
旦那さんとの 
トラブル・モヤモヤ解消 
カウンセリング

意識療法士® ラムサワーまさよ



プロフィール

意識療法士Ⓡラムサワーまさよ（Masayo Ramsauer） 
１９８９年からスイス在住、２児の母（２２歳と１９歳）　 
前向きなシングルマザー 
好きな言葉：全ては一つ・失敗から学ぶ 
好きなこと：ヨガ・気功・コンピューター、卓球 ・冬はスキー  

セラピスト歴5年、２０１３年１２月主人が脳梗塞発症。重度の右半
身麻痺と言語障害に。主人の２年近いリハビリ体験の後、意識療法と
出会う。スイス在住３０年の経験を生かし痛み・不安・恐怖にフォー
カスした人生からワクワクドキドキな人生を体、心、魂、潜在意識の
多方面から全力で支援。体の痛みと心の不調、今の自分から変わりた
い全ての女性・シングルマザーの治療に力を入れております



・旦那と別居中だが経済的な理由で悩んでいる。

・旦那以外に不倫関係にある人・好きな人がいる。

・旦那と別れて自由に生きたいが将来が不安で決心出来ずにいる。

・旦那、もしくやパートナーから精神的DV・経済的DV・身体的DVを 
　　受けている。

・経済的・精神的に自立したいが踏み出す勇気がない。 
 
・やりたいことがいくつかあるがどれが自分に出来るかわからない。

・自分に自信がない。

チェック

まず、チェックしてみてください



この「サービス」を受けると・・・

・自分を無意識に縛っていた洗脳（妨げ）・ブロックしていたものに気づく 
 
・好きな人か、旦那さんなのか自分の気持ちがクリアになっていく

・自分の言いたいことや気持ちを旦那さんやパートナーにきちんと伝えられるようになる 
 
・旦那さんからのDVを受けていたが自分の決断で離婚や離れることが出来る  
 
・周りの人や言葉の影響を受けにくくなり、自分を認め自分らしく強く生きれるようになる 
 
・仕事を探す、働きに出ると言うような行動を取れ、経済的な自立にもつながる

・あなたが満たされるとあなたの周りにもエネルギーが流れ、周りもポシティブに変わっていく



これまでの実績

日本意識医学認定機構の認定資格の意識療法は整体・指圧・マッサー
ジ・オイルドロッピング・リンパマッサージ・呼吸瞑想法・エネル
ギー療法・カウンセリングの統合療法です。 

中でも未来に働きかけるアプローチを取り入れたカウンセリングも
治療の大切な鍵となり潜在意識に働きかける大切な意識療法です。

これまでの継続カウンセリングで旦那さんとのトラブル・不倫相手のことで長い間悩んでいたクライエント様が
きちんと自分で向き合うことによって本当はどうしたいのか、自分の心の内側の声に気付き、解決に導いており
ます。 

カウンセリングを行った結果、旦那との離婚に踏み切れたり、本当に好きな人と一緒になれたり夢中になれるこ
とや、好きな仕事を見つけ、生き生きと自立の道を歩み始めたと喜びの声を多数いただいております。
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旦那さんとのトラブルはなぜ起こる？ 
あなたが苦しんでいる理由は？

・ 潜在意識でこうあらなければいけない 
・ 旦那にこれ言ったらこうなるだろう 
・ 旦那にどうせ話してもわかってもらえない 
・ 旦那との過去の出来事・トラブルが無意識のブレーキをかけている。

このように潜在意識にすりこまれて、あなたが無意識にやっていることに意
識療法を使ったカウンセリングセッションであなたの潜在意識にはたら
きかけて、自分で気づき意識レベルで変わって行きます。



継続カウンセリングはどうして必要なの？

何か楽しいことを見つけてやってみようとやる気満々１００％だったのに 
何日後かにテンションがなくなったことがありませんか？



長年の習慣から、戻そうとする反応が働くから・・・

それはあなたの中のホメオスタシス（現状維
持機能）が働くからです。ホメオスタシスは
あなたが変わろうと決心して行動を起こそうと
すると、長年習慣としてきたこと、つまり思
考や行動に戻そうと反応を起こすからです。

