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【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。 
 
このレポートの著作権は馬場 博に属します。 
 
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。 
 
 
【その他】 
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。 
 
 
【推奨環境】 
このレポートに記載されている URL はクリックできます。 
できない場合は最新の AdobeReader を下記のページより 
ダウンロードしてください。（無料） 
http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 
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潜在意識に書かせた無料レポート 

帰国後、留学関係の会社でパソコンとにらめっこしながら、余暇を使ってネ

ットビジネスをしています。 

まずは、私の自己紹介から。 
 
名前は 「まーちゃん」 こと 「馬場 博」 と申します。人相は写真の通り

です。 
 
出身地 は岐阜県ですが。現在は横浜に在住しています。 
趣味はカラオケ、パソコン、写真、お酒を飲むこと 
実績はパソコン歴がかれこれ３０年以上ありますが、ネットビジネスは数年ぐ

らいです。 
 
経歴は 
 
大学を卒業後、某エンジニアリング会社で電気エンジニアとして２６年、日

本国内および海外のあちこちで活躍 
 
その後、アメリカの大学で日本語教師１年 
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0. 

1. 

 はじめに 
 
横浜在住の馬場博と申します。 
 
最近、私の無料レポートは潜在意識との会話の中から自然と作られること

が多くなってきています。 
 
まず、テーマそのものも潜在意識に相談しながら話し合いの中から決める

ことが多いです。 
 
今回のテーマもそうして決めました。 
 
中に書く内容も会話をしながら自然とできたものです。 
 
したがって，既にどこかに似たものがあるということはほとんどありません。 
 
すべて、私のオリジナルなのです。 
 

無料レポートのテーマの決め方 
 
例えば、テーマを決める時 
 
「どんなテーマがいいでしょうか」と聞くと、 
 
「潜在意識がネットビジネスにとても役に立つという話はどうかな。試しに、

無料レポートを潜在意識との会話で作成などとしたら面白いかもしれない」 
 
と答えてきたので今回のテーマが決まりました。 
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2. 

3. 

無料レポートの内容の書き方 
 
「それじゃ、内容はどこから入ったらいいですか。」。。。。。と会話が続いて

いきます。こんな感じで、30 分もするとノートにぎっしりとレポートができてゆ

きます。 
 
内容も割りと説得力のあるものとなっています。 
 
いつのころからか、こんなやり方になってきました。 
 
無料レポートも、商材も、メルマガもすべてこんな感じで作っています。 
 
面白いように資料ができてゆきます。 
 

日常生活にも利用 
 
あまりに、面白いので日常生活、会社での仕事にも応用しています。とに

かく知りたいことを質問すると答えが返ってくるのです。 
 
例えば、朝起きた時、布団の中で質問します。 
 
「今日は何をしたらいいですか」 
 
答えは、「まずは、掃除。部屋をかたずけること。部屋がきれいでないと、頭

の整理にも問題がでてくる。いつもまわりをかたずけておくこと。。。。。」 
 
などと、私のすべきことを優先順位に合わせて教えてくれます。 
 
このように、私は自分自身と対話しながら作業をするのが習慣になってい

ます。 
 
やり方は、ノートにメモを書いてゆくのです。メモを書いてゆくと表面的な自



潜在意識に書かせた無料レポート 

- 7 – 
Copyright (C) 2009 Hiroshi Baba. All Rights Reserved. 

分だけでなく、私の心の奥に存在している潜在意識が活性化され、どんど

んメモの中に出てきているような気がします。 
 
普段思いもしないことや、気が付かなかったことがどんどんメモになってで

てくるようになりました。 
 
さらに、メモの中で質問を書くのです。すると、その答えが頭にいっぱい浮

かんでくるのでそれを書き留めます。また、質問をするという繰り返しで、結

構話がはずみます。後で、メモを読み返してみると割りと内容がしっかりし

ているのでびっくりします。 
 

4. 

5. 

