
頑張らない潜在意識 
幸せな人生の歩き方７つの
習慣マスタープログラム 

 

一度実践すれば何度でも”再現可能” 
頑張らない潜在意識を活用し 

 
今の状態をなかなか幸せに感じられない。。。

何をしてもうまくいかない。。。

 



という負の連鎖から脱却して
毎日を幸せを感じながら生きられるようになるための

「環境」「仲間」を用意した
特別なコースを開講します

このコースに参加することであなたは 

✅ 　本当にやりたいことに気づき、行動できるようになります

✅ 　自分の過去を受け入れ、整理できるようになります。

✅ 　他人に左右されず、ありのままのあなたで生きることができるようにな
ります。

✅ 　偽りでなく、本物の自信を手に入れることができます

このコースを終えて終わりではありません。「頑張らんない潜在意識　幸せな人生を歩く
ための７つの習慣プログラム」をマスターすることで、あなた自身の持っている本来のセ
ルフイメージを回復し、本当に自信を手に入れて、この先１０年、２０年、人生最後の時
まで、毎日を楽に、楽しく生きていけるようになるマインドとスキルを体得してもらいま
す。 

     

幸せな人生の歩き方７つの習慣プログラムで 
頑張りすぎ・自分責めから卒業して 

本当に自信を手に入れながら、あなた自身の魅力を最大限に活か
し、あなたのことを大好きな人に囲まれながら 

生きていいく。 

 



そんな仕組みがあるのでしょうか？ 

あります。 

もしあなたが、この「～頑張らない潜在意識～幸せな人生の歩き方７つの習慣プ
ログラム」を身につけ、実行したなら 

✅ 本当の自信がつきます 

✅ 別人を演じることがなくなり、人付き合いのストレスがなくなります

✅ 理想の未来を引き寄せることができます。

✅ あなたが本当にやりたいという使命に出会えます

✅ 実はあなたは幸せに囲まれていたんだということに気づけます

✅ 好きなことを仕事にできるようになります

✅ パートナーとの絆が深まります

..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・・・「頑張らないは潜在意識　幸せな人生の歩き方７つの習慣プログラ
ム」を一度身につてしまえば頑張りすぎから卒業でき、あなたのファンに囲まれ
ながら、プライベートでも仕事でも笑顔で過ごすことができるスキルなのです。

 



私は、今回の
「頑張らないは潜在意識　幸せな人生の歩き方７つの習慣プログラム」」の講師
を務める頑張らない潜在意識の専門家 戸島　圭吾と申します。

私は現在、「頑張らない潜在意識の専門家」として筆文字講師、カウンセラー、
飲食業を通して数多くの

・頑張りすぎて上手くいかない

・やりたいことがわからない。。。

・自分に自信が持てない

などの悩みを抱えたクライアントが自分の殻から一歩踏み出して、本来の魅力を取
りもどすお手伝いをしてきました。

「頑張らないは潜在意識　幸せな人生の歩き方７つの習慣プログラム」開発者

戸島　圭吾 
がんばらない潜在意識の専門家 

飲食店経営、筆文字講師、カウンセラー、個人
起業家専門コンサルタント 

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、常に高
い理想に追いつこうと頑張りすぎた結果、摂食
障害、不安障害などを経験。 

「どうせ自分はうまくいかない」 

「なんで自分だけこんなに苦しいんだろ
う・・・」 

 



とメンタルがどん底の時に、 

「３０点のあなたが１００点満点なんだ」 

という言葉にであい 

「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、以降常に自分自身を肯定できるようになる。 

そして自分に自信を持てるようになった経験、 
筆文字講師として３００人以上の生徒を見ているうちに 

「頑張らずに生きる」 

ことを伝えるためにカウンセラーの資格とる。 

世間にあまりに、頑張りすぎてうまくいかない、頑張りすぎてウツになって
しまう、、、そんな人たちが少しても楽に楽しく暮らせるようになるための
メソッドをまとめた 

「頑張らないは潜在意識　幸せな人生の歩き方７つの習慣プログラム」

の開講を決意 

なぜ、「～頑張らない潜在意識～　
幸せな人生の歩き方７つの習慣プログラム」　
を開講するのか？

 



