
頑張らない潜在意識をマスターして 
あなたに必要なお客様を引き寄せる 

７つの引き寄せ集客術 
マスタープログラム体験会・説明会 

頑張らない潜在意識の専門家：戸島　圭吾 

講師・コンサル・カウンセラーが自分の強みを見つけて 
オリジナル商品を販売し 

月収１０万円、２０万円、３０万円を 
安定的に得られるようになる



僕は東京都で３人兄弟の長男として生まれました。 
父親にかなり厳しく育てられた僕は親の希望のまま 
大学を卒業後商社に入社するも２６歳で脱サラ、 
銀座の日本料理店で修行をして２００９年、 

「やさい料理　つむぎや」 

というお店を開店しました。 

また、お店をする傍ら、「好きなことを仕事に」という思いで、 
筆文字講師として活動、大阪、名古屋、京都、金沢始め、 
全国で筆文字教室を開催してきました。 

また、今までの経験を活かし、筆文字で起業したい人向けのコンサルタントとして活動 
起業したばかりで自信も経験もない人たちに多くの成果を渡してきました。 

そんな風にして、飲食店を経営しながら、副業で年商４００万円の売り上げを上げることがで
きました。 

「そのまんまでいい、がんばらなくていい」 
ということを伝えるため、心屋リセットカウンセラーの資格とり、カウンセラーとしても活動
しています



自己紹介ワーク



1、お名前  

2、どちらから来たのか？ 

3、お仕事は 

4、参加するきっかけ  



なぜ頑張らない 
潜在意識なのか



頑張るからうまく 
いかないんです。



頑張るってどういうことでしょう？



あなたはこんなことありませんか？

・好きなことをしていたらいつの間にか朝になってしまって
いた。。。

・大好きな買い物や食べ物のために真冬でも並べてしま
う。。。

・旅行に行くのに朝、３時とか４時に起きて出発する。 

こんな時って普通は辛い行動も全く辛くないですよね？ 
でも同じことを嫌々やっていたとしたら、すごく頑張らない
とできません。 
好きなことをしているときは頑張っているという感覚がなく
なります。 



じゃ、好きなことをや
ればいい！





たしかにそうなんです。 

『嫌なことをしない』 
『好きなことをやる』

これはものすごく大事なことです。 

ただ、ここまでは他でもよく
言われています。



頑張らない潜在意識で 
大切なのは



すごい人になろうとし
ないこと



すごい人になるというのは、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。



人に頼れずいつも一人でやってしまう 

ちゃんとすべきなど、〇〇すべきが多い 

すごい人になろうと疲れてしまう 

迷惑をかけられない、いい人になってしまう 

周りからどう見られているかがすごく気になる 

資格ばかり持っているが何にもつかえていない 

すぐ人と比べてしまう 

チャレンジできない 

なにかいつも不安・・・ 

失敗するとなかなか立ち直れない・・・

あなたはこんなことありませんか？



自分のダメなところを見せられず、
自分ではない他の誰かに、
になろうとしている可能性があります。

ちなみに昔の僕がそうでした。



少し僕の話をしますね



子供の頃親に否定され 
怒られづつけて育った僕は 

何をするにも自信を持てませんでした。



その時の僕は自信もないまま 

「どうせ何をしてもだめ・・・」 

「もっと、がんばらないと・・・ 
もっと、もっと」 

自分を責め続けていたんです。



心を病んでしまいました。



自信もないまま、 

どうせ僕は何をしてもダメ・・ 

そんな風悩んでいた時に



３０点のあなたでいいんだよ。  
「そのまんまのあなたで１００点満点」 
という言葉に出会い全てが変わりました。



親に厳しく育てられながらも、 
自分の「好き」を選ぶことをしていき、
脱サラをして飲食の道に入り、 

お店を開店。



その結果。。。



・経営する飲食店で地域で１位 
・千葉県ベストレストランに 
・雑誌やテレビに多数出演



また、友達に教えてもらった 
筆文字を仕事にしてみたら



教室は常に満席。 
大阪・名古屋・京都・金沢他
全国で筆文字教室を開催







そして、飲食店をしながら副業でも約年商
４００万円の売り上げを達成することがで

きました。



また、過去の辛い経験から、 
頑張らなくていいし、 
そのままのあなたでいい。 
それを伝えるために 

心屋仁之助さんのマスターコースに通い、
心屋リセットカウンセラーとしても活動

しています。



起業コンサルタントとして 
・起業初心者が起業後半年で約５０万円の売り上げ 
・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 
・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起業半年で月収１０万円超え 
・開催する講座はいつも満席 
・大手企業とのコラボ制作



