
サラリーマンでのんびりやってたら 

 



「大きいお金」「自由な時間」 
は掴めないかもしれませんが 
 
「安定」を求めるのであれば 
そこそこの会社に勤める方がいいと思います。 
 
家族のアドバイスが間違えてるとは言いませんが 
みんなアドバイスする時は 
多少なりとも自分のメリットを考えます。 
 
よく親が子供に対して 
 
「あなたの事が心配だから」 
 
「あなたの将来のために…」 
 
と言います。 
 
本当に思う親もいますが 
大抵の親は自分のために言っています。 
 
これは遺伝子の話ですが 
親が我が子をかわいいと思う理由は 
 
「年老いて動けなくなった時 
 
　老後の面倒を子供にみてほしい、 
 
　だから自分の子供はかわいい」 
 
そう遺伝子的にインプットされている 
そういう研究をした人がいます。 
 
「愛情の正体は老後の面倒を 
 
　見てほしい遺伝子の仕組み」 
 
そう聞くと、ちょっと寂しいです。 
 
親が子供に対して 
 
「良い学校に行きなさい」 
 
と言うのは 
大抵の親は自分が頑張れなくて 
 

 



「できなかったこと」 
「やれなかったこと」 
 
それらを子供に託しているのです。 
 
でも、子供は敏感に感じとり 
良く分からなくなり、おかしくなります。 
 
子供の教育で一番良くないのは 
親の言ってること、やってることが 
バラバラなのを見せることだそうです。 
 
「あなたのためを思って」 
 
「将来を思って」 
 
大抵の親は自分のためです。 
 
自分の将来、自分の世間体を考えて 
そんなメリットが入ってしまいます。 
 
でも、それが悪い事ではなく、 
人間なのでみんなあります。 
 
あなたが起業して夢を掴もうって時に 
アドバイスに混乱してほしくないです。 
 
あなたが他人からアドバイスを受ける時は 
その相手に余裕や本当の愛情があり 
 
それでいて、あなたのメンターや 
尊敬できる人の場合のみ聞いてほしいです。 
 
それ以外はアドバイスではなく 
 
「相手の懇願・お願い」 
 
なのでその意見に左右されないでください。 
 
今回のテーマは「他人のアドバイスを無視しろ」でした。 
 
また今日も一緒に頑張っていきましょう。 
 
【いただいた感想】 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 

 



いやー心当たり　ありありでした。 
 
なかなか自立しない息子に、もう自立しろよ・・・と言いながらも 
もう頼るなよと、まさしく自己防衛してました。 
 
息子の音楽活動したいという可能性の目を 
摘んでしまっているかもと感じていましたが 
実は本能的に自己防衛本能作動していたと　反省 
 
早く貧乏から脱出しなくては・・・ 
ありがとうございます！ 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
子供に愛情があるのは 
遺伝子レベルで老後に 
面倒をもらいたいという 
自分を守りたいという 
 
本能があるというのがとても 
学びになりました。 
 
自分も一歳の子供がいますが 
とても可愛いし可愛がります。 
 
それが老後を心配する、 
遺伝子からきてたとは。 
 
興味深いです。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
小さい頃から、他の人のアドバイスには耳を傾けるようにと、 
教えられて育ってきましたが、全く逆だということですね。 
 
よくよく考えてみると、たくさんアドバイスを聞けば、 
それだけ迷うというのは、見えているのかもしれません。 
 
そして、アドバイスする人が、世の中思い通りにはいかない、と言っている… 
 
考えれば考えるほど、おかしな話だと気づきました。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
おはようございます。 
 

 



「親が子を愛するのは遺伝子のしくみ」 
 
「親のアドバイスは子を想ってるのではなく、 
自分のメリットのために言っている」 
 
「子どもに自分が叶えられなかった夢 
を託してるだけ」 
 
「親が言ってることとやってることバラバラを見せることが子どもの教育上一番だめ」 
 
うちの親がまさにそんな感じです。 
勉強しなさいと言いつつ、 
親が勉強しているところは 
ほとんど見たことがありません。 
 
勇気を出して自分のしたいことを親に話したのに、 
反対されたことはいくつもあります。 
 
もちろん完全に自分たちのエゴではなく、 
自分がまともな教育を受けられなかったから 
子どもには受けさせたい、 
子どもが辛い思いやいらない苦労はしないようにさせてあげたい、 
と私のことを思って言ってくれている 
部分があるのは事実だと思います。 
 
でも、親が思う最善と私が思う最善は違うし、 
何を大切にしているのか、価値観も当然違います。 
 
今までの経験から、 
親がわかってくれないことはわかってるので、 
このプロジェクトに参加していることも 
言っていません。 
 
結果を出さないと説得できないと思いますし、 
村上さんが言うように 
本当に大切な人、縁のある人なら 
必ずまた一緒に生きていくことになると思うので 
この期間は自分に集中します。 
 
今日もミラーニューロンサプリを 
ありがとうございました。 
明日も楽しみにしています。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 

 