僕は「そのまんまのあなたで１００点満点」という世界観を手にするまでは、僕
は 

今の自分じゃダメだ。。。 

こんな自分じゃ。。。 

自分のことを責め続けていました。 

恐ろしくセルフイメージが低かったんです 

自分に自信が持てないからサラリーマンになってもまったく成果の出せず、僕が会
社にいた期間、 

僕が取れた契約ゼロ。 

反対に 

僕のミスで発生した損失が数十万円。。。 

何かにチャレンジすることも恐れ、でも、自信もないから仕事にもならないんです。

本当にダメサラリーマンをしていました。 

過去に精神的に辛い時期もあったので、 

「なんでこんなに自分ばかりが辛いんだろう・・・」 

「なんでもっと普通に暮らせないんだろう・・・」 

って本当に苦しかったんです。 

僕自身を原点方式でジャッジしていたので、頑張って、３０点の自分を１００点に
あげようとしていました。 

 



そうしているとなかなか点数って上がらないんですよね。 

１００点になりたい、１００点になりたい、、、って自分を常にだりない状態にし
ているんだから。。。 

そんな時に出会った言葉 

「そのまんまのあなたでいい、そのまんまのあなたで１００点満点」 

「３０点のあなたでいいんだよ。」 

その言葉に出会い、全てが一変したんです。 

「あ、しょぼい自分でいいんだ」 

「頑張らなくてもいいんだ・・・」 

って。 

そこから僕の人生は１８０度好転しました。 

そこから、仕事も脱サラしてお店を開くことができ、筆文字講師として全国を回り、
頑張らない潜在意識×７つの引き寄せ集客術を生み出し、、、 

毎日が本当に楽しくなりました。 

そんな僕の体験をまとめ、人生を幸せに生きるためのメソッドが 

「頑張らない潜在意識　幸せな人生の歩き方７つの習慣プログラム」 
なのです。 

このプログラムを開講する前にも筆文字教室でプログラムの一部をつたえていたの
ですがその生徒さんの変化がすごいんです。 

 



例えば… 
 

  他の講座ではありえないようなとっちさんの自
由な雰囲気の中で、 
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。  

最初は、こんなに自由でいいの？と戸惑うことも
ありましたが、だんだんこれでいいのだと受け入
れ楽しめるようになりました。 

 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、マインドの変化、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。そうこう
しているうちにね、書くことも少しず
つ楽しくなってきたんてす。 
絵もね、才能はないけど｢この絵には、
こんなメッセージがいいな｣とか考え
ながら書いてたら、少しまともになっ
てきた感じです(笑) 
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⁉ 

 



｢ハードルは越えるだけじゃなくて、くぐってもいいんだよ！｣ 
｢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(笑) 

ありがとう❗ 楽しかったよ～✨  

私の様に、枠が取りきれない人にもいいかも～✨  

他にも、、、 

「半年かけてやるので、「そのままの自分でいい」が腑に落ちるようになりまし
た。筆文字も、より楽しめるようになりました。」 

「自分のことが大好きになりました！！！」 

「パニック症が改善しました！」 

こんな変化が生まれてきます。 

驚異的な変化が生まれる「頑張らない潜在意識」をつかい、セルフイメージをあげ
ながら、仕事面でもプライベートでも好きなことを、活き活きとできるようになる 

それが 

 



「～頑張らない潜在意識～
幸せな人生の歩き方７つの習慣プログラム」
となります。

～がんばらない潜在意識～幸せな人生の歩き方
７つの習慣プログラム受講しなかったらどうな

るの？ 
✅ 自分のことをいつまでたっても認められない

✅ 人の顔色ばかりうかがってしまう

✅ 頑張りすぎから卒業できない

✅ 人を信頼できずに自分だけでがんばってしまう

✅ 自分自身に自信が持てない

✅ 周りのことばかり気にしてしまう

✅ 家族にいつも不満をもってイライラがおさまらない

✅ 自分に自信が持てない

✅ 劣等感いっぱいの人生を送ることになる

 



など、、結局いつまでも頑張りすぎて、へとへとになって、いらいらし
て、、、という悪循環からのがれられないのです。

「頑張らない潜在意識～幸せな人生の歩き方７つの習慣プログ
ラム」成功の「超簡単3ステップ」 

があなたに頑張らずに、自然体で生きていきながら、 

自由で豊かな人生をもたらしてくれすのです。 
「頑張らない潜在意識～幸せな人生の歩き方７つの習慣プログラム」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つのステップを踏むだけで、生まれもったあなたらしさを取り戻すことができる
のです。

