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01はじめに
これまでの⼈⽣を振り返ってみてください。

私たちが⽣きてきた軌跡は、それが特筆すべきものではなかったとして
も、⼀⼈⼀⼈特別なもの。

あなたが持つ価値も、⾃分でわかっていることや⾃信を持っているこ
とだけでなく、⾃分では気づかない部分や、あまりに当たり前のよう
にやっていることが、他⼈に求められる価値の可能性もあります。

ですがこのことを念頭に置いて、⾃分ビジネスを構築したり、キャリアチェ
ンジ、キャリアアップ、ダブルワークなどを選ぶ⼈はきっと僅かでしょう。

あなたならではの、あなただけの価値をつまびらかにし、あなたの価値が
輝く働き⽅や⽣き⽅を知ったり選ぶことで、あなたの⼈⽣にも、そして社
会にも⼤きく寄与することが出来る可能性を⼿にしてみませんか︖
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02今までのやり⽅でうまくいかなかったのはなぜでしょうか︖



あなたは何かを選ぶとき
こんな理由で選んでいませんか︖
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今までの⾃分を否定し
全く新しいもの

• 今までの⾃分に価値があ
ると思っていない、もしくは
他者から認められる価値と
は思っていないから
• 今までの⾃分じゃない⾃
分になることが成功や⾶
躍につながると感じている
• ⾃⼰肯定感が低いので、
そんな⾃分が今まで選ば
なかったものがいいかも

今まで評価されたことを
ベースに

• 今まで他者に認められたこ
となら安⼼だから
• 今まで他者に認められたこ
と以外に⾃分の価値があ
るのかわからないから
• すでに積んで来たものを
ベースにする⽅が現実的
だから
• 経験がないことを選ぶのは
⾃信がない

流⾏りや直感、なんとなく

• キラキラしていることをやれ
ば⾃分もそうなれるかも
• 凄いあの⼈がやってる（薦
める）から
• これがやりたい︕と直感で
感じたのを信じるから
• 今まで理由があって選んで
もうまくいかなかったから、
なんとなくでもいいかな

不安を解消するため

• このままだと不安、だからそ
の不安を感じないようにし
たい
• これをすれば不安が完全
に解消するとは思わないが、
やらないよりはマシだから
• 今の状況がベストではない
ので違うものが⼿に⼊れば、
今の状況を変えてもいいと
思えるかも



思うような結果が出ないのはなぜでしょう︖
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『⾃⼰否定からスタートしたものは更なる⾃⼰否定を
⽣んでしまう』
過去、これまで⾃分が積み重ねてきた経験やスキルを無視
して、新しいもので創造していこうとすると、やっぱり出来ない、
結果が出るまでに時間がかかってしまう、などの⾃⼰否定を
超えなければいけない状況を⾃ら招いてしまうため。

『⾃分の喜びに繋がる形を理解していないから』

⼈は基本的に快楽原則で動きます。⾟いことをいつも選択
してしまったとしても、⾟さを超えた先に幸せがあると認識して
いるから。⾃分の喜びポイントを正確に知らないと、⾃らが選
んでいることを「うまくいかない理由」にしてしまうことも。

『本来の⾃分が持つ特性や傾向を受け⼊れていないから』
誰かにとって素晴らしいやり⽅が、あなたにとってもそうだとは限りません。こ
うした⽅が良いみたいだし。。と頑張って選んだことがより⾃分を追い込む
ことだってあります。達成できないのはあなたの頑張りが⾜りないのではな
く、やり⽅が合っていないから。それが分かれば、あなたらしく成功すること
ができるのです。



03あなたならではの成功を叶えるには
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あなたならではの成功を叶えるために必要な要素

⽣まれ持ったもの、性質を知り、
逆らわずに活かす

今まで積み重ねてきたこと、学んだことを
⽣かしつつ、不要は整理する

何がクリアになるとスッキリするのか︖
意識を向ける点を明確にする

本来のあなたが持つ価値と
あなたならではの成功法則を知る

無理のない

成功のベース



04こんな⼈に
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● 本当に私の⼈⽣これでいいのかな︖⼈⽣に悔いを残したくない
● ⼤きな不満はないけれど、満⾜しているとは⾔い難い
● もっと何かできるのではないか︖と感じるけれど、具体的には思い浮かばない
● ⾃分は特別な存在だと思いたいけれど、現状だとイマイチ・・
● 未来に可能性があると思っているが、どんな可能性か不透明
● これまで家族のために頑張ってきて、これからは⾃分の幸せや豊かさを追求したい
● なかなか結果が出せないが、今まで学んだり得てきた技術を無駄にしたくない
● 現状に不満はあるが、何をするとこれが改善されるかわからなくなった
● ⼈に⾔われるままにやってみてもうまくいかなかった
● こうやってみてとオススメされたやり⽅を、毎⽇こなせなくて情けない
● この先何年も続けられる、「志事」をやりたい
● なぜ⾃分がうまくいかなかったかが解れば、これまでのことが無駄にならないと思う