億万長者のミラーニューロンサプリ 

第１６号　ダークサイドは存在しない 
 
おはようございます。村上です。 
今回のテーマは「ダークサイドは存在しない」です。 
 
「ダークサイド」 
 
という言葉は聞いたことがあると思います。 
 
有名マーケッターの神田昌典さんも 
 
「ダークサイドに落ちる」 
 
という話をされています。 
 
ダークサイドとは「闇の側」です。 
 
成功したりお金を持つと悪い事が起こる、 
そんなスピリチュアルな側面もあります。 
 
有名なビジネスマンも 
 
「ダークサイドがある」 
 
と言っています。 
 
貧乏から這い上がってお金持ちになった時 
 
「急に病気になる」 
 
「家族がバラバラになる」 
 
「家族が事故に遭う」etc… 
 
不可解な現象が起こると言います。 
 
結論から言うと 
 
「ダークサイドは存在しません」 
 
僕自身も成り上がりで 
這い上がってきましたが 
色んなトラブルがありました。 
 

 



そのトラブルも神がかり的な 
ことではなく全部分析できます。 
 
「金持ちになったらその反動で天罰を喰らう」 
 
そんな事は絶対にないと思います。 
 
何でダークサイドに落ちるか？ 
 
お金は自分の性格を反映するものです。 
 
今は気付いてない人も多いでしょうが 
実はお金がない事で我慢している 
ことは凄く多いです。 
 
最初は 
 
「お金がないから諦めるか」 
 
こう自覚していますが、 
 
時間が経つにつれて、麻痺して 
ガマンしている事に気付かなくなります。 
 
お金が入ると選択肢が増えます。 
色んな選択肢ができた時に 
本来の自分が出てくるのです。 
 
僕の周りにも急激にお金を持って 
ダークサイドに落ちた人もいます。 
 
「離婚してしまった」 
 
「病気になってしまった」 
 
そうなる人もいれば 
そうならない人もいます。 
 
そんな人を僕が分析すると 
単純にお金を持つことで 
我慢ができなくなっただけのことです。 
 
「お金を持って嫌な奴になった」 
 
「お金を持ってあいつは変わった」 
 

 



よく聞きますが、正しくありません。 
お金を持って本来の自分が出ただけです。 
 
元々性格が良かったヤツは 
お金を持つともっと性格が良くなり、 
 
元々性格の悪いヤツは周りの人に 
悪いことをするので当然 
ダークサイドに落ちていきます。 
 
食べ物も同じです。 
今まで食べるのを我慢してたのに 
バクバク食べて、太って病気になります。 
 
お金を持ってフラフラと 
遊びに行くので、愛人ができて 
奥さんと離婚したり関係が悪くなります。 
 
そもそもダークサイドは存在しません。 
お金は僕たちの真実を映し出す鏡です。 
 
もし、あなたがいいヤツならお金を 
持ってもダークサイドに陥りません。 
 
僕たちの心理は本当に複雑です。 
 
「ダークサイドあるんじゃない？」 
 
「お金持ったら悪いことが起こりそう」 
 
そんな心理だとお金を稼げる 
チャンスが目の前に来た時に 
それを無視したり、気付けません。 
 
「ダークサイドは存在しない」 
 
そう理解してください。 
 
プロスペクト理論（ダニエルカーネマン博士） 
を理解しながらお金を稼いでいくと 
ダークサイドに更に陥らなくなります。 
 
ドンドンお金が儲かって、 
人間関係、健康も向上していきます。 
 
「成功したら怖いことが 

 



 
　起こるんじゃないか？」 
 
「お金を持ったらイヤなことが 
 
　起こるんじゃないか？」 
 
そんな心理だと起業する時や 
お金を持った時にブレーキがかかるので 
 
「ダークサイドは存在しない。」 
 
脳ミソやDNAにインプットしてください。 
 
今回のテーマは「ダークサイドは存在しない」でした。 
 
今日も一緒に頑張っていきましょう。 
 
【いただいた感想】 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
おはようございます。 
 
「ダークサイドは存在しない」 
「お金は自分の本来の性格を映し出す鏡にすぎない」 
 
「宝くじに当たった人は不幸になる」 
という話を以前聞いたことがあって 
なんでだろう？と思っていましたが、 
これで説明できますね。 
 
今まではお金という制約のもと我慢して、 
表面上は穏やかに保っていた人間関係や生活が破綻しただけですね。 
 
冷静に考えて、お金はお金にすぎず、 
何か呪いがかかってるわけでもなく、 
村上さんが言うように 
価値を保存・尺度・交換するためのツールです。 
 
そう考えると、 
他人を騙すのではなく、 
きちんと価値を与える形で正しく稼いで、 
同時に自分の人間性を高めることも 
とても大切だと思いました。 
 

 



自分という器を広げることで、 
自然と多くのお金を保っておけますよね。 
 
ただ口で言うだけならだれでもできるので、 
ちきんとひとつひとつ行動して、 
体の感覚として落とし込んでいきたいです。 
 
今日もミラーニューロンサプリを 
ありがとうございました。 
明日も楽しみにしています。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
お金を持つと、悪いことが起こる。 
と言われているが、そうではない。 
 
