
起業したものの、なかなか売り上げが安定しない、 
セミナー講師、カウンセラー、コンサルタントのための 

頑張らない潜在意識×Line＠×
理想のお客様を引き寄せる７
つの引き寄せ集客術 

一度実践すれば何度でも”再現可能”
あなたの「強み」と「個性」を活かしながら

頑張らなくても 
１0万、２０万、３０万円のオリジナル商品が

無理なく売れるようになる

”実践”を重視した特別なコースを開講します

 
 

Trenz Pruca - 2017年5月23日  



このコースに参加することであなたは 

✅ しなやかな本当の自信が生まれ

✅ 自らの強みを生かしたオリジナル商品がつくれ

✅ あなたが心から救いたいと思えるお客様に出会え

✅ １０万～３０万円の売り上げを頑張らずに作れるようになり

✅ 無理なく息切れすることなくビジネスを続けられ、

✅ 個人起業家として生涯使えるマーケティングスキルを手に入れる

このコースを終えて終わりではありません。 

「頑張らない潜在意識」と「理想のお客様を引き寄せる７つの引き寄せ集客術」をマス
ターすれば、ビジネス面だけでなく、それ以外のあなたの「人生に対する考え方・あり
方」が変化します。 

反対に、「人生に対する考え方」あなた自身の「あり方」が変化しないで頑張り続けると
どうなるか？ 

たとえビジネスで大金を手に入れてもいつまでも満足できず、今度は頑張って手に入れた 
ポジションを失うことにいつまでも不安を持つことになります。 

ずっと頑張り続けて終わりが見えない。。。 

そうならないために、頑張らない潜在意識と７つの引き寄せ集客術により、「あり方」
を整え、自然とオリジナル商品を販売することができるWEBマーケティングの仕組みを
構築することを実践を通して余すことなく体得していただきます。 

特典を活用したリスト収集法など各種ノウハウを最大限に活用し成功を目指します。そん
な初挑戦でも５万～30万円という売上をあげられるすべての要素を用意しました。 



      

「頑張らない潜在意識」と「理想のお客様を引き寄せる７つ引き寄
せ集客術」をマスターし、 

強みを生かしたオリジナル商品を 
「LINE＠」を活用したのマーケティング手法を最大限に活用し 
「あなたがいい」と言ってくれるお客様に届けませんか？ 

起業しても経験も自信もなく、強みもわからないセミナー講師・セラピスト・
カウンセラーなど、１人起業家の方が自らの強みを生かしながら5万、15万、
30万のオリジナル商品が頑張らなくてもスルッと売れてしまうことは本当に
あるのでしょうか。 

あります。 

もしあなたが、この「頑張らない潜在意識」と「理想のお客様
を引き寄せる７つの引き寄せ集客術」を身につけ、実行したなら 

✅ 無理なく自然と１０万～３０万円という売上を上げる。

✅ あなたの強み・世界観を活かしたオリジナル商品が作れる。



✅ 見込み客（リスト）を５０人、１００人と一気に増やすことができる

✅ 価値提供してから販売するので売り込みは必要なし

✅ パソコンが苦手でもWEBマーケティングの必要なスキルを無理なくマス
ターできる

✅ あなたの個性を活かして仕事をしていくために途中で息切れすることなく
仕事を続けていくことができる

..といった恩恵を受け取ることができる、そんな手法なのです。

そう・・・頑張らない潜在意識✖Line@✖７つの引き寄せ集客術は極めてWEB初心
者に効果的なマーケティング手法であり、一度身につけてしまえば”一生使える

WEB集客マーケティングスキルなのです。

私は、今回の「頑張らない潜在意識をマスターして理想のお客様を引き寄せる７つ
の引き寄せ集客術」の講師を務める
戸島　圭吾と申します。

私は現在、飲食店を経営しながら、筆文字アーティスト、筆文字教室講師、個人起
業家向けビジネスコンサルタントとして好きなことを仕事にしながら、

・飲食店はある部門で食べログ全国最高２位
・飲食店のかたわら副業の筆文字・セミナー講師として４００万円の売り上げ
・大阪・名古屋・金沢・京都・北海道他、全国でセミナーを開催
・心理カウンセラーとして起業後半年で約１００名のカウンセリングを実施。

またコンサルタントとして、

・副業ではじめた仕事が軌道に乗って会社を辞める
・テレビ出演多数
・個展の開催



・ビジネス初心者が１件１０万円の契約を獲得
・ビジネス初心者でも月収２５万円
・開催する講座はいつも満席
・大手企業と共同での商品製作

など起業したばかりで自信も経験もない女性起業家に多くの成果を渡してきまし
た。

「頑張らない潜在意識をマスターして理想のお客様を引き寄せる７つの引き寄せ集
客術」開発者

戸島　圭吾 

  
セミナー講師、カウンセラーなど１人起業専門コンサルタント 

千葉県出身、大学卒業後商社に入るも１年半で脱サラ。 

「好きなことを仕事に」 

という思いで、銀座の日本料理店で修行をし、千葉県柏市にやさい料理つむ
ぎや開店。 

３年後には地域で１番の評価を受け、千葉のベストレストランに選出。 



雑誌、テレビ出演多数。 

２０１４年から筆文字教室を開催し、半年後には常に満席の教室なり、大阪、
名古屋、京都、長野、金沢、栃木での講座を開催。販売した筆文字のDVDで
の売り上げも約１００万円達成。 

その後、起業支援コンサル業も開始して、筆文字で独立した生徒さんを多数
輩出。 

幼い頃に怒られ、否定されて育った環境から自信をなくし、何に対しても行
動できず、 

「どうせ自分はうまくいかない」 

とメンタルがどん底の時に、 

「そのまんまでいい、がんばらなくていい」 

ということに気づき、自分に自信を持てるようになった経験から 

「好きなことで頑張らずに生きる」 

ことを実践すためにカウンセラーの資格とる。 

自信がなくても、誰とも競争しなくても頑張らずに自然と好きなことを仕事
にしてきたそれまでの経験をいかして、起業初心者がまずつまづく、自信
がない・行動できない・お金をいただけないなどのブロックを解消しな
がら、頑張らずに強みを生かしながらオリジナルの商品を販売できるよ
うになる、 