あなたが本当に自分らしい生き方に変わりたいと望むなら 

継続カウンセリングが有効です。



カウンセリングには、３つのコースがあります

■ 旦那さんとの 
トラブル・モヤモヤ解消 
カウンセリング３回コース

■ 本当の自分を見つけ、 
潜在意識を変えていく 
カウンセリング６回コース

■ 自分らしく生き、 
未来に向けて行動する 
カウンセリング１２回コース



 旦那さんとのトラブル・モヤモヤ解消 
カウンセリング３回コース



旦那さんとのトラブル・モヤモヤ解消カウンセリング３回コース内容

１回目 ２回目 ３回目

潜在意識チェックシート 
ワクワクする未来に気づくワーク 

自分が「こうじゃなきゃいけない」
という思い込みに気づいたり、自
分のやりたいことに気づける。

旦那さんのこと・悩みを 
具体的に話を聞く。 

「こういったらこうだから」と
最初っから諦めないで、旦那さ
んと、自分の本音できちんと話
をすることができるようになっ
ていく。

無意識の言葉・行動に気付き 
モヤモヤがスッキリ気持ちが
楽になる。 

旦那さんに自分の気持ちを伝
えられるようになっていく。
旦那さんが理解してくれるよ
うに変化してくる。



旦那さんとのトラブル・モヤモヤ解消 
カウンセリング３回コースを受けると

現状の悩みのモヤモヤが解消 

旦那さんとのトラブル・モヤモヤの気持ちがスッキリ 

自分は本当はどうしたいのかがわかってくる 

自分の気持ちを出せるようになる 

自分の思考の思い込みに気づく 

冷静に物事が判断できるようになる。



本当の自分を見つけ、潜在意識を変えていく 
カウンセリング６回コース



本当の自分を見つけ、潜在意識を変えていくカウンセリング ６回コース内容

１～２回目 ３～４回目 ５～６回目

潜在意識チェックシート 
ワクワクする未来に気づくワーク

旦那さんのこと・悩みを具体的に話
を聞く。「こういったらこうだから」
と最初っから諦めないで、旦那さん
と、自分の本音できちんと話をする
ことができるようになっていく。

無意識に抱えていた悩み 
とその根本原因に気づく 
（例：親との関係など）

無意識の言葉・行動に気付き 
モヤモヤがスッキリ気持ちが楽に
なる

自分の好きなこと、やりたいことあ
りたい自分へと変化。 

「こんなことやりたいな」 
「やってみたいなぁー」 
ということの情報が集まり、前向き
に行動を起こしていくようになる。



本当の自分を見つけ、潜在意識を変えていく 
カウンセリング６回コースを受けると・・・

旦那さんとのトラブルが減っていく 

あなたの潜在意識が変わっていく 

自分の好きなこと、やりたいことがわかる 

気持ちの浮き沈みが減ってくる 

抱えている悩みの根本原因がわかる 

自分に自信がついていく



自分らしく生き、未来に向けて行動する 
カウンセリング１２回コース



自分らしく生き、未来に向けて行動するカウンセリング１２回コース内容

１～３回目 １０～１２回目４～６回目 ７～９回目

無意識の言葉・行動に気付き 
モヤモヤがスッキリ 
気持ちが楽になる

無意識に抱えていた悩
みとその根本原因に気
づき（親との関係など）
自分の好きなこと、や
りたいこと、ありたい
自分へ

自立に向け未来の行動
へスピリチャルワーク
シートで実現に近づき 
周りの影響を受けにくく
なる。人の意見に左右
されないブレない自分
が手にはいる。

自分をより知るためのワー
クで潜在意識を変えていく。

自分の得意や不得意が明確
になって、得意や好きなこ
とを活かせるようになる。

潜在意識チェックシート 
ワクワクする未来に気づくワーク



自分らしく生き、未来に向けて行動する 
カウンセリング１２回コースを受けると・・・

トラブルが起きにくくなる 

原因がクリアになる 

自立に向けて自分の得意を活かして生きていける 

自分の好きな趣味や好きなことに夢中になっていける 

自分も周りも前向きに変わっていく 

抱えている悩みを解決して未来に行動を進める



継続カウンセリングセッションを 
受ける時間と間隔について

一回につき６０分、悩みの深さやその時の状況によって 

個々に週に１もしくは２回、 

２週間置き等でマンツーマンで対応



継続カウンセリングセッション期間中の特典

いずれのコースの期間中のメッセンジャーもしくは 
LINEでの質問・ご相談は無制限です。



B様（４０代）

■ セッションを受ける前にどんなことを悩んでいましたか

● 実際にセッションを受けてどうでしたか

カウンセリングを受ける前は他の人が自分のことをどう思っているのか？
自分は正しいことをしているのか？常に気になっていました。
そして自分の気分はいつも他の人に左右されていました。

まさよのカウンセリングで自分の内側の声をしっかり声に出すことによって 
自分のことがわかり自分に自信がついてきて、落ち着いてきました。



T様

■ セッションを受ける前にどんなことを悩んでいましたか

● 実際にセッションを受けてどうでしたか

私は他の人に対してものすごく恥ずかしがりやでした。
自分に対して自信がありませんでした。
だからいつも人とのコンタクトを避けて、後ろに隠れているようなタイプでした。