では、なぜ、そんなに頑張って 
しまうのでしょうか？



それは 
過去にあなたがどのように 

過ごしてきたかが 
大きく関わってきます。



生まれたばかりの赤ちゃんは頑張ること
を知りません。 

頑張っている野生の動物とかもいません。

それが、家庭環境や、子供の頃の周囲の
環境によって、



「ありのままのあなたでは愛さない。」 
「そのまんまの自分では認めてもらえい」 

そんな風に思い、 
もっと頑張らないと、、、もっとやらな
いと、、、失敗できない、、、 

頑張って、頑張って、降りられなくなって
しまった。。。



頑張らない潜在意識マスタープログラムでは 
あなたが幼い時から自然と 
持ち続けてしまっている 
心のクセを直し 

劣等感・罪悪感・過去の傷 
などを解消しながら 

そのまんまのあなたに１００点満点を 
つけられるようになり 
頑張りすぎから卒業して 

楽に自然体で生きていけるように 
なってけるようなるプログラムです。



・自分の嫌いなことをしない 
・みとめられようとしない 
・ダメな自分にもOKを出し 
自分自身を許し受け入れ、 
ありのままのあなたで 

安心できるようになる心理学 
のことです



頑張らない潜在意識を
みにつけると



・本当の自信をつけること 
・セルフイメージをあげること 
・そのまんまのあなたを受け入れられるこ
と 

ができるようになり 

あなたが本当に好きなことを無理なく自然
にできるようになります。



“頑張らない潜在意識” 
これをビジネスにも 
応用することで 

『本当の自信がつき、 
安心感を持ちながら、 

あなたらしいあり方で自然と 
あなたのファンができる』 

通常のコンサルでは絶対に教えてくれない起
業するときに必須のマインドセットをする業

界初の手法なのです。



今までにこんな感想を
いただいています。



そのまんまの自分を出すことを自分に許せるよう
になって、回を重ねるにつれ、心が開放されてい
くのを感じました。 

 そして色んな面で自分の枠が広がりました。 

枠は外さなくてもいいことも知ったし、ハードル
はくぐっても倒してもすり抜けてもいい、と学ん
だことも大きな収穫の一つです。 

この半年の一番の変化は、心が軽くなったことで
す。 

 とっちさん、ありがとう！ 



｢無理して、自分の字から変えようとしなくてもいい
や！｣ 

って。 

きっと、とっちさんが自然と枠を 
取り払ってくれたのかなぁ⁉

｢ヒトがどう思うか、じゃなくて自分がやりたければ
やってみればいいよ！｣ 

ってね。

そんな、ゆるくて心地いい挑戦(？)をしているうち
に、楽しみながらちょっと成長している自分がいて、
ヒトと比べるのではなく、みんなの活躍も自分の喜
びになってきました。

とっちさん、恐るべし。



ここで一つワークをしてみましょう。 



頑張らない潜在意識をマスター
したら売り上げが上がるのか？



答えはNO



あなたの個性や強みを 
オリジナル商品にして 
理想のお客様に届ける 
仕組みが必須となります。



そのマーケティングの仕組みが 

【あなただけが救えるお客様に出会う世界観ブログ】 

と 

【理想のお客様を引き寄せる７つの引き寄せ集客術】 



あなただけが救えるお客様にであう 
世界観ブログとは



７つの引き寄せ集客術ではオリジナルの商品
を最終的に販売するのですが、その時に必ず

必要なことが２つあります。



一つ目は 
あなただけが救えるお客様を見つけること



そして、もう一つが 
『なぜ、あなたがそれをするのか？』 

というあなたの 
「想い」 

ミッション・使命をみつけること。



世界観ブログ



–Johnny Appleseed

過去の自分の体験をブログに書くことで 
自己開示ができ短期間で濃いファンが生ま
れ WEB集客に必要な発信力と高単価商品
を 自信を持って案内できるマインドが手
に入る 通常のコーチング・コンサルを受
講して 1年以上かかるマインドセットと