頂いたご質問
♢今までの無料講座との違いは︖
明確な⽬的やプロセスが分かった上で、情報を受け取るのと、なんとなく良さそう、タダだから聞いて
みようというような状態で受け取った情報とでは、全く同じ情報でも脳の理解度や深さが異なります。
最初にヒアリングによって「意識するポイント」を明らかにした上で、ビデオ講座を受けていただくことで、
「それはこういうことか︕」と腑に落ちていくと思います。
さらにこれまでの無料講座や有料講座でお話しした内容と全く同じものではなく、現在の社会情勢
や時代性、実際の例なども加えた内容となっています。

♢このプログラムを受けると何が明確
になるのか︖
「あなたの価値がどのように役に⽴つか」が明確になります。

♢コーチングやカウンセリングとの
違いは︖
このプログラムでは、最初に受講⽣の内⾯にある答えや希望を引き
出し「⽬的を新たに」していきます。それはコーチングとも似ています
が、そのプロセスが違います。
⾃発的に動くためのサポートや⽬標を達成するためのサポートでは
なく、「⽬標や⽬的からなぜ逸れてしまっていたのか︖」「なぜそれが
できたか」「なぜできなかったのか」などを受講⽣⾃⾝の記憶や経験
の中からだけではなく、元々の体質や性質などからも紐解くことで、
「動いて達成すること」ではなく
「どの動き⽅や⽬的が⼀番⾃然に最⼤限の⼒を発揮できる
か」を提供していくものとなります。
受講⽣の⾃覚がない点（遺伝⼦やホルモン、特別な領域）から
も情報を得ていきますので、かなり特殊なプログラムとなります。

10

♢遺伝⼦検査の必要性は︖
このプログラムは「⾃分ではない誰か」になるのではなく「⾃分を最⼤限に活かす」ものです。
私たちはそれぞれの魅⼒がありますが、あなた⾃⾝の特徴を知らずに、無理をさせてきた可能性は
ありませんか︖元々苦⼿なのにそれを乗り越えることは素晴らしいことですが、やりすぎて体や⼼が
疲弊しすぎては、その後何⼗年も⼈⽣が続くと考えると、「⾃分が⼀番⾃然に⼼地よくいられる
形」を知った上で、元々弱いところは労わり⽀えていき、丈夫で得意なことはもっと伸ばしていくとい
うケアを⾏うことで、年齢を重ねてもその時々の希望に合わせて働いたり⼈⽣を謳歌するための「⾃
分の基準」が整います。
「無理なく」は⽢やかす、のとも違います。遺伝⼦検査の結果が出るだけでなく、それにどう対処し
ていけば良いのか︖までアドバイスをしていきますのでご安⼼ください。



受講した⽅
のご感想

上⼿くいかなかった理由がわかって⽅向転換できた （40代⼥性）

⾃分でビジネスをするならこうしないといけない、と⾔う⽅法を⾊々試していましたが、思うような結
果が出ず伸び悩んでいることがきっかけでした。⾃分がダメなところだと思っていた部分を「そこはあな
たらしいところ」と肯定してもらって、⽬から鱗。さらにロールモデルとして参考にしていた⼈と⾃分はタ
イプが全く違うことが分かり、上⼿くいかなかった理由もわかりました。

現在は最初に思っていた働き⽅ではないですが、⾃分にとって得意を活かせてストレスがほぼない
お仕事とのご縁に恵まれました︕

⾃分を責めない働き⽅に （30代⼥性）

好きなことを仕事にしていますが、お給料は低く親からもそれでやっていけるのか︖とプレッシャー。好
きなことをやっているのに⾃信が持てずに転職をした⽅が良いかと悩み相談しました。

遺伝⼦検査の結果はびっくりしつつもなるほど、と納得しましたし、キャッチしてくれた私の持つ価値と
照らし合わせると今の仕事を選んだのは正解でした︕ただどうしても⾃分に⽢くなって、もっと出来る
ところを諦めてしまう傾向があることを指摘され、無理なく出来る⽣活改善を指導してもらいました。
どうせできないと諦めていたのは、私には合わないやり⽅をやっていたからで、⾃分に合うやり⽅なら
出来るかもと挑戦中です。

収⼊⾃体まだアップには⾄りませんが、体に無理をさせない動き⽅を知ったので、もう少し仕事に取
り組む時間を増やせそうです。嫌なことをしてお⾦を稼ぐことには抵抗がありましたが、結果的にやり
たいことをやる⾃信がついてきたと思います。
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ダブルワークの迷いが払拭できた
（40代⼥性）

