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「二人三脚プログラム」 
第２３期生募集 

値上げ前、最後のキャンペーン   
 

行動できるようになった。 
継続している。自信が持てた。 

 
どうせお金を払うのなら結果の出るプログラムに参加してください。 

 
佐々木さんと出会い、二人三脚プログラムに参加してから、自分のこ
とについての理解が深まるとともに、自分自身と人生が少しずつ良い
方向に変化しているのを実感しています。 
 
会社で困ったことがあると、すぐにタイミング良く助けてくれる人が
現れたり、会社の同僚でいつも不機嫌そうにしていて一番苦手だった
人が、何やら急に態度が良くなってちょっとした世間話をするように
なったり、 
 
最近、仕事が忙しく、残業続きで今までの人生で一番、睡眠時間が短
い日々を過ごしているのですが、なぜか、さわやかな気分で過ごせる
ことが多いです。そして、自分の中からわいてくる イメージとか言葉
に気づきが得られることが多くなりました。 
 
私も今後とも末永くお付き合いさせていただきたいと考えておりま
す。どうぞよろしくお願いします。 
 

1 期生卒 松田直樹 
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今まで破れなかった 
「自分の殻」 

９０日で脱ぎ捨ててみませんか？ 
 
 

私と「二人三脚」で 
確実にステップアップ 

することで、 
 

「叶えられない夢」と 
諦めかけていた 

家族と世界一周旅行が 
「達成確実な目標」と 
確信し実際に手に入れましょう。 

 

 



Copyright	  ©	  Graceful	  Moment,	  Inc.	  All	  Rights	  Reserved	  

「１４日間プログラム」を受けたあなたは、 
第１ステージ Permission 
「私は成功しても良いのだ、と自分に許可を与える」を完了しました。 
次のステージがあなたを待っています。 
 
第２ステージ Let it go, Let it come は 
「不必要なものを手放し、成功を招き入れる。」ステージです。 
今、私と一緒にスタートしませんか？ 
 
こんにちは、佐々木浩一です。 
冒頭の１期生卒の松田さんは、２０１２年１２月２５日クリスマス、 
二人三脚プログラム１期生を販売したと同時に申し込んでいただいた、 
私にとっては命の恩人とも言える方です。 
 
会社をクビになり、生活費が２ヶ月分しかない中で、 
人生をかけて家族を路頭に迷わせないために勝負をしたあのときに、 
まだまったく実績のない私を信じて、 
松田さんは二人三脚プログラムに参加していただきました。 
 
そしてこの度、２０１５年８月１日をもって 
二人三脚プログラムの値上げが決定いたしました。 
 
値上げに伴い最後のキャンペーンとして 
旧金額にてご参加いただける機会をご用意いたしました。 
 
今から私は、私の正直な想いを手紙に書こうと思います。 
この手紙は、過去に本当に苦しかった時期に 
私自身が迷い何度も挫折し、家族を傷つけ、 
それでも不器用に前進だけはし続けた一人のバカの物語です。 
 
決して順調なんかではない人生でも 
諦めさえしなければ絶対に道が開けるのだということを 
私は私の人生で証明し続けています。 
 
自分のことが大嫌いで、自信がなくて、人を信じられない 
こんなバカでも、それなりの成功が収められるんだって 
あなたにも信じて欲しくて「ありったけ」の想いをつずりました。 
 
人生は謎解きのようなもの。 
神様が私たちに与えた課題「人生のカラクリ」に関して 
私が気がついたことをお伝えさせていただきます。 
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そして、少しでも共感いただける箇所があれば、 
私を信じて「二人三脚プログラム」に飛び込んできてほしい。 
 
 

信じる心をやっと取り戻せたオレゴン自宅から 
想いを込めて 

２０１５年７月２４日 
佐々木浩一 

 
 
 
 

学校教育があなたから 
奪い去った重大な・・・。 

 
 
今、箸を使えない人はいないはずです。 
立って歩けない人もいないはずです。 
（あなたが健常者なら） 
 
でも生まれた時はみんな出来なかった。 
ではどうやって私たちは出来るようになったのでしょうか？ 
 
繰り返しトライし失敗の中から答をみつけることで 
あなた自身で成長してきたのです。  
ここには、学習サイクルというものが存在します。 
 
何か上手く出来なかったことが出来るようになった経験を 
あなたが持っているなら、あなたには学習サイクルがちゃんと 
備わっている事を証明しています。 
 
後は学習がどの程度効果的かによって 
出来るようになるまでのスピードが 
変わってくるだけです。 
 
なのに、今のあなたには  
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「コレ無理」、「私にはできない」と思うものが 
確実にあります。 
 
なぜでしょうか？ 
 
 
健全な学習サイクルの前では、 
「有能さ、無能さ」というのはないのです。 
誰もが、本人が望んだ結果を 
手に入れる事ができるはずです。 
 
 
「なぜ人は（私も含めて）、本来簡単にマスターできることを 
自分で自分に限界を設定してわざわざ達成を遠ざけるのか？」 
 

	  

あなたの人生を影で支配する 
驚愕のシナリオ	  

	  
 
人間が何かの結果を求めて行動するとき 
５つの要素が絡み合って一つの結果を生み出します。 
 
５つの要素とは、アイディア、感情、思考、計画、行動です。 
 
下の図が健全な状態の学習サイクルです。 
５つの要素が健全に作用し合ったときにだけ、 
想い通りの結果となるのです。 
 
 
私はこれが人間の行動を支配している公式なのだと気づき、 
「リザルトクリエイションフォーミュラ」と名付けました 
つまり、「結果を創り出す公式」です。 
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長年の調査の結果、ほとんどの人は学習サイクルを 
間違った方法で回してきたことで 
学習サイクルを上手に回せないように 
なっていることがわかりました。 
 
本来、誰もが持っている学習機能が 
正常に働いていない状態です。 
 
 
間違った方法でサイクルを回してきたっていうのは 
一体どういうことなのでしょうか? 
 
 
 
そこには学校時代の「宿題」が関係しています。 
 
多くの人は学校で宿題が出された時に 
「よっしゃ～！早く家帰って宿題すぐやろう!」 
なんて毎日楽しくやって取り組むなんて 
９９％なかったはずです。 （時々、珍しい人がいますが・・・） 
 
 
「またかよ～。超めんどくせ～。」 
と思いながら嫌々宿題をやっていた人が大半でしょう。 
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楽しくもないのに 
「やらなきゃいけない」からやるという、 
おかしなこと を繰り返すことで、 
 
私たちは感情を「感じる」ということを 
避けるようになりました。 
 
大切な学習サイクルに歪みが現れます。 
この場合、以下のような図になります。 
 

 
	  
	  
	  
 
三角形の車輪があなたの乗っている車についていたら 
どんな走りをするか想像してみてください。 
 
相当な苦労をしながら前進します。 
「歩いた方が早いかな」、「もう止めようかな」と、 
心は不安や疑問でいっぱいになります。 
 
あなたが継続出来なかったり、 
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行動出来なかったりするのは、 
 
 

学校時代に間違った 
学習サイクルを押し付けられたせいで 
「リザルトクリエイションフォーミュラ」 
を健全にまわせなくなってしまった 

 
からなのです。 
 
あなたが中学生の頃、必ずこんな体験をしているはずです。 
 
好きな科目は進んで勉強するけど、 
嫌いな科目は気が乗らないから成績は上がらない。 
 
この好き嫌いはどこから来るかというと、 
単純に先生が好きだったか嫌いだったかです。 
 
 
好きな先生は必ずあなたの好奇心を誘導するように 
授業を展開していました。 
 
あなたは興味を示し、魅力に引き込まれ、 
結果的に学習サイクルがグルグルと上手く回るから 
記憶力が活性化して成績も上がる。 
 
結果が出るから楽しくなってさらに勉強する。 
好循環を起して成功体験が成功体験を呼んだのです。 
 
これがからくりです。 
 
 
このサイクルを注意深く見ていると、 
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ほとんどの重要な要素は、行動に移す前に集中しています。 
 
 
つまり、行動に移す前の４つの要素 
（アイディア、感情、思考、計画）の質が 
あなたの行動の結果の９０％決定づけているのです。 
 
 
そうです・・・ 
 
	  

あなたの「結果」は、行動する前に 
９０％決定していたのです。 
	  
 
 
でも「わかってるのにできない」現実・・・ 
 

• 口だけの自分 
• やると決めた事ができない自分 
• 「なんて無能なんだ」と嫌気がさす自分 

 
そんな自分が嫌で今まで努力していたんですよね。 
このような大嫌いな自分と決別したくて頑張ってきたんですよね？ 
 
 
 

学校教育が奪ったのは 
あなたの感情です。 

 
 
失われた感情があなたの人生で 
どれだけ毒をまき散らしているか？ 
 
今からシェアするストーリーを読んでいただけたら 
ご理解いただけると思います。 
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実は、私も完全にこの罠にハマっていました。 
 
 
私があなたにこのことを告白する理由は、 
 
「あなたには、遠回りして欲しくない。」 
この一言につきます。 
 
本当に、本当に苦労したんです。私。 
でも、「失われた感情」を取り戻したとたんに、 
人生の流れが変わりました。 
 
 
できればこんな恥話をあなたに伝えることなく、 
自分を有能なコーチだと思わせておきたい・・・ 
そんな虚栄心が私にもあるのですがあえて書きます。 
 
早く気がつかないと 
こんな目にあいますよ。という意味で 
参考にしてみてください。 
 
 
 

私は本気で家族が敵だと思っていました。 
だから妻は私の敵だったんです、１０年間も。 

 
 
私の妻がどれだけ苦労したのかは 
以下のストーリーを読んでくれたら 
想像がつくと思います。 
 
でも、そこから大きな学びとブレイクスルーが起きて 
今は心から妻を「愛している」と毎瞬感じ続け 
その想いを妻に伝えている自分がいます。 
 
過去の自分の状態を考えると 
奇跡だとすら思えて来ます。 
 
本当にどん底だった頃の自分を 
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さらけ出してますから、 
かなり生々しいです。 
 
あなたはこのストーリーに共感していただけるでしょうか。 
どんな感想をあなたは持つのでしょうか？ 
 
本当に苦しんだ時代を抜けてみて、 
今、私がハッキリ断言できることは、ひとつ。 
 
妻は常に１００％の愛を私に注いでくれていたのだということです。 
それにまったく気づかずに地獄をつくり出していたのは 
私自身であったということです。 
 
今、苦しみの中にいるあなたへ・・・ 
 
あなたの在り方がその苦しみを呼び 
あなたを愛する人たちの想いに気づけずにいるんだって、 
気がついて欲しくてあえて私の醜体をさらそうと思います。 
 
妻の名誉の為にもひとつ付け加えておきます。 
 
この物語は私の一方的な思い込みからつくりあげられた 
ストーリーであることを予めお伝えして起きます。 
 
それでは、苦悩から脱却した物語をご覧ください。 
 
 
私はこんな生活をしていました。 

 
どんなにサラリーマンで頑張っても 

毎月の給料がすべて生活費と借金返済で 
キレイさっぱりなくなってゆくんです。 

 
 
毎月、毎月、１０年以上も 
同じことの繰り返しでした。 
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どうにかこの永遠に続くループを食い止めようと 
マーケティングの本を買い、情報商材を買い、 
ネットワークビジネスの会合に参加し、 
稼げるというものはすべてやってきました。 
 