さらに、ビジネスをしていくときに必須の 
あなただけが救えるお客様に出会い 

あなたのミッションをたった50日で手に入る
の手法です。



そして、世界観ブログで見つかった理想のお客様にあ
なたのオリジナル商品を届けるために必要なのが、、、



理想のお客様を引き寄せ 
７つの引き寄せ集客術 



７つの引き寄せ集客術とは 
理想のお客様にあなたの商品を届けるために必要な 
■世界に一つだけのオリジナル商品構築術 
■お金と仲良くなる心理学 
■商品が自然と売れるようになるLine＠マーケティング術 
■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構築術 
■濃いあなたのファンになってもらう動画・音声マスター術 
■１日を４８時間にする時間管理術 
■筆文字と心理学で人の心を掴む魅力開花術 
この７つのメソッドを使うことで、オリジナル商品が自然と販
売できるようになるのです。



ビジネスであなたの望んむ成
果を得るためには・・・



正しいやり方 
正しい順番 
実践する 

この順番を守らないといつまでも誰かの商品を買
い続けるというセミナージプーシと化してしまう
のです



起業でうまくいかない人の大きな壁を
知っていますか？ 

『自信がない』
『商品がない』
『やり方がわからない・行動できない』 

という3つの壁を持っています。



・自信がない 
→頑張らない潜在意識マスタープログラム 
本当の自信を手に入れる 

・商品がない 
→世界観ブログ 
あなただけが救えるお客様・ミッションにであう 

・やり方がわからない・行動できない 
→７つの引き寄せ集客術 
オリジナル商品をお客様に届ける



この集客術を使って飛躍的に結果が出るのは 

・ブログをスタートされる起業初心者 
（２０万円～１００万円） 

・すでにお客様がいるコンサルタント・ カウ
ンセラー・教室、セミナー講師・セラピスト 
（３０万円～３００万円）



頑張らない潜在意識をマスターして 
必要なお客様を引き寄せる 
７つの引き寄せ集客術とは？



たった３つのステップ
を進めるだけ



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: 世界観ブログ 
「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: 必要なお客様を引き寄せる７つの引き寄せ集客術 
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 