時短で働く現在、⼦供の学費や⽣活費に余裕
がほしくて気軽に収⼊を増やしたいと、ダブルワー
クに取り組んでいました。
〇〇するだけで・・・という謳い⽂句に惹かれて始
めたものの、予想していた収⼊には及ばず、スト
レスばかりで⽇々の⽣活にも影響が。「それは⼀
度整理した⽅が良いのでは」と提案されプログラ
ムのモニターを受けることになりました。

⾃分の喜びポイントを導き出してもらい、それ
だ︕︕と膝を打ちました。それに照らし合わせると、
ダブルワークに選んだものは⾃分が苦痛になること。
それは結果が出ないのも当たり前だなと納得です。
⽣活費や学費のストレスを夫と共有していないこ
と、全部⾃分が背負って⼀杯⼀杯になっていたこ
とまで、ダブルワークのせいにしていたことを指摘さ
れ、⾃分で逃げていたことに反省です。

夫の収⼊を上げることは現実的ではないので、
私が今後フルタイムに転職出来るよう、伸ばした
いスキルを確認してもらい、今から準備を進めて
います。夫に家事の⼿解きも︕
⽬先のことに囚われてストレスを増やすだけでした
が、未来を楽しみに感じる計画を⽴てられるよう
になって、本当に良かったです︕

⽣きがいを⾒つけられた（50代⼥性）

⽣活にそこまで不満があるわけでもないけれど、⼦供が成⼈した
こともあり張り合いがないなと気が抜けたようになっていました。

⾃慢できるスキルやキャリアはないので、⾃分でビジネスをするの
も出来ないだろうし、ただ何かを習うだけも気乗りしません。
「誰かのために貢献することが0とが得意なことも⼿伝い、⼈様に
役⽴つ技術を勉強中です︕
今までちゃんと働いたことのない私に価値があるのか分からなかっ
たのですが、きちんとまとめていただいたので⾃信を持って進めそう
です。

セミナーでの学びが無駄にならずに済んだ（40代
⼥性）

⽬標を叶えるためにその時々に気になった起業塾で学んだり、セ
ミナーを受けてきました。
お恥ずかしいのですがそれが⾃分の実になっておらず、無駄遣い
をしたのか︖でも学んだことは良いことだし、と⼼が落ち着かな
かったのです。
「学んだことを活かせるように整理していきましょう」と提案してもら
い、恥を偲んでさらけ出しましたら、⾃分の努⼒外のところに成
功の鍵がありました︕

⼀度整理してもらえたことで別の学びに安易に⾶び付かず、やる
ことが明確になったので安⼼しました。



未来創造ビジネスサポートプログラムのプラン
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通常価格 ライトプラン スタンダードプラン
初回ヒアリングコンサル （60分￥30,000） ◯ ◯
ビデオ講座１〜３
（事前課題、ワークシート付） （各60￥48,000） ◯ ◯

あなたの価値と成功法則セッション （60分￥96,000） ー ◯
遺伝⼦検査 （￥60,000） ー ◯
まとめコンサル （30分￥15,000） ◯ ◯
（プログラム終了後3ヶ⽉サポート）3回 （15分￥7,500） ー ◯

表⽰価格に＋消費税

通常価格合計 ￥93,000 ￥271,500
割引額 ▲￥45,000 ▲￥123,000

プログラム料 ￥48,000 ￥148,000
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未来創造ビジネスサポートプログラムの流れ

お申
込み

ヒアリン
グコン
サル

ビデオ
講座2

ビデオ
講座１

ビデオ
講座3

まとめ
コンサル

遺伝⼦検査検体採取
ご⾃宅に採取キットをお送りし、指⽰の通りに採
取していきます。結果が出るまで約1ヶ⽉です

あなたの価値＆成功法則セッション
特別な領域から、あなたの価値やあなたならではの成功

法則をキャッチ。

スタートアップ 学ぶ 深く知る その後のフォローアップ

事前課題 ワーク提出 ワーク提出 ワーク提出

お申
込み

ヒアリン
グコン
サル

遺伝
⼦検
査

ビデオ
講座2

ビデオ
講座１

ビデオ
講座3 セッション 検査

結果
まとめ
コンサル

フォロー
1ヶ⽉⽬

フォロー
2ヶ⽉⽬

フォロー
3ヶ⽉⽬
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05さいごに
私たち⼀⼈⼀⼈が幸せを感じながら、⾃分らし
く⽇々を過ごすことで、⾃分だけでなく社会にも
メリットになるとしたらどうでしょうか。

まだ発揮していないあなたの能⼒や価値をその
ままにせず、ぜひ解放して役⽴てましょう︕

ぜひそのお⼿伝いをさせてくださいね

Han
Be-Light株式会社
info@be-light.co.jp
お申し込みはこちら
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https://form.os7.biz/f/4b060232/

