
　　　　　　　どん底主婦でも、こんなに変われた！

　主な講座

◆エモーションフリー講座

◆ビジュアルフォーカシング講座

◆心マップ講座

◆線の思考法講座
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エモーションフリー講座体験談

埼玉　40代個人自営主　永山貴代さん
受講前

母との関係、子育て（不登校など）でどっぷり悩
み、あちこち何十箇所の相談所に行き、カウンセ
リング、心理セミナー、カウンセリング養成講
座、様々なことを体験しました。

カウンセリングでは、何時間いくら払っても、ま
た同じ問題がぶり返し、もうほとほと疲れていま
した。

そんな時、ネットを検索しまくり、エモーションフリー講座を知りました。そこ
で、全ての悩みは終わりました。そこからの人生は180度変化しました。

受講後

エモーションフリー講座で、たくさんの自分
を縛っていた信念や思い込みを外し、違う自
分になりました。

生まれた時から、四六時中悩むのが特技の私
でした。

子どもや夫のいる家を空けて、自分ことを楽
しむなんてもってのほか。全ての時間を家事
と子育てに費やしていました。

エモーションフリーをしてからは、いいお母
さん、いい人、きちんとしている人、頑張る

人、何でも完璧にやる人、人のために全てを尽くす人、人のために自分を犠牲にす
る人、みーんなやめました。すっかり、能天気な毎日が楽しい人になってしまいま
した。この幸せを広めるために日々頑張っています。
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東京　50代美容師　日向和子さん

「こんなに毎日が楽しくなるとは思ってもみなかったー！」

2016年の12月に稲垣正信さんからエモーションフリーを初めて受講しました。当
時の私はスピリチュアルを副業にして動いてました。それに関しての勉強に自己投
資もしてました。エモーションフリーを知る切っ掛けになったのは同年、稲垣さん
の別の講座を受講してる時、受講者の方々がエモフリの存在が凄いと言ってたから
です。

半信半疑で、いざ受けてみたらスーッと解放されて問題としてたことが、どうでも
よくなりました。

・夫への不満。子供に対しての心配・罪悪感。

・義父母への怒り。

・実母のネガティブな言葉（頑張っても報われない・人生で損をした）。

・自由ではない。

など、今まで勉強していた事で解決してたと思っていたことなのに、解放までには
至ってなかったのです。　信じてやっていたことが何だったのだろう？　と逆に混
乱してしまいました。

それから毎日、エモフリを自分に使っているうちに、悩み・心配・怒り・執着・恨
みが次々に解放されてゆき頭の中がすっきりしてきて、周りの人達がとても優しく
なりました。優しくされると優しく返したくなる！っていうような相乗効果も嬉し
くなってきて「なんて人生って楽しいのだろうー」と感じるようになりました。
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新潟　50代臨時職員　砂山顕子さん

受講前の悩み

お金がないことが一番の悩みで問題でした。
その問題を解決するために家族と向き合うことになり家族に信頼されていないこと
にもひどく悩んでいました。

受講後
お金がないという問題をつくっている
自分の思い込みが浮き彫りになりまし
た。私は、お金がないことが恥ずかし
い、自分では稼げないと思っていた。
家族に信頼されていないというのも、
自分がそう思い込んできたことだっ
た。

そう仕向けてきたのは自分だというこ
と。

書きながら、もうこのことはどうでもいい！ってなっているので、いまは何が問題
なのかよくわからなくなっています。自分が物事をどう捉えているのかがわかるよ
うになってきました。

そこに気づくと、嫌な感情が出てきたらチャンスと考えて、エモーションフリーで
解放出来るようになったことが大きな変化です。問題が問題じゃなくなることを実
感しています。

これから受ける方へ

一度、エモーションフリーのやり方を身に付けたら一生ものになるツールです。
いままで苦しんできた時間を、これからはエモーションフリーで心を楽にして、平
和な時間に変えることができます。
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大阪府　40代主婦　Mさん
受講前の悩み