 
自己投資とは名ばかりで、 
出費ばかりがかさみ、一向に収入は増えず、 
妻への後ろめたさが増すばかりでした。 
 
これだけ成功者の言っている事を勉強し、 
色々チャレンジしているのに結果につながらない。 
 
 
 
特に２００６年ころからは、 
毎晩のように怒鳴り声を上げて口喧嘩でした。 
 
 
 
泣きながら「もう喧嘩はやめて」と訴える娘に、 
何も悪い事もしていないのに、 
きつい言葉で八つ当たりしてしまいました。 
 
 
口ばかりで全然結果が出ない私に 
妻は「不甲斐なさ」や「いらだち」を 
感じていたのでしょう。 
 
 
でも、結果が出ていないのは、 
私が一番わかっています。 
 
 
喧嘩して妻への怒りが頂点に達するたびに、 
夜な夜な散歩に出かけ、タバコをすいながら、 
 
「いったい俺はいつまでこんなことを続けるんだ」 
 
「いったいいつまで我慢すれば報われるのか」 
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出口が見えない、行き場のない、 
八方ふさがりな気持ちになりました。 
 
 
 
仕事では、客の苦情に頭を下げ 
（なんで俺が謝んなきゃいけないの？）、 
自分の保身ばかり気にしている上司に 
認められるために自分を押し殺し 
イエスマンを演じました。 
 
 
本当はやりたくもない仕事に 
朝から晩まで文句も言わず毎日働いているのは、 
すべて、すべて家族のためなのに。 
 
 
家ではそんな私のすり減った心を 
さらにダメ押しするように 
容赦ない仕打ちが待っています。 
 
 
妻の刺々しいコドバが 
まるでナイフで何度も生身を 
メッタ刺しにするように 
私の心を容赦なく傷つけました。 
 
 
「こんなに一生懸命やっているのに、 
誰よりもまじめに頑張って働いているのに、 
なんでアイツはわかってくれないんだ？ 
なんで認めてくれないんだ？ 
なんで何もかもがうまく行かないんだ！」 
 
 
このままじゃ一緒に暮らしてゆけないよ。 
離婚するしかない。 
 
子供が私を見るあの目が、 
よけいに罪悪感を持たせるのです。 
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・・・申し訳ない 
 
・・・家族が壊れていく 
 
 
追いつめられるたびに 
頭に同じ言葉が何度も何度も浮かびました。 
 
 
「俺って本当にダメなのか？俺は無能なのか？」 
 
「一生こんな毎日を繰り返すのか？」 
 
「必死にやってるのに給料は変わらない。会社も上司も認めてくれない。」 
 
「妻も子供も、俺がアイツらの生活を守るために、 
会社で自分を殺して働いているんだってことをわかっちゃいない。」 
 
「俺の一生は、この連続で終わってゆくのか？」 
 
「俺に辛く当たるのはよせ！」 
 
「俺が悪いんじゃない！」 
 
「俺は死ぬ気で頑張ってるんだよ！」 
 
 
 
 

そして、今でも忘れません。 
あの日の事を。 

 
 
 
 
あれは２００８年の１２月でした。 
夕食の後、寝室に向かおうとした私に 
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妻は言いました。 
 
「もう、あなたとは一緒にやっていけない」 
 
 
 
理由を聞くと、 
 
「あなたは自分の事ばかり考えている」 
「悪いのはいつも私だと言って、正しいのはいつだって自分だと言う」 
「夕食のときの無言がもう耐えられない」 
 
 
私の怒りは頂点に達しました。 
 
「お前の言っていることをそっくりそのまま返す！ 
ふざけるのもいい加減にしろ！」 
 
 
 
もう、すべて投げ出して 
ムチャクチャにしてやりたいと思いました。 
 
テレビのリモコンを画面に向かって思いっきり投げつけたい。 
金属バットで花瓶や写真立てを叩き割りたい。 
 
本当にやってしまったら、 
もう二度と関係は修復できないかもしれない。 
でも、もう我慢の限界だ。。。。 
 
そして、私の頭の中ではいつも 
同じ会話が繰り返されるのです。 
 

• 結局、俺はいつも中途半端で何もできていない。 
• 俺は一体なんなんだ！情けない。 
• こんな自分がマジで嫌になる。 

 
 
今、この瞬間、すべてを投げ出して解放されたい。。。 
 



Copyright	  ©	  Graceful	  Moment,	  Inc.	  All	  Rights	  Reserved	  

どうやって？  
 
自殺。。。。失踪。。。。それとも。。。 
それができるなら、どんなにラクだろう。 
 
すべてをぶち壊して、 
家族を殺して、 
俺も死ぬ。 
 
それができるのなら、どんなにラクだろう。 
 
 
金さえもっとあれば・・・。 
そう思って、また「大きく稼げそうな」ものを探し、 
メールを登録している自分がいるのです。 
 
 
 
私はこんな辛い毎日をつい数年前まで、 
かれこれ６年近く続けていました。 
 
「情けない人生だ」 
「ダメ人間の人生だ」 
「こんな自分が大嫌いだ」 
 
ってそう本気で思いました。 
 
 
もしかして、あなたも同じような 
体験をしているのではありませんか？ 
 
 
あなたが私と似たような経験を 
しているかわかりませんが、 
うまくいかないのは、 
誰のせいでもないんですよ。 
 
ましてや、あなたが悪いわけじゃないし、 
無能な人なんか誰もいないし、 
誰もダメ人間なんかじゃない。 
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きっと、真面目で正直で、 
まっすぐな人だからこそ 
苦しんでしまうのではないでしょうか。 
 
「自分をあきらめたくない」 
そんなふうに思っているんだと思うのです。 
私もそうだったからよくわかります。 
 
 
 

でも今は、クソ真面目に 
やってきたからこそ 

私は「それ」に気がつけた 
のだと思っています。 

 
 
 
「もう、これ以上無理・・・」 
 
限界まで達したところで 
ある出会いがありました。 
 
私をどん底から救い上げてくれた人です。 
 
その方は、ビジネスでも大成功されているのですが、 
「生き方」や「考え方」、人としての「在り方」を 
教えていただきました。 
 
その恩人が私に気づかせてくれた事が 
今の私をつくりました。 
 
 
 
 
人はきっと一人で悩んでも解決にならない。 
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本当に苦しい時は人に支えてもらわないと 
生きてゆけないのだと学びました。 
 
その恩人が心の支えとなってくれたおかげで、 
まず、妻に謝罪する勇気をもらう事ができました。 
 
そうすると不思議なことに 
お金という問題をドンドン解決して行くことができました。 
 
今まで何をやっても継続できず 
結果につながらなかった私が 
嘘のように成果をあげられるようになりました。 
 
 
 
妻との喧嘩が絶えない頃を振り返ってみると 
私の「頑張っている」やり方が 
明らかに自分勝手な考え方をしていました。 
 
妻はそんな私の歪んだ考え方に 
私自身が気づけるように 
必死で訴え続けてくれたのだと 
理解する事ができました。 
 
 
おかげで今は、 一瞬一瞬の中に 
本当に充実感を「感じ取る」ことができる 
毎日を生きられるようになりました。 
 
 
今でもチャレンジが消えたわけではありません。 
でも、確信した事があります。 
 
私は、誰に相談する事もなく 
問題は「すべて自分で解決しなければいけない」と 
思い込んでいたのです。 
 
でも、今は違います。 
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人は必ず支えを必要としている。 
一人では生きてゆけない。 

 
 
 
だから、私は誓いました。 
 
私の学びと経験を持って、 
同じように悩む人の助けになろうと。 
 
私を救ってくれた恩人が教えてくれた 
ことを伝える事で。 
 
あなたにどうしても受け取って欲しいものがあります。 
それをこれからお話しさせていただきます。 
 
 
 
 

あなたの学習スピードは 
最低でも３倍になります。 

 
 
 
あなたにこの意味が理解できますか？ 
 
「１４日間プログラム」セミナー２のタイトル 
「学習スピードを３倍にして・・・」というのは、 
正直に言うと完全にウソです。 
 
本当は「３倍」なんてちっぽけな数字ではありません。 
どんなに少なく見積もっても。。。３倍、 
 
実際には、 
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１０倍、２０倍、時間の経過とともに、 
計測不能なくらい大きな倍率となって 
あなたの人生を激変させてゆきます。 
 
でも、そんなことを何も知らないあなたに言っても 
ただの誇大表現だと思われるだけなので、 
あえて過小評価した数字を示したのです。 
 
	  
 
想像してみてください。 
 
もし、この「リザルトクリエイションフォーミュラ」を 
健全に回す方法をマスターしたら・・・ 
 
あなたはどんなことでも、 
あなたが望んだ通りに結果を導きだす自分になれるのです。 
 
あなたが本当にやりたい事をやり、 
ドンドン結果につながる躍動の毎日が始まります。 
 
そして、どうにかして 
あなたを自由にしてあげたい。 
世界一周旅行でもロールスロイスでも 
何でも手に入れてください。 
 
 
あなたはこれからの人生で 
いくつのスキルを習得するために 
一体どのくらいの時間とお金を使う事になるか 
想像した事がありますか？ 
 
「人より短時間でなんでもできるようになる」 
この特技がどれほどの大きな変化を 
あなたの人生に与えるのか・・・、 
 
あなたが今後一生涯、得る事になる優越感は 
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あなたの人生観を完全に変えてしまうほどの 
インパクトを持っています。 
 
 
私は運動神経の良い小学生でした。 
 
自分が完全に主役となる時間を持っていることが 
どれだけ大きな自信を自分に与える事ができたでしょうか？ 
 
例えば、こんな優越感を満喫しました。 
大学１年の冬、スキー実習がありました。 
 
私はスキーが初めてで、 
当然ですが初心者のグループに入りました。 
 
ところが、私の上達速度が尋常ではないので、 
グループの他のメンバーより明らかに沢山楽しむ事ができるのです。 
全国からスポーツの優秀者が集まる 
順天堂大学の中でこの体験をするのは相当気持ちいいです。 
 
 
その一方で、こんな思い出したくない体験もあります。 
 
 
大学４年のときにスノーボードをまったくやった事ないのに 
いきなりリフトで上級者コースに連れて行かれました。 
 
初めてブーツを履き、 
初めてボードを装着。 
 
ちょっとの傾斜でもバランスを崩し転ぶ。 
スキーと違って転んだときの痛さが半端じゃない。 
 
周りの連中はドンドン滑ってゆき、 
私は一人、取り残されました。 
 
どう考えても上級者コースは、初心者には無理です。 
どんなに運動神経が良くても無理です。 
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私は歩いて斜面を降り、 
そのままレンタルした道具を返しました。 
 
 
「二度とスノボなんかやらねえ！」 
 
あの惨めさ、劣等感、最悪の体験でした。 
 
 
つまり、「自分一人だけできない」という状況が 
どれだけ人の自信を奪うのか？ 
 
そのときに周りの人間のサポートがないことが 
どれだけ人を傷つけ後の人生に大きな影響を与えるのか？ 
 
それを、この２つの出来事から 
身をもって体験したのです。 
 
 
優越感を繰り返し味わう人生 
劣等感を繰り返し味わう人生 
あなたはどちらが欲しいですか？ 
 
 
 
今、あなたはこの選択をすることができるのだ 
ということに気づいて欲しいのです。 
 
 
	  
あなたは完全にイメージ 
できたはずです。 
リザルトクリエイションフォーミュラを 
ぐるぐる回せば 
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人生を思い通りに操れるって。 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

９０日で人生を大逆転させる 
「結果“命”」の最強ツール 

「リザルトクリエイションフォーミュラ」 
をマスターする 

 