「頑張らない潜在意識をマスターして理想のお客様を引き寄せる７つの引き
寄せ集客術」 



の開講を決意 

「７つの引き寄せ集客術」だけでなく、 
なぜ「頑張らない潜在意識」を活用する

のか？ 

【頑張るからうまくいかないんです】 

そう聞いてあなたはどう思いますか？ 

「いやいや、頑張らないと成功しないでしょ～～～」 

って思うかもしれませんね。 

でもね、僕は飲食店も筆文字も、カウンセラー、コンサル業も頑張らないからう
まくいったんです。 

ちなみにあなたどんな時に頑張ってるって思いますか？ 

ひょっとしたら、 

「嫌なことをやっている時」 

にそんな風に思いませんか？ 

「しょうがないから、やるか・・・」 



「やりたくないけど、頑張らないと・・・」 
って。 

そう、楽しくないこと、嫌なことをやっている時に 

「頑張っている」 

って思うんです。 

だから、、、反対に好きなこと、楽しいことをすればいい。。 

好きなことや楽しいことをしている時って頑張っている感覚はないはずだから。 

そうすると自然と頑張らなくても人生は楽しい方、幸せな方に進みます。 

・・・でね、ここまではよくある話です。 

頑張らない潜在意識で大切にしていること。 

頑張らないってことにはもう一つポイントがあるんです。 

もしかして、あなたはすごい人になろうとしていませんか？ 

実は、、、 

起業してうまくいくには、すごい人になってはいけないんです。 



自分でない他の誰かみたいになろうとしている。 

それって、自分を偽りながら、性格や個性に合わないことをやっている状態です。 

そんなことをしていたら、本来のあなたの魅力がどんどんうすれていってしまいま
す。 

たとえ、そんな風にして一瞬頑張って売り上げを上げたとしても、 
個人起業家というのはそれを１０年、２０年と続けないといけないんです。 

無理して、頑張ってやったことは、いづれ息切れして、続かなくなります。 

また、すごい人になろうとして頑張っていると、 

・失敗がものすごくこわくなります。 

・チャレンジもできなくなります。 

・自信もどんどんなくなっていきます。 

なぜなら、出来ない自分をみせられないのだから。 

ここで大切なのは、ダメな自分、完璧じゃない自分、、、そんな自分を受け入れな
がら、セルフイメージををあげて、しなやかで、おれない自信をつける。 

ありのままのあなたで仕事をしていくことで、無理なく自然とずっと活躍できる起
業家になれるんです。 

そして、セルフイメージを上げることによって高額商品を作れるようになり、 
感謝して、お金を受け取れるようになる。 

この流れがビジネスを末長く続けていくに絶対的に必要なんです。 



そんな頑張らずに、絶対的な自信をつくり、好きなこと・強みを見つけながらオ
リジナル商品を作っていくための講座が 

頑張らない潜在意識
×Line@×理想のお客様を
引き寄せる７つの引き寄せ
集客術 
となります。



「頑張らない潜在意識」と「７つの引き寄せ集
客術』なしでビジネスをはじめるとどうなるの？

✅ 自分の強みがわからないまま、いつまでも仕事が軌道にのらない

✅ 頑張らないとモチベーションが上がらない

✅ 発信したい内容にブレがありファンが生まれにくい

✅ 高額商品を販売できるマインドが育たない

✅ 自分自身に自信が持てない

✅ 頑張り続けて疲れきってしまう。。。。

✅ 反応あるコンセプトが生まれにくい

✅ WEB集客の基本のブログがかけない

✅ WEB集客には致命的な発信力が生まれない

「頑張らない潜在意識×Line@×お客様を引き寄せる７つの引
き寄せ集客術マスターコース」成功の 

「超簡単3ステップ」 

があなたに売上をもたらしてくれます。 

「頑張らない潜在意識をマスターして理想のお客様を引き寄せる７つの引き寄せ集客術」
はかなり複雑に見えますが、実は超シンプルです。たった3つのアクションをやっていく
だけで、売上があがる手法です。
多くの人達は複雑だと勘違いしていますが、本質的には「超シンプルな3ステップ」を
やっているに過ぎません



STEP1: 
頑張らない潜在意識をマスターする 
・セルフイメージが上がり、絶対的でしなやかな自信がつく 
→この時点でお金に関係なく幸せを感じられるマインドが身に
つく 

STEP2: 
「あなたがいい」といってくれるお客様にであう 
・世界観ブログを50記事書くことであなたの使命・本当のお客
様に気づき、オリジナル商品を自信を持って案内できるマイン
ドが生まれる 

STEP3: 
７つの引き寄せ集客術 
・ブログで獲得したファンに７つの引き寄せ集客術を活用して
あなただけのオリジナル商品をお客様に案内・販売することが
できる 

このシンプルな3つのステップに従っているだけです。 

特に起業したばかりの人は「失敗が怖い・自信がない・行動できない」という3つ
の壁を持っています。 

しかし、「頑張らない潜在意識」と「７つの引き寄せ集客術」はこの壁を突破さ
せることが簡単にできます。 



なぜなら、頑張らない潜在意識でハリボテではない本当の自信をつけることによ
り、自信がなくて行動できないという問題を一気にクリアできるからです。 

そして、７つの引き寄せ集客術により、自然と 

「あなのことがいい」 

と言ってくれるファンだけを引き寄せるので、高額商品でも無理なく販売すること
ができるのでうす。 

アプローチするツールをメルマガではなく「LINE＠」を使います。 

それは、パソコンが苦手なセミナー講師・コンサル・カウンセラーでも「LINE
＠」友達50人～100人までは増やすことができるからです。 

この「頑張らない潜在意識×Line@×７つの引き寄せ集客術」を伝えられる人は、
日本でも僕だけです。 

なぜなら、カウンセラーとして心理学に精通しさらに、飲食店、筆文字講師、コ
ンサルタントなど多業種で結果を出している人はいないからです。 

頑張らない潜在意識と７つの引き寄せ集客方法を使ったからこそこれほど他業種
で結果を出せたのです。 

「頑張らない潜在意識×Line@×７つの引き寄せ集客術」は、自信も経験もないと
ころから、頑張らなくても様々な業種で結果を残せてきた戸島しか伝えできない
内容です。 



その理由の一つは 

まず、どこの起業塾でも 

「死ぬ気で頑張れ！」 

ということがよく言われます 

もちろん、頑張ることも必要な時もあります。 

でも、そもそもの頑張り方が間違っていたら、いくらやっても結果も出ないし、も
しかりに一時的に結果が出せたとしても、あなたは疲弊していくだけです。 

あなたに必要なのは間違った方向で頑張らないことなのです。 

頑張らず、あなたの性格に合った仕事の仕方をすることが成功につながります。 

２つ目は、大きな目標でスタートすると、それなりのリスクも伴います。 

そして、大きな目標をたてると、自信をもてずに行動できなくなるんです。 

自信をもてない最大の原因は、ハードルを高くしてしまうことにあります。 

大きく始めると、結局「行動できない」「達成できない」という壁にぶつかり、
また自分をせめてしまう。。。ということにもなります。 

大切なのは他人から見た評価ではなくて、あなた自身が自分で決めた小さな階段
を着実に登って行くこと。 

なので、まずは、「頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄せ集客術」小さく
を経験し、初挑戦で５万円～３０万円を目指していく。 

スモールステップで小さく達成していき、そこで得た利益を次の「頑張らない潜在 





意識×Line＠×７つの引き寄せ集客術」に廻していくことで、わらしべ長者式に大
きな売上を目指していく。 

そして、結果的に数十万円～百万円の売上になっていく・・・そんな順番で徐々に
大きくしてくことが、成功するために重要な考え方です。 

３つ目の理由。 

それは 

煽って得る必要はない 

ということです。 

あおって、大きく見せて、頑張って買ってもらう。 

そんなことをする必要がないということです。 

「頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄せ集客術」の本質は、 

【しなやかな本当の自信を得ること】 

と 

【あなたにしか救えないお客様にたいする「価値提供」】 

です。 

あなたにしか救えないお客様にであうからこと、本当にその人に届く価値提供が
できます。 



そのお客様に、あなたの商品がいかに優れているのかを見てもらってから、実際の
サービスや商品を販売する必要があります。 

「煽って売る」 

とか 

「嘘をついて売る」 

するような方法は、決して良いセールスとは言えません。 

仮に売れたとしても、購入者と商品の『ズレ』が大きくなり、 
「詐欺商品」と呼び返金や不満が多発することになります。 

結局、ビジネスは信頼関係が重要です。 

あなたもそう思いませんか? 