潜在意識は一人ではない 
 
私のメモに出てくる潜在意識（と思っていますが）には個性があるようです。

それも一人ではないように思われます。テーマに合わせて出てくる潜在意

識が異なるようです。必要に応じて出てくる潜在意識が変わるらしいです。 
 

他の人の潜在意識とも話せる 
 
ある時、聞いてみました。「他の人の潜在意識とも話ができますか」と聞い

たら「できるよ」「方法は？」と聞いて教えられた通りにしてみると確かに返

事が返ってきます。 
 
「本人の許可も得ないで、他人の潜在意識と話をしてもいいのでしょうか」と

聞くと「構わないよ。問題ありと思った時は返事をしてこないので、返事がく

る限りは問題なし」と返ってきました。 
 
これって、本当に真実だろうかと思いましたが、一応、皆、個性が異なるの

で信じることにしました。内容はとても参考になるものが多いです。 
 
試しに、アンケートみたいなことをしてみました。 
 
「私の心のよりどころという商材を買いたい人はいますか」と聞いたところ、 
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「いるよ」と返事が返ってきました。「どんな仕事をしていますか」と聞いたら

「裁判官をしています。人を裁く仕事をしているため、心のよりどころというも

のがとても大切。ぜひ買いたいと思っている。内容もとてもいい。」と返って

きました。なるほどと思える返事です。 
 
早速、「裁判官の心のよりどころ」というページをサイトに追加掲載しました。 
 
「他に、私の心のよりどころを買いたい人はいますか。」と続けて聞いたとこ

ろ、 
 
「いますよ」と返事がきました。お医者さんだそうです。医学が進んでも人間

の死を止めることはできない。やはり心のよりどころが欲しいということでし

た。 
 
他にも、僧侶の方、うつ病の方とか結構返事が来ました。 
この現象が何なのか、私が心の中でかってにイメージしただけなのかは検

証中です。 
 
いずれにしても、返って来た返事は私の役に立つことが多いので、あきるこ

となく潜在意識との会話を楽しんでいます。 
 
もっと詳しくお知りになりたい方は下記からご覧ください。 
 
心のよりどころ 
http://www.warmheart21.com/usefull-news/kokoro-no-yoridokoro/ 
 
 
また、潜在意識と会話しながらビジネス商材も作ってみました。結構ボリュ

ームのあるものです。 
 
ネットビジネスの道しるべ 
http://goodnews.warmheart21.com/ 
 
 

http://www.warmheart21.com/usefull-news/kokoro-no-yoridokoro/
http://goodnews.warmheart21.com/
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このように、過去に誰もまねしたことの無い方法で無料レポートを作ってみ

ました。この潜在意識との会話というものが本当に真実なのかどうかは、現

在検証中です。 
 
色々な人にお願いして試してもらっています。効果がある方が少しずつで

てきていますので、やはりまちがいなかったのかと感じています。 
 
たとえ、真実でなかったとしても、この方法が私にとって、とても役に立つこ

とだけは間違いなく事実です。 
 
 

6. 最後に 
 
ここまで読んでいただきありがとうございます。大切なのは、インタネットは

巨大な市場です。でも待っていても誰もどこからも来ることはありません。そ

の手段、きっかけをいかにたくさん持てるかが鍵になってきます。 
 
私の実績に基づき記載しましたが、ここに書いたことが最良と思っているわ

けではありません。この「潜在意識に書かせた無料レポート」があなた

のお役に立てればと思っています。 
 
 
-------------------------------------------------  
最近私が作成した無料レポートです。 
きっと、お役に立ちます。 
------------------------------------------------- 
 
 
◆SEO 対策のバイブル的マニュアル 
http://www.gekizou.biz/38787/3536/ 
 
◆負けない SEO 対策応用編 
http://www.gekizou.biz/39106/3536/ 

http://www.gekizou.biz/38787/3536/
http://www.gekizou.biz/39106/3536/
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◆ネットビジネスのバイブル的マニュアル 
http://www.gekizou.biz/39233/3536/ 
 
