
 
⼭本コメント：全体を通して感じた 3 つの重要ポイント 
1：「再現性」というメインコンセプトを証明し続けるような構成になっている 
 ダメダメだった私 → 活躍できる、幸せ感  
 うまくいってなかったお客様 → ⾯⽩いほどうまくいくようになった 
2：流⾏に乗った時事ネタを中⼼に話題が提供されていて興味をひく 
3：9 本の前振りの中ですごいスキルの実績が証明され続けているのに 
  なかなか販売が開始されずに価値＞価格の構図を作ることに成功している。 

 
⑴	必読！コンサル/セッションを受け続けてもうまくいかない⼈の決定打はこ

れ！ 
 

((friendly_name)) 

  

中村理恵です。 

  

  

連日読者さんからね、 

メルマガに対して 

お返事をいただいたり、 

変化があったよ～！って 

ご連絡いただいたり、 

本当に嬉しいです（＾＾） 

  

  

ありがとうございます！ 

  

  

みんなこのメルマガだけでも 

現実が動き始めている人がいて 

私も嬉しい限りです。 

コメントの追加	[山本真也1]:	業界あるある：コンサ

ル、セッションする側も受ける側も知りたい情報だか

ら興味を持って読まれる 

 



  

  

もっと((friendly_name))さんのお役に立てるように 

私も有益な情報を 

どんどん惜しみなく後悔していきますね！ 

  

  

お楽しみに（＾＾） 

  

  

さて、今日のテーマですが、 

連日いろんな人と話したり、 

身近な起業仲間と話していて 

思うことがあるのですが、 

  

  

起業しててもうまくいっている人 

いっていない人がいると思うのですが、 

この２つのタイプに決定的な 

違いがあると感じたのです。 

  

  

という話になりました。 

  

  

うまくいく人というのは、 

自分のことをよく知っている。 

または、知ろうと努力する。 

  

  



そしてうまく情報を利用したり 

コンサルやセッションを受けて、 

実践する行動力を持っている。 

  

  

そしてそういう人に限って 

起業塾とか、他の塾のはしごを 

していないということ。 

  

  

ちゃんと行動しきる、んですよね。 

これ、ポイントです。 

  

  

反対に、うまくいかない人の 

パターンというのは、 

教わったことをそのままやらない、 

何かしらできなかった言い訳をつけて 

反省だけをする。 

（これでは何も生まれない。） 

  

  

理恵さんはうまくいっただろうけど 

私は理恵さんみたいにできないから 

  

  

と、例えば言われたとして。 

  

  

私を特別だって思っているうちは 



無意識に境界線を作り、 

私には無理だけど、 

あの人は特別だから 

  

  

という理由で、 

そんな特別な人がやっている 

行動やノウハウやスキルや・・・ 

  

を、私が実践できるわけないじゃん！ 

  

  

って思っているうちは・・・ 

思った通りの現実って 

叶うことってないのです。 

  

  

叶う時というのは 

願っただけとか、 

言葉を変えただけとか、 

そんな簡単なものではない。 

  

  

何かしら皆さん行動しているのです。 

  

  

私だけじゃなくてね、 

他の起業塾やコンサルさんや、 

セッションを提供している人で 

少なくともうまくいっている人は 



教わった方からの教えを 

こなしてきた人だと思うのです。 

  

  

私のテーマは再現性。 

私だけがやってうまくいった事でなく、 

私がやってきたことを 

誰もができるようにわかりやすく 

物事を提供しています。 

  

  

もうまもなく私もすごいスキルの 

3 期の募集を開始しようと思っています。 

  

  

ありがたいことに 1期、2期と 

満席で開講してきて、 

その結果を見た人たちから 

お問い合わせをいただく機会も 

増えてまいりました。 

  

  

私がよくね、メルマガで 

潜在意識のこととか、 

量子のこととか、 

思考の整理の仕方とかを 

お伝えしているので、 

  

  

なんだか一見簡単に見えてしまうようなのですが（笑） 

コメントの追加	[山本真也2]:	メインコンセプトにな

っている。 

他のコンサル、セッション系の⼈を「共通の敵」にし

て、仲間意識を作っている 

 

コメントの追加	[山本真也3]:	前振り 1 回⽬ 



  

  

すごいスキルのメンバーたちは 

「理恵さん、こんなに細かく戦略立てて 

やっているのですね？？？」 

  

という時もあります。笑 

  

  

マインドの部分だって、 

「こういう論理的な考え方を 

するのですね！？ 

  

これならとってもわかりやすいし 

すぐに行動まで落とし込める！」 

  

  

といっていただけます。 

  

  

私は頭がいいわけでもないし、 

理系が苦手な、ぶっちゃけ 

化学のテストで０点取ったことだって 

あるくらいなんです。 

（本当に恥ずかしいし、 

よく進級できたな・・・という感じです） 

  

  

そんな０点女子が。笑 

  

コメントの追加	[山本真也4]:	ダメエピソード 

 



今となっては物理や科学の世界を 

現実にわかりやすく 

落とし込んで、誰もが実践可能な 

やり方を教えている。 

  

  

信じられますか？？？ 

  

  

私の学生時代の専攻って 

英語教授法と言語学ですよ？笑 

  

  

超文系女子です。 

  

  

そんな感じで科学的な知識も入れて 

再現可能にしてあるからこそ、 

  

  

「理恵さんの講座で習ったこと 

やったら、すぐに満席になった」 

  

  

「あの講座の日から現実が 

動き始めて怖いです。笑」 

  

  

などなど、たくさんの嬉しい 

お声をいただいてきました。 



  

  

1 期のメンバーは出した宿題に対して 

みんなが助け合いながら 

進めてきてくれています。 

  

  

講座の日にみんなで残ってやろう！ 

って、遅くまでカフェで 

宿題を確認しあったり 

していたこともあるんですって。 

  

  

名古屋ではズームとかを使って 

お互い助け合ったりしているみたい。 

そうそう、朝活もしたって！ 

  

  

なぜみんながこんなに積極的に 

行動してくれているのか？ 

って考えたのですが、 

  

  

もちろん私自身も実現してきてるけど 

行動しやすいところまで 

持っていっているというのもあるけど、 

最終的には決断する、そしてそれを 

一回やりきる、ということが 

大事だって思っているから。 

  



  

私は講座中も、セッション中も、 

時には厳しいことも言います。 

  

  

それ、私決められないよ？ 

●●さんの中にあるから、 

●●さんが決めないと。 

  

  

決めるためのお手伝いは 

もちろん全力でするよ。 

  

  

みたいな感じで。 

  

  

私は変わるための、 

うまくいくためのお手伝いします。 

  

  

そのために講座の構成もしているし 

このメルマガも書いています。 

  

  

途中で講座の構成を変えたり 

するのも、みんなに合っている 

形で受けてほしいから。 

  

  



準備していても常に変えていきます。 

  

  

もしね、今((friendly_name))さんが 

理恵さんはいいな・・・ 

あの人はいいな・・・ 

  

  

って思っているのなら、 

行動がちょっと足りないかもしれませんね。 

  

  

具体的に何に止まっているのか、 

何を本当はやらなきゃなのか、 

細分化できていないだけかもだし、 

そもそも何から始めたら？ 

という部分がわかっていないだけかも。 

  

  

最終的には行動です。 

シンプルにこれだけ。 

  

  

そこにいくまでの過程も 

色々ありますが、最終的には行動です。 

  

  

私はもっともっとうまくいく人が 

増えてほしいって思っています。 

  

コメントの追加	[山本真也5]:	指摘で「私そうか

も、、、」みたいな気づきを起こす 



  

起業という狭い世界だけじゃなくて、 

人生という大きな単位でも。 

  

  

  

実際に１回しかご縁がなかった人とかも 

私がお伝えしたことを実践してくれて 

お申し込みが増えたり、 

月商が４倍の 160 万くらいになったりとか 

普通にしていますから（＾＾） 

  

  

その方達はみんな行動してくれました。 

  

  

色々やらなくていいんです。 

やることを整理して、 

自分の思いも整理して、 

実践していくだけです。 

  

  

私のところを受講してくれる人は 

もう全員見放さない！ 

  

  

そんな思いでやっています。 

  

  

今日はなんだか長くなってしまいましたが、 



ぜひこのメールにもアウトプット 

してみてくださいね！ 

  

  

  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

今具体的に動けて今ますか？？ 

  

  

もし動けていないとしたら 

その理由はどこにありそうですか？ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

１００％お返事させていただきますね（＾＾） 

  

  

  

  

それでは、また！ 

 
 
⑵	キー局ディレクターに聞いた起業⼥⼦界隈と世間の事情 
 
((friendly_name)) 

  

中村理恵です。 

  

  

  

昨日のメールにはたくさんの 

反応をいただき・・・！ 

メッセンジャーなどでも 

コメントの追加	[山本真也6]:	みんな気になるネタ＆

⼤物と繋がっていることのインパクト 

 



直接ご連絡いただいたり、 

本当にありがとうございます！ 

  

  

昨日は少しきつめなことも 

書いてしまったかもしれません。 

  

  

結局行動かよ！ 

  

  

とか、思った方もいたかもしれません。笑 

  

  

もちろん、行動に落とし込むまでに 

整理しておいたほうがいいことがあったり 

整えておいたほうがいいマインド、 

考え方、捉え方、自己認識力などなど・・・ 

あ、関係性も。 

  

  

あるのですがね。 

  

  

最終はそれを行動に落とせるか。 

それだけです。 

  

  

もちろん、私が提供するのは 

やれ！やるだけだ！頑張れ！ 



  

  

なんていう修造並な熱さだけでなく（笑） 

具体的な行動暗やノウハウも一緒に 

お伝えしています。 

  

  

一つ一つ整理していますから、 

ご安心くださいね！ 

  

  

私がお伝えするときに気をつけている 

ポイントは、ステップ化です。 

全体像を伝えた上で 

行動しやすいようにステップ化します。 

  

  

だから動きやすくなる。 

  

  

これ、大事ですね（＾＾） 

  

  

  

さてさて、この間ですね、 

お久しぶりなびっくりな方から 

ご連絡をいただきまして。 

  

  

私が某大手英会話学校に 



勤めていた時の担当生徒さんで 

現●テレディレクターの 

K さんから FB 経由で 

ご連絡いただきました。 

  

  

超！お久しぶりだったのですが 

メディア出演とかの依頼でなく（笑） 

普通に、 

  

  

「結婚したのか？え？俺遅い？ 

てか、お前も起業しているのか～ 

流行りの起業女子って感じ？」 

  

  

当時の未熟だった時代を 

全て知っている●テレディレクターの 

K さんと懐かしい話で 

盛り上がりました。 

  

  

  

K さんもさすがメディア関係者で 

最前線の情報を得ているおじさまです。 

（当時企画も色々手伝って 

いただきました・・・ 

ほんといい人・・・） 

  

  



起業界隈のこともよくご存知でした。 

  

  

メディアが動き始めてからの 

事情も、色々教えていただきました。 

  

  

「お前が起業とはね～」 

  

  

とびっくりされましたが 

いつものように応援してくれました。 

  

  

何に一番びっくりしていたかって、 

私の変わりようにびっくりしてました。笑 

  

  

  

当時の私と言ったら、 

ちょうどマネージャーに 

就任する一歩手前で 

超！粋がっていた時です。笑 

  

  

強気で、生意気で、 

年上の人に対しても 

誰に対しても、 

  

  



私は英語のプロなんだから 

いうこと聞きなさいよ？ 

  

  

なんていう小娘です。笑 

  

  

生意気ですよね？笑 

  

  

年齢も若かったので 

許されていたかもしれません。 

  

ちなみに、鬼時代も 

この時です。笑 

恥ずかしい。笑 

  

  

でですね、Kさんも教えてくれたのですが 

メディアが注目した後は 

結構大変だぞ？ 

お前これからやってけんのか？ 

  

  