今後、あなたが一発屋ではなく末長くビジネスを続けていくにはしっかりと信頼
関係構築をし価値提供をするあなたもお客様も幸せになれる商品を作り販売する
方法」を学んでいく必要があります。 

世の中に蔓延している間違った「WEB集客」を駆逐し、王道的マーケティング手
法であるということを伝えるためにも、「WEB集客法」の正しい手法を広めるた
めの機会が必要だと思いました。 

だからこそ、今回の「頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄せ集客術マス
ターコース」を企画いたしました。 

ノウハウだけ学んでも成功しない理由 



『頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄せ集客術』は「本当の自信」と「価
値提供」。 
ただ、これだけでお客様と短期間で信頼関係を構築し高単価商品を販売できる訳
ではありません。 

成功のためには、あと3つの重要なポイントがあります。 

その1つは・・・ 

1.実践すること  

実践しながら、いかに早くやるかという考え方で講座を組み立てています。 

ですから、早い人は開始２、３ヶ月から「頑張らない潜在意識×７つの引き寄せ集
客術」で利益を上げられます。 

遅くても、この辺りには一回目は終わって 
６ヶ月の講座なので、残りの4ヶ月で二回目、三回目というのをやって、 
１５万円、３０万円、60万円、というのをどんどん積み上げていく、 
そんなイメージになります。 

私以外の他の講座は全部ノウハウを学んでから 

「はい、講座が終わったからあとは全部やってくださいね」 

で終わりですが、無理です。 

実際に私が売上を一緒に上げていく、そういうことをやる講座なので、 
結果にコミットして実際にやっていきたいと思っています。 

この講座は私と一緒に作り上げていくものです。 

だから実践形式でやっていきます。 



最初の2ヶ月間で「世界観」を構築して世界観ブログをスタート、同時にがんばら
ない潜在意識をマスターして、自己開示をしながら発信力と本当の自信をつけ、あ
なただけのオリジナル商品を作れるようにしていきます。 

今回は初の０期生募集。 

しかし大体平均３ヶ月から４ヶ月で 

「頑張らない潜在意識×７つの引き寄せ集客術」の売上は生まれるはずです。 

起業初心者の方でも３ヶ月ほどで発信力とマインドセットが身につき、オリジナル
商品がつくれ、売り上げが作れるとかんがえてください。 

そして後半の３ヶ月は、もうとにかく実践です。 

前半の3ヶ月でノウハウと経験は出来上がっているので残りの３ヶ月で何度でも 
「頑張らない潜在意識×７つの引き寄せ集客術」を実践してください。 

実際「頑張らない潜在意識×７つの引き寄せ集客術」だけで年収数百万円を超える
ということは十分に可能な内容になっています。 

そして、2つめは・・・ 

2.成功する環境に身を置くこと 

【住む場所を変えること】 

【時間を変えること】 

【付き合う人をかえること】 

でしか人間は変わらないといわれています。 



また、あなたの年収は親しくしている５人の友達の平均年収とも言われています。 

それだけ、あなたの周りの環境はあなたに多くの影響をもたらします。 

要は環境を変えることでしか人間というものは変われないんです。 

そう、一人で成功したいと頑張るよりも、成功環境の中に身を置くことで頑張ら
なくても自然と成功できるようになるんです。 

今まで、あなたが望むような成果を出せていないとしたら、それはあなたのせい
ではなくて、あなたを取り囲む環境のせいです。 

では成功する環境とはどんな環境でしょうか？ 

成功する環境とは二つあります。 

一つはすでにその分野で成功している人のそばにいることです。 

私はすでに、飲食店、セミナー講師、コンサルタントとして頑張らずに自然と結果
を出し続けています。 

その私から６ヶ月間に渡ってメンタル面とビジネス面と両方をじっくり学べる貴重
な機会となります。 

そしてもう一つ、 

「頑張らない潜在意識×７つの引き寄せ集客術マスターコース」に入ると 

【仲間】 



というあなたを成功に導く環境が手に入ります。 

成功環境というのは仲間の力、あと場の力というのを使っていきます。 

やはり自分一人だと何かにぶつかった時につまずいてしまうことが多いです。 

講座の期間の中でモチベーションが下がったり、 

一人でやっていると、悶々と作業して分からなくなった時に誰に聞けば良いのか分
からない、 

そういう小さなことで実際の作業が止まってしまい、売上に影響してしまいます。 

ビジネスはメンタルです。 

ノウハウがなくてマインドがあれば結果を出すことは可能です。 

反対にいくら素晴らしいノウハウを持っていても、気持ちがついていかなければ結
果を出すことは難しいです。 

そのためには仲間という環境の力も大いに使った方が結果が出ます。 

自力より他力。 

自分の力だけで頑張っても飛び立てる高さなんてたかが知れています。 

他人を信じて、他力を使えた時に、あなたのビジネスも飛躍するのです。 

仲間がいて、みんなで応援し合うことで大きく羽ばたけるような、 

そんな環境をご用意しています。 

また、あなたに合った形でビジネスを進めるため僕は相互支援し合う環境を作り
たいと思っていますし、実際に作っています。 



相互支援、相互紹介って何かというと、簡単に言うとフェイスブックとか 
ブログとかメルマガとかでお互いに紹介し合うようにしていきます。 

もちろん私もできる限りのサポートをします。 

つまり、全員で勝つ。そんな環境を用意しています。 

そしてあなたが心配している・・・ 

今現在、あなたに商品がなくても大丈夫だし、あなたがウェブとか集客の仕組み
をどうやって作れば良いか分からなくても大丈夫。 

見込み客を集める方法が分からなくても全く関係なく成果があげられるという 
成功環境を僕の方でご用意します。 

他にもサポートがあります。パソコン勉強会を開催します。 

つまり、ウェブが苦手な人でも全員そのツールを使ってその集客することが出来る、
実際メルマガを出すことが出来る、動画を配信することが出来る、インターネット
上にホームページをお金をかけることなく作ることが出来る、そんなITツールの
使い方をみんなでマスターするので、本当に全員で支え合いながらやっていくこと
が出来ます。 

3.他の成功事例を知る 

成功事例というのは、もう既に「頑張らない潜在意識×Line@×７つの引き寄せ集
客術」が完成されたその素材テンプレートというのをご用意しています。 

これは例えば動画、動画シナリオ、ランディングページ、見込み客を集めるページ
です。 

あとは実際のLINE＠配信時の文章、音声データ、さらに最後は販売ページ。 
これらの素材をそのまま使っていただいて構いません。 



これらを使うことで本来その時間のかかる作業というのを圧倒的に作業時間を短
縮することが出来ます。 

これは私が実際にやった「頑張らない潜在意識×Line@×７つの引き寄せ集客術」
の素材をご用意しています。 

これらを使って最大限に効率化してください。 

受講生は丸ごと使っていただいて構いません。最小の能力で最大の成果をあげて欲
しいと思っています。 

早く成果を出して欲しいし、なるべく時間を短縮して欲しいと思っています。 

私はそれで良いと思っています。なぜかというと、あなたが実際に価値を提供して
販売してお客様に影響力を与えて、その上でお客様が豊かになる、そういうふうな
循環で使うのであれば僕は全然、僕のセールスレターが丸パクリされようが全然気
にしないわけです。 

逆にどんどん使って欲しいし、どんどん売上もあげて欲しいなと思っています。 
様々なテンプレートやツールがあると、ミスのない「「頑張らない潜在意識×７つ
の引き寄せ集客術」」を実践させることが可能です。 

