
自分革命コーチング 【４つの書】

マイライフ出版 株式会社

「勇気の書」 「富の書」

「実現の書」 「つながりの書」

＊詳しくは、http://www.my-life.bz



〇 多くの人は独立して成功するのは一部。
家族を食べさせていけるのか？という
“お金の不安”に躊躇し、踏みだせない。

〇 自分はもう少しやれると思うが、不安や多くの障害がつきまとう。
やりたくない仕事をし、理不尽な会社からの待遇にもがまん。

〇 多くの人は独立して成功するのは一部。
家族を食べさせていけるのか？という
“お金の不安”に躊躇し、踏みだせない。

〇 自分はもう少しやれると思うが、不安や多くの障害がつきまとう。
やりたくない仕事をし、理不尽な会社からの待遇にもがまん。

１ ．背 景 自己実現サービス
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しかし。。

経済的自由を得て、自分の本当にやりたいこと（夢）をおいかけ、

“自分らしい 生き生きとした人生を送りたい” と願っている人は多い。

経済的自由を得て、自分の本当にやりたいこと（夢）をおいかけ、

“自分らしい 生き生きとした人生を送りたい” と願っている人は多い。

対応する自己実現サービスには、以下のものがある。



１ ．背 景 自己実現サービス

１） 自分軸、本当にやりたいこと（夢）発見／実現系セミナー

２） 幸せな生き方、セラピー、自己啓発 系 セミナー

３） ミリネアマインド、投資教育 お金系セミナー

４） 起業・ビジネス系スクール、ビジネスセミナー、通信教育
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夢を発見・実現させ、
幸せになっていく

人は少ない

なぜだろうか？

・夢系、自己啓発系、ビジネス系 →
・お金の不安、心配がつきまとう

・自分の夢の支援者、仲間がおらず、途中挫折

・セミナー直後しかﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ、自信が続かない

・課題山積で行動に移せず知識に終わる

・人の巻き込み、人間関係がうまくいかない

・投資系→ ・仮にお金ができても“本当にやりたいこと”がわからない

ので、充実感、幸せ感が無い

・夢系、自己啓発系、ビジネス系 →
・お金の不安、心配がつきまとう

・自分の夢の支援者、仲間がおらず、途中挫折

・セミナー直後しかﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ、自信が続かない

・課題山積で行動に移せず知識に終わる

・人の巻き込み、人間関係がうまくいかない

・投資系→ ・仮にお金ができても“本当にやりたいこと”がわからない

ので、充実感、幸せ感が無い

主な課題主な課題

etc.



２．商品紹介 「４つの書」コンセプト
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マイライフ出版株式会社

詳しくは、http://www.my-life.bz



２ ．商品紹介 「４つの書」の全体構成
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２．商品紹介 ニーズと「４つの書」の関係
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本当にやりたいこと、夢の発見・実現に向けて、人がつまづきやすい点をサポートしていきます。



２．商品紹介 ニーズと「４つの書」の関係
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２．商品紹介 得られる価値
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やれると思える自分夢を追いかけ、
わくわく暮らす毎日

人とのかかわりを
楽しめる自分

わくわくマイライフを
楽しむ仲間

経済的自由 夢 実現力 アップ

得られる価値得られる価値

自己実現
社会への価値提供

幸せの追求
・経済的自由獲得手法（投資）

・自分軸／夢発見

・コーチングサービス

・感情コントロール法

（成功、挫折、不安、恐れ、
やる気、自信）

・成功、幸せに導く

コミュニケーション法

・夢を叶える手法

・コミュニティサービス

（出会い、情報共有、助合い）

1

2 3

4

56

想像してみてください。
「経済的自由を手に入れ、好きなことやって楽しそうに生活しているご自分の姿を」



若者を応援したい人の参加
・コーチのコミュニティ ・協力者
・成功者 ・メンター ・エンゼル

３．夢支援コミュニティ “Ｃｌｕｂ マイライフ”の目指す姿
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夢支援
コミュニティ