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:あなたの自身のセルフイメージに気づく。 
あなたがうまくいかない原因はあなたがあなた自身をどうみて
いるか？が大きく関わってます。 
まずそこに気づくことが幸せになる第１歩です。　　 

STEP2: 世界観ブログを書く 

・50記事書くことで自己開示ができ過去の自分の辛い体験も宝
物だったんだと気付けるようになる 

STEP3:７つの習慣を通して頑張らない潜在意識をマスターす
る 
・７つの習慣を実践することで、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、本当の自信をとりもどし、その
まんまのあなたで１００点満点ということを体感していきます。

このシンプルな3つのステップに従っているだけです。 

人間は「見ない、信じない、行動しない」という3つの壁を持っています。 

しかし、「～がんばらない潜在意識～幸せな人生の歩き方７つの習慣プログラム」
はこの壁を突破させることが簡単にできます。 

なぜなら誰でも簡単にできる小さなステップまで細分化したワークを一つ一つク
リアしていくこと、そして、筆文字や表現することを通してあなた自身の感情や思
い込みを処理していくので、楽しみながら、自然と「頑張らないこと、そのままの
あなたで、何も付け足さなくても愛されるし、素晴らしいんだ」ということに気
づいていける戸島独自の手法だからです。 

 



不安障害・メンタルがどん底・ダメサラリー
マンだった僕が今では自分自身に１００点満
点を出せるようになり、好きなことを仕事に
しながら毎日が楽しく過ごすことができるよ

うになった方法を伝授します 

この「～がんばらない潜在意識～幸せな人生の歩き方７つの習慣プログラム」を
伝えられる人は、日本でも僕だけです。なぜなら、自己肯定感が低く、心を病み、
ダメサラリーマンから、そこから本来の自分を取り戻し、飲食店、筆文字・セミナー
講師、カウンセラー、コンサルタントと頑張らずに心に浮かんできた夢を実現でき
ている人は僕を除いて他にはいないからです。 

具体的な夢の叶え方はまでは指導しません。 

そんなことよりも大切なこと、毎日、あなたも家族も周りの人も笑顔で幸せにい
きられるようになる方法 

頑張ってしまっていたからこそうまくいかなかった現実を変えるをお伝えしていき
ます。 

今、あなたの目の前にある問題はあなたが変わることで解決できます。 

反対に、他人はコントロールできません。あなたが変わらない限りあなたに起こ
る問題は解決しないのです。 

知識だけ学んでも変われない理由 

 



「～がんばらない潜在意識～幸せな人生の歩き方７つの習慣プログラム」は知識
だけけを学ぶ場所ではありません。 

残念ながらそれだけではあなたは変わることができないのです。 

あなたが頑張りすぎから卒業して、今のあなた自身に１００点満点をつけてあげら
れるようになるためには、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  

です。 

知識だけ学んで買われるのであれば、講座に来なくても本を読めばいいんです。 

でも、本を読んだだけでは変われない。 
なぜなら、取り入れた知識をもとに、 

行動する 

ということが本当に大事だから。 

いくらワークをしてその場で変わった気になっても、それは一瞬です。 
ワークをして経験したことをもとに、毎日実践して行く。 

それによって、顕在意識だけでなく、潜在意識が変わっていくのです。 

2.安心安全な場所に身を置くこと 

あなたが変わるために必要なこと。 

それはあなた自身をさらけ出せる場所があること。 

 



頑張らないことの一番大切なことは、偽りのない、あなた自身を許し受け入れる
ことです。 

そのためにはあなた自身をさらけ出す必要があります。 

「～がんばらない潜在意識～幸せな人生の歩き方７つの習慣プログラム」では、
あなたがあなた自身を安心してさらけせる場所を提供します。 

それによって、あなたは安心してあなた自身を受け入れることができるようになる
んです。 

「人はどんな環境にいるか？」 

で考え方や、性格までかわってきます。 

あなたが今までうまくいかなかったのは、周りに頑張ることを強要する人、 
そもそも、頑張ることがいいことで、頑張らなければうまくいかない・・・と思
い込んでいる人に囲まれていたからです。 

この講座では、安心安全な場所をつくりながらあなたが安心して、本来のあなたを
出すことを許し、受け入れてくれる。 

そんな仲間とのつながりを作っていきます。 

⒊「頑張らない」という意識に常に触れていること 

そして、潜在意識を変えるのに必要なことが 

【常にそのことに触れていること】 

です。 

 