3つの重要ポイントをクリアし 
頑張らずに、５万、１５万、３０万円のオリ

ジナル商品が自然と売れていく 



「頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄
せ集客術マスターコース」を開催することに

なりました。 

今回のこの『頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄せ集客術』は、単なるノ
ウハウを教える講座ではなく、講座の期間中(６ヶ月間)に実際に「頑張らない潜在
意識×Line＠×７つの引き寄せ集客術」をマスターして、１５万円、３０万円のオ
リジナル商品を販売してしまおう!!という講座です。 

参加する仲間たちと 
「個性を認め合い 

起業に必要な本当の自信をつけ、 
お互いに応援し合いながら 
売上を確実に上げていく」 

という実践を重視したコースになります。 

この講座はただ、巷にあるただ、○○万円稼げるといったお金を儲けるだけの講
座ではありません。 

あなたも周りの幸せになる講座。 

【経済的な豊かさ】と【心の豊かさ】両方を獲
得する講座です。 



あなたがこの講座に参加することで、受講生が次々と成果を出して、お互い成功して
いく環境を手に入れることができます。 

そんな内容が含まれた『頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄せ集客術』 
それでは、実際のカリキュラムをこれからお伝えします。 

頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引
き寄せ集客術全体マップ 

まず「頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄せ集客術」はどういった手法な
のか? 

そして、なぜ”経験なし”"リストなし"でもむりなく短期間で5万円~30万円という売
上を達成できるのか?ということを徹底的に解説します。 

今、世の中のWEBマーケティングはただ煽るだけで中身が伴っていない"なんちゃっ
てWEB集客"が氾濫しています。それらは、販売した後の事を何も考えていない「た
だ稼げば良い」というアマチュアマーケッターの企画に過ぎません。 

それらのノウハウは一時的に稼ぐことはできても、長期的にビジネスが続くこと
はありません。 

本当に重要なのは、確実に価値提供を行うことで、商品がもつ本来の魅力を確実
に伝えていく、"真のWEBマーケティング"を行うことです。 

このノウハウをマスターすることで、今日から具体的に何をしていけばLINE＠最
速販売術で成功するのか?ということが明確なり、一切の迷いなく「頑張らない潜
在意識×Line＠×７つの引き寄せ集客術」で大きな売上を達成し、次のステージへ
いち早く登ることができます。 



それでは、実際のカリキュラムをこれからお伝えします。 

■ビジネスをしていくのに必要なビジネスの基本とマインド
セットマスター講座 

■しなやかな自信をつけ、ありのままのあなたで仕事ができる
要因なる頑張らない潜在意識マスター講座 

■オンリーワンの世界観を生み出し、使命と強みを発掘し、理
想の客様を引き寄せる７つの引き寄せ集客術講座 

”ビジネスの基本とマインドセット”マス
ター編 

まず最初に、これから起業していく上での必要不可欠な基本をお伝えします。 

これを知らないで表面的なノウハウだけを学んでも継続的にビジネスをしてくこと
は難しいです。 

反対にこの基本を学んでおくと、あなたはどの仕事をしてもお金を作り上げること
ができるようになります。 

■ビジネスとは〇〇することと〇〇すること 
■チャレンジできるようになるマインドとは 
■ビジネスは点ではなくて線で捉える 
■リストの重要性 
■高額商品を売るまでの流れ 



”頑張らない潜在意識”マスター編 

そして次に何よりもあなたが幸せになるためのマインドセットをします。 

私自身の経験もですが、ビジネスでいくら稼いでも、あなた自身の中に「欠乏感」
『罪悪感」があったり、「幸せを感じられない」マインドでは、いくらビジネス
で成功しても決して幸せにはなれません。 

「大事なのはあなた自身のあり方」 

です。 

よく言われますが 

「〇〇したらしあわせ」 

というものはありえないからです。 

そして、 

「〇〇できる自分になれたら自信が持てる」 

というのも幻想です。 

ではどうしたらいいのか？ 

多くの人は、間違った頑張り方をしています。 

そして、頑張れば頑張るほどあなたらしさから遠ざかっていきます。 



頑張って、疲れてしまい、苦しくなる。 

この講座ではその頑張りすぎに気づき、今まで染み付いた、鎧を一枚づつ剥がし
ていき、あなたの持っている本来の魅力をまずは引き出していきます。 

ありのままのあなたが伝えるからこそ、ビジネスでもファンがつくのです。 

ありのままのあなたでいられるから、無理なく仕事を作れるのです。 

【そのまんまのあなたで１００点満点】 

そう思えるマインドをお伝えします。 

通常、この講座だけで数十万円してもおかしくない講座です 

■頑張ってはいけないわけ 
■頑張らない潜在意識をマスターするために必要な２つのこと 
■本当の自信をつける方法 
■セルフイメージをあげる方法 
■強みを発見する 
■自分を好きになる方法 

”理想のお客様を引き寄せる７つの引き
寄せ集客術”マスター編 

頑張らない潜在意識をマスターして、次にすることが７つの引き寄せ集客術。 



これをマスターすることによって、あなたは頑張らずに、オリジナル商品をするす
るうることができるようになります。 

そもそも、オリジナル商品を販売するためには、あなたのことを本当に必要として
いるお客様に出会う必要があります。 

つまり、あなたのファンに出会う必要があるんです。 

では、どうやってそのお客様に出会うのか？ 

そして、どうやってそのお客様に笑顔になってもらうのか？ 

そのために僕が今まで自分で経験してきたこと、コンサルをしていてクライアント
さんをみていて気づいたこと、 

理想のお客様を引き寄せるために必要なことを７つにまとめました。 

■使命を発見する世界観ブログ構築 
■強みを見つけ、あなただけのオリジナル商品構築 
■お金と仲良くなって喜んでお金を受け取れるようになる、お金の
ブロック解除 
■濃いあなたのファンを作るLine＠活用法 
■価値がない、失敗が怖いなどビジネスをする上で障害となるブ
ロックを外すビジネスマインドマスター講座 
■ぐんぐんあなたのファンになってもらう動画・音声マスター講座 
■童話「うさぎとかめ」から学ぶ成功法則 



”オリジナル商品”セールスマスター構築
編 

どんなに頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄せ集客術を実践しようと決め
ても販売する『オリジナル商品』がどのような人が購入してくれどのような流れで
契約ができるのか、この仕組みが理解できていないと売上を上げることはできま
せん。 

少ない見込客でも１５万、３０万円を超える報酬を手に入れるために、高額商品
セールスマスターのノウハウは非常に重要です。 

また、あなたが受講生やクライアントをプロデュースする場合にも、この高額商品
を販売するノウハウは必須です。 

ほんのちょっとしたコツで、クライアントの商品を一気に高付加価値にして、受講
生やクライアントの成果が飛躍的に上がるはずです。 

「頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄せ集客術」ではリアルな体験会で高
単価商品をご案内するのが最終ステップ。 

高単価商品を販売するときに大切なのは「素直さ」です。 
人はお金に対しての嘘がわかると水が引くかのように信頼を失ってしまいます。 

高単価セールスマスター編では「高単価購買心理学」を学びながら、喜んで高単価
商品をお客様から「欲しい」と言ってもらえる状況をあなたが生み出せるスキルが
マスター出来ます。 



見込み客集め編 

頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄せ集客術を実践するためには見込客を
集める必要があります。やったことがない人からしたら、『本当にできるかな?』
と不安に思うところかもしれません。 

とはいえ心配しないでください。そもそも頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引
き寄せ集客術を成功させるために、数千件、数万件というリストは必要ありませ
ん。 

たった50リストあれば成功させる事ができるのです! 