選択肢が広がった時に 
本来の自分が出るだけ。 
 
ダークサイドを信じると 
心理的に 
成功へのブレーキがかかる。 
 
ダークサイドは存在しない。 
 
恐れずに 
成功に向けて 
コツコツ進みます。 
 
ありがとうございました。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
お金は自分の性格を増幅させるもの。 
 
ダークサイドに堕ちたから、不幸が起こったのではなく 
 
もともとその人が持っているものが、我慢できずに現実に現れるようになっただけ。 
 
解決策としては、13の幸福をバランス良く伸ばす、ことが頭に浮かびました。 
 
本日もありがとうございました。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 

 



　　　　　　　　　　　　　　　　　 
億万長者のミラーニューロンサプリ 

第１７号 
「ツール」と「ゴール」を一緒にするな 
 
おはようございます。村上です。 
今回のテーマは「『ツール』と『ゴール』を一緒するな」です。 
 
『ツール』と『ゴール』 
 
多くの人が一緒になっています。 
 
お金は『ツール』であって『ゴール』ではない、 
 
お金は『ツール』です。 
 
ツールは道具や武器というイメージです。 
 
多くの人はお金を稼ぎたいと思います。 
 
 
「家族を旅行に連れていきたい」 
 
「家族に好きなことをやらせてあげたい」 
 
色んな思いでお金を貯めます。 
 
だんだんお金を稼ぐこと 
自体がゴールになる人が多いです。 
 
お金を稼ぐことは途中経過で 
お金を稼いだ先に「何かをする」 
という目的があると思います。 
 
その目的と途中経過が一緒になってる人が多いです。 
 
目的達成のためにビジネスを起こしたり 
自分や家族の幸せのためにお金を稼いでいるのに 
 
お金を稼ぐこと自体がゴールになり 
本末転倒してる人が多いです。 
 
瞑想を例にすると 
そもそも瞑想は『ツール』です。 

 



 
目的は神様と対話したり、 
自分の内面を見つめるためにやります。 
 
以前スピリチュアルの有名な 
先生のセミナーに参加した時 
 
「どうやれば瞑想が上手くなりますか？」 
 
「呼吸法はどうやるんですか？」 
 
と瞑想のやり方に執着している人を見ました。 
 
でも、瞑想のやり方はどうでも良くて 
最終的にゴールに近づければいいです。 
 
自己啓発のセミナーも同じです。 
 
自己啓発だと 
 
「学び」 
 
「自分を高める」 
 
「セルフイメージを上げる」 
 
という目的のためにセミナーに出ているはずです。 
 
自己啓発セミナーは非日常で楽しいので 
セミナーに出ることが目的になり 
自己啓発セミナーの常連になります。 
 
何も達成できずに家族からは 
 
「変な宗教にハマってる」 
 
「おかしくなった」 
 
と目的とは逆の結果になります。 
 
そもそも家族や自分のために 
学ぶのが自己啓発なのに 
 
セミナーそのものが 
ゴールになってる人が多いです。 
 

 



『ツール』と『ゴール』が 
ごちゃ混ぜになり、そもそもの目的を見失います。 
 
お金とビジネスは刺激が強いので 
 
「お金そのものがゴール」 
 
と思いがちです。 
 
 
無人島で現金１００億円持って 
 
「俺は金持ちだー！！」 
 
と言ってもなんにもなりません。 
 
無人島で１００億円の使い道なんて 
たき火ぐらいのものです。 
 
お金は、他の誰かがいて 
使い道があり初めて幸せを感じられます。 
 
お金の魔力で目的を見失わないでください。 
 
目標と目的 
 
「どこに進みたいのか？」 
 
「それは何のためなのか？」 
 
常に思い出して 
 
『ツール』と『ゴール』を 
 
一緒にしないでください。 
 
今回のテーマは「『ツール』と『ゴール』を一緒にするな」でした。 
 
今日も一緒に頑張っていきましょう。 
 
【いただいた感想】 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
ツールとゴールの違いを、はっきり認識する事は本当に大切な事だと思います。 
 
以前の学びの中にあった、売りたい物はカベであり、 

 



最終目的ではないというのと、同じだと思いました。 
 
この認識の違いは、とても大きく自分にも必要な事だと思いました。 
 
最終目的をはっきりさせます。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
ミラーニューロンサプリ第16号 
「ダークサイドは存在しない」 
との共通部分を発見できました 
 
お金が入ると我慢していた自分の性格が表に出るだけ 
成功後の変化こそ その人の「真実」に過ぎない 
 
 
現在、沢山の収入を得られる方法を学んでます 
そのために自分に負荷を掛けています 
 
億万長者になったら 
その負荷を辞めてしまうと また貧乏になるので 
 
億万長者のミラーニューロンサプリを 
体に焼き付けて 
億万長者の習慣を身に着けなければなりません 
 
億万長者になったらどうしたいのか？ 
 
ミラーニューロンで得たマインドセットが基になって 
思考や発言や行動がとれるようになっていれば 
 
ツールとゴールを一緒にしないはず 
 
成功後の変化こそ 自分の真実に過ぎない 
良い行いも　悪い行いも真実の自分 
 
欲望はハッキリとさせておく必要がある！ 
 
だから村上さんがおっしゃった 
欲しいもの 
なりたいものの写真を 
一番目にするスマホ画面に貼って 
ゴールを忘れないようにする 
という意味が理解できました 
 
 