『二人三脚プログラム』 
２３期参加者募集 

 
９０日（３ヶ月）の期間で、 
あなたが「リザルトクリエイションフォーミュラ」を 
確実にマスターできるように 
デザインされたコースメニューを 
ここにご紹介します。 
 
 
「知識は道具である」 
 
この意味を理解していない沢山の情報教材販売者は 
何をどのような順番で提供する事で 
もっとも効率的な学習ができるのかを 
全く知りません。 
 
なので、そんなやり方でいくら頑張っても 
多くの人は知識という道具を 
使いこなせるようにならないのです。 
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残念なことですが、せっかくの宝も 
ゴミの山となってしまいます。 
 
「二人三脚プログラム」は、 
教えるプロ、あなたをできるようにさせるプロが 
デザインしたプログラムになります。 
 
 
 
 

【コースメニュー】 
 
●６０兆個の全身の細胞に勝者のルールをしみ込ませるスペシャル教材 
   -オリエンテーション スペシャル音声 
   -動画&音声：10本 収録時間 327分 
   -PDF 資料：12部 
●	 コーチング業界の誰も知らない秘密兵器「バディコーチグシステム」 
●	 ９０日間の自動成長マシーン「二人三脚フォーラム」 
●	 無制限メールサポート 
●フィナーレ (卒業式) リアルイベント 
 
サービス１ 
●６０兆個の全身の細胞に勝者のルールをしみ込ませるスペシャル教材 
 
「リザルトクリエイションフォーミュラ」マスター教材 
 
 
「リザルトクリエイションフォーミュラ」マスター教材には、５つのツールが含ま
れます。どれも最高のツールですが、これらを一気にあなたに渡しても使いこなす
のは不可能に近いです。 
 
「知識は道具（ツール）」であるということを理解しない人は、平気で「こんなに
盛りだくさん」と言って無責任な教材の提供の仕方をします。もし、あなたが過去
に高額の教材を購入し、成果に結びつける事ができなかったという経験があるとし
たら、それも当然の事だったのかもしれません。 
 
私はあなたがこれらのツールを使いこなし、あなた自身の力で成果を出せるように
することを念頭に置いています。解説動画や音声で、確実にひとつひとつのツール
をマスターして行くプロセスをコーチングします。 
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また、９０日間のコースとなりますので「マスター教材」の各教材は、ステップバ
イステップで配布されます。一気にすべての教材を受け取って、結局「やりきる」
ことができないのでは意味がありませんから。 
 

「マスター教材」で配られる内容の一部を言うと・・・ 
 

• 「９０日マスタープランのつくり方」解説動画：９０日後の結果を９０％決
定づける本プログラムのキモ 
 

• あなたの自己内対話を徹底分析し、あなたの進化の速度を加速し続けるツー
ル＆解説音声：診断と分析、データ活用方法をマスターする 

 
• あなたの魂のミッションを解明ツール＆解説音声：あなたの運命数と人生の

ミッションを受容する 
 

• あなたの身近な人間をすべてあなたのサポーターに変身させてしまう最高の
“相性”開発ツール＆解説音声：診断、データ分析と活用方法をマスターする 

 
• あなたの潜在意識の中に染み付いてしまった「敗者のルール」を、“取り除く

のではなく”最強の武器に転換させる「究極の癒し＆赦しツール」＆解説音声 
 

• あなたの成果を完全に決定づけている５つの要素（アイデア、感情、思考、
計画、行動）のクオリティを最高まで高める練習ツール＆解説音声 

 
 

 
 
サービス２ 
●	 コーチング業界の誰も知らない秘密兵器「バディコーチグシステム」 
 
プログラム途中脱落を完全排除する佐々木式コーチグシステム 
 
参加者同士が次々に結果を出し始める相乗効果を生むシステムです。このシステム
は参加者同士の相互作用によって予測のつかない成長の連鎖が起こします。一人の
人間の可能性が無限であるように、無限同士が影響し合うと更に大きな変化を生み
出します。 
 
そうなると、参加者一人一人の課題は、どんどんレベルが上がってゆきます。 
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サービス３ 
●	 ９０日間の自動成長マシーン「二人三脚フォーラム」 
 
あなたの「成功の種」を勝手に発芽させる４つの成功環境要因
（信頼、愛情、リーダーシップ、教え）にどっぷり漬かる！ 
自動成長マシーン「二人三脚フォーラム」 
 
あなたの進化にとって、特に大きな貢献をするのが仲間の存在です。成功の環境要
因の中で、信頼は土壌の役割を担います。仲間同士が信頼で結ばれて行ったときに、
あなたの成長の速度は一気に加速します。 
 
仲間の成功体験が、まるで自分の成功体験として捉えることができ、他人の体験が
自分の体験となって行きます。Facebook のグループ機能を使って、お互いの進捗
をシェアしたり、交流の場を設けます。このフォーラムがあなたの自信を育てます。 
 
 
 
 
サービス４ 
●	 無制限メールサポート 
 
無制限メールでの質問に佐々木が直接回答 
 
質問はメールにて受け付けます。特に質問回数に制限はありません。質問をむしろ
して欲しいと思っています。質問をするときにあなたは進化します。あなたの進化
にとって最高の回答を私が与えます。 
 
 
サービス５ 
●フィナーレ (卒業式) リアルイベント 
 
「フィナーレイベント」で二人三脚の種が明かされる 
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二人三脚プログラムの最後はライブイベントです。佐々木と直接対話し、９０日を
共に過ごした仲間と過ごす、人生で最高の時間です。二人三脚プログラム終了後に
このイベントを行うと不思議な現象が起こります。過去２０期以上に渡って行って
きたこのフィナーレは、毎回例外なく「想像を超えていた」という感想をいただき
ます。 

 
 
９０日であなたの中で眠っていた 
「天才」が目覚めます。 

 
 

学校教育で汚染された潜在意識を 
キレイにするということは、 
あなたが失った感情エネルギーを 
取り戻すということを意味しています。 
 
そして、そんな強烈なエネルギーを 
出し始める仲間と一緒に夢の実現を目指すということは 
今のあなたには想像するのは難しいですが、 
どえらい相乗効果を生み、 
進化の速度が加速し始めることを意味します。 
 
 
「二人三脚プログラム」が提供するこの環境に 
あなたが全身の６０兆個の細胞を浸しきると 
このような出来事があなたの人生に起こり始めます。 
 
 

• 今までどうしても足を引っ張られていた友人や家族との間に、感情の摩擦が
なくなり、すべての人間関係がウソのように円滑になってゆきます。 
 

• 他人に必要とされ、認められるようになります。 
 

• 今まで優先順位がつけられなかった自分、判断ができず何を捨てて何を手に
入れるかがいつもモヤモヤしていたのが、決断力のある人間に変わります。 
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• 親、家族、同僚、場所、仕事の邪魔をするなど環境の摩擦がなくなるので必

要なだけリラックスできるようになり、今とは考えられないスピードで結果
を出せるようになります。 

 
• お金の問題が消えてゆきます。今まで「金持ちになりたい」と言いながら必

要な行動をとれなかったのは、あなたの潜在意識に刻まれた感情の傷が、ト
ラブルや批判、罪悪感などを無意識に遠ざけるため、アイディア自体を押さ
えつけてしまっていたのです。ブレーキかけたままアクセルをふかしている
のだから巨大な摩擦で消耗するのは当然でした。 

 
• あなたの中にある恐れが邪魔をして価値を提供できない人間になっていたた

めに、お客さんとのトラブルや、見込み客が集まらないというかたちで表面
化していました。これらはすべて、あなたが本当は「人が怖い」と心の奥で
思っていたために起きていたのです。お客さんが求める本当の価値をあなた
が提供できるので、すべて解決されるとビジネスが好循環をし始めます。 

 
• 世界一周旅行が現実になります。心に摩擦がなくなっていくと、すべての考

えの基準が新しく書き変わります。そして世界を自分の考えのスタンダード
にすれば、軽くかなえることができるのです。私がアメリカに来るのに何も
苦労しなかったし、永住権を獲得するのにもまるであらかじめ用意されてい
るかのようでした。私の妻はもっと凄くて、１０年前に世界を３周していま
す。これはすべて自分がどんな考えの基準を持っているかで決まります。あ
なたもこの現象を人生に起こして、人生が思い通りになる醍醐味を味わって
ください。 
 

 
 
 

ただし・・・、 
これだけは約束してください。 

 
 
 
潜在意識の中にある「敗者のルール」を 
「勝者のルール」に書き換えるプログラムなので、 
潜在意識の抵抗にあうことがありなります。 
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そのときに、「絶対にやり抜く」という 
「意志」を持っていない場合、 
必ずあなたは途中で挫折することになります。 
 
お金のむだになってしまうので、 
「なりたい自分になる」と決められない場合は、 
絶対に参加しないでください。 
 
ですが、あなたが固い意志のある方でしたら、 
１００％結果を出すことをお約束します。 
 
過去のあなたの意志がどうだったかではありません。 
今、この瞬間に「絶対にやる」と決められるかどうかの話です。 
 
 

「二人三脚プログラム」の 
ミッション 

 
 

私は人間が進化するために 
沢山の知識やノウハウを持っています。 
 
でもそれをあなたに与えるのが 
私の活動の目的ではありません。 
 
そんなことをしても、誰一人として自分の力で 
自分の人生を切り開けるようにはならないからです。 
 
あなたの左脳を納得させるために、 
様々な事例や理論を持ち出しますが、 
そんなものはただの「がらくた」です。 
 
あなたはたった一つのことさえできるようになれば、 
それですべては完結します。 
 
そのたった一つのことを、 
あなたの人生に起すことが 
私の活動の最大のミッションです。 



Copyright	  ©	  Graceful	  Moment,	  Inc.	  All	  Rights	  Reserved	  

 
それは、あなたに 
「ハラをくくらせる」ことです。 
 
人は、ハラさえくくれれば奇跡を起こせるのです。 
マーレーの言う通りなのです。 
神の意志が働くのですから。 

 
 
 
W.N.マーレイ（on commitment） 
 
何かに深くかかわる決心がつくまで、人は躊躇する。 
尻込みすることもあれば、いつも無駄なことばかり。 
 
自ら進んで行う創造に関わる全ての行為には、 
共通する一つの真理があり、それに気がつかなければ、 
数え切れないほどの夢と素晴らしい計画を殺すことになる。 
 
人が強い決意を持って深いかかわりを決めたとき、 
そのとき神意も動く。 

 
 
 
 
 

「二人三脚プログラム」 
は教材ではない。 

	 

	 
「知識が道具」（「１４日間プログラム」セミナー１より）であるなら、 
あなたが目にするインターネット上で販売されている 
あらゆる「ノウハウ」も道具だということを理解してください。 
 
つまり、ゴルフに例えるととてもわかり易いのですが、 
本当に人間はおかしな行動をするものです。 
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あなたが何か「ノウハウ」をお金を出して買うとき 
ゴルフクラブなどを買いそろえている状態と同じです。 
 
そして、次は道具を持っているだけではダメなので 
プレイするために道具の使い方のビデオを購入し、 
基礎的な動きを自分で反復練習します。 
 
その後、練習場に行って実際に球を打ってみる。 
 
ところが、自分が思っていたよりも全然ダメで、 
球がまっすぐ飛ばないどころか、クラブがボールに当たらない。 
 
あなたは、コースデビューする前に 
自信を喪失し大金をかけて道具を買いそろえた事を後悔し始めます。 
 
 
ここまでのストーリーが、 金儲け系のノウハウを買って 
上手く行かずに挫折していく多くの人たちが 
陥っている失敗パターンです。 
 
 
何かちょっとズレた事しているって気がつきましたか？ 
 
 
このパターンにはまる人はこんな人です。 
 
 