◆グーグルアドセンスのバイブル的マニュアル 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47257&rf_mb_cd=11681 
 
◆5 万のつもりが１００万に 
http://www.gekizou.biz/39446/3536/ 
 
◆もう情報商材は買わないでください。 
http://www.gekizou.biz/40015/3536/ 
 
◆オールドドメインの取得の仕方 
http://www.gekizou.biz/40065/3536/  
 
◆音声ファイルの作り方 
http://www.gekizou.biz/40116/3536/   
 
◆あて先無し、不達メール抽出法 
http://www.gekizou.biz/40387/3536/ 
 
◆ 「アドセンス」を一瞬で「楽天」に変更する方法 
http://www.gekizou.biz/40430/3536/ 
 
◆「私が「稼ぐための無料レポート作成解説書」を買った理由」です。 2009/3/29 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47941&rf_mb_cd=11681 
 
◆私が「ネットビジネス」を始めた経緯（体験談） 2009/4/2 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48003&rf_mb_cd=11681 
 
◆FFFTP の設定バックアップ・他のパソコンへの設定移植  2009/4/7 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48167&rf_mb_cd=11681  
 
◆Outlook Express データ完全バックアップ・他のパソコンへの設定移植 2009/4/9 

http://www.gekizou.biz/39233/3536/
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47257&rf_mb_cd=11681
http://www.gekizou.biz/39446/3536/
http://www.gekizou.biz/40015/3536/
http://www.gekizou.biz/40065/3536/
http://www.gekizou.biz/40116/3536/
http://www.gekizou.biz/40387/3536/
http://www.gekizou.biz/40430/3536/
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47941&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48003&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48167&rf_mb_cd=11681


潜在意識に書かせた無料レポート 

- 11 – 
Copyright (C) 2009 Hiroshi Baba. All Rights Reserved. 

http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48240&rf_mb_cd=11681 
 
◆アドセンス無料メールセミナー 2009/4/11 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48303&rf_mb_cd=11681 
 
 
◆どこでもキャプチャー  2009/4/16 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48434&rf_mb_cd=11681 
 
◆永久に利用できる申込フォームの作り方 
http://www.gekizou.biz/1000004/3536/ 
 
◆ヤフージャパン サイトマップ登録 
http://www.gekizou.biz/1000661/3536/ 
 
◆まーちゃんの「上手なメルアド管理方法」 
http://www.gekizou.biz/1001476/3536/ 
 
◆まーちゃんの「スタイルシートで画像処理」 
http://www.gekizou.biz/1003051/3536/ 
 
◆まーちゃんの「スタイルシート で SEO 対策」 
http://www.gekizou.biz/1002853/3536/ 
 
◆まーちゃんの「スタイルシートで画像処理」 
http://www.gekizou.biz/1003051/3536/ 
 
◆まーちゃんの「メルマガ到達率」緊急速報  
http://www.gekizou.biz/1004372/3536/ 
 
◆まーちゃんの「ブログコメント自由自在」 
http://www.gekizou.biz/1004608/3536/ 
 
◆まーちゃんの「メルマガ到達率」緊急速報―第 2 段  
http://www.gekizou.biz/1004736/3536/ 

http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48240&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48303&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48434&rf_mb_cd=11681
http://www.gekizou.biz/1000004/3536/
http://www.gekizou.biz/1000661/3536/
http://www.gekizou.biz/1001476/3536/
http://www.gekizou.biz/1003051/3536/
http://www.gekizou.biz/1002853/3536/
http://www.gekizou.biz/1003051/3536/
http://www.gekizou.biz/1004372/3536/
http://www.gekizou.biz/1004608/3536/
http://www.gekizou.biz/1004736/3536/
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◆まーちゃんの商材作成自由自在 
http://www.gekizou.biz/1004804/3536/ 
 
◆まーちゃんの「メルマガ作成自由自在」 
http://www.gekizou.biz/1005285/3536/ 
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----------------------------------------------------- 
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