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2021年12月

★冬フェスタ★
『インスタグラムから申し込みが入る！逆算戦略セミナー』（田村 めぐみ氏）

【zoom上映＆勉強会】
『『最強すぎる』小冊子マーケティング＆通信講座の作り方』 （井上 幸一郎氏）



講師 ： 株式会社airipi 代表取締役 田村 めぐみ 氏

ママ起業 コンサルタント

子どもや家族との時間を大切にしながら、自分らしく働き自立した女性を増やすことを
理念とし、今までに15,000人ヘ講座を開講。

小さい子供がいてもたった４ヶ月で月商７桁を達成し、３ヶ月先まで満席の人気講師や、
リピート率90％超え・クロージング率80％を超える受講生を多数輩出。

この長期講座の申込み倍率は2.8倍となる。

自身も３人のお母さんでありながら、年商3,000万円を達成する。

・インスタグラムはあげているけれど、何を発信したらいいのか分からない。

・見よう見まねで発信しているが、これで良いのか悩みながら発信している。

・今までのお客様はインスタを見て来てくださるが、新規のお客様からの申し込みが少ない。

そんな方のために、インスタグラムから申し込みをいただくために必要な全体像がわかり、今
何ができていて何が足りていないのかが自分自身でわかるようになるセミナーです。

12月12日（日）
14:00～17:00

冬フェスタ

ビジネス
初心者

スキル
獲得

マインド
アップ

お楽しみ
企画

◎ ◎ ◎ ×
対象

概要
１．0.2秒で心をつかむ世界観のつくり方

２．申し込みがスルスル入る！逆算戦略

３．ただの読者さんからファンに変える！ライティングスキルUP講座

Zoom開催！

※会場での開催はありません。接続方法はお申込後にご案内いたします。

【参加費】
一般価格 3,000円（税込）
PWC会員は無料
※オンライン会員も無料でご参加
いただけます。

こんな方へ
●インスタグラム初心者の方

●インスタグラムで、何を発信すればいいか悩んでいる方

●エンゲージメントをあげる戦略を知りたい方

●読者をファンに変えるライティングを学びたい方

インスタグラムから申し込みが入る！
逆算戦略セミナー



『最強すぎる』
小冊子マーケティング＆通信講座の作り方

手軽に請求してもらえ、深く啓蒙できあなたのファンを醸成する「小冊子マーケティ
ング」は、メールマガジンやブログと並ぶ有力なマーケティング手法の一つ。

さらにその小冊子を有料で販売することができれば、利益を得ながらファンを増や
せるという、最強すぎるモデルが完成します。

この講座では、最も手軽にはじめられる小冊子制作＆マーケティング展開ノウハウ
をお伝えします。

【小冊子編】

１）小冊子マーケティングの魅力
２）成功事例
3）良い小冊子の条件とは。構成とは。
4）企画倒れにならない、小冊子の作り方
5）マーケティング構築

詳細

概要

対象 ビジネス
初心者

スキル獲得 マインドアップ お楽しみ企画

◎ ◎ ○ ×

12月22日（水）
19:00～21:00

Zoomでご参加いただきます！
※会場での開催はありません。接続方法はお申込み後にご案内いたします。

※当日は、草野祐子が司会をつとめます。動画を皆で見ながらワークを実施するため、リアルタイムで
尾関さんは参加されませんが、ご了承ください。

株式会社オンユアマーク 代表取締役 井上幸一郎氏

1978年 静岡生まれ。立教大学経済学部卒業後、通信講座企業にてマーケティ
ングを担当。
その後、人材教育企業に転職し、インストラクショナルデザインを学ぶ。
2010年独立し、株式会社オンユアマークを設立。
カルチャースクール「和の大学」では、Facebookページのみで、初年度600名以
上の集客に成功。以来、Facebookページを使ったマーケティングの講師としても