パターン１ 
 
「最近、友達がゴルフ始めたらしくて、 
なんか週末に会社の女の子と一緒にプレイして 
結構楽しんでるらしい」 
 
 
パターン２ 
 
「運動不足だし何かスポーツやらないと 
健康に悪いから。でも、ちょっと太めの体系だし、 
ゴルフだったらラクそうだから自分にもできそう」 
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なんか冴えないですよね。 
でも、こういうきっかけでゴルフ始める人いますよね？ 
 
 
金儲けで上手く行かない人も一緒です。 
彼らがやっている行動から判断すると 
残念ですがこの例にぴったりはまります。 
 
 
ネット上で、「こんなに簡単に稼げました！」とか 
「たった１４日間で・・・」とかいう宣伝文句を見るたびに、 
 
自分は乗り遅れているんじゃないか？ 
何か今やっとかないと自分だけ損するんじゃないか？ 
 
という感情に襲われてあなたは行動に移すのです。 
この状態をなんて言うか知っていますか？ 
 
「焦燥感」と「自分自身への虚無感」を煽られた状態といいます。 
 

• 焦燥感＝「不安」のために、じっとしていられなくなった状態。 
• 虚無感＝「空しさ、何も無く空虚な感情や感覚」 

 
 
この状態から行動を起こしたら 
どんな結果が待ち受けているか？ 
 
あえてもう一度「リザルトクリエイションフォーミュラ」に沿って 
説明しなくても理解できますよね？ 
 
少し、厳しい事を言わせてください。 
あなたは変らなきゃいけない。 
そのための危機感を持って欲しい。 
 
だから、一言。 
 

あなたの結果の９０％は、 
あなたが行動する前に「何をしたか」に 
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完全に支配されていると 
 
あなたは痛みを伴って自覚してください。 

 
 
 
じゃあ、欲しい結果を出す人間の考え方を 
また、ゴルフの例で見てみましょう。 
 
ゴルフをマジで上手くなる人って 
どんなスタートの仕方すると思いますか？ 
 
 
まず、目的を持ってスタートする。 
 
自分がどのくらいのスコアを 
いつまでに出せるようになるかを決めます。 
 
そのために何をすれば達成できるかと考え、 
選択肢を比較検討する。といった具合だと思います。 
 
 
最初から自分の最終地点の描き方が 
全く違うと思いませんか？ 
 

• 失敗する人は、最終地点を描いていないです。 
• 成功する人は、明確に終着点を描いています。 

 
 
もし何かのスキルをマスターしたいのなら 
後者のようにスタートしないと結果が伴うわけがない。 
 
あなたが過去にやってきたやり方を反省し、 
前向きに再スタートしたい、と言う 
気持ちになっていただけたでしょうか？ 
 
 
そこで、あなたに質問です。 
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あなたは、道具が欲しいのですか？ 
 
結果が欲しいのですか？ 

 
 
 
もし、結果が欲しいと迷いなく答えられるのなら、 
私ならこんな選択肢をお勧めします。 
 
 
初心者にゴルフ教えさせたら、 
どんなに運動神経悪い人でも 
３ヶ月でシングルまでスコアを出させる 
凄腕のレッスンプロを雇う・・・でも、 
 
大抵の場合、この選択肢は大金を必要とします。 
 
では、もしこの凄腕のレッスンプロが 
一対一ではないけどクラスで教えてくれるとなったら 
どうでしょうか？  
 
この「二人三脚プログラム」は、 
まさにそれです。 
 
つまり、あなたが確実に 
「リザルトクリエイションフォーミュラ」を 
マスターするために完璧にデザインされたコース 
に参加する事ができます。 
 
「二人三脚プログラム」であなたに提供される機会が 
いったいどんな結果をあなたにもたらすのか、 
その一部をご紹介すると・・・ 
 
 
	  
• 目標設定をすればするほどゴールが遠ざかる理由 
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今まで目標設定が大事だって知っていても上手くいったためしがないなんて
思っていませんでしたか？実は、あなたが「今」感じている感情がすべての
鍵になります。人は未来を生きることはできません。だから今選択すること
が未来とイコールなのです。「９０日マスタープランのつくり方」解説動画
では、ワクワク感がドンドン増してゆく衝撃的な脳のスイッチの入れ方をお
伝えします。９０日後の結果を決定づける本プログラムのキモとなります。 
 
 

• 自分の殻を破る成功確率を９８％要因づける自己内対話の秘訣 
 
あなたの心ではいつも天使と悪魔が葛藤していませんか？実はあなたの心に
は３つの機能、５つのキャラクターが済んでいます。そのキャラクター同士
の関係が険悪だと、どんな簡単なスキルでも何倍も努力しなければ身につけ
られなくなります。ということは、この５つのキャラクターを協力関係に持
っていけば、あなたの努力は常に半分となり、どんな難しいチャレンジも確
実にクリアしてゆけるようになります。あなたの自己内対話を徹底分析し、
あなたの進化の速度を加速し続けるツール＆解説音声で、新しい人生を手に
入れてください。 
 

 
• 人生の時間を最低２倍に増やす究極の課題設定方法 

 
遠回りしたくないって思いませんか？誰でも最短でゴールに入りたいし、最
速で目標を達成したいと思っているはずです。あなたもそうですか。人生の
課題をできるだけ若いうちに発見し取り組むと、あなたの人生の着地点が大
きく変わります。つまり人生の時間を有効に使うことができるわけです。あ
なたの魂のミッションを解明ツール＆解説音声では、あなたの生まれた意味
と、これからの人生で達成する驚くほどの成果を「今」見せることができま
す。このツールを使ってライバルの半分の時間で何倍もの成果を上げてくだ
さい。 
 

 
• 自分の周りの人間を全員最高のサポーターにしてしまう方法 

 
自分はなぜ人間関係に苦労するのか？そんな葛藤を感じていませんか？成功
者は必ずと言っていいほどパートナーに恵まれている事実にあなたは気がつ
いているでしょうか。実は、彼らは例外なく自分の周りに置く人間を選んで
います。周りの人間が自分に与える影響の巨大さを知っているからです。あ
なたの身近な人間をすべてあなたのサポーターに変身させてしまう最高の“相
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性”開発ツールがあります。解説音声で説明される方法で、診断とデータ分析
を行い、理想の人間「環境」をつくってください。 
 

 
• 絶対に期待した効果を裏切らない感情の癒し方 

 
自分が癒されたってどうやって知ることができますか？世の中にある癒しは
すべて「感情の解放」を促す方法です。でも、潜在意識の中にある目に見え
ない敵をどうやって取り除けるというのでしょうか？実は、残念なことです
があなたの知る癒しのほとんどは、あなたの筋肉の緊張を解く程度で、全然
効果のないものばかりです。あなたの潜在意識の中に染み付いてしまった
「敗者のルール」を“取り除くのではなく”最強の武器に転換させる「究極の癒
し＆赦しツール」があります。あなたの中に不要なものなど何一つないとい
うことを実体験してください。 
 

 
• お風呂に入るときに素直に実行しなければいけない苦手を得意に変
える習慣 
 
この行為を毎日お風呂に入るときに必ずやるだけで、あなたの成果を完全に
決定づけている５つの要素（アイデア、感情、思考、計画、行動）のクオリ
ティを最高まで高めることができます。この５つの要素が最高のクオリティ
まで引き上げられるので「結果の公式」は書き換えられ、必然的に苦手なこ
とがあなたの人生から消えてゆきます。 

 
 
• 学習効果を１０倍にする誰も気がついていない意外な方法 

 
あなたの中にある「種」を勝手に発芽させる４つの成功環境要因（信頼、愛
情、リーダーシップ、教え）があることは、セミナー３の中でお伝えしまし
た。そしてあなたの進化にとって、特に大きな貢献をするのが仲間の存在だ
ということも。ところが、その仲間同士の関係をどのように構築すれば良い
のかをグループリーダーが知っていないと、結局、仲間はただの仲良しグル
ープに成り下がり、成功の相乗効果は起こりません。仲間との関係が、成功
の環境要因となるために絶対にやらなきゃいけない「あること」を
Facebook のグループにて行っていきます。このグループがあなたの自信を
最高潮まで育てます。 
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最終的にお金を払うかどうかは 
今決めなくても良いです。 

 
 
すべては参加してみて味わってみないとわからないので、 
最終的にお金を払うかどうかは今決めなくても大丈夫です。 
 
ただ何も考えずにプログラムの中で提供される 
教材やツールを「言われたとおり」にやってみてください。 
この環境に全身の細胞を浸してみてください。 
 
３ヶ月試してみて、 
決断できない、自信がない、行動できない、 
継続ができない、など、 
自分の殻がまったく破れていないと判断したら 
お預かりしている参加費は全額お返しいたします。 
 
あなたがリスクだと感じていることを 
私が請け負います。 
 
 
 

【全額返金保証】 
	  
 
 
仮に、あなたができるように「ならなかった」としたら 
それは、あなたが自らの意思で諦めたときです。 
 
成功は、本人が諦めなかったときにだけ具現化しますから。 
逆の言い方をすると、もし私があなたを諦めてたとしても、 
あなたがあなた自身を諦めなければ絶対に成功します。 
 
つまり、あなたの成功は、私の諦める諦めないに関係なく、 
あなたが決められる事なのです。 
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ただし、これも事実です。 
 
あなたが諦めないことを前提に、 
私があなたを諦めない事で、あなたがあなた自身を諦める確率が減り、 
あなたの成功がより確実になり、またはより早く達成される。 
 
 
ですが、私が「１４日間プログラム」で言っていることを 
あなたが信じていない場合、 
ここで話したすべての論理は根底から崩れます。 
 
だから、あなたは違うと思いますが、 
私を信じていない人のためにも 
この全額返金保証は必要だと思います。 
 
 
９０日間、リザルトクリエイションフォーミュラを回し続けたのに 
何も人生に変化を起こせなかった場合、 
リザルトクリエイションフォーミュラ自体が偽物で、 
佐々木浩一は完全に嘘つきだったことが証明されます。 
 
その場合、このプログラムの代金は、 
あなたに全額返金いたします。 
 
 
	  
	  

あなたには、巨大な影響力を 
持っていただきます。 

 
 
 

「二人三脚プログラム」を 私や仲間達と 
文字通り二人三脚で９０日間通り過ぎることで 
学校教育の呪縛から解き放たれます。 
 
あなたが心にモヤがかかっていたために見えなかった 
本当の自分に出会います。 
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感情が解き放たれることで初めて 
本当の自由を感じることができるようになるのです。 
 

• 罪悪感 
• 劣等感 
• 焦燥感 
• 虚無感 

 
から解放され 
 

• 高揚感 
• 充実感 
• 達成感 
• ワクワク感 

 
を思いっきり感じられるようになります。 
一言でいうなら、「自信に満ちあふれる」わけです。 
 
これがあなたの本当の姿であり 
あなたのコアになります。 
 
 
一人の人間がコアを見いだすと、 
その変化の影響は本当に不思議なのですが、 
あなたが何もしなくてもあなたの周りの人に伝染します。 
 
「自分を変える力」は日本が変わる力に発展してゆきます。 
あなたにはその渦の中心になっていただきます。 
 
 
 