どういうことかというと、あなたの思考はあなたの環境によって作られます。 

頑張っている人の中にいたら頑張らないと。。。という思考に支配されるんです。 

反対に、頑張らなくてもいい。 

頑張らない方がうまく行くんだ。 

こんなのあり？？？ 

そんななかにいると、自然とあなたの思考も【頑張らない思考】に変わって行くん
です。 

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。 

そのおかげで、今までの生徒さんも 

過去に否定されたトラウマを乗り越えて人前で歌を歌えたり、 

自分なんて・・・という生徒さんが人気筆文字講師になったり、 

今まで飲み会に行けなかったんです、、、という生徒さんが毎回飲み会にこれるよ
うになったり 

しています。 

つまり、全員で変わっていく。 

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、あなたが 

「本当にかわれるんだろうか？」 

 



と思っていても大丈夫、自然と、無意識に変わっていける環境を用意します。 

3つの重要ポイントをクリアし 
頑張らなくても自然と潜在意識を書き換えて 

全ての苦しみから解放される 
『～頑張らない潜在意識～幸せな人生の歩き方
７つの習慣マスタープログラム第０期』を開催

することになりました。 

。 

今回のこの「～がんばらない潜在意識～幸せな人生の歩き方７つの習慣プログラ
ム」は、単なる知識を教える講座ではなく、講座の期間中(６ヶ月間)に様々なワー
クを通してあんた自身を発見して、受け入れて、ありのままのあなたに１００点満
点をつけられるようになる講座です。 

参加する仲間たちと 
「お互いを認め合いながら、 

それぞれの過去や 
コンプレックスを受け入れ 

自分自身の魅力に気づいていく」 
 



という実践を重視したコースになります。 

あなたがこの講座に参加することで、お互いを認めあい、そして本来の自分自身の魅力に
気づい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「～がんばらない潜在意識～幸せな人生の歩き方７つの習
慣プログラム」実際のカリキュラムをこれからお伝えします。 

「～がんばらない潜在意識～幸せな人生
の歩き方７つの習慣プログラム」 

じゃ、そもそも７つの習慣って何？ 

と言うと、以下になります。 

1.今、幸せになる 
  
2.適当になる（完璧主義をやめる） 
  
⒊嫌なことをやめる 
  
４人に甘える（頼る・任せる） 
  
５意味を求めない 

６自分を褒める 

 



７チャレンジする 

この習慣をマスターするために必要なステップを一つ一つクリアして行
くことであなたは頑張らない潜在意識をマスターできるんです。 

⒈　あなたの現在地（セルフイメージ）を知る 

セルフイメージとは自分自身をどう思っているか？ 

自分自身のことを素晴らしい人間だと思っているのか 

自分をダメな人言だと思っているのか？ 

自分は愛されていると思っているのか。 

自分は嫌われていると思っているのか？ 

これを知ることがあなたが人生を楽しく生きて行くために必要になります。 

なぜなら、あなたの未来はあなたが思っている通りの未来になるからです。 

あなたのセルフイメージは子供のことろに親や学校の先生、友達から 

「あなたはとてもできる人」 

と言われれば、あなたは 

「自分はできる人」 

と信じますし。 

「あなたは何もできないね！」 

 



と言われて育てば、 

「自分はできない人間だ」 

信じます。 

そして、一度、「自分はこう言う人間なんだ」という考えがセルフイメージとして
自分の中に定着すると、人はそれを真実だと思ってその真実に従って行動するよう
になります。 

人は、それを無意識にこうどうしているので、自分のセルフイメージに気づきませ
ん 

最初のステップでそのセルフイメージに気づき変えて行くことをしていきます。 

⒉　過去の感情を浄化する 

私たちは成長する過程で、たくさんの経験をします。 

そのなかで、 

辛かったこと 

悲しかったこと 

などの感情を消化しきれないまま育ってしまうと、それが足かせになってあなたが
幸せになることの障害になるのです。 

このステップではあなたの未処理の感情に気づいて、それを消化することによって、
あなたの中の心のオモリが取り除かれ、笑顔で毎日を暮らせるようになるのです。 

 