仲間、人脈、出会い、
情報、アイデア、知恵、
金、ビジネスチャンス

・似た夢をもつ仲間で小コミュニティを形成

“ここにいればどんな夢もかなうという”

伝説の “ 夢支援 Club ” をめざす

向上心あふれる人の参加

夢をもつがリソースが少ない若者の参加

起業
マインド税務

財務

マーケ
ティング

投資

コミュニ
ケーション

営業

SNS

専門家集団

夢、ビジネスがここから広がる場11

人、知恵、金が集まり、つながり、
流れ動く場

22

仲間ができ、相互扶助、コラボを
おこなう場

33



３．夢支援コミュニティ 基本機能
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１）私の夢 プレゼン（日記）

－自分の夢を語る、今までの

取組み、今後の抱負を語る

－夢についての共感する人と

自由な交流がおこる

（コメント、意見他）

－定期的にコンテストを開催

優勝者にはマイライフサービス

無料進呈

■ 夢グランプリの開催（全員参加）■ 夢グランプリの開催（全員参加）

２）夢実現 リクエスト権

－アイデア募集

－情報、知恵、ツールの提供

－ビジネスアイデアブラッシュアップ

－ヘルプ人材、パートナー募集

（プロジェクト参加）

■ 夢実現応援プロジェクト（購入者のみ）■ 夢実現応援プロジェクト（購入者のみ）



３．夢支援コミュニティ 基本機能
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３）自己開示機能
－共通の話題となる情報の自己公開

(顔写真、出身地、家族、学歴、キャリア、

趣味、熱中事項、紹介者）

－人に提供できる／教えることのできる能力

－人に紹介できる人脈

－夢、本当にやりたいこと

－連絡先、メールアドレス

－自分の価値感 （検索機能によって、

同じ価値感を持つ人が集まり、

“ゆるい飲み会Ｆｒｉｄａｙ Ｎｉｇｈｔ”もＯＫ

４）検索機能

－自己開示情報を自由検索

－夢日記情報を自由検索

同じ価値感、似た夢をもつ仲間、求めているリソースを持つ人を求めることができる

５）紹介機能

－コミュニティ参加者紹介

（無料コンテンツプレゼント）

＊新しい機能をどんどん追加していきます。ご期待ください

■ 自由な相互交流、出会いを支えるしくみ（全員参加）■ 自由な相互交流、出会いを支えるしくみ（全員参加）



４．活用モデルケース例
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＜Ａさん＞

・能力はあるが要領

が悪く、正しいことを

きっぱり言い切る為、

上司から煙たがれ、

出世はしていない

・人柄はよくあいきょ

うが有り、憎めない

いいやつ

・会社では、窓際的

な仕事

・昨日、言い争うまい

と思っていた 上

司と言い争う

・ 会 社 を や め て 、

起 業 し た い が 、

妻が大反対

・将来の希望をもて

ず、毎日お酒で

ごまかす日々

、

・自分革命コーチング

で自分らしい生き方、

幸せの本当の意味

を知る

・本当にやりたいこと

をコーグサービスで

発見

天命を知る

“子供のコミュニケ-
ション教育事業”

・経済的 自由獲得手

法で妻を説得しセー

フティネットを引いて

起業

・マイライフ 夢日記

に投稿、リクエスト機

能で多くのコミュニ

ティ参加者の知恵、

情報、人脈を借り、

多く人を巻き込む

・マイライフ 夢実現

支援コーチングや

マイナス感情コント

ロールノウハウ、

コミュニケーション力

で、苦難を乗り越え、

強力に推進

・事業は年商１０億に

成長 社会貢献度

が大きく今や話題の

人に

・自分の夢の拡大に

向け、まずます精力

的に活動中

・家庭を大切ししなが

ら、本当にやりたい

ことを両立、わくわく

しながら、幸せな

人生をばく進中

キャラ 困難 チャレンジ 結果 （成功）

1 2 4 5

今までのとらわれた人生
フェイスチェンジ （自分革命コーチングとの出会い）

本当にやりたいことを追いかけるわくわくする人生

自分軸

（天命を知る）

3