セミナー後のレポートを読ませていただき、 
今回参加していただいた方達の中に、 
「人の役に立ちたい」という方が本当に沢山いました。 
 
もしかしたら９０％くらいを占めるかもしれません。 
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私は今回のセミナーをやるにあたり、 
様々な葛藤を乗り越えてきました。 
 
インターネットを通じて日本に住むみんなに発信して行くのは、 
私にとって初めてのチャレンジでした。 
 
セミナーを通してコアを伝える人間として、 
私自身がブレないコアを持っていなければ、 
このセミナーを境に私はウソの上塗の人生を 
一生続けて行かなければいけなくなります。 
 
あなたが今、「決断」を前に 
様々な迷いがマインドから溢れ出ているように 
私も過去に自分を支配してきた沢山の不要な考えが 
ひっきりなしに浮かび上がってきました。 
 
そんな煮え切らない自分を抱きしめ、 
「もう前進する足を止めない」とハラをくくった時、 
人生の流れが変わりました。 
 
 
強力な支援者が突然現れたり、 
今までまったく私に興味を示さなかった人から 
「是非協力させて欲しい」と連絡が来たり、 
明らかに今までとは違う人生の流れがスタートしました。 
 
私がハラをくくった事で、 
私の言葉に魂が宿り、過去の自分とはまったく別の次元で 
私の「意思」が宇宙に向って解き放たれたのではないかと 
今は考えています。 
 

• 自分の心の真ん中の声に正直に生きる 
• 他人の意見や反応によって自分の選択をする人生をやめる 
• 自分を信じて失敗を恐れず前進する 

 
こんな生き方をする決断は、 
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誰にとってもチャレンジだし、 
誰かと比較して優位だとか不利だとかはない。 
 
 
だからこそ、一人の決断は隣の人に勇気を与え、 
「私にもできる」って次の決断を呼ぶのだと思う。 
 
私はあなたの決断を全身全霊で応援します。 
そして、あなたの中にある偉大な「勇気」を見つめ続けます。 
 
 
あなたが変わることの影響力は、 
今のあなたには想像のつかないほど大きなインパクトを世界に与えます。 
 
このことを絶対に忘れないでください。 
 
あなたの中には、 
あなたも予想できない力が眠っているのですよ。 
 
こういう生き方を一緒にしましょう。 
そんな仲間達をたくさん創りましょう。 
 
 
 

これは隠しておきたかったのですが、 
ここでの体験は他では絶対に 
手に入らない理由があります。 

 
 
「二人三脚プログラム」は、 
他のどんな高額のセミナーやコーチングプログラムでも 
絶対に手に入らないものを提供します。 
 
完全に隠されてきた秘密が２つあって 
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その２つが偶然出会い、しかも融合してしまう 
というあり得ない奇跡がありました。 
 
私と出会った人にしか 
この「秘密 x秘密」の掛け合わせを知れないのだから 
人生の成功を目指す人でこのご縁をいただけるのは 
本当に０．００１％（ミクロ）の可能性です。 
 
でもこのことをバラしたくなかったのです。 
なぜなら、秘密が２つもあったら 
ただ怪しいだけになってしまうので。 
 
 
その２つの秘密とは・・・ 
 
１、科学的に実証された行動科学 
２、科学を遥かに超えた伝統的な知恵 
 
 
 
 
１、科学的に実証された行動科学 
 
 
私が順天堂大学大学院で学んだこととは、 
人間の集団が成果を最大化する科学です。 
 
これは一人の人間では不可能なことを 
集団力学を使って可能にしてしまうという 
いわば、魔法のような科学なのです。 
 
もしかしたら、あなたもご存知かもしれませんが、 
福岡のプロ野球球団に、世界のホームラン王が 
監督に就任した時のことを覚えていますか？ 
 
最初の数年は下位争いをしていたのですが、 
ある年を境に優勝を重ねるようになりました。 
 
実はこの出来事の裏には私の恩師である北森義明先生が 
チームビルディングを任されていました。 
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私の恩師が関わった事例は 
スポーツ界には沢山あります。 
 

• 実業団バスケットボールで９０年代無敵を誇っていたチーム 
• ８０年代後半に箱根駅伝で４連覇をした我が母校 

 
などなど。 
もちろんこんな魔法の実態は秘密にされています。 
 
私はこの科学を利用し、 
ライフセービングのチームの監督として 
第１５回全日本学生ライフセービング選手権大会にて 
大学日本一に導きました。 
 
当然、私の修士論文のテーマも 
「個人の総和を超えたチームの力の解明」でした。 
 
わかり易く言うと、 
「なでしこジャパン」がやってのけたことを 
科学的に解明したのです。 
 
体格、体力、技術の差を、 
チーム力で埋めて世界一になった現象を 
解明したわけです。 
 
 
 
 
 
２、科学を遥かに超えた伝統的な知恵 
 
 
ユダヤの大富豪が 
なぜ代々に渡ってその財力を 
受け継げると思いますか？ 
 
それには秘密があります。 
 
カバラという古代密教の教えを 
一定の階級以上の金持ちだけ 
口伝えで伝えられていたからです。 
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カバラはユダヤの密教として知られているのですが 
その源流はもっと古く、あらゆる宗教の元となっている 
人類の歴史が始まる前からやってきた知恵です。 
 
インドの伝統医学である 
アユールベーダと同様にカバラも 
その伝え手にこの知恵はどこからやってきたのか？と聞くと 
両方とも「天使から伝えられたものだ」と言います。 
 
こんな話は「怪しい」だけなのでしたくはなかったのですが 
事実なので伝えておきます。 
 
どんなに怪しかろうが、 
効果があるのなら私は何でも使うというのが 
私の主義です。 
 
どうせ知識は道具なのですから、 
優れた道具も私が使いこなせなければ 
何も起こらないのですから。 
 
で、試しました。 
 
そうしたところ、 
ある時、気がついたのです。 
 
それは突然起こりました。 
全く別々に存在していた２つが 
融合したのです。 
 
驚くことに、私が大学院で学んだ科学と 
怪しい伝統的な知恵は共通するものがあったのです。 
 
リザルトクリエイションフォーミュラは、 
実はこの２つの秘密が融合しできあがったもので 
「結果を導きだす公式」として 
すべての創造行為を貫く法則なのです。 
 
 
この共通点に気がついてからが 
とんでもないことの連続でした。 
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こんなとんでもないものを 
無料で公開してしまった私も私ですが、 
この知恵を受け取り、結果を出しまくっている 
私のクライアントもとんでもないです。 
 
 
こんな偶然が重なって今私は 
あなたにこの機会を提供させていただいています。 
あなたとのご縁は決して偶然ではありません。 
 
出会ってしまった以上、 
私にはあなたを導く責任があるのです。 
 
なので、あなたがこの機会の価値を 
正確に理解していただくために 
嘘偽りのない等身大の私ですべてを公表していきます。 
 
私はあなたに真実を伝えるという私の責任を果たします。 
もしあなたが、それに応える準備ができているのでしたら 
迷わず飛び込んできてください。 
	 

 
『二人三脚プログラム』 

の参加費は？ 
 

	 
このような途方もない偶然が重なって 
今、ここに「二人三脚プログラム」を提供できることを 
私は本当にうれしく思っています。 
 
ですが、本当に頭を悩ませたのがこのプログラムの金額です。 
考えに考えた末、２つの基準から金額を導きだしました。 
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• あなたが最後までやり抜くというコミットメントができる金額であること、
なので安いだけではダメ。 
 

• 他の使えない（道具として使いこなせるようになれない）教材が、実際に売
り出されている金額よりも遥かに低い価値しかないということを、あなたに
気づいていただき、このプログラムの価値が金額よりも遥かに大きいとわか
っていただくちょうど良い金額。 

 
 
これだけの内容ですから、今まで約５００名が受講し結果が出ています。 
しかも一時的な結果ではなく時が経てば経つほど結果は大きくなっています。 
それを５４０００円で提供していました。 
 
そして今回２０１５年８月１日から 
９８０００円に値上げすることが決まりました。 
 
理由は、２年半の実績から 
内容と効果、金額のバランスをとるためです。 
また、金額が安いと「なんとなく」っていう 
モチベーションで参加してくる方がきて、 
参加者の真剣度にばらつきが出てしまい 
本気で参加される方の迷惑になってしまうからです。 
 
苦渋の決断ではありますが、 
私を信じて参加される方が 
より大きな成果を上げてもらうための 
必要課題でした。 

	 

なのでこれが	 

旧金額の５４０００円で参加できる	 

最後のチャンスです。 
 
 
 
【一括決済オプション】 
 
ペイパル決済／銀行振り込み決済（５４０００円） 
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【分割決済オプション】 
 
ペイパル決済（１８５００円 ３回払い） 
 
 

「TEAM黄金習慣」の参加者には 
特別割引があります。 

 
【一括決済オプション】 
 
ペイパル決済／銀行振り込み決済（４４３００円） 
 
 
【分割決済オプション】 
 
ペイパル決済（１５５００円 ３回払い） 
 
 
 
決済方法は、一括と分割、両方を用意させていただきました。 
お金が理由でこの機会を逃してしまうのは本当にもったいないです。 
 
月々１８５００円であれば、 
どこかをやりくりすれば出てくるはずですし 
借金をしたとしても大きな痛手になる金額ではありません。 
 
 
５４０００円という 
一回の小旅行と同じくらいのお金を使う事で、 
９０日であなたの人生に大逆転を起すのです。 
 
 
高いか安いか、 
私には明白ですが、いかがでしょうか？ 
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「リザルトクリエイションフォーミュラ」
をマスターするって意味を、 
過小評価していませんか？ 

 
 
 
自分の殻を破ろうと頑張ってきましたよね？ 
だけどできなかった。 
 
もうその原因はわかっていただけていると 
思いますがもう一度確認させてください。 
 
学校教育で深く刷り込まれた「敗者のルール」、 
これをぶち破るのは、 
 
１、感情を解放し 
２、環境に入る 
 
ことでしか解決で来ません。 
「二人三脚プログラム」にはその両方があります。 
 
 
９０日後、あなたに待っている世界は、 
今、持っているあなたの問題がすべて消えている世界です。 
 

• 見込み客が集まらない 
• お客さん苦情を言われる 
• 売上があがらない 
• 家族と摩擦がある 
• 身体の不調がある 
• 自分とした約束が守れない 

 



Copyright	  ©	  Graceful	  Moment,	  Inc.	  All	  Rights	  Reserved	  

これらの欲しくないものを引き寄せてきた 
あなたの脳のプログラムが書き変わります。 
 
感情の解放は、ただ単にあなたを癒すわけではありません。 
 
あなたも含めた人間の心の仕組を 
体験を持って理解できるようになるのです。 
 
そうすると、あなたは相手の気持ちが手に取るようにわかるので、 
相手が一番求めているものを与えられるようになるのです。 
 
もし、あなたが与えられなくても、 
その人を救ってあげるために誰か他の人を 
紹介して上げることもできるのです。 
 
だから、自分の存在が 
誰かにとってかけがえのない価値となる。 
 
こんな自分だったら、 
先ほど挙げた問題はすべて消えてなくなるって 
簡単に想像できませんか？ 
 
 

能力なんか関係ない。 
自分にはどんなことでも挑戦して 
成功させることができる。 
 
だから本当に心から望んでいることを 
実行することができる。 
 
そうなって初めて 
「選択がある」という 
本当の自由が生まれるのです。 

 
 