頑張らない潜在意識をマスターし、 
セルフイメージをあげて、 

本当の自信を手に入れながら、 
あなたの強み・個性を活かした 

オリジナル高額商品を 
『あなただから」と言ってくれる 
お客様に無理なく自然と販売 

できるようになるマーケティング手法



私にもできるの？ 



大丈夫です！ 



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。 

頑張らない潜在意識で大事にしているのは 
他人から見ての評価ではなくて、 

あなたが自分で設定した階段を一歩一歩 
登っていくこと  



それによって気がついたら 
１０万円、２０万と売り上げが 
積み上がっていくことになるんです。



ほとんどの起業塾は



起業中級者は成果が 
出て起業初心者は脱落



僕はいいままで起業塾に入った 
ものの一円も稼げない 

そんな人をたくさん見て来ました



なぜ、成果が出ないのか？



理由１ 
マーケティングツールに 
メルマガを使うから



理由２ 
自分と向きあう 

マインドセットがない



理由３ 
講師が再現性のない 
手法を教えるから



理由４ 
その人の個性にあったコンサルや 
仲間を応援し合う環境がない 



起業中級者は成果が出
て起業初心者は脱落



女性起業家の平均自己投資額


30万~50万円の起業塾を 渡り歩い
て平均200万円 しかし、成果は出
ずに 投資した金額は回収できず 



もし、、、



メルマガと同じくらい  
強力な発信力がある 

 日本人の3人に1人が活用している 

 かんたんツールを  

手にすることができ  



あなたの強み活かした 
オリジナル商品を 

あなただけが救えるお客様に 
自然と販売することができ



起業初心者がマスターすれば 
30万円~100万円の収益を生み  

起業中級者がマスターすれば  

200万円~1000万円の収益を生む  

再現性99,99%、、、、  



そんなプログラムがあれば
今すぐ手に入れたいですか？



その前に、、、



今回のプログラムは 
すでにお問い合わせが殺到している 

プログラムの 
プレミアム先行案内となります



値段は決して安くはありません 



２０年以上の年月と 
４００万以上の 

お金をかけてきたの集大成を 
お伝えしますので価値の 
わかる人には決して、



高くもありません 



非常に希少性の高い 
価値ある限定プログラム 

となります



今回限りのプレミアム価格
にて 限定５名様にのみご案
内をいたします  



このプログラムに参加されて
も成果が生まれない方は、、、



・パートナーと相談しないと決めれない 
・価格だけを見て判断してしまう  

・1人で決断ができない  
・お金のせいにして行動ができない 
・やる前から諦めてしまう 
・自分だけが成功したい  
・お金だけを稼ぎたい 
・できない理由を環境のせいにしてしまう  



ビジネスと本気で  
取り組むという覚悟が 

 必要です。 


もし、その覚悟があるなら

  この後の説明会も

  ご参加ください







頑張らない潜在意識をマスターして 
あなたに必要なお客様を引き寄せる 

７つの引き寄せ集客術 
マスタープログラム体験会・説明会 

頑張らない潜在意識の専門家：戸島　圭吾 

講師・コンサル・カウンセラーが自分の強みを見つけて 
オリジナル商品を販売し 

月収１０万円、２０万円、３０万円を 
安定的に得られるようになる



あなたの強みを活かしながら 
オリジナル商品をあなただけが救えるお客様に販売し 
月収１０万、２０万円、３０万円を安定的に 

得られるようになる・・・ 

第０期 
頑張らない潜在意識をマスターして必要なお客様 

を引き寄せる７つの引き寄せ集客術マスタープログラム 
募集要項



なぜ今回 
「頑張らない潜在意識をマスターして 

必要なお客様 
を引き寄せる７つの引き寄せ集客術 

マスタープログラム」 
を募集するのか？ 



頑張っているのになかなかうまくいかない、 
自信がなくて一歩踏み出せない 
そんな人たちをたくさんみてきて、 

「僕にしかできないことがある」 

頑張らずに、ありのままの自分を生かしながら
仕事も人生も楽しく生きて、 
「最高の人生だった」 

そう思える人たちを増やしたい・



縦の関係も横の関係もない 

フラットな関係を重視し


 一緒に成長しながら 

本当の自信とセルフーメージをつけ

ビジネスも心の豊かにしていく 


人生を一緒に笑ってすごせる仲間を集めるため




頑張らない潜在意識をマスターして必要なお客様 
を引き寄せる７つの引き寄せ集客術マスタープログラム 

３大特徴 
1.座学ではなく実践中心 

→３ヶ月以内にあなたのオリジナル商品を作りながら実践していく
（セミナー中にコンセプト、動画、集客ページを用意する） 

2.相互支援環境(仲間を応援する)  

⇨参加者全員で一斉にFacebookで紹介する。 IT勉強会を用意して
全員が集客ツールを使えるように。 


3.テンプレート、事例、動画シナリオを活用  

        ⇨最大限に労力を減らし効率化。




できないものは全て用意をしておく体制 
例：共有YouTubeチャンネル 
共有ワードプレスなど



起業初心者がマスターすれば 
30万円~100万円の収益を生み  

起業中級者がマスターすれば  

200万円~1000万円の収益を生む  

再現性99,99%、、、、  



具体的に何をするかというと 
あなたの才能を生かした 
オリジナル商品を 
１０万円以上の商品 

にしてLine@ローンチという方法 
を使って 

販売していきます。



さらに、僕のお伝えする 
「筆文字の技術」 
「聞く技術」 
「心理学」 

をあなたのビジネスにプラスすることで 
・新たな収益の柱を作り上げること 
・売り上げを数十パーセント増やすこと 

も可能になります。



カリキュラム: 