 



村上さん 
今日もありがとうございました 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
『ツールとゴールを一緒にするな』の感想です。 
 
例えば、自分の場合、 
 
・社会的地位を高めてちやほやされたい 
・人間関係を選ぶ自由が欲しい 
・新しい人間関係が欲しい 
 
という目的（ゴール）があり 
ネオ作家スクールに入りました。 
 
しかし、つい月八万円を稼ぐことや、 
目の前の宿題をこなすことが目的になり、 
何のために頑張っているかわからなくなる瞬間があります。 
 
まさにツールとゴールを一緒にしている状態です。 
 
丁度第三話で、商品、結果、感情の話があったこともあり、 
自分自身の欲しい感情や目的を忘れずに邁進していこうと思います。 
 
本日もありがとうございました。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
 
 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
  

 



億万長者のミラーニューロンサプリ 

第１８号　計画通りに進んだら失敗 
 
おはようございます。村上です。 
今回のテーマは「計画通りに進んだら失敗」です。 
 
多くの人が 
 
「計画通りに進んだら成功」 
 
「目指してる所に行けたら成功」 
 
そう思います。 
 
ですが、学習もビジネスも計画通り進んだら失敗です。 
 
特にビジネスは３C分析と 
言われますが、３つのCを意識してください。 
 
「あなた・自社」 
 
「ライバル」 
 
「お客様・市場」 
 
この３つを意識すればビジネスは勝てます。 
 
仮にあなたがパン屋さんを経営している場合 
 
「自分のお店」 
 
「近所のパン屋さん」 
 
「パンを買いに来るお客さん」 
 
がいます。 
 
お客さんが欲しがるものを作って 
ライバルに勝てばあなたの店は儲かります。 
 
しかし、ここで問題が生まれます。 
 
計画はあなたが作りますが 
ビジネスには色んな変化が伴います。 

 



 
・時代の変化 
・お客様の気持ち 
・ライバルの動き 
・ライバルの成長 
 
ハッキリ言って 
１日、２日で形になるビジネスはありません。 
 
計画後、１か月～３か月、 
大きいビジネスだと１年かかります。 
 
その間にもし計画通りに進んだら 
 
・あなたが神様のような予測をした 
・計画に向かい無理やりこじつけた 
 
このどちらかです。 
 
計画を達成するのに１００％全力でやります。 
 
でも、僕の感覚だと到達時には 
計画の５０％ぐらいが達成されて 
 
・新しく起きた変化 
・ライバルの動向 
・お客様の心情の変化 
 
により追加されたものが残りの５０％です。 
 
僕たちは計画に向かって進みます。 
それはある意味、手抜きなのです。 
 
計画に向かって進む時、余力を残します。 
 
例えば、工場で納期が一か月の場合 
 
本当は１０日で終わる仕事を３０日かけます。 
わざとやる場合も、無意識の場合もあります。 
 
計画は僕たちが 
神様でもない限り絶対に当たりません。 
 
新しい変化、お客様の心理の変化、 
それらを常に敏感にとらえて 
追加を加えて、プロジェクト開始時には 

 



 
「最初に考えていた原型が５０％」 
 
「全く新しいものが残りの５０％」 
 
になっているのが理想です。 
 
「計画をするな」 
 
ということではなく、しっかり 
リサーチして完璧にする必要があります。 
 
常にアドリブを入れて、サバイバル能力を高く、 
原型をとどめてないのが理想です。 
 
ビジネスをやる時は 
変化を求めながらやってほしいなと思います。 
 
今日のテーマは「計画通りに進んだら失敗」でした。 
 
今日も一緒に頑張っていきましょう。 
 
【いただいた感想】 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
毎朝のミラーニューロンサプリ、楽しく拝聴させていただいています。 
短いながらも、深い内容で沢山の学びがあります。 
 
今日のミラーニューロンサプリで深く納得できたことがありました。 
 
過去に、地元でもやり手と評判の女性を代表に、 
ある事業の立ち上げから運営開始、 
軌道になるまでの数年間、かかわったことがあります。 
 
学歴は高くはなくそれが本人のコンプレックスでもあり 
成功者になりたいというモチベーションでもあったわけですが、 
 
事業の計画達成のためには手段を選ばず、 
のカラーが強く批判的な取り巻きももちろんあったわけです。 
 
私も部下としてかなり振り回され 
、その当時はもっと慎重に計画的に行動できないものか、 
と思っていたりもしましたが今日の音声を聴き、 
 
彼女はビジネスマインドなどの勉強はしたことがなかったにもかかわらず、 
そもそも資質が備わっていたということが理解できました。 

 



 
まとまりのない文章になってしまいましたが、 
新しい気づきがありましたのでメールさせていただきました。 
 
これからもよろしくお願いします。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
『計画通りに進んだら失敗』の感想です。 
 