⒊　ダメな自分を受け入れる 

「ありのままの自分でいられない。」と言うことは、ダメな自分を受け入られない
ということ。 

自分はダメなやつだからもっと頑張らないと。。。 

もっと、何かを身につけないと。。。。 

もっと、もっと、、、と自分を守るために頑張る。その原因になるのが自分の中
にある欠乏感や劣等感。そして、常に自分にダメ出しをしてしまうことで頑張り続
ける人生になるのです。 

このステップではあなたのコンプレックスや人に言えないことを安心できる場で
告白していきながらあなた自身が短所だと思っているところに目をむけ、受け入れ
ていくということをしていきます。 

⒋  自分自身を許し、受け入れ、好きになる 

頑張らない潜在意識とは自分自身を許し、受け入れていく工程に他ならないので
すが、このステップでは改めて、あなた自身の魅力に気づいていきます。 

また、あなたのセルフイメージに大きく関係している親子の関係を癒し、ゆるす頃
により、あなた自身の心の壁をなくしていきます。 

そして、 

あなたはすでに愛されていたんだ 

頑張らなくても十分なんだ 

何も付け加えなくていいんだ 

 



と言うことを腑に落としていきます。 

⒌　使命・やりたいことを見つけるてチャレンジする 

ステップ５ではあなたが本当にやりたいこと、使命を見つけて、そこに一歩踏み
出して行く。 

あなたの理想の未来を描きながら、夢を目標に変えて現実にして生きます。 
今まではやりたくても怖くてできなかったこと自信がなくてできなかったことに
チャレンジする工程であなたは本当の自信に気づいていくのです。 
そして、たいせつなことは「小さな成功を重ねていくこと」 
小さな成功を重ねていくことで、成功する感覚が身につき、いつの間にか成功体質
に変わっていくのです。 

『～がんばらない潜在意識～幸せな人生の歩
き方７つの習慣プログラム０期生』では10個
の実践的カリキュラム&サポートで頑張らない

潜在意識をマスターすること、 
これからずっと笑顔で充実した人生を送れる

ためのサポートをしていきます。 

この『頑張らない潜在意識～幸せな人生の歩き方７つの習慣プログラム』の具体
的な内容は・・・ 

 



1、全７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
「～がんばらない潜在意識～幸せな人生の歩き方７つの習慣プログラム」」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。 

本コースの期間は2018年９月から2019年２月までの６ヶ月間を予定しています。 

今回の『～がんばらない潜在意識～幸せな人生の歩き方７つの習慣プログラム』
は、ただ単に知識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「がんばらない潜在意識」を講座期間中に実践・体感、マスターし
ていただくからです。 

こちらの全６回の内容は、長くなるので、後ほど詳細に話をします。 

2、個人セッション３回 

・期間中３回の個人セッションを実施。 

講座では解消できない悩み、個人的に解消したい過去のこと、との都度悩んだり、
立ち止まったりすることがあると思います。 

これは、カウンセリングでも、そのた悩み相談でもなんでも受け付けています 

その悩みを解消して、スムースに講座に入っていけるようにサポートをしていきま
す。 

 



3、期間中３回のグループセッション 

サポートの期間の間、合計３回のグループコンサルを実施します。

 なぜ、グループコンサルなのか?と思っているかもしれません。 グループ
にする利点は2つあります。

 
まず、1つ目。 他の人の悩みを聞いていると、自分にも当てはまることが
あり、気づいたり、解決で きることがたくさんあります。 自分ではまだ
気づいていなかったことに、気づくことができたりします。 これは個人
セッションでは決して、得られないものです。 

2つ目 
悩んでいるのは、自分だけではないと思えること。 悩んでいる時は、孤
独、誰もわかってくれないと、孤独になりがちです。 でも、安心、安全
な場のグループセッション場で、ありのままの自分を話しをする中 で、
悩んでいたり、困っていることをこの場所なら大丈夫なんだと思えるこ
とで、孤 独感からラクにり、殻にこもりがちが自分から一歩抜けること
ができます。 

4、メールによる無制限の個別相談 

 