 
「リザルトクリエイションフォーミュラ」を 
マスターしてしまえば、あなたはもうどんなスキルであろうが 
どんなノウハウであろうが基本的に 
何でもマスターできるようになってしまいます。 
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Facebook のフォーラムに参加して、 
その他のコース参加者と交流もできます。 
 
そこで得られるヒントや励ましによって 
あなたは挫折する事なく確実に 
「リザルトクリエイションフォーミュラ」を 
マスターする事でしょう。 
 
この「二人三脚プログラム」が 
あなたの一生にどれほど大きなインパクトを 
与える事になるでしょうか。 
 
人生が天国となるか、地獄となるか？ 
それを完全にまっぷたつに分けてしまうプログラムです。 
 
 
 
 

「リザルトクリエイションフォーミュラ」 
マスターする 

『二人三脚プログラム』 
参加申し込みの方法 

 
	  
1. 申し込みはこちらの下にあるリンクをクリック	  
	  

2. 申し込みフォームが開くので名字、名前、ふりがな、メールアドレスを入力
して、申し込みボタンをクリックしてください	  

	  
3. 入力したメールアドレスに受付完了のメールを送るのでメールを受信してく
ださい	  

	  
4. そのメールの中に、一括決済用ペイパルリンク、一括決済用銀行振込口座情
報、分割決済用ペイパルリンクがありますので、すぐに決済手続きを完了し

てください	  
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5. 決済手続きが完了したら、その旨ご一報ください。	  
	  
6. 事務局の方で、入金確認終了後、翌月１０日に「二人三脚プログラム」がス
タートします。教材の配布をスケジュール配信していきます。	  

	  
 
９０日後には、あなたは今の悩みがすべて解消され、 
今、本当に苦しんだことが逆に最強の武器となって 
「得たい結果」どんどん得ている人生が待っています。 
 
半年後には、自分がリーダーとして、 
誰をどうやって導いていきたいのか、 
イメージをクッキリと描けるようになっています。 
 
あなたの参加をお待ちしております。 
 
 
 

お申し込みはこちらをクリックしてください。 
↓↓↓↓↓↓↓↓ 

https://39auto.biz/gracefulmoment/touroku/thread232.htm 
 
 

TEAM黄金習慣参加者はこちらをクリックしてください。 
↓↓↓↓↓↓↓↓ 

https://39auto.biz/gracefulmoment/touroku/thread233.htm 
 
 
 

 
	  
	  

Q&A 
 

『二人三脚プログラム』は、 
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本当に“私の課題”を解決できますか？ 
 
 
 
 
v 忙しい私でも最後までやり抜くことはできるでしょう
か？ 

 
 
今までダブルワークでシングルマザーという方、 
本当にたくさん参加していただいています。 
なのでご安心ください。 
 
でもね、忙しいからこそ、 
あなたは参加する必要があります。 
 
本当に実力のある人は、忙しくありません。 
なぜなら、物事の優先順位が明確で 
結果を出すためにフォーカスすべき 
ものが何かを間違えないからです。 
 
なぜこのようなことができるかというと、 
大前提として、彼らは他人に一切振り回されません。 
自分の意思決定のすべてが 
自分の基準によってなされるのです。 
 
どうすれば、そんな人間になれるのでしょうか？ 
 
あなたにまず必要なのは、 
人生の主導権を他人から自分に取り戻すことです。 
 
そのために、この「二人三脚プログラム」の 
最初に一ヶ月を使ってください。 
誰でも最初の課題は同じチャレンジになります。 
 
それは、自分が本当に心から望んでいることは何かを発見し 
その願望を軸に毎日の行動を組み立て直すことです。 
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そのための有効なツールが「マスター教材」のなかの 
「９０日マスタープランのつくり方」解説動画です。 
 
だから、安心して飛び込んできてください。 
 
 
 
 

お申し込みはこちらをクリックしてください。 
↓↓↓↓↓↓↓↓ 

https://39auto.biz/gracefulmoment/touroku/thread232.htm 
 
 

TEAM黄金習慣参加者はこちらをクリックしてください。 
↓↓↓↓↓↓↓↓ 

https://39auto.biz/gracefulmoment/touroku/thread233.htm 
 

 
 
v PCを持っていません。スマホでも参加できますか？ 

 
はい、大丈夫です。 
最近はスマホですべて用が済んでしまいますよね。 
あなたのようにスマホしか持っていない方が 
過去にたくさん受講して不自由なくプログラムを終えています。 
 
安心して飛び込んでください。 
 
 

お申し込みはこちらをクリックしてください。 
↓↓↓↓↓↓↓↓ 

https://39auto.biz/gracefulmoment/touroku/thread232.htm 
 
 

TEAM黄金習慣参加者はこちらをクリックしてください。 
↓↓↓↓↓↓↓↓ 
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https://39auto.biz/gracefulmoment/touroku/thread233.htm 
 
 
 
 
v ビジネスで成功できますか？ 

	  
 
ビジネスの成功、 
いや大成功に一番の近道は何だと思いますか？ 
 
それは「人間理解」です。 
人が何を心の奥底で求めているのか？ 
それを理解しピンポイントで提供すれば 
あなたのビジネスは大成功します。 
 
では、どうすれば「人間理解」をできるのでしょうか？ 
 
すべての人間が答を外側に求めている、 
それ故に迷ってしまう、 
答えは「あなたの中にある」という 
この事実を理解したとき、 
 
そして、あなた自身が「あなたの中に」、 
本当のあなたを見つけたときに、 
あなたはどうすれば、あなた以外に人間を 
導く事ができるのか？を知る事になります。 
 
 
この『リザルトクリエイションフォーミュラ』が、 
それを実現することを約束します。 
 
それをあなたのお客さんに、 
あなたのスタッフに適応させてください。 
 
もし、あなたがビジネスを大成功させたいということでしたら、 
私をメンターに選ぶことが最適な道です。 
 
その理由は、上記以外に他に３つあります。 
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• 知らない人に話しかけられなかった私がセールスで全米No.１になった
経験から、「売ること」の恐怖、「お金を受け取る」ことの罪悪感を克服す
る方法を熟知している 

• 組織論を大学院まで行って学び、チームワークとリーダーシップを出現させ
る技術と実績（大学日本一のチームを育成）をもっている 

• この２つの解決策を、実際にあなたが「できるようになる」こと
をコーチングできる 

 
 
安心して飛び込んでください。 
あなたの想像以上の結果を一緒に出しましょうよ。 
 
 
 
 

お申し込みはこちらをクリックしてください。 
↓↓↓↓↓↓↓↓ 

https://39auto.biz/gracefulmoment/touroku/thread232.htm 
 
 

TEAM黄金習慣参加者はこちらをクリックしてください。 
↓↓↓↓↓↓↓↓ 

https://39auto.biz/gracefulmoment/touroku/thread233.htm 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

v 究極のアートの才能を引き出せますか？ 
	  
	  
スポーツ選手や大成功しているビジネスマン、 
アーティストなど、あらゆる分野の成功者たちには、 
ある共通点があります。 
 
それは、彼らは 
「自分のことをよく知っている」ということです。 
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自分の強みも弱みも、 
すべてにおいて自分のありのままを受け入れている、 
というのが、成功者たちの共通点です。 
 
自分を知らずに成功した人は、 
そのときはよくても、いつか自分の手にした成功を 
手放す事になってしまうでしょう。 
 
 
アートがあなたを通して流れ出る仕組を 
少しお話ししましょう。 
 
 
あなたの持つ怒りや悲しみ、 そして自分の弱さなど、 
あなたが持つネガティブな感情はすべてあなたの武器となります。 
 
 
つまり、どういうことがというと、 
あなたの持つ不安や怒り、弱さなどは、 
この世であなただけが持っている素材の集合なのです。 
 
あなたらしさ、あなたのオリジナリティのおおもとは、 
あなたの心の中にあるネガティブ性を強く反映したものなのです。 
 
 
では、このネガティブ性を 
どうやったら人を感動させるような 
「自己表現」に転換できるのでしょうか？ 
 
 
あなたの体験によって形づくられた「生き様」が、 
あなたの心の真ん中で信じる「喜びのかたち」に沿って 
表現されたときに奇跡の瞬間を迎えるのです。 
 
 
実はこれがまさに『リザルトクリエイションフォーミュラ』の真骨頂で、 
核となる課題です。 
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この課題を正面から解決してくれるのが、 
『リザルトクリエイションフォーミュラ』の中核をなす能力開発システム 
“リザルトクリエイションフォーミュラ”です。 
 
自分が持つネガティブ性を強みに変え 
あなたのコアに眠る「喜びのかたち」にそった自己表現によって 
あなたはアートを生むのです。 
 
作品で誰かを魅了するのもあなた。 
ベストヒットを出すのもあなただし、 
それらを達成し、満足とさらなる好奇心に満ちた人生を 
生きるのもあなたなのです。 
 
そして、その力はあなたの中にあります。 
 
 
だからスイッチを入れましょう！ 
あなたの中で眠っているアートのDNAに。 
あなたのDNAはあなたが「自らの意志」で 
決断するのを待っているんだから。 
 
 
 
 

お申し込みはこちらをクリックしてください。 
↓↓↓↓↓↓↓↓ 

https://39auto.biz/gracefulmoment/touroku/thread232.htm 
 
 

TEAM黄金習慣参加者はこちらをクリックしてください。 
↓↓↓↓↓↓↓↓ 

https://39auto.biz/gracefulmoment/touroku/thread233.htm 
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v 人の役に立てるような人間になれますか？ 
	  
	  
本当に落ち込んでいる人間に 
「頑張って」は禁句です。 
 
「うつ」を経験した人間にしかわからない心理かも知れません。 
 
励ましは、共感が前提にないと 
ときに人を余計に落ち込ませる事があります。 
 
何が言いたいのかというと 
相手の気持ちをわかってあげられないと 
その人を心から救う事はできないのです。 
 
さらに言うならば、 
相手が「この人、わかってくれている」と 
思ってもらえなければ 
それは相手を理解しているとは言えません。 
 
 
これは、私たち人間は「気持ちの動物」で、 
気持ちを救わなければ救った事にはならないことを意味しています。 
 
 
 
また、私は海の救難救助（ライフセーバー）として 
人の命を守るときの原則を学びました。 
 
「自分の命を守れない奴に、他人は救えない」 
 
屈強な精神と肉体があったとしても 
溺れてパニックになっている人間を助けるためには 
自分の命を落とすかもしれないという覚悟で向う必要がある。 
 
つまり、誰かに役に立ちたいと考えるのなら 
共感と自立がスタートラインとなる。 
 



Copyright	  ©	  Graceful	  Moment,	  Inc.	  All	  Rights	  Reserved	  

そして、自分自信が乗り越えてきた経験によって 
人を勇気づけるというやり方でしか 
人は救えないという事です。 
 
あなたが、自分のコアに気づき 
その自分に正直に生きるチャレンジを 
見事にやり遂げるとあなたは救世主となれるのです。 
 
 
 
 

お申し込みはこちらをクリックしてください。 
↓↓↓↓↓↓↓↓ 

https://39auto.biz/gracefulmoment/touroku/thread232.htm 
 
 

TEAM黄金習慣参加者はこちらをクリックしてください。 
↓↓↓↓↓↓↓↓ 

https://39auto.biz/gracefulmoment/touroku/thread233.htm 
 
 

 
	  