活動を始める。その後、女性起業家を対象にした「頑張らない集客プロジェクト」
を始動。理想のライフスタイル実現を支援するための各種活動を行っている。

・小冊子マーケティングの魅力と成功事例がわかる
・ 「良い小冊子」の条件や企画方法がわかる
・完成した小冊子を告知する方法がわかる
・通信講座の魅力と、作り方の概要がわかる

効果

【通信講座編】

１）通信講座の魅力
２）成功事例
3）リスクと注意点
4）教材の作り方（インストラクショナルデザイン）
5）マーケティング構築



2022年1月

PWCワークショップ 『2022年の未来日記を書こう！』

【zoom上映＆勉強会】
『～アドラー心理学で学ぶ！～⼥性が成功するために必要な「自信」と「不安を乗り越
える⼒」』 （永藤 かおる 氏）



対象 ビジネス
初心者

スキル獲得 マインドアップ お楽しみ企画

◎ ◎ ◎ ◎

1月15日（土）
9:00～10:30

【PWCワークショップ】

2022年の未来日記を書こう！

PWC事務局ナビゲート

メッセージ 予祝ってご存知ですか？

未来の姿を先に喜び、祝ってしまうことで、現実を引き寄せることを「予祝
（よしゅく）」と言います。

「お花見」も、元は秋の豊作を先に祝って、みんなで祝杯をあげる、「予祝」と
いう引き寄せの儀式だったそうです。

この方法に倣って、今年の最後にどんな風になっていたらいいか、具体的に
考えて、予めお祝いしてしまおう！という企画です。

年末にご自身で振返ってみるのを楽しみに、是非実際に書いてみましょう。

Zoom開催



ヒューマンギルド 取締役研修部長 永藤かおる氏

１．リレーションづくり（安心感・信頼感・貢献感）

２．アドラー心理学概要（働く人に“効く”心理学）

３．「自信」と「不安を乗り越える力」につながる、モチベーションのメカニズム
４．「勇気づけ」・・・自他を勇気づけることで、モチベーションは高められる

効果

詳細

概要

対象

メッセージ

1月24日（月）
19:00～21:00

Zoomでご参加いただきます！
※会場での開催はありません。接続方法はお申込み後にご案内いたします。

ビジネス
初心者

スキル獲得 マインドアップ お楽しみ企画

◎ ◎ ◎ ×

※当日は、草野祐子が司会をつとめます。動画を皆で見ながらワークを実施するため、リアルタイムで
永藤 かおるさんは参加されませんが、ご了承ください。

～アドラー心理学で学ぶ！～

⼥性が成功するために必要な

「自信」と「不安を乗り越える⼒」

●やりたいことはあるけれど、他⼈からどう思われるかが気になって⼀歩が
踏み出せない

●すでに⾃分よりも成功している⼈を⾒ると「⾃分なんて・・・」と考えてしまう
●コーチやカウンセラーとして、ピンチの時にも、目的と未来をどうしたいか
考えられるような支援をしたい

という方のために、女性らしくしなやかに成功するためのマインドセットを

学ぶセミナーです。

大手電機メーカーを経て、香港のビジネスマン向け語学専門学校で日本

語講師となる。帰国後は人材開発室リーダーとして一部上場企業をはじ

め20社以上、延べ100人以上に人事採用関連のインタビューを行なう。

キャリアを積む中でアドラー心理学と出会い、薫陶を受けたことをきっか

けに、心理カウンセラー、コミュニケーション研修講師の道へ進む。

●「勇気づけの心理学」として知られるアドラー心理学の基本的概念を知ること
ができる

●モチベーション（やる気）の原動力や仕組みについて理解し、自他に対して
適切に使うことができるようになる

●コミュニケーションの根本にある「勇気づけ」を他者にも自分自身にも実践する
ことができる

何があなたにやる気を出させるのでしょうか？
「やる気になったとき」何が理由でしたか？
2つの動機付けスタイルを知り、あなた自身やあなたの仲間や家族、クライア
ントなど他者に対しても勇気づけ名人になるステップを一緒に学びませんか。
あなた自身もセルフトークで願望を実現する力に気づくことができる講座です。