そして、その50リストを、メルマガリストがない方でも、人脈がない方でも、広
告費がかけられない方でも、我々のノウハウ通りに実践していただければ、簡単に
リストを集める事が出来てしまうのです。 

本質は非常にシンプルなんです。自分で集めるか、他人に依頼するか?この2つし
か方法は存在しません。 

この2つの方法を究極的に突き詰めることで、極めて短時間で50リストを取得して、
最初のキャッシュを手に入れてください。 

価値提供編 

頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄せ集客術を実践する上で必ず必要と
なってくる『値提供コンテンツ』です。動画制作と聞くと難しそう・・・と思う方
がいるかもしれません。 

大丈夫です。難しい事はありません。 
なぜなら、スマホで撮影して編集からWEB公開まで簡単にできてしまうからです 



高価な機材も必要ありません、綺麗なスタジオもいりませんし、映像制作会社に
制作を依頼する必要すらありません。 

ある動画シナリオテンプレート通りに話していただければ、見込客にとって価値の
あるコンテンツを作ることができます。そもそも、映像のクオリティよりも、コン
テンツの中身のほうが重要なのでスマホで充分なのです。(もちろん、プロにお願
いしたほうがより綺麗なコンテンツになります。) 

ここのフェーズでどれだけ『信頼』されるようなコンテンツを作り、見込み客を魅
了できるか?これが本質であり、セールスの成約率を高める秘訣です。 

もし、あなたが無料である程度、成果の出せるコンテンツを用意できたら、かな
り良い７つの引き寄せ集客術が出来ています。 

そんな７つの引き寄せ集客術の価値提供の秘訣をお伝えしてきます。 

販売編 

７つの引き寄せ集客術をキチンと実践すれば、"売り込まずに商品を売る事"ができ
るようになります。ですので、セールスが苦手な方でも「ある型」にそったテンプ
レート通りにセールスレターを制作すれば、思った以上に簡単に商品を販売するこ
とができます。 

感情を煽らずに、そして、キツイ売り込みもしないので、お客様を嫌な気持ちにす
る事なく、商品を販売し、お客様に感謝されながら売上を上げていく事ができます。
煽って販売してもビジネスは長続きしませんから・・・。 

そんなセールスレターを私たちと一緒に作り上げていきます。 

他には対面セールスの秘訣をお伝えします。 



特に７つの引き寄せ集客術でセミナーセールスを行うと、高単価商品が飛ぶように
売れます。そんなコツもお伝えしてきます。 

改善・さらなる拡大編 

もし、あなたがここまで頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄せ集客術を実
践していれば売上を上げているはずです。 

わらしべ長者式の「頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄せ集客術」は1回
やったから終わりという訳ではありません。更に改善していくことで、ビジネスの
幅を広げていくことができます。 

あなたはこのコースに入ることで個人でビジネスをしていいく上で必要なことは全
てマスターすることができます。 

あとは、それを元にあなたのビジネスを拡大していくだけとなります。 

『頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄
せ集客術』 

では９個の実践的カリキュラム&サポートで 
お金をかけずに10万～３0万円を 
売りあげる７つの引き寄せ集客術を 



徹底的にサポートをします。 

この『「頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄せ集客術」』の具体的な内容
は・・・ 

1、全９回の講座とワークショップ 

こちらがメインの内容になりますが、６ヶ月間の本講座では、全７回にわたって
「頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄せ集客術」を"実践"するために必要
な全てのノウハウをセミナーという形で、全員で集まり戸島が直接お伝えしていき
ます。 

必要に応じて、外部講師を呼び、より専門的なノウハウをあなたの体内にインス
トールしていただきます。 

他にも、「頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄せ集客術」の実際の文章、
流れを完全公開し、LINE＠での動画配信・音声配信を使うことで、どうやってオ
リジナルの商品を販売するのか?その秘密を暴露し、すぐに売上につながるようあ
なたと一緒に進めていきます。 

本コースの期間は2018年６月から2018年1２月までの６ヶ月間を予定しています。

今回の『頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄せ集客術マスターコース０
期』は、ただ単にノウハウを伝えて終わりにするような、巷にある講座とは大違い
です。なぜなら、実際に「頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄せ集客術」
を講座期間中に実践していただくからです。 

基本的には最初の3ヶ月間で全ての「頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄
せ集客術」の要素を学ぶ講座になります。 



実際に「頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄せ集客術」を作っていくとい
う課程を実際に体験するものです。 

そして、後半の３ヶ月は実戦しまくりという形で何回でも『頑張らない潜在意識
×Line＠×７つの引き寄せ集客術』を実戦して行って次々と売上を積み上げていき
ます。 

後半の方は成果報告をしていただいて、より皆さんのやってきた内容を取り込んで、

さらに「頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄せ集客術」を上手くいくよう
に取り組んでいきます。 

こちらの全７回の内容は、長くなるので、後ほど詳細に話をします。 

２、個人コンサル（６回） 

毎月1回60分のコンサルをします。 

まず今の現状などをお伺いしながら、半年間の設計図をつくります。 
  
そしてその時々の課題を解決しながら、オリジナルの商品を作ったり、あなたの仕
事が軌道に乗るようにアドバイスしていきます。 
  
それとは、別に、無制限のメールやライン、メッセンジャーなどを使ったメールサ
ポートもします。 
  
僕は仕事作りではコンサルをすごく重要視します。 
  
なぜか？ 
  
今までいろいろな起業塾やコンサル通して感じたこと。 
  



それが、一人一人に合わせて、その人に合った仕事つくりをしていくこと。 
  
僕はいままで高額の塾にお金を使ったにもかかわらず、結果を出せずにセミナージ
プシーのようになってしまっている人を見てきました。 
  
みんなものすごく頑張っているのに、なかなか思うような結果が出ない。。。。 
  
皮肉なことに、今までたくさんのアドバイスやノウハウを身につけて、却って方向
性を見失っている友達をたくさん見てきました。 
  
100人いれば100人の個性があります。 
  
100個の個性があるのに、ただ伝えるだけのセミナーでは限界があります。 
  
というか、そのセミナーの内容を自分に落とし込んで成果を出るのはおそらく100
人中10人いないと思います。 
  
そう、その方に合ったやり方、楽しくできるやり方でなければ、どんなに合理的
なノウハウやアドバイスも役に立たないんですよね。。。 
  
つまり、あなたに必要なのはあなたにあったやり方で仕事をすすめること、つま
り「個別化」することです。 
  
このコンサルの中で適宜僕の方から課題をだします。 
  
もちろん仕事をしていくにはほかにもたくさんの課題があります。 
  
それをあなたに必要なことをその時にお伝えしていきます。 
  
  

３、オンライングループコンサル（６回） 

・期間中６回（月１回）のオンライングループコンサルを実施。 



他の人の疑問点・事例を参考に複数の参加者の悩み、疑問を私がその場で解決す
る場になります。 

実は学びという点でいうと、個人コンサルよりもグループコンサルの方が学びがお
おきいかもしれません。 

なぜなら、個人コンサルと違い、他の参加者の悩みや疑問も聴くことができるの
で、あなたが気づかなかったことや、思いもよらない為になる情報が手にはいると
いうメリットがあります。 

また、一緒に仲間が集まるので、そこで相互紹介といった連携の話なども行いや
すくしていきます。 

問題解決だけでなく、フォローも同時にできるのがこのオンライングループコンサ
ルのメリットです。 

仲間と一緒に作り上げていくためにも、オンライングループコンサルを活用しなが
ら「頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄せ集客術」を成功させていきま
しょう。 