なんて言われたわけですが、 

というのは、メディアが注目した後は 

流行りが衰退していく・・・ 

  

  

というのを Kさんはたくさん 



経験してきたわけです。 

  

  

K さんたちは流行りを作る、 

最新の情報を伝えるのが 

お仕事ですので、 

メディアにとってはそれで 

いいのかもしれません。 

  

  

パンケーキとか、 

海外から来たお洋服や 

流行、お店、スイーツ、 

  

全部去って行ってますよね？ 

  

  

しょうがないのです。 

流行りだから。 

  

  

スイーツと起業女性を 

比べるつもりはないですが、 

いずれはそういう時期が来る。 

  

  

そしてまた新たな流行が来る。 

  

  

そんな時にどうするか？ 

コメントの追加	[山本真也7]:	うまく不安を誘ってい

る 



  

  

私は２つかな～と思います。 

  

  

一つは、それでも行動する。 

人生何があるかわからないです。 

  

  

超！普通の会社員だった 

私でさえ、起業できています。 

  

  

そして法人２社から 

この個人事業主に対して 

お仕事のご依頼をいただき、 

結構重要なポジションを 

任せていただいていますから。 

  

  

当時の私は、 

  

彼氏なし 

貯金なし 

夢と希望なし 

  

  

の三重苦でした。 

  

  

コメントの追加	[山本真也8]:	今の良いエピソードと

ダメダメ時代のコントラスト 



何が楽しいって、 

気分転換にお買い物している時か 

お友達と悩みを話している時。 

  

  

悩みを相談しあっている時って 

「あ～私だけじゃないんだ」 

って思える安心感が最高でした。 

  

  

だって、自分だけだったら 

超嫌じゃないですか！笑 

  

  

２つ目は、流行に流されない 

自分軸を手に入れておく。 

  

  

流行りとか、そう言う判断基準じゃなくて 

自分が何ができるのか、 

と言うことで柔軟に対応できる 

自分でいられるようにする。 

  

  

と言う感じでしょうか。 

  

  

  

流行がさったら起業もおしまい！ 

なんて言うのは悲しいですよね。 



  

  

なので、自分が何者なのか、 

何をしたいのか、 

最終ゴールはどこか・・・ 

  

  

と言うことを常に持っておけば、 

何があっても結局強いんですよ。 

  

  

常にゴールからの逆算で 

選択肢を取れるから。 

  

  

  

ぶっちゃけ、起業じゃなくても 

自分が思っていることが 

実現できていたら良いわけですから（＾＾） 

  

  

((friendly_name))さんはどうですか？ 

  

  

また感想も教えてくださいね！ 

 
 
⑶	普通の会社員が SNS 起業して⽉商７桁を超えるまでのストーリー公開！ 
 
((friendly_name)) 

  

コメントの追加	[山本真也9]:	みんなが⼤好きストー

リー（笑） 

7 桁超えたいと思っている⼈はかじりつくように読む

と思われる 

読み終わる頃には神話の法則の鉄板で私もできるか

も！となる 



中村理恵です。 

  

  

今回募集している個別セッション。 

相変わらずのすごい人気で・・・！ 

（自分で言ってしまうくらいびっくり。笑） 

  

  

ほんと毎日お申込みいただいた 

方々と、楽しくセッション/コンサル 

させていただいています。 

  

  

お申し込みいただく方は、 

本当にいろんな方々です。 

  

  

もちろん起業されてらっしゃる方も 

たくさんいますし、これから 

起業したい方、 

そして起業は別に興味ないけど 

これからの人生設計について 

相談したい方々・・・ 

  

  

などなど！ 

  

  

本当に幅広い方々に 

必要とされていて、 



と～っても！嬉しいです（＾＾） 

  

  

さて、そんな中でですね、 

すでに起業されている方から 

質問があったあれについて（笑） 

お答えしたいと思います。 

  

  

はい、私が月商７桁あげるまでの 

秘密についてです。笑 

  

  

  

ここから先はご興味があれば 

ぜひ見てくださいね。 

  

  

  

私が起業をしてみようかな・・・ 

と思ったのが２０１５年の 9月頃。 

  

  

当時は会社員として働いており、 

不動産業で億単位の取引に 

関わっておりました。 

  

  

商業物件を中心に扱っていたので 

取引する金額がとんでもないんです。笑 



  

  

お取引先は、誰もが知る企業ばかり。 

大手飲食チェーンの出店の 

サポートをさせていただいたり、 

オーストラリアからのお化粧品ブランドの 

初の路面店出店のお手伝いも 

させていただいておりました。 

  

  

詳しくはこちらのプロフィールを 

ご覧ください（＾＾） 

https://ameblo.jp/leahbanana/entry-12247401865.html 

  

  

  

やりがいを感じてはいましたが、 

職場の人間関係はう～ん、 

と言う感じだし、法人相手で 

なかなか案件は進まないし、 

人の成長に関わることが好きなくせに 

法人相手という無機質な関係性（笑） 

  

  

なんだかなぁ～と思う毎日でした。 

  

  

  

本当はもっと人の成長に関わりたい、 

もっともっと職場も、周りも、 



社会も、世の中も、この「一つ」の 

考え方さえマスターすれば、 

絶対面白い！ 

  

  

でも会社では伝えられないし・・・ 

というジレンマでした。 

  

  

  

それがひょんなことでこの起業の世界を 

知ることになり、動き始めたのが 

２０１５年 10 月くらい。 

  

  

とある有名女性起業家のセミナーに 

参加したことがきかっけでした。 

  

  

「こんな世界があるんだ！」 

  

  

「こういう風に、自由に働き方を 

選べるんだ！」 

  

  

と鼻息荒く興奮したことを 

本当に鮮明に覚えています。 

  

  



  

《２０１６年１月》 

副業として本格始動！ 

まずは友人たちから 

体験セッションを受けてもらいました。 

  

  

公に募集はしていませんでした。 

なぜかというと、私にも 

できるのかな？とビクビクしていたから。笑 

  

  

なので、身近な友人たちから 

協力してもらいました。 

  

  

４名の方にセッションをして、 

あ、大丈夫だ、できる。 

  

  

と確信を得て、いざ！ 

一般募集開始！！！！！ 

（このころはとある起業塾に 

行っておりました） 

  

  

  

《２０１６年２月》 

  

お申し込み開始するも、 



シーーーーーーーーーーン・・・ 

  

  

ですよ！笑 

（2000 円で募集していました） 

  

  

周りの SNS 起業家が 

どんどん申し込みを 

得ているのにもかかわらず 

私の申し込みフォームだけ 

シーーーーーーン・・・ 

  

  

私、フォームメーラーを 

使ってたのですが、 

故障かな？サーバーエラーかな？ 

と、何回か自分で申し込んでみました。笑 

  

  

ちゃんと届くんですよね。笑 

  

  

ということで申し込みエラーでもなく（笑） 

ただ単に人気者でなかった。笑 

認知もなかった。 

  

  

そりゃお申し込み入るわけないよね。笑 

  



  

  

このままではいけない！と、 

パラレルキャリア交流会 

（のちに一緒に仕事するようになるのですが） 

に参加し、そこで知り合った方に 

体験セッションをさせていただきました。 

  

  

  

ただ、初期あるあるで、 

初回の体験セッションで 

満足させてしまい、 

次につながらず・・・ 

  

  

このころの売り上げは４０００円。 

  

  

ブログ１日１～２記事、 

FB は３～４記事。 

頑張ってたなぁ・・・ 

  

  

  

《転機となった２０１６年３月》 

  

笹木郁乃さんの PR コンサルを 

受け始めました。 

  
コメントの追加	[山本真也10]:	⾃⼰投資してることが

伝わるのは◯ 



  

それ以前に通っていた起業塾では 

本当に何も教えてもらってなく 

実践してはいるものの、全く 

的を得ていない・・・と感じていたので 

思い切って郁乃さんにシフト。 

  

  

もう一回方向性を見直し、 

肩書きも決め、 

コンセプトを決め、 

３ヶ月かかる覚悟でスタート。 

  

  

セミナーもやって見たら？ 

という郁乃さんの言葉で、 

２０１６年４月にセミナー開始。 

  

  

初回でしたがなんとか５名・・・！ 

集客できまして、 

無事スタート。 

  

  

３０００円のセミナーなので、 

この時の月商 15,000 円。 

  

  

セミナーから継続する人は 

なかなか現れず、 

コメントの追加	[山本真也11]:	成果が出てない⼈が共

感する 



悪戦苦闘。 

  

  

ブログ１～２記事、 

FB３～４記事維持。 

  

  

《初めてのお客様あらわる・・・！》 

  

それが２０１６年５月！ 

初めてのお客様でした。 

  

  

モニターを始めていたので、 

15 万くらいかな？で 

初の継続クライアントさんと 

セッションをスタート！ 

  

  

４月のセミナーのレポを見て 

５月にも来てくれる人が 

増えて来ました。 

  

  

  

このころの月商は 16 万程度。 

  

  

《ついに・・・！》 

  



３ヶ月間お願いしていた 

郁乃さんのコンサルも 

いよいよ大詰め。 

  

  

２０１６年６月・・・ 

  

  

セミナーに来ていただいて人が 

継続セッションに申し込みたい！ 

とのことで、初めて 69 万円を達成！ 

  

  

会社員と合わせると、99 万！ 

（惜しい！笑） 

  

  

郁乃さんとすっごく 

喜んだのを覚えています。 

  

  

そこからは可もなく不可もなく、 

売り上げを維持したり 

アップダウンしながら 

なかなか７桁が達成できず・・・ 

  

  

ちょっと７桁にこだわりすぎていたのかもしれません。 

  

  



《２０１６年１０月》 

  

いよいよグループ講座開始！ 

1 期、   ２期同時開講だったので 

１３名もの人が集まってくれて 

無事スタートを迎えました。 

  

  

このころはむやみやたらに 

FB やブログを更新せず、 

１～２記事程度、濃い内容を 

書くように心がけてました。 

  

  

  

《いよいよ・・・！２０１６年１２月》 

  

グループ講座も終わり、 

３期の開講のための募集もあり、 

１期２期の子たちへの 

さらなるステップアップの 

継続コースの申し込みもあり・・・ 

  

  

月商 108 万を達成しました！ 

会社員のお給料を入れると、 

約３００万。インセンティブが 

あったので、結構な額に。笑 

  

  



２０１６年は臨時収入やインセンティブも 

500 万ほどあり、年商は 1000 万を 

超えました！ 

  

  

  

自分のあり方が整っていると 

こんなにも面白いように 

引き寄せるのか？というくらい 

いろんなものを引き寄せました。笑 

  

  

  

引っ越しのクーラー代 50 万円が 

ただになるとか、 

結婚祝いでおばさまから 50 万とか、 

会社辞めたのにインセンティブ 

払ってないから、と 

辞めるときに契約を残してきた分の 

インセンティブが 150 万弱かな？ 

入ってきたりとか。笑 

  

  

ありえないですよね。 

  

  

  

とにかくめちゃくちゃ引き寄せまくり。 

すごい一年の締めくくりでした。 

  



  

《２０１７年幕開け！》 

  

１つ・メソッド３期も開講準備。 

FB やブログも順調！ 

ブログは１０００PV はゆうに 

超えていたと思います。 

  

  

ただ、ホンモノとの両立で 

結構厳しい・・・！ 

  

  

時間も、体力も・・・ 

  

  

このころが一番疲れ果てていました。 

  

  

  

ついつい仕事を頑張ってやる。 

期待されると無理でも引き受ける。 

  

  

  

ということが私の長所でもあり、 

最大の短所でもあります。 

  

  

朝ホンモノへ→諸々業務で 



全く終わらない、先が見えない 

職務で疲れ果てる・・・ 

  

でもブログも１記事、 

FB も１記事・・・ 

  

  

めちゃくちゃ頑張ってました。 

  

  

でも疲れているから 

ミスしてしまう・・・汗 

  

  

７桁達成していても 

全く楽しくない・・・ 

  