子供の不登校、子育ての方針の違い等
での夫婦不和で悩み受講しました。受
講前は息子のことばかり考え、支配的
で厳しい夫を責め、怯えていました。
夫は家を出ていってしまっており、私
は離婚も考えていました。暴言を吐く
息子にも怯え、不安、心配、苦しい、
の気持ちに覆われていました。

受講後

受講後はとにかくまず気持ちが楽になりました。不安が大幅に軽減し、不思議と”
なんとかなる。大丈夫”と思えるようになりました。

夫とはまだ関係修復はできていませんが深く思い悩まない状態になっています。夫
を理解し、関係修復を着地点に置いて今はそこに向かって思い定めています。夫や
子供に抱いていた恐れのようなものも消えています。

実生活の変化としては子供は伸び放題だった髪を自らの意思でサッパリカットし、
笑顔が増えました。暴言もみるみる減りました。長期休暇中のため学校へ行くかは
まだわかりませんがそこは問題ではない気がしています。

さらに不通だった夫と子供は連絡をとるようになり、今夏は父子二人で出かける機
会が多くありました。私自身も気持ちが楽になったことで行動できるようになり、
ストップしていた家事やヨガを楽しめるようなりました。

これから受ける方へ

改善が早い！という点です。とにかく自分が楽になる！という点です。信じて1日
でも早く受講してほしいです。(私ももっともっと早く出会いたかったです)
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東京　50代セラピスト　鈴木弘美さん
受講前の悩み
一言でいうと　これから表に出て営業活動をするためにも、実際にセッションや実
生活において役立てるためにも、「必殺技」が欲しかったからです。

受講後
頭では　何も、問題ではないと分かっていたけれど、嫌な感じがしたり、繰り返す
パターンはあったわけで、気にしないようにするのが上手になっていたな、という
事柄や 、表に出ようというのに嫌がる自分、商売が苦手だという自分、お姫様で
いたい、この世界を嫌悪している自分、などなどエモフリしました。
格段に頭が楽になっている自覚があって、喜んでいます。
こうなったら、嫌だなということを考えても嫌な感じがしない。
嫌だな、ということを考えても　嫌じゃないんですよ！笑
嫌も何もないんです。やると決めていることに向かってやるだけ、行動するだけっ
て感じで、のんびりした気分で　動けるのがとても快適です。
 
かつてやったワークより簡単で効果が出るのが早い！　そして　いつでもすぐ出来
る。

これから受ける方へ

 怪しい、疑わしい、でも、気になる。そういう方にこそ　是非受けてほしいと思
います。まず受けてみる、体験してみることをお勧めいたします。
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東京   40代  セラピスト/自営業  菅野コージさん

受講前の悩み

私は人間関係やパートナーシップ、自信のなさなど、色々な生きづらさを抱えてい
ました。そして何より自分が大嫌いだったのです！なんとかしようと、色々なカウ
ンセリングやセラピーを受けて、少しずつは楽になるものの、きりが無くお金はか
かる一方で・・・。

様々に学ぶうちに、心の深いところにあ
る、「私は価値がない」「私は大切にさ
れない」など、自分に対する無意識の思
い込みが 『 人生を形作っている！ 』 と
わかりましたし、自分でできる他のやり
方があるのでは？と探していました。

受講後

最初は頭の理解と少しの体感しかなく、半信半疑ででしたが、根気よくやるほどに
日常の気持ちが平和になり、『生きづらさを感じない日』がほとんどに！やがて、
家族や友人にまでしてあげられるほど、自信をもってできるようになったのです。
間もなく、悩んでいる方を元気にしたいと、カウンセリングやセラピーのサービス
を提供できるまで成長できました。

これから受ける方へ

思い込みのマインドや感情のブロックを解放する手法やセラピーは沢山あります
が、その中でもエモーションフリーはとても良いと思います。場所や道具が必要が
ないのと、何より即効性があり体感としてわかるからです。再受講制度や質問箱サ
イト、LINEでのフォローなどもフル活用して、どんどん心の ブレーキ を解除して
前向き・幸せになって欲しいと思います。
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新潟　40代 サロン経営者　相馬海さん