4、ITスペシャル勉強会(YouTubeの仕組み、ス
マホ動画撮影、音声・動画編集) 

インターネットの超初心者でも「頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄せ集
客術」ができるようになるための、IT勉強会が７回のセミナー中に１日行います。 

インターネットの知識がない、パソコンのスキルがない。それだけの理由で「頑張
らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄せ集客術」ができないと思っているのは
もったいないです。 



・動画の撮影・編集 
・YOU TUBEへのアップしかた 
・ブログの書き方 
・Line＠の始め方・運用方法 
・メルマガ・ステップメールの始め方 
・音声ファイルの作り方 

など、一人だと挫折してしまいそうなところをフォローしていきます。 

また、スペシャル勉強会の要望があれば、どんどん回数を重ねていこうと思ってい
ます。この勉強会は参加者主導でやっていく形も考えていますので、積極的に参加
することで1歩でも早く「頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄せ集客術」
を実践できるようにしていきます。 

5、質問回答ビデオ&音声&回答一覧 

・講座では思い浮かばなかった質問をいつでもメッセンジャーにて受付。 
・みんなで情報を共有できるよう、ビデオや音声で回答。 

あなたが「頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄せ集客術」を実践していく
中で出てくる質問や疑問には、質問回答ビデオでお答えしていきたいと思います。
講座中は分かったつもりでも、いざ、帰ってから実践しようと思うとわからない事
が出てくると思いますので、そうした質問を集め動画や音声で回答していきたいと
思います。 

質問や疑問がない方も、他の方の質問を見ることでまた違った視点や自分の間違
いに気づく事ができますので、非常に価値の高いビデオになります。また質問を頂
く事で本講座などで伝えきていなかったノウハウを引き出す事ができますので、私
たちを更に活用するためにも、そして、何よりもあなたが成功するためにも遠慮な
く質問を送って欲しいと思います。あなたが「頑張らない潜在意識×Line＠×７つ
の引き寄せ集客術」を実践していく中で発生する、様々なことに私が回答していき
ます。 



6、台本&テンプレート 
(売上極大化LINE＠、ウェビナー、その他各種資料) 

・Webセミナーテンプレート 
・「頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄せ集客術」テンプレート 
・その他各種資料テンプレート 

私がこれまでに行ってきた「頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄せ集客
術」のビデオシナリオ、ブログ、メルマガ、セミナーなどの元となったテンプレー
ト(台本)を公開可能なものに限りプレゼントさせていただきます。 

このテンプレートに沿ってビデオを撮影したり、ブログやLINE＠を書いていくだ
けで、初めてのプロモーションでも１０～３０万円位の売り上げを達成することが
できてしまいます。 

通常では手に入らない、既に効果が実証されたビデオ、ブログ、ライン＠のテンプ
レートが手に入るのは、この実践コースだけになります。正直、このテンプレート
を手に入れるだけでも参加する価値がある内容になっています。 

だから、あなたがやりたいって思った方法をその中から選んで使うだけで、 
すぐに「頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄せ集客術」が出来るように
なってます。 

ほとんどのマーケッターは自分の商売道具である素材を公開しません。 
でも僕は今回公開します。 

なぜかと言うと、やはり受講生に成果を出して欲しいと思っているからです。 
あなたがすぐにチャレンジ出来て、戸惑わないように全部使って欲しいなって思っ
ています。 



この価値はどれくらいあるか考えてみて欲しいんです。 

正直１００万円以上価値があります。 

それくらい、その素材というのは全てのノウハウが詰まっているし、それをそのま
まパクれば成果が出ます。 

それを全部公開するのでこれは非常に講座自体に価値がある内容になっています。 

7、Facebook グループ 

受講者専用のFacebookグループをつくります。 

・他のメンバーに情報交換と質問 
・相互支援 
・弱点も克服、チームでサポートする 
・脱落者を一人もださないシステム 

メンバー同士でお互いに、その相互支援し合うようなプラットホームにしようと
思っています。 

これは簡単に言うと誰かがなにかサービスを始めた時にみんなで応援する場とし
て活用してください。 

誰かが『Line＠』はじめましたと言ったら、みんな「紹介します」「紹介します」
「紹介します」と・・・一気に紹介が起きます。 

そういうような協力できないと思っていたことも相互支援の場としてフェイスブッ
クグループを使っていきます。 

そして、僕はこの場所を安全な場所にしたいんです。 



弱音を吐いてもいい。 

ダメな自分をみせてもいい。 

そんな自分をみせながら、お互いに信頼しあい協力していく。 

そして、講座がすすむにつれて成果報告が上がってきます。 

誰々が商品が売れました！ 

１５万円売り上げが上がりました 

これを見たらみんな刺激になって、もうやる気になって行動が加速していきます。 

できないと思っていたことも、誰がができるようになると、自分にも出来るなって
思うんですよね。 

自分にどんどんそういう情報を見て洗脳するまで見ます。 

結果、成功するのが当たり前の環境だって思えば何度でも 
チャレンジして成功するまで続けることが出来ます。 

だからこのフェイスブックグループというのを何度でも見て他のメンバーの刺激を
受けて是非その成功環境を最大限に生かして欲しいです。 

つまり僕は誰も脱落しないシステムとして、このフェイスブックグループというの
を作っています。 

８、メールマガジン配信スタンド紹介 

・簡単に使える充実機能満載のオススメスタンドをご紹介。 



『頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄せ集客術』でも、メルマガを活用で
きます。 

僕はこれだけはお金をかけて欲しいと思っています。 

なぜかというとメルマガが一番のキモだからです。 

メルマガがちゃんと届くことが出来なければ、お客様に情報を届けることが出来
ません。 

価値を提供することが出来ないのです。一番の基盤がメールマガジンです。 

このメールマガジンは、僕がご紹介するシステムは低価格です。僕が特別に契約し
てきたメルマガのシステムなので、これをお伝えします。 

９、クレジットカードシステム会社ご紹介 

・高額商品の販売を確実にする決済システムを用意。  
・費用が安く、高性能という好条件! 

今回『頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄せ集客術』を実践するときに、
１０万、２０万の商品の販売をします。 

そのときにもし、あなたが銀行振り込みしか決済チャンネルがなかったら 売上が
単純に半分になると思ってください。 

お客様はクレジットカードと銀行振込、大体半分、半分で申し込みをしてきます。 

さらに言えば、クレジットカードだったら分割決済も対応できるのでお客様か
ら、 費用が支払えないというような悩みに対して、こういう分割もできますよと
いう提案が出来ます。 



今回は僕は「頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄せ集客術」をやるにあ
たって売上げを 伸ばして欲しいので、そういう決済のインフラもご用意しました。

最後におさらいです。 

1)全７回のリアルセミナー 
2）個人コンサル（６回） 
３)グループコンサル(６回) 
4)IT スペシャル勉強会(YouTube仕組み、スマホ動画撮影、動画・音声編集) 
5)質問回答ビデオ&音声&回答一覧 
6)台本&テンプレート(LINE＠ローンチ、ウェビナー、その他各種資料) 
7)メンバー限定 Facebook グループ 
８)メルマガ配信スタンド紹介 
９)クレジットカードシステム会社ご紹介 