セミナーでは思いつかなかった質問やその時々で生まれる質問に無制限でおこた
えします。 

あなたが「頑張らない潜在意識～７つの習慣プログラム」を実践していく中で出て
くる質問や疑問には音声やビデオも含めてお答えして生きます。 

他の方の質問をみるだけで、あなた自身の疑問や不安が解消したり、また、ちがっ
た視点で物事を見ル事ができますので、非常に価値の高いビデオになります。 

また、質問をすることで、講座中に僕が伝えきれなかった内容までお伝えすること
ができます。 

ぜひ、あなたが幸せに、笑顔に生きていくためにこの機会を存分に使っていただ
きたいと思っています。 

5、秘密のFacebookグループ招待 

・他のメンバーとの情報交換 
・お互いに許し・認め合える環境 
・安心してありのままの自分を出せる 

メンバー同士てお互いに認め・応援できるようなプラットフォームにしようとおもっ
ています。 

悩みを共有できし、共感していくことでそれぞれの問題や不安を解消していく姿を
見ることができます。 

また。セミナーよりも何よりも、このグループでのやり取りが大切になってくるん
です。 

グループでの他のメンバーとの繋がりがあるからこそ、あなたは本当の自信を手に
入れ、ありのままのあなたでいられるようになるのです。 

 



もう一度おさらいします 

1)全７回のリアルセミナー 
2)個人セッション３回 
3)グループセッション３回 
4)メールでの無制限の質問・ビデオ・音声での回答 
5)秘密のFaceBookグループページへのご招待 

以上、をご用意させていただきました。 

この講座の全７回の詳細をお届けします。 

第１回「頑張らない潜在意識マスタープログラム～全体マッ
プ」と筆文字講座 

・頑張らないとは？ 
・人生がうまくいく法則 
・頑張らないために必要な習慣 
・世界観ブログ講座 

第２回　現在地を知る（セルフイメージを見つめる） 

・あなたの持っているセルフイメージ 
・あなたを縛っている心の鎖を断ち切る 

 



第３回　未処理の感情を感じ切る 

・あなたの中の消化しきれていない感情の解放 
・両親への感情の処理 
・親への質問状ワーク 

第４回「劣等感の克服」 

・ダメな自分を受け入れる 
・コンプレックスの解放 
・ビリーフチェンジ 

第５回　使命・人生の意味を見つける 

・死から現在を見つめる 
・あなたが生きてきた価値を発見する 

第６回「自分を許し・好きになる」 

・自分神様ワークによって自分と仲良くなる 
・内観ワーク 
・人生のタイムライン 

第７回「卒業式・発表会」 

課題の発表・卒業パーティー 

 



この講座の魅力 
この６ヶ月講座ではしっかりと順を追ってこの世でたった一人の自分の人生を輝か
せる為のノウハウを習得して頂きます。 

自分の人生の舵取りを自分で出来る力は一生物です。 

僕が心を病んで、そこから立ち直った経験。 

脱サラして、飲食店、筆文字講師、コンサルタント、カウンセラーとして活動して
きた経験 

２０年、約４００万円をかけて経験してきたことを余すことなくお伝えする講座で
す。 

「頑張らない」ということを実践しながら、自分のことを許し・受け入れ、あり
のままのあなたで、本当の自信を手に入れながら歩いていけるためのノウハウを習
得していただきます。 

１０代～２０代の時に自殺を考えるほど、自身もなく、自分自身をせめて、苦しん
だ僕だからこそ、お役に立てる講座だと思っています。 

僕が10年以上かけて培ったノウハウが「幸せな人生の歩き方７つの習慣プロ
グラム」に詰まっています。 

６ヶ月かけて順を追って本当の自信の作り方をマスターして頂きます。 

 



人生一度きりです。本当に魂がやりたい事にチャレンジして豊かな人生にし
て頂きたいと心から思っています。 

このまま満たされない人生で良いの？変わりたい！！ステージアップした自
分を見て見たい。 

そんなあなたの参加をお待ちしています。 

変化が起こる人と起きない人には違い
があります 

本当に変わりたいと思い行動する人。 

変わりたいと言いながらも、心の底で変わらないことを望んでいる人。 

自分自身を向き合うことは勇気のいることです。 

苦しいことや辛かったこととも向き合わないといけないこともあります、 

でも、そこと向き合い、行動して、解消していくことであなたはあなた自身を受け
入れられるようになり、本当の自信を手に入れることができるようになるのです。 

一度、想像して見てください。 

ありのままのあなたで、好きなことをしながら、幸せに笑顔で暮らしている姿を。 

もしかしたら、想像するだけでもざわざわ、もやもやすることがあるかもれませ
ん。でも、そのざわざわが大事なんです。 

 