  

とにかく疲れ果てていた。笑 

  

  

  

でも、３期のメンバーとの時間は 

私にとっての癒しだったし、 

得意分野の講義なので、 

めちゃくちゃ力入るし、 

かつ！みんながめっちゃ 

変化していくので、それで 

パワーもらっていて、 

も～楽しかった。 



  

  

２０１６年はパワーで駆け抜けた。 

でも、２０１７年になって、 

それが溜まって疲れる・・・ 

  

  

ということを繰り返していましたね。 

  

  

ただそんな中でも 

私を必要としてくれている 

みんなのおかがで 

今があります。 

  

  

３期が終わっても、 

理恵さんのスキルを学びたい！ 

もっともっと学びを深めたい！ 

実践バージョンやりたい！ 

  

  

  

という期待にお応えして 

生まれたのが、 

  

  

すごいスキル 

  

  

コメントの追加	[山本真也12]:	サクセスストーリーの

中で誕⽣秘話があり、いい商品だと思いやすくなる

（語弊がありそうですが、） 



です。 

  

  

すごいスキルでは７桁までの 

道のりとかはあまり話したことは 

なかったのですが、 

  

  

起業に必要なスキル、 

・マインド 

・信頼関係構築 

・web の使い方、認知拡大のための PR 

・ヒアリングスキル 

・問題解決能力 

・クロージング 

  

  

全５回に渡ってお伝えしています。 

  

  

すごいスキルって 

何をしているの？ 

  

っていうお問い合わせもいただくので 

また改めてご紹介させていただきますね！ 

  

  

以上、７桁までの道のりでした！ 

  

  



((friendly_name))さんの参考になれば嬉しいです。 

  

  

また、感じたこと、思ったことなど 

アウトプットしてみてください。 

  

  

アウトプットすることで 

わかっていること、 

わかっていないこと、 

これが知りたい！などが 

明確になりますので（＾＾） 

  

  

お返事は１００％させていただきます！ 

  

  

  

  

それでは、また 

 
 
⑷	他でコーチング受けた⼈からお申し込みが多い理由 
 

((friendly_name)) 

  

中村理恵です。 

  

  

昨日の７桁までの道のり・・・ 

意外とたくさんの方から 

コメントの追加	[山本真也13]:	また共通の敵でコーチ

ングで成果が出なかった⼈を味⽅につけている 



お返事をいただきまして！ 

  

ありがとうございます（＾＾） 

  

  

多かったのは、 

  

  

臨時収入の額やばくないですか？ 

  

  

というお返事。笑 

  

  

  

はい、私もそう思いますよ。 

ありえない額ですよね。笑 

  

  

  

でもね、私の講座を 

受けていただいている方って、 

結構当たり前に臨時収入とか 

得ていますよ。 

  

  

一番すごい方で 200 万。 

  

  

少なくとも何万、何十万という 

コメントの追加	[山本真也14]:	お客様とコミュニケー

ションをとっていることが伝わる、返事があるメルマ

ガなんだと思ってもらえる 

 



単位で臨時収入があります。 

  

  

中には、家計簿をつけなくなって 

通帳になぜかお金が 10 万単位で 

増えたという方もいるし。笑 

  

  

  

それはね、欲しいものが手に入る、 

原理原則をお伝えしているから。 

  

  

  

なんなら、このメルマガでも 

過去の記事では内容を 

すべて公開しています。 

  

  

  

どうやったら引き寄せが 

発動するのか、とかね。 

  

  

臨時収入はおまけの効果 

みたいな感じでしょうか（＾＾） 

  

  

  

さて、今日はタイトルの通りなのですが 



私のところに来る方達、 

お申し込みくださる方って、 

  

  

圧倒的に以前誰かのコーチングを受けた 

もしくはコーチングスクール 

出身者が多い！！！！！ 

  

  

んです！ 

  

  

でね、なぜ？って私も思うので 

みなさんに聞いているのです。 

  

  

なぜ私を選んでくださったのですか？ 

っとね（＾＾） 

  

  

そうすると、みなさんだいたい 

こう答えてくれます。 

  

  

「メルマガで言っている原理原則が 

気になって、再現性の高い方法が 

知りたかったから」 

  

  

「他の方が変化しているのを見て 

コメントの追加	[山本真也15]:	共通の敵 

コメントの追加	[山本真也16]:	再現性はキーワード 



理恵さんならそこまでやってくれるって 

思ったから」 

  

  

  

だいたいこの２つです。 

  

  

うう、ありがたい・・・！涙 

  

  

そして実際に受けていただいた方からは 

  

  

・問題解決を超えた内容・・・！ 

・本当に世界がひっくり返った！ 

・今まで受けていたコーチングは何？？？ 

・面白いほどうまくいくって、こういうこと？ 

・この世界の捉え方が全く変わった！ 

・もう、楽しくて仕方ない！ 

・売り上げも勝手に上がる～！ 

  

  

ということをね（＾＾） 

  

  

今でこそこうやって私が 

皆様のお役に立てておりますが、 

私もこの「原理原則」を理解する前は 

もうなかなかぐるぐるのループを 



抜け出せない、悩みがありまくり、 

仕事も恋愛も、全くうまくいかない 

普通の会社員だったのですよ。 

  

  

  

彼氏はいるけど常に私は１番じゃない、 

全く大事にされない。 

  

  

そのイライラをぶつけるかのように 

当時の会社で暴れまくり（笑） 

「怖いマネージャー」と言われて 

ろくに人間関係も築けない・・・ 

  

  

うまくいかないからまた周りに 

当たって、さらにうまくいかない。笑 

というループの繰り返しでした。 

  

  

全く幸せじゃなかったんです。 

  

  

当時は NO.1 営業マンだったので、 

数字を作ることはできました。 

  

  

だけど、部下に同じように 

伝えてできるように育てるということは 

コメントの追加	[山本真也17]:	ダメダメエピソード 



全くできなかったのです。 

  

  

この時の思いが２つ。 

  

なんで私はうまくいかないのか？ 

  

と、 

  

なんでみんなんは私のように営業ができないのか？ 

  

  

ということでした。 

  

  

営業に関しては、 

  

  

え？なんでできないの？ 

提案してないんじゃないの？ 

  

  

くらいにしか思ってなかったし、 

プライベートに関しては 

常に相手が悪い・・・！ 

という考え方だったので、 

何を改善するべきかも全くわからず 

なんで私ばっかりこんな目に・・・ 

  

  



って嘆くことしかできませんでした。 

  

  

（なんかこれ書いていて私、 

((friendly_name))さんに嫌われないかな？って 

だんだん怖くなってきた。笑） 

  

  

そんな時に出会ったのが 

ある夫婦だったのですが 

（この件に関しては 

以前ブログにも書きました 

こちらから 

https://ameblo.jp/leahbanana/entry-12298716769.html） 

  

  

私をぐるぐるから脱出させてくれた。 

  

  

その夫婦をきかっけに、 

うまくいく原理原則を探していたら 

量子力学、物理学という 

科学的視点を取り入れることでした。 

  

  

  

科学の世界なので、 

再現性があるんです。 

  

  



もちろん、今も核心の部分は 

研究され続けていて 

答えははっきりとこれ！とは 

出ていません。 

  

  

正直仮説の段階です。 

  

  

ただ、仮説の段階であっても 

それでも説得力があったのです。 

  

  

  

この科学的視点を使って 

人々に当てはめて行ったら 

どうなるんだろう？ 

  

  

いや、人々に当てはめる前に 

まずは自分で実験だ！笑 

  

  

ということで、この 

再現性の高い方法を 

自分自身に運用しはじめました。 

  

  

すると、自分が何に囚われていて、 

何に原因があって、 



どうしたら解決するのか。 

  

  

ということがね・・・ 

  

  

わかっちゃったんですよ・・・！ 

  

  

なぜうまくいかないのか？ 

  

という問いにも 

答えられるようになりました。 

  

  

  

こういう原理原則があってね、 

こうなってるからうまくいかないんだよ、 

それを突破するにはこうしたらいいんだよ！ 

  

  

というところの論理が 

説明できるようになりました。 

  

  

私だけうまく行った、という 

一個人の成功体験じゃないんです。 

  

  

科学的視点を取り入れているから、 

コメントの追加	[山本真也18]:	ダメダメから具体的に

抜け出す道筋が書かれている 



みんなに変化が起きるんです。 

  

  

  

で、すみません、話を元に戻しますが、 

この「再現性」ということを見て、 

皆さん私のところに来てくれます。 

  

  

  

以前にコーチングを受けた方に 

聞いていくと、だいたい 

こういった回答が来ます。 

  

  

コーチをつけている間は 

よかったけど、 

サポート期間が終わったら 

また元に戻っちゃった 

  

  

  

その時の悩みは解決するけど 

時間が経つとまた同じような 

悩みを抱えるようになる 

  

  

コーチングって自分の中にある 

答えを探すために、コーチに 

リードしてもらうって思って 



受けて見たけど・・・ 

  

実際はアドバイスばかりでした。 

それは求めてなかったんだけど。 

  

  

  

などなど。 

  

  

  

あるあるですよね。 

  

  

これって起業塾に行っている人でも 

よくある話だと思います。 

  

  

なぜそうなるか？というのは 

その場限りの解決をするからです。 

  

  

そしてそこに再現性はなく、 

コーチコンサルがうまく行った手法を 

お伝えしている、または 

単なるアドバイスをもらっている。 

  

  

ということが多かったです。 

  



  

私はいずれクライアントさんには 

自立してほしいと願っています。 

  

そうでなければ、 

いつまでたってもコーチや 

コンサルの手助けが必要だし 

いつまでたってもお金がかかる。 

  

  

学びは大切です。 

  

  

だけど、不必要に学び続けるという 

ことはして欲しくないのです。 

  

  

以前ね、他の起業塾の仕組みの 

話を聞いて、ゾッとしがことがあります。 

  

  

「結果が出ない方が、学び続けてくれるからいい」 

  

  

ということを。 

  

  

それって完全主催者目線じゃん～！ 

お金儲けかよ！ってびっくりした。 

  

コメントの追加	[山本真也19]:	共通の敵 



  

そうなると、本当にいつまでも 

誰かを頼り続けるのです。 

  

  

お金も時間もかかります。 

私はそんなの嫌だったんです。 

  

  

だから、私が提供するものは 

再現性があって、受講生さんの 

根本が変わる、そこから自由に 

その人の「やりたい」「叶えたい」を 

選択できるようになってほしい。 

  

  

そんな思いから生まれました。 

  

  

結果ね、私のところに来てくださった 

方々は、確実に変化されて行っています。 

  

  

講座が終わって、 

「前はこんなだったよね～！」 

なんて話をしても、 

  

  

「そうでしたっけ？笑」 

って言われることも多数。 



  

  

みんな忘れるくらい 

進化してしまうのです（＾＾） 

  

  

そうなった後はノウハウや 

やり方を身につけてしまえば 

結構みんな圧倒的に 

飛躍してしまいますね（＾＾） 

  

  

そうこう行っているうちに、 

すごいスキル３期へのお問い合わせが 

増えて来ました！ 

  

  

なので、明日、また 

すごいスキル３期の 

詳細を徐々にお伝えしようかと思います（＾＾） 

  

  

テーマは再現性で 

面白いほどうまくいく。 

  

  

また明日の記事を 

楽しみにしていてくださいね！ 

  

  

コメントの追加	[山本真也20]:	⼈気感を出す前振り 



  

それではまた！ 

  

  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

((friendly_name))、ぜひ今日のメルマガを 

読んだ感想をアウトプット 

して見てください。 

  

また、中村理恵に聞きたいこと、 

メルマガで書いて欲しいことも 

返信で受け付けています！ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 
 
⑸	いよいよ！すごいスキル 3 期の内容順次公開！ 
 
((friendly_name)) 

  

中村理恵です。 

  

※重要なお知らせです※ 

  

  

  