まだココナラ出品もしていないこともあり、 
実感値は薄いですが、学校の勉強とビジネスの世界観は全然違うなと感じました。 
 
過去問をこなし、パターンを習得すれば、同じ用な問題が出て、 
難なく点が取れるといったイレギュラーが少ない世界に慣れていると 
変化の多さに戸惑いそうですね。 
 
先日メルカリ出品をした際も、事前の計画というか 
これはこれくらいの値段で売れるだろう 
という見込みと大きく違った結果になりました。 
 
また、計画を決めると手抜きをするという話がありました。 
 
とても心当たりがあります。 
それもあって第三話の宿題くらい追い込むのが丁度良いのかもしれません。 
 
少ない時間の中でどうこなすか？という方向に頭を使わざるを得ないですから。 
 
本日もありがとうございました。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
いつもありがとうございます。 
 
計画通りに進んだら失敗。 
 
こちら、普通の感覚ですと 
逆じゃないかと思ってしまうところです！ 
 
よくよく何度も 
聞かせていただきました。 
 
無意識に余力を残してしまう！ 
 
また、 
半分は新しい変化への 

 



追加・アドリブを入れていくのが成功の実態！ 
 
計画は必要だが 
計画通りに行ったら失敗！ 
 
貴重な視点をありがとうございました。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



億万長者のミラーニューロンサプリ 

第１９号　左右極限を知らなければ 
　　　　　　　　　　　中道に入れない 
 
おはようございます。村上です。 
今日のテーマは 
 
「左右極限を知らなければ中道に入れない」 
 
です。 
 
ちょっと長いですが、 
僕自身、凄く好きな仏教の言葉です。 
 
左右極限とは 
 
「両極端を知ってください」 
 
という意味です。 
 
僕たちは 
「良い人になりたい」「良い事したい」 
そう思っています。 
 
「良い事」と「悪い事」が 
何か分からないまま本当の 
「良い人」にはなれません。 
 
例えば、 
金持ちの生活、貧乏な生活、 
それから普通の生活をする。 
 
綺麗事を言う人が多いですが 
一回もお金持ちになってないのに 
 
「お金持ちになっても仕方ないよ」 
 
「お金が全てじゃないよ」 
 
悟ったような人がいます、 
ほとんどの人が負け惜しみです。 
 
金持ちになれないから 
 

 



「最初からお金なんか興味ない」 
 
そんな顔をしますが、 
負け惜しみをしてたら何も成長しません。 
 
金持ちになりたいと思ったら 
一回お金持ちになる必要があります。 
 
ですが、アラブの石油王の息子みたいに 
お金があっても貧乏な生活を知らないと 
大きな失敗に繋がります。 
 
僕も最初は家賃の安いボロボロの家に住んで 
貧乏な生活からお金持ちの生活をしましたが 
 
両方知った上で、 
はじめて自分の道、中道が見つかりました。 
 
ここで一番言いたいことは、 
 
「今はお金が苦しくても 
 
　これから成功したいという 
 
　思いがあれば大丈夫」 
 
ということです。 
 
これから、負け惜しみを言わずに 
お金を求めてお金持ちの生活をしてほしいです。 
 
成功者の定義でよく言われるのは 
 
「高層マンション」「高級車」「世界旅行」 
 
などです。 
 
それをしないで食わず嫌いで 
 
「旅行なんか興味ない」 
 
「高層マンションは身体に悪い」 
 
と言いますが、少しでも心に 
 
「高層マンションに住んでみたい」 

 



 
という気持ちがあれば 
高層マンションに住んでみる。 
 
住んだ上で不満があればやめればいいです。 
 
高い車に乗りたいなら一回乗ってみて 
 
「維持費高いし、もったいない」 
 
それからプリウスに乗ればいいです。 
 
本当に中道に入るとは、 
 
「あなただけの自分の道を見つける」 
 
ということですが、 
 
本当の自分の道を見つけたければ 
少しでも心に思ったことは 
やってみて逆に失敗もしてください。 
 
死ぬ時に多くの人が残す言葉は 
 
「もっと自分のために生きれば良かった」 
 
「もっとこれをやっとけば良かった」 
 
だと聞いたことがあります。 
 
ですので、あなたも 
良いことも、悪いこともやって 
初めて自分の道が見つかるので 
遠慮しないでガンガンやってほしいです。 
 
今日のテーマは 
 
「左右極限を知らなければ中道に入れない」でした。 
 
また今日も一緒に頑張っていきましょう。 
 
【いただいた感想】 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
左右極限という言葉は初めて聞きました。 
 

 



上下と言わないところが、何事にも当てはまる気がします。 
 
確かに、両極を知らないと語る事はできない事が沢山あると感じました。 
 
大金を手にしてみないとわからない事を、体験してみたいと、さらに強く思いました。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
「左右極限を知らなければ中道に入れない」の感想です。 
 