以上、をご用意させていただきました。 

この講座の全9回の詳細をお届けします。 

１． 

第１回　がんばらない潜在意識×７つの引き寄
せ集客術全体マップ 

第２回　ビジネスの基礎マスター講座と世界
観ブログマスター講座 



第３回　がばらない潜在意識１：コンプレッ
クス・劣等感の克服 

第４回　サクサク動けるようになるビジネス
ブロック解除講座 

第５回がんばらない潜在意識２：強みの発掘・
ありのままで売れるようになる方法 

第６回濃いファンをつくるスマホ・PCを使っ
た動画・音声編集マスター講座 

第７回　お金のブロック解除・お金と仲良く
なる心理学 

9月２９～３０日　岐阜の古民家で合宿予定（有
料） 

第８回　LINE＠を使ったオリジナル商品セール
ス講座 
第９回　振り返りとまとめ・最終フォローアッ
プセミナー 



頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄せ集客術マスター
コース全体マップとビジネス基礎 

・頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄せ集客術をつかうと得られること 
・個人起業家として必須のビジネスの知識 
・成功する起業家になるためのマインドセット構築 
・ファンを惹きつけつ世界観ブログの書き方 

２．頑張らない潜在意識マスター講座１ 

・ただしい頑張りと間違った頑張り 
・本当の自信を生む秘訣は？ 
・ありのままで売れるようになる方法 
・人と比べずにいきるために必要なこと 

３．頑張らない潜在意識マスター講座２ 

・過去の自分を受け入れる 
・自分の持っている前提に気づく 
・劣等感を克服する 

４．７つの引き寄せ集客術マスター講座その１ 

・濃いファンの作り方 
・強みを活かしたオリジナル商品作成 
・お金のブロックを解除してお金と仲良くなる方法 
・あなたの本当のお客様を発掘する 

５．７つの引き寄せ集客術マスター講座その２ 



・濃いファンをつくるスマホ・PCを使った動画・音声編集 
・反応のいい動画・音声のとりかたとは？ 
・素人でもできる簡単スライド動画の作り方 
・価値がない、失敗が怖いなどビジネスをする上で障害となるブロックを外すビジネスマ
インドマスター講座 

６．７つの引き寄せ集客術マスター講座その３ 

・Line＠を使ったオリジナル商品を売るながれ 
・メルマガ・ステップメールの始め方 
・他力を使って飛躍する方法 

７．　お金のブロック解除・お金と仲良くなる心理学 

８．　LINE＠を使ったオリジナル商品セールス講座 

９．半年間のまとめ・改善 

・半年間で学んだこと、改善点、次の目標などをシェアしながら、継続的に売り
上げを上げられる仕組みを固めていきます。 

※上記スケジュールは予定です。 
受講生の様子や問題点を改善しながら最適なものに変えていきます。 



この講座の魅力 
この講座は私が今まで、２０年間かけて経験してきたこと、学んだこと、 

脱サラをして、好きなことを仕事にし始めたものの、 

自信もなく、いつも自分にダメ出しをしていた私、 

精神的に本当に落ち込んでいた時に気づいた 

「がんばらないこと」 

「自分の強みや性格を生かして仕事をすること」 

起業してから、約４００万円近くを使って学んだ心のこと・ビジネスのこと、 
全て注ぎ込んだ集大成にあたる講座になります。 

あなたは２０年の歳月をかけることも約400万かけることもなく、 

「精神的な豊かさ」と「経済的な豊かさ」 

を6ヶ月で手に入れることが出来るのです！ 

今回のこの実践コースに参加することで、お金をかけずにホームページを作る 
方法だったり、お金をかけずに動画を撮る方法だったり、メルマガ配信の方法と
か、普段のあなたの集客の方法で使える方法が幅が広くなります。 

これ『７つの引き寄せ集客術』には、あなたが何か集客をしたいという時に実際
に使えるそういうツールを全部マスターすることが出来ます。 

そういう意味で『７つの引き寄せ集客術』を一回やるだけで全てのウェブマーケ
ティングが理解出来るというのは、大きいことなのです。 



これはマーケティングの王道です。 

『７つの引き寄せ集客術』で実践する、見込み客を集めて、価値を提供して、販売
するというノウハウは一回マスターすれば一生使えます。 

それくらい将来にとっては自分の安心感に繋がるし、さらに言えば、この『７つの
引き寄せ集客術』を一回やったというのは凄い大きな自信に繋がるし、そういう
大きな成長を遂げることが出来るのがこの『７つの引き寄せ集客術』の魅力です。 

つまりこの『頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄せ集客術”マスターコース
0期』に参加することで大きく起業家として成長出来ると断言できます。 

この『７つの引き寄せ集客術』は、やっぱり起業家として成長したい、全くのゼ
ロからでも自分を変えて大きく羽ばたきたい、自分の今のビジネスステージをより
大きく高めたい、そういう人に参加して欲しいと思っています。 

起業家には成果が出る人と出ない人の
考え方があります 

二つの考え方があります。 

稼げる起業家というのは、効果の出ることに着目してチャレンジします。 
今回の『７つの引き寄せ集客術』というのは、効果の出ることです。 

当然作業は発生するし、自分で今までウェブが苦手という人は、それをマスターし
なければいけないし、やることはあるわけです。 

でも、それでも売上が上がるということは科学的に出来る、そんな手法なんです。 



結果を出せない人は、例えば他の人がやってるからといってフェイスブックをコツ
コツ書いてみたり、 ブログをちょこちょこやってみたりとか、色んなセミナーに
回ってみたりとか、結局遠回りしています。 

この人たちの思考は、楽なことをやろうとしている方です。 
自分に出来ることをやろうとしている方です。 

私は結果を出せる人は自分の出来ることだけをやり続ける人だと思ってないです。 
自分の限界を超えて仲間と一緒に成長して大きな結果を生み出す、これにコミット
メントできる人、 つまり決断できる人です。  

決断というのは、決めて断つということなので、その今までの自分を一旦断って新
しい自分になると 決めた、そういう人だけがこの『７つの引き寄せ集客術』で大
きな結果を残すことが出来ます。  

あなたがどういう選択をするかは自由です。  

ですが私は稼ぐ起業家として周りの人たち、『７つの引き寄せ集客術』を通して、
よりブランドを広げて カリスマになっていく、そういう起業家を本気で応援しま
す。 

逆に楽して稼ぐ、簡単に稼ぐ、もっと簡単なことはないかなって、そういうふうな
ことを探している、 ぐるぐるしているような人、決断力のない人、こういう方は
講座には絶対参加しないでください。  

僕は最高の仲間集めをしたいと思っています。 

最高の仲間集めというのはやっぱり自分自身をより成長させて、 仲間のサポート
をして、その結果周りを助けることによって、豊かになっていく。 

自分自身が豊かになっていく、 そういう起業家です。 

だからあなたが周りも含めて幸せになるというこの考え方に共感できる人だけが
この『頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄せ集客術”マスターコース0期』
に参加してください。 



この『頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄せ集客術マスターコース0期』
に参加する、 参加しないは、あなたの自由です。 

僕はもうこの『頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄せ集客術マスターコー
ス0期』に参加しなくても、でもそれだけの濃いノウハウを 学べるように結果を出
せるような無料コンテンツをご用意させて、配信させていただきました。  

無料コンテンツを見て、戸島のコンテンツは本物だなと、こいつだったら一緒にやっ
ても 良いんじゃないかって、思う人は是非『頑張らない潜在意識×Line＠×７つの
引き寄せ集客術マスターコース0期』に参加してください。  