受講前の悩み

私はいつも悶々としていました。子供の頃からよくわからない不安に襲われたり胸
が苦しかったり寂しくなったりしました。だけど理由はわかりませんでした。

ただ自分はおかしいんだとか人とは違うんだとか自分にレッテルを貼って生活をし
ていました。

そんな自分が嫌で自分から人を遠ざけていました。そして自分を見ないようにして
きました。

でも自分の中で矛盾や不都合が重なるとどうしようもなくなります。そんな時は何
かにすがるように探しまわります。

それが占いや自律訓練法、催眠療法などあらゆるセラピーをやってきました。

でもなかなか自分の思うようには成果が現れませんでし
た。そして半分諦めもありました。

私は一生このまま……　諦めもあるが、ここで諦めたく
ない自分もいる。

人生で1番幸せだった時があります。子供が産まれた時
でした。子育てや授乳をしているときの幸せは今思うと
生きていて良かったと思えたひとときでした。

子育てがある程度落ち着いたときにまたあの不安が襲ってきました。
私はこうやって、一生、生きなきゃいけない！
私の中で変わりたいことが山のようにある。嫌だ！

いろいろネットで自己啓発や心が楽になるセラピーを探しました。
だけど辿り着くのはやっぱりスピリチュアル系です。
簡単に解決できるかも？期待があるんですね！
講座の受講生の人が絶対にやったほうがいいよ!「3日後に変化があるから」とにこ
にこしながら言うので、この人もエモフリで変わった人なのか～、だからこんなに
嬉しそうなんだ！と期待しました（笑）
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稲垣先生のエモフリの動画を初めて見た時はなんだこれは？と衝撃的でしたが、私
もこれで変われるかも？　これで最後にしようと思いました。

エモーションフリーはいつかは受講しようと思っていました。だけど本当にこれで
変われるのかな?と言う不安もありました。

そして受講！
最初は何が行われているかわかりませんでした。半分恐怖心と好奇心。稲垣先生の
ずばり！はあたってるけど、練習で初めてあった人の心中を聞き出すって！

受講後、3カ月は通り越しました。フレーズがビンゴすると、あれ？今の？何？私
何考えてたんだっけ！ということはよくありました。

でもまたネガティヴが始まる。うざい…

わからないことも沢山あったので再受講しました。
再受講することで疑問に思ってたことが解消されたり新しい人達との練習。エモフ
リの世界観がようやく見えてきました。
9ヶ月目くらいから、あれ？って思うようになりました。なんかいつもの思考と違
う！悶々がない。楽！
エモフリを通じて自分と向き合い、自分のことがわかってきた。ちょうど、エモフ
リを受講したスタッフも私と同じで変わらない！と呟いてた……
だけど、最近毎日考えてたネガティヴがでて来なくなった！これのことなんです
か？暑さのせいなのかエモフリ効果なのか、どっちですか？と聞かれました…
（笑）

私はエモーションフリーに出会って自分の根底（悶々）が見つけられました。見な
いふりをしてきた幼少期のことだったり今の自分を理解することができた。

だからそこまで重大に考えなくなりました。
まっいっか！なって。
ネガティヴの時は目の前が黒い幕で覆われるんです。レンズが薄暗くなることもな
くなりました。前は本当にありました。（笑）
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エモーションフリーで得たこと

① ネガティヴに反応しづらくなってくるので身体の過剰反応がなくなる。
② 自分の根底がわかってくるので、漠然とした不安がなくなる。理由がわかると
いちいち考えなくなる。

③ ぐるぐると回るいらない思考が消えてくるので物事をシンプルに見える。
④ 物事がシンプルになので次の行動が移しやすくなる。だから行動的になる。
⑤ 現実的に物事が見れるようになるので切り分けができる。 
例）自分と他人を一緒にしない。 
例）スピリチュアルと現実をわける。

せっかくの素晴らしいツールがあるので悩んでる皆さんが活用できればいいなと
思ってます！

少しやってダメだったら見切りをつける。
魔法ではない。
基本は何事も諦めないでやり続けるです！
そうしたら世界観が変わってきて、いつか自分のモノになっていく。

エモーションフリーは振り返ったときに、大きな変化を体験します。
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