前半３ヶ月間で 

『頑張らない潜在意識マスターと

オリジナル商品作成』 


+ 

後半3ヶ月間 


 『７つの引き寄せ集客術の実践』



・入塾前オリエンテーション・筆字講座 
・前半３ヶ月の６回リアルセミナー 

（東京・大阪） 
・後半３ヶ月で３回のリアルセミナー 

※東京と大阪両方受講も可能 
・オンライン個別コンサル（６回） 
・オンライングループコンサル（６回） 

・IT勉強会 
・特別ワークショップ合宿



頑張らない潜在意識をマスターして 
必要なお客様 

を引き寄せる７つの引き寄せ集客術 
マスタープログラム 

３大マスター講座 

ビジネスマインドマスター講座 
頑張らない潜在意識マスター講座 
７つの引き寄せ術マスター講座 



頑張らない潜在意識×７つの引き寄せ集客術マスタープログラム  
前半３ヶ月　 
オリエンテーション　まんま筆1日講座　 

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 

後半３ヶ月 
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



9月に合宿開催！



12個のバックアップシステム 

1、オンライン個人コンサル(6回)  

・期間中6回のオンライン個人コンサルを実施。  

2、メッセンジャーでの質問は常時受け付け 

3、オンライングループコンサル（６回） 

・期間中月１回のグループコンサルを実施 

4、メンバーのみオンライングループコンサル 

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。 



１２個のバックアップシステム  

6、IT勉強会(適宜)  

・YouTubeチャンネル・動画・音声・ZOOM ・Paypal
などITでつまづくところをオンラインセミナーを実施 
７、メンバー専用グループページ 
８、台本テンプレート 
僕が使っているセールスレター、台本などすべて 
９、メンバー専用サイトを用意 

10、クレジットカードシステム会社ご紹介 

11、メルマガ配信スタンド紹介  

12、全ての講座を動画配信 



まとめ  

1、ゼロから収入を生み出せる起業家の育成  

2、早ければ3ヶ月でファーストキャッシュ  

3、初挑戦で10万～100万円を狙える実践コース  

4、全9回のリアルセミナー+IT勉強会+ワークショップ 

5、セミナー参加&フェードバック&実践&成果報告 

6、6ヶ月間に及ぶ特別サポートの実施  

7、11個のバックアップシステム 



今から 

本日のみご案内となる・・・ 

特別サポート 

の案内をしていきます 



とっちのメルマガ&LINE＠で紹介 
読者１０００名以上の開封率２５%（通常の約４倍） 
僕のメルマガと約３００名LINE@にて案件をご紹介。 



プレセミナー：まんま筆文字1日講座 を5月に開催！ 



僕が過去に開催していた筆文字を仕事にする学校 
３Makeサイトを無料で公開（１０万円相当）



戸島のもとですでに結果を
出している生徒を紹介します。



起業しても自信もなく、何もわか
らなかった女性が半年でゼロから
約５０万円売り上げました。



筆文字講座を開催したいと思いましたが宣伝、
集客に自信がなかったのでとっちさんにサポー
トをお願いしました。

宣伝、集客のアドバイスは大変参考になり、継
続的に講座を開催できました。 

結果、起業して半年て約５０万円の売り上げを
作ることができました。
短い期間でしたが信じられないくらい行動でき、
やりたいことが実現していったことはサポート
があったからより加速できたと思っています。 

行動すれば必ず結果が出ると身をもって体験で
きたことでこれからの自信にもなりました。



起業半年でお金のブロックを解消して 
１件１３万円の契約を獲得 
開催する講座は全て満席



それまでは、自分の商品に対して自信が持てなかったことや、自分
がお金を受けとることに罪悪感みたいなものがあって、商品に対し
て見合う値段をつけたり、お金を受けとることすごく辛かったです。

とっちさんがじっくり付き合ってくれたおかげでお金を受け取るこ
との定義が変わり、自分の商品に対する価値をつけることができる
ようになりました。

自分の作品に対する価値をつけることができるようになったことで、
１件で１０万円の報酬をいただく仕事もできました。

教室のほうも私のスタンスにあったやり方でアドバイスしてもらえ
たので、無理なく続けることができ、

5回やった講座は毎回満席で開催することができました。
 



これ以外にも 
・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 
・企業のPRチラシ制作 
・ビジネス初心者でも起業半年で月収１０万円超え 
・開催する講座はいつも満席 
・大手企業とのコラボ制作