自分自身最近の気づきですが、 
 
自分が心からやってみたいと思うことはやり切らないといけない 
と思いました。 
 
今回のマインドセットともかなりマッチします。 
 
難しいのは、今そこそこ満たされているものがある場合です。 
 
そこそこ満足だと「まあ、いいか」となり 
圧倒的な自信や満足感は得られないような気もします。 
 
普段、嫌なことがあると嫌な気持ちになるのですが、 
普段出会わない極限を教えてくれることで 
中道=自分の道に近づいているんだなと切り替えていこうと思います。 
 
本日もありがとうございました。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
左右に偏らず何事も中道を行くのがいいとは分かっておりますが、 
なかなか難しくどちらかに偏ってしまいます。 
 
何が原因かずっと考えていました。 
 
左右をよく見極めていないために偏るのではないかと思い、 
左右に偏った状態を意識するようにしていました。  
 
今日のサプリで左右の極限を知らなければ中道ができない 
という言葉に目からウロコが落ちるような思いが致しました。 
 
考えても知らなければできないレベルだったんですね。 
 
何事も極めてみたいと思いました。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 



 
「両極端を知らないと中道に入れない」 
 
釈迦族の王子として生を受け 
何ひとつ不自由なく贅沢を極めた生活を 
送っていたが、ある日この世には 
生老病死という苦しみがあることを知って 
出家を決意し、修行を経て悟りを得たブッダ 
の人生を思い出しながら聞きました。 
 
お釈迦様ですらたくさんの経験と苦しい修行の末に 
「足るを知る」 
という悟りの境地に至ったのだから、 
実際にやったこともないのに自分の乏しい経験と 
想像の範囲内で批判するだけの人は、単に 
自分を正当化するための負け惜しみに過ぎませんよね。 
おっしゃる通りそこに成長や未来は無いと思います。 
 
ぐだぐだ悩んだり、変に聖人になろうとせずに、 
まずは少しでも興味のあることは全部やってみる。 
たくさんチャレンジしてたくさん失敗して、 
良いことも悪いことも経験して、 
その先に自分の道があることを信じて進もう、 
と改めて強く想いました。 
 
今日もミラーニューロンサプリを 
ありがとうございました。 
明日も楽しみにしています。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



億万長者のミラーニューロンサプリ 

第２０号　借金は１０億から 

 
おはようございます。村上です。 
今回のテーマは「借金は １０億から」です。 
 
「 １０億から」 
 
と聞いてもピンとこないと思います。 
 
 
「借金してから起業した方がいいのか？」 
 
「借金しないで起業した方がいいのか？」 
 
これは、結構分かれます。 
 
僕自身、借金まみれからの 
スタートで、周りからは 
 
「借金しない方がいいよ」 
 
そう言われましたが、 
実際は「借金を返したい」という 
モチベーションがあって成功できました。 
 
「実際、借金はどうなのか？」 
 
と聞かれると、 
 
借金の「耐性」によります。 
 
借金やお金に対して価値観を 
持ち過ぎている人は 
借金があると病んでしまいます。 
 
借金があっても、 
 
「別にまぁ、自己破産すればいいや。」 
 
ぐらいで考えていれば、 
借金も強みになると思います。 
 
借金をネガティブに捉えないで 

 



返すための原動力にできる人は、借金OKです。 
 
でも、 ９５％の人は借金しないほうがいいです。 
 
 
やっぱり何でも、その道のプロや 
トップから学ぶのが良いですが、 
 
ウォーレン・バフェットさんという 
世界一の投資家は 
 
「借金はするな」 
 
「借金さえしなければ破産はしない」 
 
と言いますが、その通りです。 
 
いくらお金が苦しくて 
カツカツでも、借金しない限りは 
 
「家を取り上げられる」 
 
「車を取り上げられる」 
 
「差し押さえを受ける」 
 
これらは絶対にありません。 
借金しなければ破産はしないので 
借金はしないほうが良いと思います。 
 
借金とは、 
 
・アコムやプロミスのような消費者金融 
・銀行の借り入れ 
・商工会の融資やローン 
 
いろいろあります。 
 
誰かにお金を借りて利息を 
払うことは、絶対にしないでください。 
 
今回のテーマの「１０億から」ですが、 
 
会社の売り上げが１０億になるまでは 

 



借金ナシでだいたいいけます。 
 
出資してもらうのは良いと思います。 
 
借金と出資は、ちょっと違いますが 
あなたの会社の株を売ってお金を集める行為 
「資金調達」は借金でありません。 
 
「資金調達と借金の違い」は 
微妙な違いなのでもう少し後で話します。 
 
この章では 
 
 「１０億円未満のビジネスを 
 
　やるなら資金調達も借金もするな」 
 
これを覚えてください。 
 
借金しなくてもビジネスはできます。 
逆にお金があると工夫しなくなります。 
 
僕は、お金がなかった頃、 
いかに無料でお客さんを集めて 
無料でコンテンツを作るか考えていました。 
 
ある程度資金が集まったら 
人に頼んだり、外注に出したり 
 
ろくにリサーチもしないで 
広告出したりするようになって、 
 
「頭悪くなったなぁ」と思いました。 
 
なので、最初の起業時期は 
工夫したりアイデア力を鍛える一番良い時期です。 
 
１０億超えたら、 
それらを鍛える事が極端に減って、 
 
・リーダーを育てる 
・求人する 
・教育する 
 
そっちに入ります。 
 

 