昨日のメールにも 

すごいスキルのお問い合わせをいただき 

ありがとうございました！ 

  

  

私の講座は起業塾とも違う、 

コメントの追加	[山本真也21]:	前振り 



マインド塾とも違う、 

新しいハイブリット型の 

塾を目指しています・・・！笑 

  

  

生きていく上では、そして 

起業をしていく上でも 

マインド面はすごく大切です。 

  

  

かと行ってマインドだけでは 

限界があるので、ノウハウも 

欠かせない。それもお伝えしたい。 

  

  

すごいスキルでは、 

「起業も人生も面白いほどうまくいく」 

をテーマに一人一人にあった形での人生を 

設計していただけるようにしたいと思っています。 

  

  

過去私が 200 万以上投資して来た 

マインド面の再現性のお話や、 

起業塾、PR、マーケティングなどなど 

全て再現性でお伝えしたいと 

思っておりますので、 

どうぞよろしくお願いいたしますね（＾＾） 

  

  

  



ベースをしっかり整えます。 

なので、何人もコーチをつけたり 

起業塾をハシゴしたり、 

全然する必要ないです。 

  

  

  

それぞれステージが違うので、 

そのステージにあったやり方、 

考え方をお伝えして行きますね！ 

  

  

  

それに伴い、質問をいただきましたので 

回答して行きたいと思います！ 

  

  

Q：何から始めたらいいか、はっきり言って 

とっちらかっています。 

そんな状態でもお申し込みして大丈夫ですか？ 

  

A：もちろんです！だからこそ！ 

私の力を利用してほしいです。 

  

私の最大のポイントはステップ化させて 

行動できるところまで落とし込みますし 

どこからスタートするべきか、も 

セッションで落とし込んでいきます。 

  

なので、心配しないでくださいね（＾＾） 

コメントの追加	[山本真也22]:	まだ告知はしてないが

興味を持ってくれている⼈が多いので、質疑応答をこ

のタイミングで⼊れるのは◎ 



  

  

Q：起業をしていませんが、それでも 

受講しても大丈夫でしょうか？ 

  

A：はい、大丈夫です（＾＾） 

受講生さんが何を実現したいのか？ 

それが大事です。 

  

なので、その方の目的に合わせて 

コーチングが必要ならコーチングを 

実施しますし、問題解決が 

必要ならそこを中心に進めます。 

  

  

マインドに関していえば、 

何があってもリバウンドしない 

マインド作りを目指しています。 

  

問題解決に関しては 

コーチングをベースにして 

潜在意識を含めて 

根本から解決する方法をとります。 

  

まずは何を実現したいのか、を 

ぜひ教えてくださいね（＾＾） 

  

私の良いところは、コーチングと 

コンサルティングのハイブリット。 

  



どちらかだけしかできない、 

とならないようにスキルを 

磨いてきました（＾＾）  

  

  

Q：スタートするならふわっとした 

内容でなく、具体的に進めれる 

ことをやりたいと思っています。 

  

  

A：もちろん、その予定です（＾＾） 

やはり具体的でなければ 

進めづらいですもんね。 

  

ふわっとでなく、しっかりと 

落とし込める内容にしておりますので 

ご安心くださいね（＾＾） 

  

  

Q：東京の開催ですか？また、いつからスタートしますか？ 

  

A：１期は東京で、２期は名古屋で開催しました。 

今回の３期については、そのうまく行ったこと、 

もうちょっとこうだったらいいな～ということを 

踏まえ、新しい形での提供となります。 

  

  

結論、３期から取り入れるのが 

オンライン学習と、個別セッションの対応です！ 

  



  

なので、東京にお住まいじゃなくても 

全国どこでも受けていただけます！ 

  

  

私も対面でのセミナーが大得意！ 

なので、この形の提供には 

すっごく迷いました。 

  

  

だけど、日程によってはいけない 

という方々も２期の時から 

結構いただいていて、 

日付を決めてグループで提供することの 

限界も感じて来ました。 

  

  

私から学びたい、と言ってくださるのに 

その環境を提供できないことが 

とっても悔しかったです。 

  

  

なので、３期から、オンラインと 

セッション・コンサルの組み合わせで 

行なって行きたいと思います！ 

  

  

オンラインでは、マインドや 

ノウハウの具体的な内容を 

公開して行きますね。 



  

  

  

なので、インターネットにさえ繋がっていれば 

いつでもどこでも、フォロー期間中は 

ご覧になっていただけます！ 

  

  

  

オンラインって、一人でやるの？と 

一人でやることへの不安がある方も 

大丈夫です！ 

  

  

そのための個別セッション付きです。 

  

  

１期２期でも講義は録画して来ました。 

あとでご覧になっていただけるように 

グループページにアップし、 

復習用に使っていただいてました。 

  

  

フォロー体制も抜群です！ 

  

  

FB グループーページにて 

フォローさせていただきます。 

  

  



期間中は、メッセージでの 

対応も可能です（＾＾） 

  

  

ということで、いよいよ明日は！ 

講座内容の詳細を 

書いていこうと思っています！ 

  

  

   

  

それではまた（＾＾） 

明日、メールしますね。 

 
 
⑹	⾃⼰（事実）認識で売り上げは上がる 
 
((friendly_name)) 

  

中村理恵です。 

  

  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

※お知らせ※ 

ただいま個別セッションの 

ご予約の受付を一時停止しております。 

たくさんの方からお申し込み 

お問い合わせをいただき、 

現在次回予定を調整中です。 

  

募集の際には改めてこちらで 

コメントの追加	[山本真也23]:	早く知りたい！ 

となっているので焦らすのはすごく良い 

 

コメントの追加	[山本真也24]:	 

⼀旦本題から抜け出している 

このタイトルは 

「⾃⼰受容は必要ない」 

の⽅が良かったかも 



お知らせいたします。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  

  

この間ブログで書いた記事 

  

「自己受容とか必要ない」 

https://ameblo.jp/leahbanana/entry-12311548401.html 

  

  

こちらがすんごく読まれていて 

人気記事にもランクイン！ 

  

  

これに関してメッセンジャーなどでも 

結構お問い合わせいただきましたので 

どういうことかをまた 

書いていきたいな～と思いました。 

  

  

ので！急遽書いちゃいました。笑 

  

  

  

ちなみに今日はグルコンで 

京都へ出向いておりました。 

  

グルコンなので、もちろん観光無し。 

京都に行ったからには 

金閣寺とかいきたいなぁ～ 



  

  

  

  

さて、この自己受容が必要ないという話。 

  

  

  

コーチングとかをサービスとして 

提供されている方、 

潜在意識などのセラピストさんや 

ヒーラーさんとかは 

  

  

え？ 

  

  

って思ったことでしょう。 

  

  

  

なぜなら、多くの方が 

  

  

自己受容しましょう 

  

  

とか 

  

  



自己肯定感をあげよう 

  

  

などど発信しているから。 

  

  

でもね、先日 facebook にも書きましたが 

いずれは自己受容することになると思いますよ。 

  

  

ただ、その前に必要なのが 

自分を、または事柄を 

正しく認識するスキルが 

必要なのです。 

  

  

時代がものすごいスピードで 

変わって行っています。 

  

  

物や情報が溢れています。 

  

  

そんな中で、 

ワークライフバランスとか 

コニュニティソリューションとか 

生産性を上げるとか 

  

  

いろんな解決法が出てきて 



本だったりネットだったりで 

いつでも読んだり調べたり 

することができます。 

  

  

いろんな解決法が 

出ているはずなのに、 

なぜかいつも人は 

悩みを抱える。 

  

  

で、なんでかな？ 

  

ってわけです。 

  

  

何が足りないのかな？ 

  

どこにフォーカスするべきなの？ 

  

  

って思った時に、 

今の時代に足りないのは 

明らかに「認識力」だったわけです。 

  

  

  

問題の本質がどこにあるのか？ 

  

何が原因なのか？ 



  

  

の事実を正しく認識する。 

  

  

起業にたとえてお伝えしますが 

売り上げを上げるためにも、 

今抱えている問題を解決するにも 

（例えば集客できていない、 

クロージングができない 

なかなか売り上げが伸びない 

などなど・・・） 

  

  

その問題の本質がどこにあるのか 

  

  

ということを認識することから 

始まります。 

  

  

売り上げが上がらない 

  

  

では、その問題の本質は？ 

  

  

多くの人は売り上げが上がらない、 

じゃあ解決策を・・・！！！ 

  



  

と、問題の本質を認識しないまま 

色々と改善策を試すわけですが 

本当の問題がどこにあるかも 

わからないまま解決策を出しても 

また同じ問題が起こるわけです。 

  

  

ただ単にやり方の問題の場合もあるし 

マインドの問題かもしれない。 

  

  

やり方の問題の場合は 

原因分析すれば 

回復する可能性はあります。 

  

  

ただ、もしその問題の本質が 

潜在意識の中に隠されているのなら。 

  

要は、マインド面に問題があるのなら。 

  

  

いっくらやり方を変えたって、 

いずれまた同じ問題が 

発生するのです。 

  

  

問題を「やり方」「ノウハウ」と 

認識している間、マインドに問題が 



ある場合は一向に解決しません。 

  

  

それは根本解決ではないし、 

また同じような問題で悩む。 

  

  

また、ノウハウの問題であっても 

原因が何かをしっかり特定できないと 

結局同じです。 

また繰り返します。 

  

  

だから、問題がどこにあるのかという 

認識を正しくする必要があるのです。 

  

  

認識力は技術です。 

  

  

すごいスキルではそのあたりの 

認識力についてももちろん 

お伝えしていて、 

  

  

問題の本質はどこにあるのか？ 

  

  

ということを大切にしています。 

  



  

私のテーマは再現性。 

  

  

私だけができて、 

((friendly_name))にはできない 

  

  

とかでは全く意味がないし、 

投資してもらうのも正直勿体無い。 

  

  

私の講座を受講してくださった方は 

３ヶ月もあればマインドは 

十分に変わっているし、 

売り上げを上げていけるための 

正しい自己認識力を 

（もしくは事実の認識力） 

上げて行っています。 

  

  

  

でもね、事実を知るって、 

結構怖いことでもあると思うのです。 

  

  

見たくないことも、 

知りたくなかったことも、 

知ることになるからね・・・ 

  



  

彼氏が実は既婚者だった 

という感じのことを知るくらい 

インパクトあると思います。笑 

  

  

なんか怪しいと思っていた・・・ 

  

もしかしたら本当は 

結婚しているんじゃないの？ 

  

  

そんなことないよね 

だって指輪してないし、 

土日だって一緒にいるし 

何回もお泊まりしてるし。 

  

既婚者だったらそんなこと、 

できるはずがないし 

（って思いたい。笑） 

  

  

事実が既婚者だったとすると 

それを見たくない、知りたくないばかりに 

認識をしようとしない。 

  

受け入れられない。 

  

聞こうとしない。 

  



  

と一緒です。 

  

  

  

でも、本当に売り上げを上げたいなら 

集客をしたいのなら、 

クロージング率を上げたいなら 

  

  

知りたくない事実も 

受け入れなければならないかもしれません。 

  

  

  

でも、この認識力が。 

  

  

今後の((friendly_name))のビジネスを 

飛躍させるキーとなるでしょう（＾＾） 

  

  

自己受容する前に 

自己（事実）認識 

  

  

これが((friendly_name))の人生を、起業を 

変えることになりますよ（＾＾） 

  

  



追伸： 

いよいよ明日は！ 

すごいスキルの詳細公開します！ 

 
 
⑺	私が講座を開講する理由 
 

((friendly_name)) 

  

中村理恵です。 

私としたことが・・・ 

昨日書いた記事を予約設定して 

送信するつもりが・・・ 

  

なぜか文章が保存されないまま 

中途半端なメルマガを 

お届けしてしまいました・・・！ 

  

  

すんごく焦って、今名古屋に向かう 

新幹線の中で追記しています。 

  

  