少しづつ自分を評価できるようになって来ました。
自分が安定して来たなと気づき、自分に勇気が出て、
生きることが楽しくなって来ました。



E様（３０代　シングルマザー）

■ セッションを受ける前にどんなことを悩んでいましたか

● 実際にセッションを受けてどうでしたか

私は背中に痛みがありました。とても疲れ果てていました。そしていつも過去のことを考
えてそこから離れられないでいました。自分の中にブロックされているものからも。悲し
く、一人ぼっちに感じていました。心、魂が締め付けられて絶望し何をしていいか、どこ
に行けばいいかわからなくなっていました。

私はすぐにしっかり考えることをはじめました。そして調子が良くなったのを感じ
体もリラックスして軽くなりました。
魂も穏やかに感じ、また自分自身を愛せるようになってきました。私は楽しんで仕事をしたい。
自分が心地よい新しい住まいが欲しいと願っています。



C様　４０代　コンサルタント業

■ セッションを受ける前にどんなことを悩んでいましたか

● 実際にセッションを受けてどうでしたか

私は何ヶ月も前から不眠に悩まされていて、体はとても疲れていました。家に一人でいると心臓が 
ドキドキして、思考、感情、気持ちのコントロールが出来ずにまるで洗濯機の中でグルグルまわって
いるようでした。夜中に心臓がドキドキして目が覚め、その後なかなか寝付けませんでした。

カウンセリングを受けてから自分の色々な感情の渦の中から抜け出し自分を客観的に冷静に見れる
ようになりました。まるで洗濯機の外から自分を見ているような感じに変わってきました。
眠れる時間もだんだん長くなってきて朝方まで眠れるようになってきました。
それから休暇でアメリカに行き、自分と自分だけの時間をとても気持ちよく過ごせました。
なぜならそこが自分だけの世界だったからです。



料金とお申し込みについて

コース名
旦那さんとの

トラブル・モヤモヤ解消
カウンセリング３回コース

本当の自分を見つけ、
潜在意識を変えていく

６回コース

自分らしく生き、
未来に向けて行動する

１２回コース

カウンセリング
回数 3回 6回 12回

カウンセリング
時間

60分 60分 60分

カウンセリング
期間 １ヶ月 ３ヶ月 ６ヶ月

金額 36,000
一括66,000

分割2回払いまで可能
一括126,000

分割4回払いまで可能

お申し込み 一括払いはこちら 一括払いはこちら
分割払いはこちら

一括払いはこちら
分割払いはこちら

https://resast.jp/stores/article/11970/23699
https://resast.jp/stores/article/11970/ZWRlYzFhNjcwY
https://resast.jp/conclusions/3327
https://resast.jp/stores/article/11970/OTljY2EyYzVlY
https://resast.jp/conclusions/3328


支払いはクレジットカードもしくは銀行振込が選べます

■ 旦那さんとのトラブル・モヤモヤ解消カウンセリング３回コース 

■ 本当の自分を見つけ、潜在意識を変えていく６回コース 

■ 自分らしく生き、未来に向けて行動する１２回コース

ペイパルでのクレジットカード払い、もしくは 
日本のゆうちょ銀行、スイスのPostFinanceでの支払いが可能



【お試し】旦那さんとのトラブル・モヤモヤ解消カウンセリングのご案内

▼ まずは、旦那さんとのトラブル・モヤモヤ解消 
カウンセリングセッション３０分体験版▼

https://resast.jp/inquiry/OGNkMmE0ZjNiY

https://resast.jp/inquiry/OGNkMmE0ZjNiY


旦那さんとのトラブル・モヤモヤ解消カウンセリング 
契約約款について

・事情があって６回コースを３ヶ月以内、１２回コースを６ヶ月以内
にご利用できない場合は事前に要相談 

・契約締結後のキャンセルは受け付けていません。また、ご入金後
の返金には一切対応しておりませんので、 ご了承の上、お申込みく
ださい。



ネットのZoom使用方法について

通常ネットのズームが一番簡単で音声の質がいいのでカウンセリングに使っています。 
初めての方には詳しく説明しますのでご安心ください。  
 
①こちらをダウンロードhttps://zoom.us/jp-jp/meetings.html しておいてください。  

②ネットの相談日が決まったら前日にズームIDを送ります。 
（例：https://zoom.us/j/946662828） 

③ズームIDをクリックするとすぐに繋がります。 

* 当日は音声のみで通話でカウンセリングセッションをしますので 
リラックスした気持ちと服装でご参加して下さい。 

* ネットのズーム以外のメッセンジャーやラインでの通話も可能です。

https://zoom.us/jp-jp/meetings.html


自分としっかり向き合う覚悟のない方 

まさよに何とかしてもらおうという考えの方 

自分の価値観を絶対に手放したくない方 

我慢をやめたくない方 

変化したくない人

カウンセリングコースを「お勧めできない方」