	  
	  

v スピリチャルな道を極められますか？ 
	  
 
どんな分野の知識でも、 
道具であることには変わりません。 
 
それはスピリチャルな知恵と 
称されるものでも同じです。 
 
あなたはその知識を「使いこなせる自分」にならなければ、 
先人達の叡智をあなたの人生で開花させる事ができません。 
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人の精神性（スピリチャリティ）の法則は、 
様々な体系にそって存在しています。 
 
それらの体系はすべて、 
今のあなたが「本当のあなた」に向う 
きっかけとして存在していると私は考えています。 
 
私の住むアメリカは、 
「スピリチャル」なチャレンジを 
誰もが普通に共有しながら高め合う文化があります。 
 
様々な宗教が同居している社会特有の、 
日本人の私から見るととてもオープンな文化です。 
 
その一方で、一神教の考えが強固に根付く人も多く、 
私が主張する「あなたの中にこそ、 
あなたが追い求めている神性が存在している」 
という考えをなかなか受け入れられない場合も多くあります。 
 
残念ですが、この枠組みが本人の可能性を狭め、 
本当の才能を具現化するのを妨げているケースをたくさん見てきました。 
 
 
私が信じるスピリチャリティの探求とは、 
「道」に入ることだと思っています。 
 
武道、華道、茶道のような「道」を極める体系の中に、 
私はスピリチャリティの真髄を見ます。 
 
野球道を追求するイチローや 
桑田真澄にスピリチャリティを見ます。 
 
 
自分の信じた「道」を一切の妥協無く、 
自分が掲げた理想に近づくために毎日、 
一瞬一瞬を生きている人に、スピリチャリティを見ます。 
 
たとえそれが町の商店の店主であっても、 
スーパーのレジ打ちであってもです。 



Copyright	  ©	  Graceful	  Moment,	  Inc.	  All	  Rights	  Reserved	  

 
自分の行いを通じて、 
全力で誰かのために「サービス」している人たちです。 
 
私自身も、そう在ることを選択しますし、 
そう在ることを選択したい人を応援します。 
 
安心して飛び込んでください。 
 
あなたの「道」を一緒に探しましょう！ 
 
 
 

お申し込みはこちらをクリックしてください。 
↓↓↓↓↓↓↓↓ 

https://39auto.biz/gracefulmoment/touroku/thread232.htm 
 
 

TEAM黄金習慣参加者はこちらをクリックしてください。 
↓↓↓↓↓↓↓↓ 

https://39auto.biz/gracefulmoment/touroku/thread233.htm 
 
 

 
 
v 身体や心の病気は克服できますか？ 

 
 
病気の原因を取り除くと、 
その病気は存在できなくなります。 
 
そのことに反論する人はいないはずです。 
 
ですが、病気の原因がどこにあるのか？を間違うと、 
表面的に改善したように見える症状によって 
自分はなおったと勘違いしますが、必ず病気は戻ってきます。 
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現代医学の対処療法はもちろんですが、  
植物系のエッセンスによって 
奇跡のような病気を完治させた事例でさえも、 
もし病気を患った本人が「本当の原因」に 
たどり着かなかった場合は、必ず病気が帰ってくるという例を、 
私は何度も目にしてきました。 
 
つまり、身体や心の病気も例外ではなく、 
リザルトクリエイションフォーミュラの回し方次第で 
変わってゆけるという事なのです。 
 
もっと簡単に言えば、セミナーで何度も繰り返し伝えた言葉 
「生き様が変わらなければ、何も変わらない」 
という事だと思います。 
 
 
「痛み」や「苦しみ」と、 
いつも隣り合わせで生きる辛さ、 
その状態の自分から前進するチャレンジは 
並大抵のことではないかもしれません。 
 
きっとあなたは途方に暮れるほど、 
気が遠くなるような試練を乗り越えないといけないと 
考えてしまうかもしれません。 
 
そんな気持ちになってしまう状態だからこそ、 
あなたの「全快」を信じる人が隣にいる必要があると私は思います。 
 
私は、２４歳のとき「うつ」になりました。 
 
大学院受験を２度も失敗するという 
前代未聞の出来事を引き起こした自分を責めました。 
 
しかも、試験当日、英語の辞書を引くために 
アルファベットの順番がわからなくなってしまうほどパニックに陥って。 
 
スポーツで活躍してきた自分、 
本番に強いと自負していた自分が粉砕されました。 
 
なぜこんな精神状態になったかというと、 
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当時付き合っていた彼女が他の男と寝たとわかり 
ひどい別れ方をしたからでした。  
 
「たかが女で、こんな人生を左右する 
大事な試験中にパニックになるなんて」と、 
私は自分をひどく責めました。 
 
吐き気と胃痛に苦しみ、胃カメラを飲み、 
担当医に「あ～あ、こりゃ辛いわ」と言わしめるほど 
出血で胃壁がただれていました。 
 
こんな経験を乗り越えてきたので今の自分があります。 
 
 
また、１８歳からヘルニアをわずらい、 
２１歳のときにはボクシングの試合中に 
腰椎（腰のブロック状の骨）の２番目と３番目の間、 
３番目と４番目の間の軟骨が潰れてしまいました。 
 
それ以来、ストレスがたまると腰がひどく痛み 
１週間寝込むということを繰り返してきました。 
 
ひどい時は、１ヶ月も仕事ができないということもありました。 
 
ところがです。 
 
私の中にある「他人に否定される恐れ」と向き合い、 
腰に痛みが出る本当の原因にたどり着き、 
自分の過去を癒し、理解し、赦したときに、 
痛みが出る事がなくなりました。 
 
 
その出来事は衝撃的でした。 
 
その時、起こった事の詳細は機会があればシェアしますが、 
一瞬で「あの激痛」が消え去るという奇跡のような体験でした。 
 
感謝で涙した、ワンワンと泣いた、初めての経験でした。 
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私は決してオカルト的なことを 
心酔しているわけではありません。 
 
順天堂大学でスポーツ健康科学を学び、 
大学院まで進むことで人生への科学的なアプローチを 
人一倍実践しています。 
 
肉体と精神の科学を徹底的に追及し、 
自らの心と身体で実体験した知恵として 
あなたの役に立ちたいと思っているだけです。 
 
 
また、深いトラウマを抱える方には、 
個別コーチングが必要不可欠となりますが、 
あなたがこの部分だけ個別のサポートを希望するのなら 
別途費用を頂きますがご用意いたします。 
 
深い心の傷を癒すためには、 
あなたを無条件で受け入れ、 
あなたの本当の価値や、 
あなたの本当の気持ちを 
理解する人間の協力が必要です。 
 
一人で自分を癒す事はとても難しいです。 
 
私も大きな傷を抱えていました。 
援助者の力を借りて、彼らの無条件の愛に助けられ、 
傷つき怖がって閉じこもっていた自分を 
安心させることができました。 
 
そして、あなたは過去と健全な決別宣言をします。 
過去との決別は、過去の自分を知り、 
理解し、許し、癒されたときに初めて 
健全なかたちで解放されてゆきます。 
 
その後に顔を出す自分は 
「吹っ切れた」「まるで別人」のあなたに生まれ変わるため 
他人から見ると本当に突然変身したように見えるわけです。 
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だから安心して飛び込んでください。 
 
「あの痛み、苦しみ」から解放される体験を使って、 
今後のあなたが、どんな人助けと世直しができるか 
今から想像しておいてください。 
 
 
 

お申し込みはこちらをクリックしてください。 
↓↓↓↓↓↓↓↓ 

https://39auto.biz/gracefulmoment/touroku/thread232.htm 
 
 

TEAM黄金習慣参加者はこちらをクリックしてください。 
↓↓↓↓↓↓↓↓ 

https://39auto.biz/gracefulmoment/touroku/thread233.htm 
 
 
 

 
 
v 自信がない私でも変われますか？ 

 
 
何を隠そう、 
私自身が自分に自信が持てない人間でした。 
 
これは数年前に妻とひどい喧嘩をし、 
情けなくて泣きながら 
弱い自分を誰かに理解して欲しくて 
一人寂しく書き記した心の叫びです。 
 
ちょっとこれをシェアするのは、 
恥ずかしいのですが・・・、 
 
もしあなたが「自信のない自分」を救ってあげる 
きっかけになればと思い、 
勇気を出して紹介します。 
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（私のセミナーを受けた人以外には 
絶対に見せたくないので内緒にしておいてください。） 
 
 
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 
 
私は最低最悪の人間です。 
 
正直、自分の事しか考えられないのです。 
家族にも苦労ばかりをかけています。 
 
娘の夢（フィギュアスケートでオリンピックに出る）も 
十分にサポートしてあげられるだけの経済力も持っていません。 
 
そんな自分が嫌で嫌で、 
こんな自分がどうやったら変えられるのかって 
勉強し続けてきました。 
 
 
セミナーにもいっぱい参加しました。 
 
なのに３週間も経てば 
元の最低最悪の自分に戻ってしまうのです。 
 
何をやっても、どんなに人から「すごい」って言われても 
私は、自分の事を認める事ができません。 
こんな「いい加減でやる気のない、怠け者」の自分を 
他人が何と言おうが事実誤認としか思えないのです。 
 
コイツは、「本当のオレ」を知らないから。 
本当のオレは、人には見せられないオレは、 
お前が思っているような人間じゃないって 
思っています。 
 
 
本当は仕事なんてやりたくないんです。 
でも、やらなきゃお金がなくなって、 
家族が困るから、仕方なしにやっています。 
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そうです。私は無責任なんです。 
自分が恵まれているなんて、とても感じる事はできません。 
人に感謝する気持ちも湧いてきません。 
 
私は自分で自分の事を「価値のない人間だ」と思っています。 
何をやっても満足できません。そんな自分が大嫌いです。 
 
自殺する勇気もありません。 
 
私は人から批判されるのが大嫌いです。 
自分と違う意見を言われると 
ものすごい拒絶感を感じます。 
 
だから、人を認めさせるために、 
とことん理論武装してきました。 
誰からも文句を言われたくないので 
何百冊も本を読みました。 
 
だから、私は「ただのノウハウコレクター」だと 
言われても仕方がないです。 
そう言われることは、大嫌いですが。 
 
口だけ達者で、行動の伴ってない奴を見ると 
めちゃくちゃ腹が立ちます。 
私が最も嫌いなタイプな人間です。 
 
なぜなら、私自身がそうだからです。 
そんな自分が大嫌いなのです。 
 
だから、人から「お前は口先だけの人間だ」と 
思われたり言われたりすると、 
そいつを殺したくなります。 
 
跡形もなくこの世から消し去りたくなります。 
 
もしかしたら、いつでも実行に移せるように 
私はボクシングをやったのかもしれません。 
そのおかげで、相手に気がつかれる前に 
パンチを急所に当てて気絶させる事ができるようになりました。 
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ところが、リングの中では人を殴れるのですが、 
現実世界では怖くて喧嘩することができません。 
相手に口で言い返す勇気もないんです。 
 
「オレは無意味な努力をしている」と 
また自分を責めてしまいます。 
 
 
どこまで行っても自分が大嫌いで 
自分を認めることができないのですが、 
自分を諦める事ができません。 
 
こんな私ですが、 
「諦める」という事だけは 
絶対に絶対にしたくないのです。 
 
唯一のポジティブです。 
私の中にある、たった一つのもの。 
これだけしか、私は持っていません。 
 
自分が諦められません。 
 
いつか必ず 
こんな惨めな自分を捨て 
絶対に人に誇れるような自分になりたい。 
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 
 
 
 