もう、本当にごめんなさい！！！ 

なんだかよくわからない 

メールが届いたと思います。 

  

私の設定ミスです・・・ 

そして文章が消えた・・・ 

  

  

コメントの追加	[山本真也25]:	前号で詳細は明⽇公開

と書いている中で⼀回待たされていることで興味を持

っている⼈の興味度はさらに⾼まっている 



気を取り直して！ 

もう一度書きたいと思います。 

  

  

昨日も早速すごいスキルへの 

お問い合わせをいただきまして、 

ありがとうございます（＾＾） 

  

  

講座のお申し込みは 26 日から 

スタートしますので、 

もう少々お待ちくださいね（＾＾） 

  

  

概要だけもう一度、 

お伝えさせていただきます。 

  

  

  

①   スタンダードコース 

マインドセットからクロージングまで 

全てを満遍なく学びたい！ 

  

これから起業する方や 

起業はしていないけど 

ちょっと興味がある、 

でもブレないマインド作りは 

絶対にしたい！ 

  

起業の基盤を整えたい！ 



という方にオススメです（＾＾） 

  

  

こちらは動画でお届けします。 

・潜在意識の活用の仕方 

・マインド８割の理由 

・人生を決める 

・本当に思っていることを実現する 

・映画マトリクスに学ぶ超！科学的根拠 

・科学を現実に落とし込む 

・信頼関係構築の仕方 

・web 上で信頼関係を作る 

・最新版！PR を使いこなして認知をあげ、売り上げにつなげる方法 

・商品の作り方 

・web マーケティング戦略 

・相手の条件を知るために必要なスキル 

・目標明確化のポイント 

・イメージ言語の使い方６つのポイント 

・売り上げにつなげるヒアリングの方法 

・問題解決７つの思考の欠陥 

・問題解決の本質 

・どう導くか？ 

・クロージングの魔法のシート 

  

などなど！ 

  

  

これを全て動画でお届けします。 

  

必要な方は、月に 1回の 

コメントの追加	[山本真也26]:	このテーマを⾒るだけ

でもノウハウが欲しい⼈は興味を持つ 



グループコンサルティングにも 

ご参加いただけます。 

（別途料金要） 

  

  

②   プレミアムコース 

  

こちらは、上記の動画に加え、 

私とじっくりと目標達成に向けて、 

実現したいことを形にしたい方が対象です。 

  

  

スタンダードコースには 

個別セッションはついておりません。 

  

FB でのフォローのみなのです。 

  

  

ですので、５回（90 分）の個別セッションを通して 

マインドを引き上げたい、 

売り上げをあげたい、 

長く生き残れる起業家になりたい 

そんな方はプレミアムコースを 

ご検討ください。 

  

  

もちろん、FB でのフォローや 

メッセージのやりとりも可能です。 

  

  



月に 1回のグループコンサルティングも 

参加可能です。（無料） 

  

  

また、必要な方には！ 

５回のうち１回のセッションを、 

マーケティング・コピーライティング 

専門の、山本真也さんに 

ご相談いただくことも可能です！ 

（別途料金はかかりません） 

  

  

商品構成、 

やるべきことのステップ化、 

コンセプト作り 

  

こちらで迷っている方は 

真也さんのコンサルを 

受けていただくこともできます。 

  

もちろん、追加料金はなしです！ 

  

  

起業とかまだまだ・・・ 

という方は、５回とも私の 

セッションを受けていただけますので 

ご安心くださいね（＾＾） 

  

  

《こんな方にオススメ》 



・ブレないマインドの軸が欲しい 

・本当にやりたいことを自覚し、実現まで持っていきたい 

・目標達成をしたい 

・伸び悩んでいる売り上げをあげたい 

・絶対うまくいきたい！ 

・人生楽しくて仕方ない！となりたい方 

・今よりももっと自由な生活を送りたい方 

  

  

《こんな方はオススメできません》 

・聞きはするけど行動できない方 

・私が何でも叶えてくれると思っている方 

・人生が楽しくなることを願っていない方 

・ただ単に愚痴を聞いてもらいたい 

・他責にする方 

・簡単に売り上げや集客ができると思ってお申し込みされる方 

  

  

講座のご案内は、以上です（＾＾） 

  

  

  

さて、ここからが肝心の！笑 

昨日書いたのに保存できていなかった 

私が講座を開催する理由についてです。 

  

  

昨日に限らず、 

毎日いろんな方から 

ご返信をいただくのですが、 



  

  

「理恵さんの言う根本を理解する 

再現性のある方法を学ぶのって 

業種業態に限らず、必要なことですよね！」 

  

  

「いつも受講生さんの感想がすごいので 

ずっと気になっていました！」 

  

  

「マインドもビジネスも 

どちらも学べるなんて、 

すごい盛りだくさんですね～！」 

  

  

などなど、嬉しいお声もたくさん！ 

  

  

  

そして相変わらず、 

  

  

「メルマガ読んでいただけですが 

バックエンドが売れました！」 

  

  

と言う嬉しい報告も 

続いております！ 

  

コメントの追加	[山本真也27]:	再現性 



  

  

その反面、 

  

  

「すっごく興味があるのですが 

私にもできるのでしょうか？」 

  

  

「起業するかもわからないような 

状況ですが、それでも 

講座を受けても大丈夫ですか？」 

  

  

「何を始めるにも不安があり 

怖くて一歩踏み出せないです・・・＿ 

  

  

  

などと言うお返事もいただきました。 

  

  

はい、私もわかります。 

とっても！！！！！ 

  

  

  

私も最初自己投資するときに 

ドキドキしましたし、 

お金を払って、できなかったら 



どうしよう・・・ 

  

  

とか、考えることももちろんありました。 

  

  

最近私も少し大きな自己投資を 

したのですが、今ですらお支払いの時は 

ドキドキします。笑 

  

  

勇気がいる行為だと思います。 

未来に投資するわけですから。 

  

  

だけど、結果やってみると、 

お金を投資したぶんだけ 

頑張ろう！と言うモチベーションが 

まず全然違いますし、 

  

  

課題への取り組み方とか 

この学びをどう活かそう？ 

となるものです。 

  

実際私もそうでしたし、 

過去の私の受講生さんも 

おんなじ気持ちでした（＾＾） 

  

  



  

でもその結果、 

何十倍ものリターンとなって 

返ってきているわけです。 

  

  

そしてお金だけじゃなくて、 

仲間もたくさんできたし、 

一緒の方向を見ていける 

受講生さんと出会えたことも 

私にとってはすんごく 

嬉しいものとなりましたし（＾＾） 

  

  

本当に人生が変わりました。 

  

  

そして、同じように人生が変わった！ 

という人を増やしていきたいのです。 

  

  

以前どこかでお伝えしたことも 

あったかと思いますが、 

私は本当に不満だらけで、 

だからと言って特別努力することなく 

なんかいいことないかな～ 

  

私の周りから変わってくれないかな～ 

  

なんて思っている超！他責女でしたから。笑 コメントの追加	[山本真也28]:	またしてもダメエピソ

ード 



  

  

  

うまくいかない、 

怒る、落ち込む。 

  

  

の繰り返し。 

  

  

((friendly_name))もお気づきかもしれませんが 

この２つの行為をしたからといって 

人生は全く変わらないのですよね。 

  

  

でもそんなことにも気づけなかった 

私が、ある一つのことを知っただけで 

世界の見え方が変わりました。 

  

  

ありきたりな表現ですが、 

１８０度変わりましたよ！ 

（３６０度だと元に戻っちゃうからね。笑） 

  

  

  

世界の見え方が違う。 

  

  

ということは、そこから 



選択することも違う。 

  

  

選択することが今までと 

違ければ、結果も当然変わる。 

  

  

本当にね、１つを知るって 

すっごく大事なんだな～ 

  

そしてそれが本質なんだ。 

  

  

って、これを書いているだけで 

ワクワクしてきます。笑 

  

  

この再現性の高いメソッドを 

受講生さんにお伝えしてきました。 

  

  

みんな、目のキラキラが 

全然違います。 

  

目がキラキラ起業女子です。笑 

  

  

極端にいうとね、 

ほんとそういう仲間を 

増やしていきたいんです。 

コメントの追加	[山本真也29]:	再現性 

コメントの追加	[山本真也30]:	ちょこちょこ⼊る⼩ネ

タが◎ 

理恵さんっぽい 



  

  

そして((friendly_name))がきっかけで 

人生変わりました！ 

っていう人がまた増えていったら 

いいな～って思うのです。 

  

  

そして、私には((friendly_name))を 

そこまで引き上げるメソッドがある。 

  

  

だから、全力でお伝えしたいんです。 

  

  

長くなってしまいましたが・・・ 

  

  

ほんと、１通目は途中で 

送ってしまってごめんなさい。 

  

  

また、メールしますね！ 

 
 
⑻	お⾦の循環を⽣む⽅法 
 
((friendly_name)) 

  

中村理恵です。 

  



  

今日は！連日のテーマから一新、 

久しぶりにお金の話を 

して見たいと思います（＾＾） 

  

  

なんか急にふっと思って。 

  

  

ここ 1 年くらいで私の 

お金の使い方は 

本当に変わりました。 

  

  

もちろん、入ってくる額も 

だいぶん変わりましたが・・・ 

  

  

いくつかポイントがあるな～と 

思うので、今日はそれを 

ご紹介したいと思います（＾＾） 

  

  

  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

出したら入るの法則 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  

これはよく聞きますよね。 

  

コメントの追加	[山本真也31]:	販売前に「出すこと」

の重要性を伝えるメール 

素晴らしいタイミング 



  

出した分だけ入ってくる。 

  

  

数万円出したなら数万円、 

数十万出したなら数十万 

  

  

出さないのに入らない。 

  

  

これはジンクスとか 

そういう話じゃなくて、 

物事の仕組みです。 

  

  

  

出すが先。 

  

  

呼吸 

  

（呼ぶ＝出す） 

  

吸 

  

（吸う＝入れる） 

  

  

出入り口 



（出るが先、入るがあと、入り出口とは言わないでしょ？笑） 

  

  

エネルギーの法則と一緒。 

世の中の物理の法則ね（＾＾） 

  

  

だからこれは理にかなった方法なのです。 

  

  

ということで、私は定期的に 

断捨離します。 

  

  

断捨離しすぎて切る秋物の服が 

なくなるくらいです。笑 

  

  

でも、出す時に多くの人が 

返ってこなかったらどうしよう 

という気持ちとともに出すので 

その気持ちが乗っかったまま 

出すことになり、 

残念ながらそれがそっくりそのまま 

返ってきてしまう。 

  

  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

思考の溜め込みと 

家にあるゴミの量は比例する 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  

  

お金に困っていたり、 

対人関係で悩んでいる人ほど 

家に物が溢れていることが多い。 

  

  

捨てられないんです。 

だから貯まるんですが。 

  

  

これって私に必要かな？ 

と、いつまでたっても 

決めきれずに、 

捨てられずに溜める。 

  

  

なので物も思考も 

捨てるべきか判断できず 

溜め込む。 

  

  

だから入ってこない。 

  

  

満タンなところに何も入らないように 

隙間がないのに物は入ってこない。 

（この隙「間」の法則は 

私たちの細胞が分裂する 



法則と一緒なのですよ（＾＾）） 

  

  

そうすると、ないないない～！ 

っていう不足の状態が続くので 

「ない」状態が続くのです。 

  

  

  

余計なものはない方がいい。 

  

  

余計なもの＝余計な思考 

  

これに比例しています。 

  

  

だから断捨離がいいのですよ（＾＾） 

  

  

  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

意識と言葉の関係 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  

言葉もね、大事な要素なんです。 

  

  

だからと言って、 

眉間にシワがよっている状態で 



「私はお金があって幸せです」 

  

  

なんて言っても意味ないですよ？笑 

  

  

  

そうじゃなくて。 

  

  

この世の現実は意識の確定により 

目の前に現れているのです。 

  