なぜ、彼女たちがこのような結果を
出せたのでしょう？



１００万円出しても手に入れることが 
できないものがあります。  



仲間と環境





ノウハウに投資する時代は終わり 
環境に投資する時代 

人が変わるには環境を変えるのが一番。



あなたモチベーションを落とさずに 
最後までやり遂げられる 

ありのままで一生付き合っていける仲間 
そんな環境を用意いたします 



あなたが７つの引き寄せ集客術マスタープログラムの
メンバーになったらどのような成果をなしとげたいで

しょうか？ 

あなたの心の声に従って欲しいと思います。



一度真剣に考えてみてください 



リアルセミナー（９回）６ヶ月間：（￥360,000）  
11個のバックアップシステム：６ヶ月間 
戸島圭吾の個人セッション（期間中６回）（￥150,000）  
オンライングループコンサル（6回）（￥60,000） 
グループ、個人両方でのチャットサポート～回数無制限～ 
（￥120,000）  
戸島圭吾のメルマガ&LINE＠で案件紹介（￥80,000） 
筆文字を仕事にする学校サイト閲覧権（¥100,000) 
計¥850,000 
特別値引き▲￥252,000   

合計￥598,000



スペシャルボーナス特典 
事前グループコンサルティングにご招待！



頑張らない潜在意識×７つの引き寄せ集客術マスタープログラム  
オリエンテーション　まんま筆1日講座　 

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 

東京　6月16日(土) 10時～17時　夜・懇親会 

大阪　6月30日(土) 10時～17時 

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 

東京　6月17日(日) 10時～17時 

大阪　6月30日(日) 10時～17時 

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 

東京　7月14日(土) 10時～17時 

大阪　7月21日(土) 10時～17時 

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（７月） 

東京　7月15日(日) 10時～17時 

大阪　7月22日(日) 10時～17時 



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 

東京　8月18日(土) 10時～17時 

大阪　8月25日(土) 10時～17時 

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 

東京　8月19日(日) 10時～17時 

大阪　8月26日(日) 10時～17時 

第７回　お金のブロック解除・お金と仲良くなる心理学 

東京9月9日(日) 10時～17時 

大阪9月16日(日) 10時～17時 

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 
東京　10月21日(日) 10時～17時 

大阪　10月28日(日) 10時～17時 

第９回　振り返りとまとめ・最終フォローアップセミナー 

東京　11月18日(日) 10時～17時 

大阪　11月25日(日) 10時～17時



ゼロからお金を生み出す体験をして 
人生を自分の力で変えてください  

  



プレミアム先行案内価格 
★限定10名様→先着５名様のみ★ 

銀行一括払い（税込）：￥598,000→￥498,000 
クレジット分割払い（税込）：￥69,800×8回 

定員は一括の方優先。 
お支払い方法・回数などご相談に乗ります

“本日お申し込みプレゼント！” 
戸島圭吾の個人セッション60分１回 
含むサポートを１ヶ月延長（45000円） 
分割より一括の方が６万円ほどお得。 

あなたが売り上げを上げられるまで徹底的にサポートします。



あなたには２つの道があります。 

・独学でこのまま頑張り続けること 

・僕や仲間と一緒にありのままのあなたに 
１００点満点を出し、好きなことで仕事をし
ていく道 



最後に。。。 



自信がなくて、何をしていいかもわからなかった 
時代から今にいたって、改めて思うこと 
・そのまんまの自分に１００点をつけてあげること 
・頑張らないこと 
・好きなことを仕事にしていきていくこと 
こんなことが僕にとっては楽しく幸せに生きる基礎となっています。 

僕は誰でもいいからこのプログラムに参加して欲しいとは思っていませ
ん。 

僕の思いに共感し、一緒に笑いながら仕事も人生も楽しみたい 
そう思うようでしたら、ご参加ください。





最後までありがとう 
ございました＾＾