ですので、本当にゼロから 
 
「アイデアを生み出す」 
 
「イノベーションを磨く」 
 
という意味ではゼロから 
１０億円ぐらいまでだと思います。 
 
せっかくそれを勉強して鍛えられる 
いい機会に借金だと、その能力も鍛えられません。 
 
１０億円くらいまでの会社で、 
あなたの年収が 1 千万円になるまでは 
一人でコツコツ稼いでアイデアだけで勝てます。 
 
マインドセットやアイデアで勝てるので、 
今、借金がある人は全力で返済してください。 
 
これから起業したくて 
「借金しようかな」 
と考えているのであれば、 
 
借金しないでビジネスを成功させる方法を 
考える力を身に着けたほうが良いです。 
 
借金で迷っている人は、 
借金の返し方とか、 
色々音声でも話してますが、 
 
基本的には 
 
「１０億円未満のビジネスに借金は必要ない」 
 
これを認識した上でアイデアや 
頭を使って勝負して欲しいなと思います。 
 
今回のテーマは「借金は１０億から」でした。 
 
また今日も一緒に頑張っていきましょう。 
 
【いただいた感想】 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
村上さん 
今日もありがとうございました 

 



 
気づけたこと 
10億までの商売であれば 
借金をせずにできる 
いかに頭を使うか！ 
 
私自身情報商材のために 
カードローンに100万円の借金があります 
 
経験や人脈やスキル一切を必要とせず 
一発で簡単に億万長者になれる 
 
あてが外れたので 
急いでその穴埋めするために 
頭を使わずに 
また同じ情報商材に費やす 
 
これを3回繰り返しました 
 
借金どうしよう 
と頭の中が不安で一杯になってしまうと 
また同じことを繰り返すとわかったので 
 
毎月返済する目処を立て 
10年以上前の過払い金を調査申請し 
メルカリや自己アフィリエイトも活用して 
 
このネオ作家プロジェクトに集中して 
長期的に一生稼げるスキルを学びます 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
今回も耳の痛い話でした。 
 
私は780万円借金があります。 
 
もっと早く村上さんのお話を聞きたかったです。 
 
でも借金したからこそ 
お話が聞けると思って 
 
前向きに借金返済に取り組んでいきます。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
「借金は１０億から」 

 



 
１０億と聞いても正直ピンときませんが 
私は事業のために借金する事は良いものと考えていましたが 
今日のお話を聞いて少し考えが変わりました。 
 
「借金の耐性」によって借金しても良いか変わってくるとの事。 
 
借金をネガティブに捉えずにできそうかと思っていますが 
実際１０億などという大金の借金をすると 
どんな心情になるのか分からないというのが正直なところですので 
私は借金はせずに事業をやっていく事に決めました。 
 
「事業でも借金はするな！！」 
 
このマインドセットを持ってこれからやっていきます。 
 
毎日このような視点の高いお話が聞けるので 
とてもありがたいし、楽しく学ばせていただいています。 
 
これからもよろしくお願いします。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
 
 
 
  

 



億万長者のミラーニューロンサプリ 

第２１号　フローに乗れ 

 
 
おはようございます。村上です。 
今日のテーマは「フローに乗れ」です。 
 
あなたは「フロー」という言葉を 
聞いたことがありますか？ 
 
昔、プロゴルファーの 
タイガー・ウッズさんが 
「ゾーン」という言葉で有名にしました。 
 
簡単に言うと、 
 
「もの凄く集中して周りの雑音が何も聞こえない状態」 
 
これはタイガー・ウッズさん 
のような一流のプロ選手でなくて、 
僕たちにもあると思います。 
 
 
例えば、好きな女性と一緒にいる時、 
 
「もうこんなに時間が経っている」 
 
という時はフローに乗ってる時ですし、 
仕事中でも 
 
「かったるい」 
 
「時間、長い」 
 
と思う時もあれば、 
 
集中して、いつの間にか外が 
暗くなってた経験がある人もいるでしょう。 
 
「極度の集中状態」を 
「フロー」と言いますが、 
 
「フロー」に乗るにはどうすればいいか？ 

 



僕たちもよく乗っていますが、 
 
これを２４時間３６５日乗りっぱなしの 
状態にすれば成功に近づきます。 
 
 
僕も起業後、4 年くらいは 
ほとんど記憶がありません。 
 
 
「記憶障害じゃないか？」 
 
それほど集中していました。 
 
余計なことは考えない、 
悩んでるヒマもない、 
ずっと集中してました。 
 
僕はこのミラーニューロン音声を 
録っている時はすごくフローに乗っています。 
 
周りの音も聞こえないし、 
目の前を人が通っても気にならない。 
家で録っていて子供が横で 
ゲームしてても全然気になりません。 
 
「フローに乗る」とは、 
 
・あなたの目標 
・あなたのやっている事 
・あなたのスキル・知識 
 
これらのバランスが良い状態です。 
 
例えば、年収１千万稼ぎたくて 
年収１千万稼ぐスキルと知識があって 
丁度いい目標、丁度いい力加減の 
バランスが取れている時はフローに乗れます。 
 
逆に、年収 １千万稼ごうと思っても 
年収１００万円しか稼げない能力だと 
辛くて、諦めモードに入ります。 
 
また、年収 1 千万稼ごうと思って、 
年収 1 億円稼げる能力があるのに目標１千万だと退屈です。 

 