  

良い状態を作りたければ 

良い状態の理想を描くこと。 

  

  

そしてできれば、そこに 

言葉も合わせていくと良いですね（＾＾） 

  

  

とある家庭で毎日 

今日あったいいこと、を 

シェアする実験を 

していただきました。 

  

  

今日あった良いことは？ 

  



  

そう、良いことに意識を集中する。 

  

  

  

だから思考も良いことを考えるし 

それに伴って出てくることばら 

いいことの羅列ですよね（＾＾） 

  

  

言葉だけが変わってもダメなのです。 

  

  

ポイントは、意識もイメージも 

良いことに集中する。 

  

  

するとね、その家庭では不思議と 

不平不満がなくなって、 

みんなが毎日笑顔でいられる。 

  

  

そして、いわゆる引き寄せと言われる 

ことが起こりやすくなったそうです！ 

  

  

お金系のこともあれば、 

欲しいな～って思ってたものが 

手に入ったりとか。 

  



  

ちょっと変えただけ。 

  

  

だけど、変化は起きるんです。 

  

  

  

ポイントは、言葉だけじゃないということ。 

  

  

意識を、イメージを集中する。 

  

  

  

ぜひ、意識してみてくださいね（＾＾） 

 
 
⑼	FB、インスタ、WP、今の流⾏りはどれ！？ 
 
((friendly_name)) 

  

中村理恵です。 

  

  

さぁ、あと今月もあと 5日！ 

今年もあと 100 日を切りましたね（＾＾） 

  

  

9 月の残りで((friendly_name))さんは 

何を成し遂げますか？？？ 

コメントの追加	[山本真也32]:	みんな知りたがること

だからちょうど良い 



  

  

9 月は私も怒涛の予定を 

実行していっています。 

  

  

今後の準備にもつながる 

大きなことにもチャレンジしています。 

  

  

その中で、当然目の前のことも 

やるべきこともやっていっています。 

  

  

うーん、時間が足りない。笑 

  

  

9 月はあと数日ですが、 

残りの日数駆け抜けるためにやること 

大きなビジョンから逆算して 

やること。 

  

  

整理してやっていきたいと思います（＾＾） 

  

  

さて、そして今月はね、 

自分の講座で名古屋へ２回、 

法人のグルコンで京都へ１回いきました。 

  



  

名古屋ではすごいスキル 2期が 

終了し、みんなこのスキルを持って 

新たな旅に出て行かれました。笑 

  

  

どんな感じだったか？を 

ちょっと振り返ってみたいと思います！ 

  

  

★数秘を使った人生ミッション開花コンサルティング 

藤城茉莉花さん 

https://ameblo.jp/lalunedouce44/entry-12306723261.html 

  

見込み客のアプローチの方法を 

ガラッと変えました。 

  

うまくいったこと、行かなかったこと 

今までの傾向、実績から 

どの方法が一番いいのか、を選択して 

集中するべきことを絞りました。 

  

分散するのが一番危険！ 

  

  

分散するとどうなるかというと、 

忙しくなるだけで何も達成できない 

ということが起きやすいんです。 

  

そして、茉莉花さんの場合は 

コメントの追加	[山本真也33]:	 

興味を持っている⼈はもうかなり購買意欲が⾼まって

いるが最後にだめ押しでお客様の声 



そこが顕著にわかりやすかったので 

集中する先を絞ったことがよく、 

一気に集客も楽になり、 

成果も出てきました（＾＾） 

  

モニター期間中は 20 名もの集客にも成功。 

  

私も最後卒業プレゼントで 

鑑定書を作っていただきました～！ 

  

  

★３５歳からの婚活ダイエット専門家 

秋吉香里さん 

https://ameblo.jp/kaopoo2/ 

  

  

香里さんも、ご自身がアラフォーで 

ご結婚されたこともあり、 

同じような年代で結婚したいけど 

どうしたらいいの～！遠悩みの方に向けて 

たくさんのご相談に乗ってきました。 

  

  

すごいスキル期間中に 

お客様の中でもお悩みの多かった 

「外見」にもなんとか力になれないか、と 

自ら３ヶ月で５キロ以上痩せた経験から 

新しくダイエット×婚活という 

方向性も決まりました（＾＾） 

  



  

悩みを解決するために 

どういったアプローチをしたらいいか？ 

  

香里さんは基礎がしっかりできていたので 

あとは根本を理解して進めていくだけ！ 

この新しいサービスも、 

絶対流行っちゃうだろうな～って 

私も思っています。 

  

  

  

★心理カウンセラーでもあり、自宅サロンで教室も開催する 

朝倉小百合さん 

https://ameblo.jp/sakura-panda7/ 

  

  

小百合さんも、また毎回必ず 

いわゆる「結果」を持ってくる強者でした。 

  

  

心理カウンセラーとしては 

税理士さんとのカウンセリング契約を結び、 

  

お稽古サロンの方では 

ハーバリウムやルルベちゃんなど 

講座を開催すれば毎回満席。 

  

  

そんなところから今回 



東京の銀座で開催される 

ハーバリウムの出店と 

カラーボトルセラピーに 

招致もされました！！！！！ 

  

  

その次は京都、名古屋でも・・・ 

なんて話も出てくるくらい！ 

  

（まだ空いているのかな？？？ 

詳細はこちらから 

https://ameblo.jp/sakura-panda7/entry-12312978016.html） 

  

  

3 人とも本当に自分のスタイルで 

自分のミッションと信念を貫き、 

嬉しい結果とともにこの３ヶ月を 

終えることができました（＾＾） 

  

  

題名にも書きましたが、 

FB、インスタ、WPなど・・・ 

流行りのツールはありますよね。 

  

  

ただ、この 3人とも、 

そんなにこのツールを 

使いまくっていたか？というと、 

実際のところそうでもないんです。 

  



  

もちろん、2日目の講義で 

それぞれの特徴と使い分け方、 

そこからどう販促につなげるか 

とかは徹底的にやりました。 

  

どうやって見込み客や 

お客様と信頼関係を 

作るのかっていうところも 

やってはいるのですがね。 

  

  

それ「だけ」に固執はしなかった。 

  

  

なぜなら、みんな勝ちパターンとかが 

全然違うんですよね。 

  

  

それを無視するから、 

売り上げが上がらなかったり 

集客ができなかったりする。 

  

  

なので、ツールはあくまで 

「手段」という感じで使っていただきました。 

  

  

いくらはやっていようとも、 

それだけに、つまり「手段」だけに 



固執しているようでは 

集客も売り上げも上がらないんです。 

  

  

流行りも大事。 

  

  

だけど、それを使うことだけに 

集中してしまっていると 

そこから抜け出せなくて 

本当に何が必要なのか？ 

  

何をやらなければいけないのか？ 

  

がわからなくなる可能性が大きい。 

  

  

なので、私は必要と判断したら 

絶対にやってもらいますし、 

そうでなければその人の 

良さが生かされる形で 

使っていただきます。 

  

  

流行りは大事。 

  

  

だけど、そこにだけは固執しない。 

  

  



  

手段固定は、何も結果を生みませんから（＾＾） 

  

  

  

明日は！いよいよ！ 

  

  

すごいスキル 3期の募集開始となります（＾＾） 

  

  

21 時募集開始です！ 

  

  

改めまして、もう一度 

内容を書いておきますね（＾＾） 

  

  

  

①   スタンダードコース 

マインドセットからクロージングまで 

全てを満遍なく学びたい！ 

  

これから起業する方や 

起業はしていないけど 

ちょっと興味がある、 

でもブレないマインド作りは 

絶対にしたい！ 

  

起業の基盤を整えたい！ 



という方にオススメです（＾＾） 

  

  

こちらは動画でお届けします。 

・潜在意識の活用の仕方 

・マインド８割の理由 

・人生を決める 

・本当に思っていることを実現する 

・映画マトリクスに学ぶ超！科学的根拠 

・科学を現実に落とし込む 

・信頼関係構築の仕方 

・web 上で信頼関係を作る 

・最新版！PR を使いこなして認知をあげ、売り上げにつなげる方法 

・商品の作り方 

・web マーケティング戦略 

・相手の条件を知るために必要なスキル 

・目標明確化のポイント 

・イメージ言語の使い方６つのポイント 

・売り上げにつなげるヒアリングの方法 

・問題解決７つの思考の欠陥 

・問題解決の本質 

・どう導くか？ 

・クロージングの魔法のシート 

  

などなど！ 

  

  

これを全て動画でお届けします。 

  

必要な方は、月に 1回の 



グループコンサルティングにも 

ご参加いただけます。 

（別途料金要） 

  

  

②   プレミアムコース 

  

こちらは、上記の動画に加え、 

私とじっくりと目標達成に向けて、 

実現したいことを形にしたい方が対象です。 

  

  

スタンダードコースには 

個別セッションはついておりません。 

  

FB でのフォローのみなのです。 

  

  

ですので、５回（90 分）の個別セッションを通して 

マインドを引き上げたい、 

売り上げをあげたい、 

長く生き残れる起業家になりたい 

そんな方はプレミアムコースを 

ご検討ください。 

  

  

もちろん、FB でのフォローや 

メッセージのやりとりも可能です。 

  

  



月に 1回のグループコンサルティングも 

参加可能です。（無料） 

  

   

《こんな方にオススメ》 

・ブレないマインドの軸が欲しい 

・本当にやりたいことを自覚し、実現まで持っていきたい 

・目標達成をしたい 

・伸び悩んでいる売り上げをあげたい 

・絶対うまくいきたい！ 

・人生楽しくて仕方ない！となりたい方 

・今よりももっと自由な生活を送りたい方 

  

  

《こんな方はオススメできません》 

・聞きはするけど行動できない方 

・私が何でも叶えてくれると思っている方 

・人生が楽しくなることを願っていない方 

・ただ単に愚痴を聞いてもらいたい 

・他責にする方 

・簡単に売り上げや集客ができると思ってお申し込みされる方 

  

  

講座のご案内は、以上です（＾＾） 

 
 
⑽	※重要※すごいスキル 3 期 お申し込み開始します！ 
 
((friendly_name)) 

  

中村理恵です。 

コメントの追加	[山本真也34]:	9 本もの前振りからの

販売、焦らし加減が良い 



  

  

メルマガで募集するのは初めてですが 

いよいよ！！！！！ 

  

すごいスキル 3期の募集を開始いたします！ 

  

  

これまでメールを読んでくださり 

ありがとうございます（＾＾） 

  

  

私はたくさんのノウハウを 

ただただ身につけて進めて行くのでなく、 

在り方を大切に、どんな時も 

一番大切なことを認識できる技術を 

身につけ、大事にしながら 

  

  

望んでいる人生のスタイルを 

創っていって欲しいと思っています。 

  

  

それが起業という手段であっても 

そうでなくても。 

  

  

起業してうまく行くにはまず 

  

自己認識力 



  

これが必要です。 

  

  

その次にノウハウ。 

  

  

今まではマインド系である 

自己認識力か、ノウハウか、 

別々に提供してきましたが 

今回のすごいスキルでは 

なんと！両方が手に入っちゃう！ 

  

  

特別なプログラムとしてお届けします。 

  

  

すでに気持ちが固まっている方は 

こちらからお申し込みください。 

  

  

①スタンダードコース 

動画配信＋FB ページでのフォローのみ 

グループコンサルティング参加可 

（5,400 円/回） 

  

グルコン日程：10 月 8 日、11 月 18 日、12 月 17 日 

（1 月以降は追ってお知らせします） 

時間：13 時～16 時 

https://www.reservestock.jp/events/216598  



価格：15 万円→99,000 円（税込） 

  

  

②プレミアムコース 

動画配信＋FB ページでのフォローのみ 

グループコンサルティング参加可（無料） 

90 分セッション５回 

  

グルコン日程：10 月 8 日、11 月 18 日、12 月 17 日 

（1 月以降は追ってお知らせします） 

時間：13 時～16 時 

https://www.reservestock.jp/events/212408 

価格：35 万円→324,000 円（税込） 

  