僕自身も今まで数々のチャレンジをして、不安を乗り越えて、今の僕自身を受け入
れて、愛せるようになりました。 

ざわざわするということは今の自分自身から変化しようとしてるということ。 
その先には今まで体験したことのない世界、今のあなたのセルフイメージからは想
像できない世界が広がるはずです。 

そこに、あなたが本当に幸せに生きる道があります。 

一度きりの人生。 

「生まれてきてよかったな～』「たのしかったな～」「幸せだったな～』そんな
風に思えるようなるための講座が今回の講座なのです。 

あなたがどういう選択をするかは自由です。  

参加して欲しい人 

【本気で自分の人生を変えたいと思っている方。】 

なんども言いますが、あなたを幸せにすることができるのはあなたしかいないの
です。 

僕はそのお手伝いはできますが、あなたが変化することを恐れ、今いるところに
とどまっている限り、あなたの人生はかわりません。 

あなたは今のあなたで素晴らしい。 

あなたが愛されている存在なんだ。 

そのことに気づくだけであなたの人生は好転していきます。 

 



自分と向き合う勇気を持ってください。 

ーサーとしてこの講座に参加してください。 

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ないです。 

自分のやっぱり楽しめる最高の仲間、人々を一緒に応援して、一緒に成長して生き
ていける。 

そんな仲間が集まれば良いと思っているからです。 

他人任せで他人や環境のせいにばかりして問題解決から目を背ける人  

私は、自分の現状に関係なく自分の殻を破って向上し成長したいと思う人を
応援すると決めています。 だから、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。  

実践しない人。 

楽な道を選びたい方は思考習慣が変わりません。この「頑張らない潜在意識～
幸せな人生の歩き方７つの習慣プログラム」は毎月課題が出されます。毎日
自分の中でコツコツやっていくことで、セルフイメージが変わり行動が変わ
り人生を輝かせる事ができるのです。  

だから、楽をしたいとか自分だけの考えを持ってる人は絶対この講座に合わ
ないです。  

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。 

仲間を応援できない人 

 



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。自分さえ良ければ良い。この考え方では愛も豊かさも循環しません。仲
間を大切にでき、しかも応援することができる人だけにノウハウをお渡ししたい
と思っています。 

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7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7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。 

これだけ丁寧に、あなたのメンタルをケアする講座はほぼ他には見当たりません。

自分の中の限界、頑張ってきたのにうまくいかない。。。 

本当にやりたいことがわからない。。。今までそれをどうしていいかわからなかっ
た。その悩みから解放される、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、 
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。 

 



なので、本気でやっていく、自分の人生を変え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～幸せな人生の歩き方
７つの習慣プログラム第０期』 
の期間・講座参加費について 

募集条件 　　　　　　　　　戸島圭吾が主催する 
                                          「～頑張らない潜在意識～幸せな人生の歩き方７　　
　　　　　　　　　　　　　　　つの習慣プログラム第０期」 

"実践"コースの期間　　　　　　　2018年10月~2019年３月 
　　　　　　　　　　　　　　　まで、６ヶ月間のサポート 
 　　　　 

講座参加費 　　　　　　　　　　348,000円（税込）  

今回、この『～頑張らない潜在意識～幸せな人生の歩き方７　　　　　　　　　　　　　　　　　
つの習慣プログラム第０期』の参加費ですが、348,000円（税込）です。 

私と参加者全員は、この「～頑張らない潜在意識～幸せな人生の歩き方７　　　　　　　　　　　　　　　　　
つの習慣プログラム』で人生を変えていく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
一緒に人生を輝かせ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～幸せな人生の歩き方７つの習慣プログラム』を 
一緒に盛り上げたり、苦楽を共にしていけたらと思っています。 

そこで、今回は、実践セミナーにご参加してくださった方【先着５名さま】のみ 

特別価格 248,000 円(税込) 

この価格にてご参加いただける様にいたしました。 

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。 

まとめますと、 

募集人数1０名 

【先着５名様】に限り 
特別価格 248,000 円(税込) 
1.カード一括払い248,000円（税込） 
2.銀行振込一括払い248,000円（税込） 
3.カード分割払い44,800円×6回 

お申し込みはこちら 
↓　↓　↓ 

■７つの習慣プログラムを受講する 

 



是非、講座に参加頂き、ステージを上げていきましょう、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。 

がんばらない潜在意識の専門家　 
戸島　圭吾 

 