 
目標が自分の能力に対して高すぎると 
「ストレスゾーン」に入って 
 
目標が低すぎると 
「退屈ゾーン」に入ります。 
 
あなたの能力と目標のバランスを 
丁度いい状態にしておく事が大事です。 
 
「今に集中する」 
 
これも大事で、単純な事ですが、 
できてない人が多いです。 
 
特に同窓会に行くとよく分かりますが、 
中学、高校時代の同窓会をやると 
 
「あの頃は良かったね」 
 
「昔は楽しかったね」 
 
それも良いのですが、 
現在、未来の話はあまりしません。 
 
昔の話ばかりです。 
 
あなたにもあるかもしれませんが 
 
「昔が良かったな」 
 
と思ってる時はヤバいです。 
 
僕は常に 
 
「今楽しいですか？」 
 
と聞かれたら 
 
「楽しいです」 
 
と答えますし、 
 
「今までの人生でいつが一番楽しかったですか？」 
 
と聞かれれば 

 



 
「今」と答え、明日になれば 
「明日」だと答えます。 
 
常に今が最高という状態をキープする。 
そのためにフローに乗り続けて、 
目標と能力のバランスを一致させて 
常に適切な状態で前に進んでいます。 
 
過去に執着してもいけないし、 
未来を見すぎてもいけない。 
 
１０年後、２０年後AIがきて 
核戦争が起こると言う人もいますが、 
未来を見過ぎてフローに乗れてません。 
 
「今に集中してフローに乗る」 
 
能力と目標のバランスを一致させて 
フローに乗り続けることを意識してください。 
 
フローの乗り方のテクニックは 
本編で話すので楽しみにしてください。 
 
今回のテーマは「フローに乗れ」でした。 
 
また今日も一緒に頑張っていきましょう。 
 
【いただいた感想】 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
フローにのるには目標と行動していることの 
バランスが良い状態ということが学びになりました。 
 
今の私は周りに人がいたり、子供がいると 
気になってしょうがないので 
フローには入っていないと実感しました。 
 
フローに入れるような 
バランスの良い目標を立てれるよう 
 
意識していきたいと思いました。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
「フローに乗るためには、 

 



目標と能力(スキル・知識) 
のバランスを一致させる」 
 
「過去に執着してもいけないし 
未来を見過ぎてもいけない。今に集中する」 
 
自分の場合は目標を高く置いてしまって 
現実とのギャップに落ち込むこと、 
 
そして未来を考えすぎてしまって 
結局は死に行き着く虚無感 
から無気力になりやすい傾向がある 
ことに気づきました。 
 
今に集中する、って一見簡単なようで 
すごく難しいと思いますが、 
 
せっかく今はネオ作家プロジェクトで 
「お金を稼ぐ」ことに集中できる環境を 
提供してくださっているので、 
この期間はしっかりと行動します。 
 
今日もミラーニューロンサプリを 
ありがとうございました。 
明日も楽しみにしています。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
村上さん 
今日もありがとうございました 
 
フローに乗れ！ 
目標と能力のバランスが取れていることを意識しながら 
今に集中する 
 
私のフローの乗り方 
良いパフォーマンスがでる環境作り 
朝5:30に起きる 
体重＆体脂肪＆血圧計測 
レモン＆ライム水を飲む 
20分間ルーティンストレッチ 
億万長者のミラーニューロンサプリ音声を聞く 
脳に焼き付けるため 
思考をの基礎を構築するため 
感想を書く 

 



 
こうすることで 
フローに乗れます 
 
早朝の感想書きは 
快眠できている成果もあり 
エネルギーが溜まっているので集中しやすい 
しかもコピーのスキルアップ訓練にもつながると 
毎回、勝手に送信させていただいております 
 
村上さん 
今日もありがとうございました 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
 
 
  

 



１５　他人のアドバイスは無視しろ 

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/015zadu.mp3 

 

１６　ダークサイドは存在しない 

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/016jooaa.mp3 

 

１７　ツールとゴールを一緒にするな 

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/017hiuwa.mp3 

 

１８　計画通りに進んだら失敗 

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/018kmlmes.mp3 

 

１９　左右極限に入らなければ中道に入れず 

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/019moaw.mp3 

 

２０　借金は１０億から 

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/020kjawa.mp3 

 

２１　フローに乗れ 

https://s3.amazonaws.com/www-essence/murakamim/021j98wa.mp3 

 
 
 
 
ご感想はこちらからお願いします 
　　　↓↓ 
support@neosakka.net 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネオ作家スクール運営事務局 
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