  

※メルマガでの先行案内価格となります 

※スタンダートコースは新しい試みのため、 

初回限定で 99,000 円でのご提供ですが 

今後は定価に戻しますので 

ご検討中の方は 3期がお得です！ 

  

  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  

すごいスキルって、なんなの？ 

って思う方もいらっしゃるでしょう。笑 

  

  

そう思われても仕方ないですが、 

このスキルを表現しようと思った時に 



「すごい」が一番最初に出てきたのです。 

  

  

物事の原理原則に基づいて 

科学的視点を取り入れて 

再現性を高く創っています。 

  

  

なぜ再現性か？ 

  

  

私だけできて、他の人に 

できないとか、 

  

  

本当に意味がないと思っているからです。 

  

  

いずれ私は、受講生さんには 

自立して欲しいって思っています。 

  

  

変な意味じゃなくて、 

だって自立しないと 

いつまでたっても 

私が必要ということですよね？ 

  

  

そういうのは、ビジネスをしていても 

なんか違うと思うのです。 



  

  

  

以前、他の起業塾が自立しないように 

あえてプログラムを時間かけて 

わかるようにしている、 

と聞いたことがあって、 

  

  

めっちゃ衝撃だったんです。 

  

  

だって、ということは！ 

お金も時間もめちゃくちゃかかる。 

そういうことですよね？ 

  

  

それでいいのであれば 

いいのですが、 

私はやっぱりなるべく早く 

  

((friendly_name))にご自身の価値に気づいていただき 

自分で自分の人生を歩む。 

  

  

これを実現できるようになって欲しい。 

  

  

自分の価値を知り、 

自己認識力を高め、 

コメントの追加	[山本真也35]:	共通の敵 



ブレないマインドを手に入れ、 

  

  

その上で必要な 

起業やビジネスにおいての 

スキルを身につけて欲しいと 

思っています。 

  

  

そして、それを実現できるのが 

すごいスキルです。 

  

  

自分のどう在りたい？ 

の、在り方を定め、 

実現するためのスキルが 

ギュ～って詰まってます。 

  

  

正直、ビデオ学習だけでも 

いいとこ行けるのでは！？ 

  

って思っているくらいです。 

（ちょっと安すぎたかな・・・） 

  

  

でも((friendly_name))のライフスタイルを 

実現するために、私は今回の 

２つのプランをご用意いたしました。 

  



  

  

そういった想いから、 

私が改良に改良を重ねてきた 

すごいスキルです。 

  

  

私は((friendly_name))もご存知の通り、 

本当に普通の会社員でした。 

  

  

SNS でキラキラしている女性を見て、 

私もこんな風になれるのかな～ 

なんて思っていた、本当に普通の 

OL でしたから。 

  

  

それ以前なんて、職場でも、 

プライベートでも、 

本当に問題が多すぎて、 

悩みがない時がない！ 

というくらい、毎日毎日 

友達と愚痴ってはその時だけ 

スッキリして、翌日また会社に行って 

不平不満がたまる。 

  

  

でも、解決の仕方がわからなかった。 

  

  

コメントの追加	[山本真也36]:	またまたしてもダメエ

ピソード 



だけど約 7年前、私はとある夫婦に 

あってから、世界の見方が変わりました。 

  

  

こんなにも楽な生き方が 

あったなんて・・・！ 

  

  

なんでもっと知ろうとしなかったのか、 

早くこの事実と出会いたかった・・・！ 

  

  

一人でも多くの人が 

悩みから解放され、 

たった一つのことをベースに 

自分の人生を歩む。 

  

  

そんな場になるように、 

私の持っている知識と 

経験と、200 万以上投資してきた 

全てのノウハウをここにまとめています。 

  

  

もちろん、決断するのには 

勇気がいると思います。 

  

  

そんな方は、このメールに 

  



  

「30 分セッション希望」 

  

  

とだけご返信ください。 

  

  

ご不明点や、不安、懸念点を 

解消してからお申し込みいただくことも 

可能ですので（＾＾） 

  

  

  

一人でも多くの人に、 

このすごいスキルが 

届きますように！ 

  

  

価格はね、本当に悩みました。 

  

  

動画だけでも、50 万以上の価値があると 

自負しています。 

  

それだけ、濃い内容です。 

  

  

実際に、すごいスキルメンバーは 

サービスをガラッと変えて 

売り上げが１４倍になったり、 

コメントの追加	[山本真也37]:	最後の⼀歩を踏み出し

やすくする保険になっている 



法人との委託契約を結んだり、 

在り方を整えて月商が 80 万から 600 万になったり 

１ヶ月の投稿で休眠客から 160 万の売り上げ、 

同じく１ヶ月の投稿で 150 名の集客にも 

成功したりしています。 

  

  

これは数字としてわかりやすい 

結果ではありますが、 

本当にみんなが口を揃えていうのは 

  

  

  

「理恵さんのメソッドで人生変わった」 

  

  

「理恵さんに出会わなければ 

今頃どうなっていたか・・・」 

  

  

と、口を揃えて言ってくれます。 

  

  

なので、ご決心がついたら。 

仲間にお迎えするのを 

心から楽しみにしておりますね（＾＾） 

  

  

 

《こんな方にオススメ》 



・ブレないマインドの軸が欲しい 

・本当にやりたいことを自覚し、実現まで持っていきたい 

・目標達成をしたい 

・伸び悩んでいる売り上げをあげたい 

・絶対うまくいきたい！ 

・人生楽しくて仕方ない！となりたい方 

・今よりももっと自由な生活を送りたい方 

  

  

《こんな方はオススメできません》 

・聞きはするけど行動できない方 

・私が何でも叶えてくれると思っている方 

・人生が楽しくなることを願っていない方 

・ただ単に愚痴を聞いてもらいたい 

・他責にする方 

・簡単に売り上げや集客ができると思ってお申し込みされる方 

  

  

それでは、((friendly_name))のご参加を 

心よりお待ちしております！ 

  

  

  

質問も大歓迎です（＾＾） 

  

  

  

①スタンダードコース 

動画配信＋FB ページでのフォローのみ 

グループコンサルティング参加可 



（5,400 円/回） 

  

グルコン日程：10 月 8 日、11 月 18 日、12 月 17 日 

（1 月以降は追ってお知らせします） 

時間：13 時～16 時 

https://www.reservestock.jp/events/216598  

価格：15 万円→99,000 円（税込） 

  

  

②プレミアムコース 

動画配信＋FB ページでのフォローのみ 

グループコンサルティング参加可（無料） 

90 分セッション５回 

  

グルコン日程：10 月 8 日、11 月 18 日、12 月 17 日 

（1 月以降は追ってお知らせします） 

時間：13 時～16 時 

https://www.reservestock.jp/events/212408 

価格：35 万円→324,000 円（税込） 

  

  

※メルマガでの先行案内価格となります 

※スタンダートコースは新しい試みのため、 

初回限定で 99,000 円でのご提供ですが 

今後は定価に戻しますので 

ご検討中の方は 3期がお得です！ 

 
 
11 《お礼》お申し込み＆お問い合わせありがとうございます！ 
 
((friendly_name)) 



  

中村理恵です。 

  

  

  

昨日夜募集開始しました 

すごいスキル 3期への 

お申し込み＆お問い合わせが！ 

  

こちらにも、メッセンジャーにも！ 

  

  

たくさんございまして（ T T） 

ありがとうございます！！！！！ 

  

嬉しい～～～～～！ 

  

  

3 期の開講を待っててくださって 

本当にありがとうございます。 

  

  

しかも、今回からスタイルが 

変わるにもかかわらず！ 

  

  

本当に感謝です。 

ありがとうございます（＾＾） 

  

  

コメントの追加	[山本真也38]:	買ってる⼈がいる！ 

となって興味があるけど動いてなかった⼈が動き出す 



内容とお申し込みは 

こちらからご覧いただけます。 

  

気になっている方！ 

ぜひ読んでみてくださいね（＾＾） 

  

  

①スタンダードコース 

動画配信＋FB ページでのフォローのみ 

グループコンサルティング参加可 

（5,400 円/回） 

  

グルコン日程：10 月 8 日、11 月 18 日、12 月 17 日 

（1 月以降は追ってお知らせします） 

時間：13 時～16 時 

https://www.reservestock.jp/events/216598 

価格：15 万円（税別）→99,000 円（税込） 

  

  

②プレミアムコース 

動画配信＋FB ページでのフォローのみ 

グループコンサルティング参加可（無料） 

90 分セッション５回 

  

グルコン日程：10 月 8 日、11 月 18 日、12 月 17 日 

（1 月以降は追ってお知らせします） 

時間：13 時～16 時 

https://www.reservestock.jp/events/212408 

価格：35 万円（税別）→324,000 円（税込） 

  



※どちらもフォロー期間は５ヶ月間です。 

５ヶ月後にはフォローアッププログラムに 

お申し込みの方以外は動画が 

非公開となります。 

  

  

それに伴い！ 

  

質問をいただきましたので 

それに対してお答えしたいと思います！ 

  

  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

Q：プレミアムコースの定員は何名ですか？ 

  

A：ごめんなさい！これ、私が 

書き漏れていましたね・・・汗 

  

今の所、6名かな、と思っております。 

なぜなら、しっかりとフォローさせて 

いただきたいからです（＾＾） 

  

  

現在 4 名の方からお申し込み、かつ 

お問い合わせもいただいておりますので 

結構すぐ埋まってしまうかも・・・？ 

  

  

なので、ご検討されている場合は 

30 分セッションに申し込むか、 



気になる点があればさらに！ 

メールをいただいても大丈夫ですので（＾＾） 

  

  

スタンダードコースは今の所 

定員を決めておりませんでした。 

人数が増えたら、締め切るかも。 

  

ということで、ご検討中のみまさま、 

お急ぎください。 

  

スタンダードコースは 4期からは 

通常価格に戻します。 

  

  

  

Q：30 分セッションは無料ですか？ 

  

A：はい、もちろんです！ 

コースをご検討されていると思いますので、 

お金はいただきません。 

  

こちらもお問い合わせが続々入っておりますので 

気になる方はこのメールにご返信いただき、 

  

「30 分セッション希望」 

  

  

とだけ記載くださいませ。 

  



  

  

Q：やるからにはしっかりやりたいです。 

以前他の起業塾に通ったり、 

セミナーを受けたりした時に 

結構ふわっとした具体的でない 

内容のものでした。 

やり方や落とし込みまで 

しっかりと学べますか？ 

  

A：はい、もちろん！ 

マインドであっても、 

ノウハウであっても、 

具体的な内容でお伝えします。 

  

  

私のテーマは科学的視点を取り入れた 

再現性。基本的には理解するのは 

たった一つだけ。 

  

そこから派生させていきます。 

  

  

そして私の特徴は、 

法人コンサルティングで培った 

プロモーション、マーケティング 

セールス、そしてもちろん 

ブレないマインドを作る、と 

かなり！幅広いです。 

  



経営塾でも質問されて答えられない 

ということはあまりありません。 

  

それだけ自分自身も実験したり 

勉強したり実践してきていますので 

どれも広く浅く、でなく、 

  

広く深く 

  

を理解しているつもりです。 

  

  

実際に、私のセッションやコンサルを 

受けた方はわかっていただけると思います。 

  

  

みんながやっていることを 

やらなくていいんです。 

  

  

みんな違う。 

  

だからこそ、一人一人に合わせた 

やり方、在り方、考え方や 

実践方法をお伝えしますので 

ご安心くださいね（＾＾） 

  

  

Q：3 期生は 10 月 25 日スタートですか？ 

  



A：さすがです！よく見てくださってました！ 

はい、お申し込みフォームには 

そのように記載しました。 

  

が、日時設定が必要でしたので 

一旦の目安としてつけています。 

  

  

10 月に入りましたら順次 

グループページにご招待します。 

  