私は完全に勘違いしていました。 
あの頃の私は重大な勘違いをしていました。 
 
「いつか必ず」 
 
「いつか」なんて永遠に来ないのです。 
「今」やるか、やらないか、 
それだけだったのです。 
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それに気がつき 
怖いけど「いつか」と言って 
「今」から逃げ続けてきた自分を変え 
人生を変える事ができました。 
 
その恐怖に正面から向き合えたのは、 
師匠の私に対する「大きな愛」でした。 
 
私の中で眠っていた「ヒーロー」を 
私の師匠は疑う事なく見つめ続けてくれました。 
 
言葉を超えたメッセージが、 
「何があっても私を信じている」というメッセージが 
師匠の目から直接私の心の真ん中に飛び込んでくるのです。 
 
これが師匠の生き様だったのです。 
だから、私はこの生き様を引き継ぐと 
自分自身に約束したのです。 
 
安心して飛び込んできてください。 
あなたの中にある唯一無二の可能性を 
早く私に見せてください。 
 
 
 

お申し込みはこちらをクリックしてください。 
↓↓↓↓↓↓↓↓ 

https://39auto.biz/gracefulmoment/touroku/thread232.htm 
 
 

TEAM黄金習慣参加者はこちらをクリックしてください。 
↓↓↓↓↓↓↓↓ 

https://39auto.biz/gracefulmoment/touroku/thread233.htm 
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追伸１： 
 
 

 
最後に『二人三脚プログラム』の内容を 
もう一度まとめておきます。 

 
 
参加費： ９０日で 
     一括：５４０００円 
     分割：１８５００円、３回払い 
 
TEAM黄金習慣特別割引：９０日で 
     一括：４４３００円 
     分割：１５５００円、３回払い 
 
 
 
決済方法： 【一括決済オプション】銀行振込、ペイパル決済 
      【分割決済オプション】ペイパル決済 
 
       
プログラム開始時期： ８月１０日スタート予定 
 
受けられるサービス内容： 
 
【コースメニュー】 
 
●６０兆個の全身の細胞に勝者のルールをしみ込ませるスペシャル教材 
   -オリエンテーション スペシャル音声 
   -動画&音声：10本 収録時間 327分 
   -PDF 資料：12部 
●	 コーチング業界の誰も知らない秘密兵器「バディコーチグシステム」 
●	 ９０日間の自動成長マシーン「二人三脚フォーラム」 
●	 無制限メールサポート 
●フィナーレ (卒業式) リアルイベント 
 
サービス１ 
●６０兆個の全身の細胞に勝者のルールをしみ込ませるスペシャル教材 
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「リザルトクリエイションフォーミュラ」マスター教材 
 
 
「リザルトクリエイションフォーミュラ」マスター教材には、５つのツールが含ま
れます。どれも最高のツールですが、これらを一気にあなたに渡しても使いこなす
のは不可能に近いです。 
 
「知識は道具（ツール）」であるということを理解しない人は、平気で「こんなに
盛りだくさん」と言って無責任な教材の提供の仕方をします。もし、あなたが過去
に高額の教材を購入し、成果に結びつける事ができなかったという経験があるとし
たら、それも当然の事だったのかもしれません。 
 
私はあなたがこれらのツールを使いこなし、あなた自身の力で成果を出せるように
することを念頭に置いています。解説動画や音声で、確実にひとつひとつのツール
をマスターして行くプロセスをコーチングします。 
 
また、９０日間のコースとなりますので「マスター教材」の各教材は、ステップバ
イステップで配布されます。一気にすべての教材を受け取って、結局「やりきる」
ことができないのでは意味がありませんから。 
 

「マスター教材」で配られる内容の一部を言うと・・・ 
 

• 「９０日マスタープランのつくり方」解説動画：９０日後の結果を９０％決
定づける本プログラムのキモ 
 

• あなたの自己内対話を徹底分析し、あなたの進化の速度を加速し続けるツー
ル＆解説音声：診断と分析、データ活用方法をマスターする 

 
• あなたの魂のミッションを解明ツール＆解説音声：あなたの運命数と人生の

ミッションを受容する 
 

• あなたの身近な人間をすべてあなたのサポーターに変身させてしまう最高の
“相性”開発ツール＆解説音声：診断、データ分析と活用方法をマスターする 

 
• あなたの潜在意識の中に染み付いてしまった「敗者のルール」を、“取り除く

のではなく”最強の武器に転換させる「究極の癒し＆赦しツール」＆解説音声 
 

• あなたの成果を完全に決定づけている５つの要素（アイデア、感情、思考、
計画、行動）のクオリティを最高まで高める練習ツール＆解説音声 
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サービス２ 
●	 コーチング業界の誰も知らない秘密兵器「バディコーチグシステム」 
 
プログラム途中脱落を完全排除する佐々木式コーチグシステム 
 
参加者同士が次々に結果を出し始める相乗効果を生むシステムです。このシステム
は参加者同士の相互作用によって予測のつかない成長の連鎖が起こします。一人の
人間の可能性が無限であるように、無限同士が影響し合うと更に大きな変化を生み
出します。 
 
そうなると、参加者一人一人の課題は、どんどんレベルが上がってゆきます。 
 
 
 
サービス３ 
●	 ９０日間の自動成長マシーン「二人三脚フォーラム」 
 
あなたの「成功の種」を勝手に発芽させる４つの成功環境要因
（信頼、愛情、リーダーシップ、教え）にどっぷり漬かる！ 
自動成長マシーン「二人三脚フォーラム」 
 
あなたの進化にとって、特に大きな貢献をするのが仲間の存在です。成功の環境要
因の中で、信頼は土壌の役割を担います。仲間同士が信頼で結ばれて行ったときに、
あなたの成長の速度は一気に加速します。 
 
仲間の成功体験が、まるで自分の成功体験として捉えることができ、他人の体験が
自分の体験となって行きます。Facebook のグループ機能を使って、お互いの進捗
をシェアしたり、交流の場を設けます。このフォーラムがあなたの自信を育てます。 
 
 
 
 
サービス４ 
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●	 無制限メールサポート 
 
無制限メールでの質問に佐々木が直接回答 
 
質問はメールにて受け付けます。特に質問回数に制限はありません。質問をむしろ
して欲しいと思っています。質問をするときにあなたは進化します。あなたの進化
にとって最高の回答を私が与えます。 
 
 
サービス５ 
●フィナーレ (卒業式) リアルイベント 
 
「フィナーレイベント」で二人三脚の種が明かされる 
 
二人三脚プログラムの最後はライブイベントです。佐々木と直接対話し、９０日を
共に過ごした仲間と過ごす、人生で最高の時間です。二人三脚プログラム終了後に
このイベントを行うと不思議な現象が起こります。過去２０期以上に渡って行って
きたこのフィナーレは、毎回例外なく「想像を超えていた」という感想をいただき
ます。 
 
	  
 
 
 

お申し込みはこちらをクリックしてください。 
↓↓↓↓↓↓↓↓ 

https://39auto.biz/gracefulmoment/touroku/thread232.htm 
 
 

TEAM黄金習慣参加者はこちらをクリックしてください。 
↓↓↓↓↓↓↓↓ 

https://39auto.biz/gracefulmoment/touroku/thread233.htm 
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追伸２： 
 
	  
	  
「私は最初のステップの 
自分に許しを与える段階で 
つまずいてしまっているのかもしれません。 
 
そんな状態で、 
第２ステージの不必要なものを手放し、 
成功を招き入れるとステージに進めますか？」 
 
という質問をもらいました。 
 
 
もう一度、お金のことは心配いらない 
ということを確認させてください。 
 
あなたの不安が解消されるのかどうかは、 
味わってみないとわからないので、 
最終的にお金を払うかどうかは 
今決める必要はありません。 
 
 
 
９０日という時間は誰にとっても同じだ、 
と、あなたは考えますか？ 
 
 
実は、答えはNOです。 
 
 
『二人三脚プログラム』が提供する９０日という期間で、 
人によっては第２ステージの Let it go, Let it Come を一気に駆け上がり、 
第３ステージの Let it work, Let it flow に入り「流れに乗って」 
とんでもなく大きな成果を上げるかもしれません。 
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人によっては、この９０日間のすべてを 
第１ステージの Permission に費やすかもしれません。 
この人にとって９０日という時間と 
支払ったお金は無駄になるのでしょうか？ 
 
 
この２人の過ごした時間の価値を 
単純に比較する事はできません。 
 
両者にとって、かけがえのない 
進化の体験であった事には変わりませんが、 
導きだした成果や数字だけを見て、 
どちらかが一方より大きな価値がある 
という類いの話ではないのです。 
 
 
あなた自身をもう一度、振り返ってください。 
 
「今のあなた」、そして「なりたい自分」。 
 
今のあなたが描くことができる最高の自分です。 
それを想像してみてください。 
 
 
その「自分になる」そう決めたなら、 
あなたはそれを手にします。 
 
 
あなたが希望するのなら、 
その過程を私がお手伝いいたします。 
 
 
 
 
 
 

最後に・・・、 
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私のプログラム受講者や 
私のパートナーたちが私をどう見ているか？ 
ご興味ある方はこちらをご覧ください。 
 
http://koichisasaki.com/?p=599 
 
 
 
 
「最高の人生とは」 
 
あなたを待っている人がいるって思い出してください。 
あなたの成功を本当に待ち望んでいるのは私ではありません。 
 
あなたの家族です。 
子供さん、ご両親、奥様、旦那様。 
 
あなたが本当に家族のために 
命を張れるようになったときに、 
どんな逆境からでも最高の幸せを実現できます。 
 
２０１２年１０月１９日、 
私は勤めていた会社を突然クビになりました。 
 
その時に人生で初めて「家族が路頭に迷う」危機を迎えました。 
想像してみてください。 
朝会社に行ったら突然クビを宣告されて、 
明日からの生活費が入ってこなくなるのです。 
私は本当に青ざめました。本気でヤバイって思いました。 
 
でも今考えると、本当にヤバかったからこそ、 
腹をくくれたんだと思います。 
 
「ここで勝負してやる！」って。 
人生で初めて私が本気になった瞬間でした。 
 
私がなぜ本気になれたのか？ 
	  
やはり自分のためではなかったからです。 
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家族のため、妻と娘のために、 
スケートでオリンピックを目指す娘のために、 
「こんなところでくたばってたまるか！」ってね。 
 
家族を敵だと思っていた私は、 
この瞬間に変われたんだと思います。 
 
この経験から、最終的には「覚悟」、 
「腹くくる」ことが成功の唯一の条件なのだと知りました。 
そしてその「覚悟」は、自分のためだけでなく 
家族のために本気になれた時に決められるのだと知りました。 
 
次はあなたの番です。 
 
あなたの覚悟が決まるまで、 
全力で応援させていただきます。 
 
あなたが諦めないって約束できるのなら、 
私もあなたを諦めません。 
	  
	  
 
最後まで読んでくれて、ありがとう。 
二人三脚プログラムでお会いしましょう！ 
 
 
 

佐々木浩一 
 
 
 

お申し込みはこちらをクリックしてください。 
↓↓↓↓↓↓↓↓ 

https://39auto.biz/gracefulmoment/touroku/thread232.htm 
 
 

TEAM黄金習慣参加者はこちらをクリックしてください。 
↓↓↓↓↓↓↓↓ 

https://39auto.biz/gracefulmoment/touroku/thread233.htm 
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＜特定商取引法に基づく表記＞ 
http://kyouikudekouken.net/goldenhabit/commerce.html 

 
 

＜プライバシーポリシー＞ 
http://koichisasaki.com/?p=462 

 