このお金をかけない『７つの引き寄せ集客術』は、正直、1回『７つの引き寄せ集
客術』をやれば 参加費用は回収できます。さらに言えば、繰り返し、繰り返し、
Line＠を使って販売すれば、 ほぼ全て利益として積み上がっていきます。  

あなたが繰り返し、繰り返し、『７つの引き寄せ集客術』をやれば、そこでやっ
ていった 見込み客リストもたまっていき、ビジネスがどんどん楽になるし、どん
どん拡大していきます。  

そんな世界をあなたは体験してみたいと思いませんか？ 

参加して欲しい人 

・セミナー講師、カウンセラー、コンサルタントなど、個人起業家 

・想いを持って起業したもののそれを形にできていない人 

・起業したものの自信を持ってビジネスに取り組めない人 

・自分の強みを活かしながらオリジナル商品を作りたい人 

・今まで頑張ってきたのになかなか結果を出せなかった人 



反対に、この講座に参加しない方が良い人、この人も はっきりとお伝えさせてい
ただきます。 

僕は全員何でも良いからこの講座に入ってくださいと思ってはないんです。 

自分と一緒に人生を楽しめる最高 仲間、人々を一緒に応援して、一緒に稼いでい
ける、そんな仲間が 集まれば良いと思っているからです。 

・自分で決めたことを実践しない人。 

上手くいくかは、僕の努力とあなたの努力と二つの努力があって決まります。 
だから、あなたが講座に入って、自分で決めたことを何もやらずに、 
戸島が成功させてくれるって思ってるのであれば絶対に参加しないでください。 
まだ、あなたのビジネスをするステージになってないです。 

・講座に入れば１００%上手くいくと思って依存してくる人。 

私は、自分の現状に関係なく自分の殻を破って上昇したいという人を応援すると
決めています。 
だから、私の努力とあなたの努力のこの二つがマッチする必要があるので、必ず
講座に参加すれば上手くいくだろうと、何とかしてくれるだろうと、そういう依存
の方は絶対に来ないでください。 

・いきなり結果のみを求める人 

毎日自分の中でコツコツやっていくことで、新しい情報を世の中に届けて、その結
果、人を豊かにし、自分を豊かにすることが出来ます。 

だから、何もせずにいきなり結果をだしたいという人には絶対この講座に合わな
いです。 

・仲間を応援できない人。 



人を紹介するのって嫌だなとか、自分の見込み客リストだけを凄い大切にしたい、 
そういう人は本当にこの講座に合わないので、間違っても参加しないようにしてく
ださい。 

気になる参加費用ですが・・・ 

はっきり言います。安くはないです。 

安くはないというのは、それなりの価格がするということですが、 
私が６ヶ月間にわたって完全にサポートしていくわけです。 

これは私が本気でサポートするし６ヶ月間という中で一緒の空間を共有して、 
私も全力でサポートしていきます。 

これだけ手厚く、そのITのツールの使い方とか、さらにサポートをやる講座とい
うのは、他にはほとんどないです。 

あなたがITを使えるようになって、一生使えるマーケティングスキルも身につけて、
そんなスキルを手に入る、要はこの６ヶ月間だけの売上で、もちろん講座費用は回
収できる前提です。 

さらにその後ビジネスをどんどん、どんどん、伸ばしていけるわけです。 

自分の中の限界、今までやってきたけど、ここまでの売上しか上がらなかった、 
今までどうやってお金を得ればいいか分からなかった、そういう限界を超えて 
ビジネスのステージを超えられる、これの価値っていったいどれだけあるでしょう
か？ 

あなたが自分の人生を変えるのに、投資できる金額というのはいくらでしょうか？

僕はそれだけのものを、あなたの人生を変えるビジネスを変える、 
それだけのサポートをご用意させていただきました。 

この講座は安くはするつもりはありません。 



でも、本当にこの講座の価値がわかる人にとっては決して高くない、むしろ安いと
感じる金額です。 

なので、本気でやっていく、自分の人生を変えていく、ビジネスを変えて売上を上
げて、そして世の中に大きな価値をもたらせていく、そういう人は是非金額を確認
してください。 

『頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄
せ集客術マスターコース0期』 
の期間・講座参加費について 

募集条件 　　　　　　　　　戸島　圭吾が提供する 
　　　　　　　　　　　　　　『頑張らない潜在意識×Line＠× 
　　　　　　　　　　　　　　理想のお客様を引き寄せる 
　　　　　　　　　　　　　　７つの引き寄せ集客術マスターコース』 
　　　　　　　　　　　　　　０期　 

"実践"コースの期間　　　　　　　2018年６月~2018年11月 
　　　　　　　　　　　　　　　まで、６ヶ月間のサポート 
 　　　　 

講座参加費 　　　　　　　　　　598,000円（税込）  



今回、この『頑張らない潜在意識×Line＠×理想のお客様を引き寄せる７つの引き
寄せ集客術マスターコース』』の参加費ですが、 

598,000円（税込）です。 

私と参加者全員は、この『頑張らない潜在意識×Line＠×理想のお客様を引き寄せ
る７つの引き寄せ集客術マスターコース』で成功する仲間だと思っています。 

先生と生徒という関係ではなく、これから末長くおつきあいしていきたいという
思いがあり、この講座を作りました。 

今回参加された人がとても素晴らしい成果を残し、そのスキルを身につけて私と
一緒にお仕事してもらえたらこんな嬉しいことはありません。そして、この『頑張
らない潜在意識×Line＠×理想のお客様を引き寄せる７つの引き寄せ集客術マス
ターコース』を一緒に盛り上げたり、苦楽を共にしていきたい。 

そこで、今回は、このセミナー期間中にご参加してくださった方のみ 

特別価格 498,000 円(税込) 

の０期特別価格にてご参加いただける様にいたしました。 

私とのこれからのビジネスに可能性を見出してくれたあなたには、できる限りのこ
とはしたいと思っています。 

ですが、私は参加者の全員を７つの引き寄せ集客術での成果を手渡したいと思っ
ています。 



ですので、ただ単にこのセミナーに参加してもらえば良いとは思っていません。 

９個の実践的なカリキュラム&サポートメニューは、私が全員を成功させるために
考え抜いたものです。これを確実にやりきるとなると、どうしてもマンパワー的に
参加者人数を限定する必要があります。 

という訳で、 

『頑張らない潜在意識×Line＠×７つの引き寄せ集客術マスターコース0期』 

の先行募集は 

10名のみの限定募集 

とさせていただきます。 

追加募集はありません。このコースの質を保つために、どうしても多い人数を抱え
ることができないからです。定員になり次第募集募集を停止させていただきます。 
さらに、いち早く決断してくれるあなたにプレミアム特別価格とプレミアム特典を
用意しました。 

さらに、今回本会場でお申し込みいただいた方にかぎり、 

プレミアム特典として 

【６０分の個人コンサルを１回含むサポート期間を１ヶ月延長】 

させていただきます。 

まとめますと、 

募集人数１０名 

特別価格598,000円 



【セミナー期間中にお申し込みの方】に限り 

プレミアム価格 498,000 円(税込) 

1.カード一括払い498,000円（税込） 
2.銀行振込一括払い498,000円（税込） 
3.カード分割払い69,800円×8回 

説明会当日のお申し込みの方にかぎり 

「６０分の個人コンサル含む１ヶ月のサポート延長」 

是非、講座に参加頂き、ステージを上げていき、人生を変えていきましょう。 あ
なたに お会いできることを、楽しみにしています。

戸島　圭吾 