スタートしてから５ヶ月間の 

フォロー体制をとります（＾＾） 

  

  

Q：今回の参加を悩んでいます。 

4 期の募集はいつからとなりますか？ 

  

A：これがですね、未定です。 

というのも、別件でチームで 

新しいプロジェクトを立ち上げますので、 

その関係上、早くて来年の 1月、 

もしかしたらもっと遅くなるかもです。 

  

  

そして、同じ形態をとるかは 

正直わからないです。 

  

  

やっていく中で常にベストを 



提供してきました。 

  

ですので、もしかしたら提供するけど 

違った形かもしれませんし、 

もしかしたら開講が遅くなる。 

  

そういったこともあり得ます。 

  

  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  

以上です！ 

  

  

私、最近いろんな方に関わります。 

で、やっぱり人に関わるのが好き。 

  

そしてその人のベストを 

引き出して、結果を出してもらうのが好き。 

  

  

私に投資してもらった限りは 

私は全力でやりたいんです。 

  

  

1 日●投稿しましょう 

  

  

とかそんな闇雲なことは言いません。 

  コメントの追加	[山本真也39]:	共通の敵 



  

もし投稿する必要があれば、 

1 日この時間とこの時間に 

こういった内容で投稿しましょう 

  

  

まで言います。 

  

  

あくまで一つの例ですが、 

それくらい具体的にお伝えしますし、 

かつ何故そうなのか、何故それを 

する必要があるのか、を 

絶対にお伝えします。 

  

  

一般的にはこう、でも 

あなたの場合はこう。 

  

何故ならこうだから。 

  

  

その方がやりがいがあるし、 

やる意味もわかるから 

行動できるでしょう（＾＾）？ 

  

  

受講生さんの成果が出るのが 

本当に嬉しい。 

  



  

さっきもね、イベントの集客が 

順調で、あと 1名になっちゃいました！ 

  

  

っていう報告もきました（＾＾） 

  

  

こういう瞬間に、 

よかった～！って思う。 

  

  

1 期の受講生さんとかとは、 

みんなで何処かに行きたいね～ 

なんて話したりもしています（＾＾） 

  

  

ぜひ((friendly_name))も一緒に行きましょう（＾＾） 

  

  

それでは、さらにご質問がある方は 

ぜひメールくださいね！ 

  

  

それでは、また！  

 
 
12 ((friendly_name))からの質問⼤歓迎！なんでも聞いてください（＾＾） 
 
((friendly_name)) 

  



中村理恵です。 

  

  

なんだか連日雨というか、 

お天気悪いですね・・・（＞＜） 

  

  

この間すっごくお気に入りの 

靴を買ったのですが、 

まだまだお天気の関係で 

履けておりません・・・ 

  

  

早くお天気良くならないかな（＾＾） 

  

もうモードもすっかり秋ですね（＾＾） 

  

  

さて！ 

  

  

先日お送りしたすごスキル 3期の 

ご案内メールですが、 

質問もいただきまして 

ありがとうございました（＾＾） 

  

  

ただ、私の取り組みとして 

今までやったことのない 

スタイルだったので、 



((friendly_name))を混乱させてしまったかも！ 

  

  

そして、それに伴って 

  

「私にもできるやつですか？」 

  

  

などのお声も多数いただき、 

もしかして((friendly_name))を不安にさせて 

しまっていたのでは！？ 

  

  

と深く反省しております。涙 

  

  

なので！ 

  

  

簡単にまとめた動画を 

急遽ご用意しようと思っています。 

  

  

超！急ピッチで準備しているので、 

お待ちくださいね～！ 

  

  

明日以降にお届けできると思います（＾＾） 

  

  

コメントの追加	[山本真也40]:	質問を軸にスタートす

ることで 

質問回答がそもそもセールスになる 



それにあたり、質問があれば 

合わせてお答えしたいと思うので 

  

こちらから 

↓↓↓ 

https://www.reservestock.jp/page/inquiry_form/17639 

  

  

なんでも聞いてください（＾＾） 

  

  

今までは一人一人に 

お返事をしていたので、 

文章よりも動画の方が 

伝わるかな～なんて 

思っています（＾＾） 

  

  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

質問は《今すぐ》こちらから↓↓↓ 

https://www.reservestock.jp/page/inquiry_form/17639 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  

  

いただいた順に回答いたしますね！ 

  

  

  

それでは、また（＾＾） 

 



 
13 《動画》マインドもノウハウも再現性が⼤事 
 

((friendly_name)) 

  

中村理恵です。 

  

  

遅い時間にごめんなさい！ 

  

急ピッチで作成していた動画が！ 

完成いたしましたので 

お送りさせていただきますね（＾＾） 

  

  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

今すぐ動画を見る 

https://youtu.be/Gt1WY2lUn7s 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  

  

すごいスキルですが、 

相変わらずプレミアムコースが人気で、 

（私もびっくり！） 

プレミアムコースは残りわずか！ 

となってまいりました～！ 

  

  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

今すぐ詳細を見たい方はこちら 



  

①スタンダードコース 

（動画と FB フォローのみ） 

https://www.reservestock.jp/events/216598 

  

②プレミアムコース 

（個別セッション５回、動画、FB フォロー、グルコン参加可） 

https://www.reservestock.jp/events/212408 

  

※お申し込みごはまず 30 分セッションを実施します。 

その後に正式お申し込みのご判断をいただいて構いません 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  

そして、どちらを受けるべきか、 

そもそもどうしよう・・・ 

  

  

って迷っている方から 

ご相談メールが来たりとか、 

そして私にもできるのかな？ 

と不安の声をいただくことが 

ありました。 

  

  

そうですよね、 

今までと違った形でのご提供です。 

  

  

なので、不安だったり、心配だったり、 

当然だと思います。 



私も最初からわかりやすく 

ご説明できればよかったな・・・と 

反省しております( T T ) 

  

  

なので！ 

急遽動画を作成しました！ 

  

  

すごいスキル 3期についてまとめた動画です。 

  

  

そしてそして、いきなり申し込むのって、 

勇気いりますよね？ 

  

  

なので、今回まず、30 分の無料セッションを 

実施することにいたしました！ 

  

  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

今すぐ詳細を見たい方はこちら 

  

①スタンダードコース 

（動画と FB フォローのみ） 

https://www.reservestock.jp/events/216598 

  

②プレミアムコース《残 2名》 

（個別セッション５回、動画、FB フォロー、グルコン参加可） 

https://www.reservestock.jp/events/212408 



  

※お申し込みごはまず 30 分セッションを実施します。 

その後に正式お申し込みのご判断をいただいて構いません 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  

  

こちらのフォームからお申し込みすると、 

まず私と予定を調整して 30 分の 

無料セッションとなります。 

  

その後に正式にご判断いただいて構いません。 

  

  

その前にぜひこちらの動画を 

ご覧くださいね（＾＾） 

  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

今すぐ動画を見る 

https://youtu.be/Gt1WY2lUn7s 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  

  

いかがでしたでしょうか？ 

  

  

すごいスキル 3期のこと、 

私の想いなどなど・・・ 

  

  

伝わっていたら嬉しいです（＾＾） 



  

  

ご不明な点はほんと、解消してから 

お申し込みいただけますので、 

ぜひお気軽にお問い合わせくださいね！ 

  

  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

今すぐ動画を見る 

https://youtu.be/Gt1WY2lUn7s 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  

  

((friendly_name))のきになるところ、 

なんでも聞いてくださいね～（＾＾） 

  

  

それでは、また！ 

 
 
14 ⼈⽣を変えたい⼈はぜひ⾒てください。 
 
((friendly_name)) 

  

中村理恵です。 

  

  

なんだか急に 

寒くなってきましたね～！ 

  

  

コメントの追加	[山本真也41]:	ダメ押し 



風邪ひかないように 

気をつけてくださいね！ 

（と言っている私が 

怪しい・・・汗） 

  

  

  

さて！ 

  

  

  

先日お送りした動画ですが 

結構な方に見ていただいていて！ 

  

  

ありがとうございます（＾＾） 

  

  

  

プレミアムコースも人気で 

こちらはあと《残 1名》 

  

  

動画コースも結構人気で 

お申し込みが続いています！ 

  

  

  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

今すぐ動画を見る 



https://youtu.be/Gt1WY2lUn7s 

  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  

  

  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

今すぐ詳細を見たい方はこちら 

  

①スタンダードコース 

（動画と FB フォローのみ） 

https://www.reservestock.jp/events/216598 

  

②プレミアムコース 

（個別セッション５回、動画、FB フォロー、グルコン参加可） 

https://www.reservestock.jp/events/212408 

  

※お申し込みごはまず 30 分セッションを実施します。 

その後に正式お申し込みのご判断をいただいて構いません 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  

  

動画コースのスタンダードコースは 

メールで動画をお届けし、 

私がこの順番で学んだら 

適切だな～っていう順番で 

お届けする予定。 

  

（あ、プレミアムコースの方も 

そうです～！） 



  

  

  

2017 年もあと３ヶ月。 

  

  

本当に人生変えたい人は 

ぜひ 3期でお会いしましょう！ 

  

  

  

今日で 30 名の個別セッションが 

すべて終わりました。 

  

  

  

ご参加くださった皆様、 

ありがとうございます～！ 

  

  

  

その後もメッセンジャーなどで 

  

「まだ募集していますか？」 

  

  

などとお問い合わせいただくのですが 

今の所は 3期のコンテンツの詰めと、 

コース受講の皆様への準備に入ります。 

  



  

また改めて募集するかもしれませんが、 

その時はわかりやすいタイトルをつけて 

募集しますね！笑 

  

  

お楽しみに（＾＾） 

  

  

  

起業してもうすぐ 2年経ちます。 

  

  

私も最初は何から始めていいか 

全くわからず、他の方の 

投稿などを見よう見まねで 

やって見たりしていました。 

  

  

会社員のお給料も高くはないし 

（と言っても不動産時代は 

個人事業主扱いなので、 

何気に個人事業主 5年目です） 

  

  

空いている時間を効率的に 

使いながら、本当に小さな一つから 

始めて行きました。 

  

  



  

いろんな組織を見て、 

そして人間関係を見て、 

ノウハウなんかもみて、 

  

  

なんかみんなもっと 

シンプルに考えたらいいのに。 

  

  

  

これがいつも頭の中から 

離れませんでした。 

  

  

そんな時に勉強を始めた 

科学的は視点を取り入れた 

量子力学、物理学、心理学。 

  

  

あっという間に世の中の 

成り立っている全てがわかり、 

  

  

うまくいかない 

  

↓ 

  

うまくいく 

  



  

への解決方法もわかりました。 

  

  

  

それが、心の土台です。 

  

  

それが成り立っていれば、 

ノウハウを入れると 

め～ッチャ早く 

売り上げが上がるんです！ 

  

  

私の受講生が実証済みです（＾＾） 

  

  

  

中には８０万から６００万になった方も 

いるくらいですから（＾＾） 

  

  

  

うまくいくには原理原則があり、 

かつ順番もあるのです。 

  

  

その通りにやっていただけたら 

ほとんどの人が成果出ます。 

  



  

  

その全てを((friendly_name))にも 

知って欲しいんです（＾＾） 

  

  

悩んでいる方はまず 30 分相談しましょう。 

  

  

  

私できっとお力になれるまず（＾＾） 

  

  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

今すぐ動画を見る 

https://youtu.be/Gt1WY2lUn7s 

  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  

  

  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

今すぐ詳細を見たい方はこちら 

  

①スタンダードコース 

（動画と FB フォローのみ） 

https://www.reservestock.jp/events/216598 

  

②プレミアムコース 

（個別セッション５回、動画、FB フォロー、グルコン参加可） 



https://www.reservestock.jp/events/212408 

  

※お申し込みごはまず 30 分セッションを実施します。 

その後に正式お申し込みのご判断をいただいて構いません 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  

  

それでは、メールお待ちしておりますね（＾＾） 

 