2022年2月

【zoom上映＆勉強会】
『理想のお客様を引き寄せるストーリー戦略』 （芝蘭 友氏）

『新たなコンテンツ開発に必要な３つのチカラ』（上野 恭子氏）



理想のお客様を引き寄せる
ストーリー戦略

～自分の価値を正しくお客様に届けるために～

ストーリー戦略コンサルタント 芝蘭 友（しらんゆう）氏
株式会社うぃずあっぷ代表取締役。本人が気づいていない「使命」を言語化し、
ビジネスが加速するストーリー戦略を伝授するコンサルタントとして活躍。トッ
プ５％に入るベストセラー作家や経営者をわずか１年半で２０００名以上見て
きた経験から人物のキャラクター特性や強み、ビジネスの本質を瞬時に読み
取る目を養う。ドキュメンタリー番組「情熱大陸」の出演者、ベストセラー作家
など影響力ある人物のビジネスプロフィールコンサルティングを多数実施。ク
ライアントの「龍穴」を見つけ出し文字の力で「龍脈」のごとく「気の流れ」を作り
あげる。著書に『死ぬまでに一度は読みたいビジネス名著280の言葉』（かん
き出版）がある。

●強みや自分のウリを数字に変換して表現する方法がわかります
●理想のお客様とは誰なのか？がわかります
●プロが見ているビジネスプロフィールの９つのポイントがわかります

自分の価値をお客様に伝えられていない。自分の強みやウリがわからない、ど
うやってブランドを作ればいいのか悩んでいる方にこそ、ストーリー戦略は有効
です。お客様に価値が伝わっていないのだとしたら、どのような表現をすれば
受け取ってもらえるのか。理想のお客様が反応する価値を見出し、表現するポ
イントをすぐに理解できるでしょう。

・理想のお客様を引き寄せる３つの考え方
・事例をもとにビジネスプロフィールの
９つのポイントを解説
・伝わらないプロフィールは、
過去抹殺型、バームクーヘン型、
ソフラン型になっている方法

・自分の価値を短い言葉で相手に伝
える表現力を磨くレッスン
（日常の訓練編）
・価値とは何か？価格とは何か？
・効果的な「お客さんの声」を見極める

「自分が何者なのか？」「どんな価値が提供できるのか？」を伝えられるように
なると世界が一瞬にして変わります。以前、「10年間、納得する自分のプロ
フィールが書けない」と悩んでいた講師が、私のもとにきてわずか3か月でお客

様に伝わるビジネスプロフィールを完成させました。目に見えないサービスを
扱っている方にこそ、この講座は価値があると思います。

2月7日（月）
19:00～21:00

効果

詳細

概要

対象

メッセージ

ビジネス
初心者

スキル獲得 マインドアップ お楽しみ企画

◎ ◎ ◎ ×

※当日は、草野祐子が司会をつとめます。動画を皆で見ながらワークを実施するため、リアルタイムで
芝蘭 友さんは参加されませんが、ご了承ください。

Zoom開催



ＮＰＯ法人ＷｉｎＷｉｎ育成協会 理事長 上野恭子氏

平日は組織力向上を支援し、土日を中心にコーチング資格＆講師養成
スクールを2009年から継続的に開講。コーチング講師を120人以上育成。
コーチングをアレンジした各種コースをコラボで提供し続けている。

愛知県子育て支援課＆結婚相談所と「マリッジコーチング」、卒業生であ
る日本ダイバーシティ推進協会と「働き方サポートコーチ」、そして2018年
1月～トヨタ自動車本社と「能力発揮プログラム」を共同開発し、2020年株
式会社ＷｉｎＷｉｎＶａｌｕｅを設立。大手企業グループ会社を中心に1on1研
修と共に提供中。７つの習慣を教え続けた経験を基に実践し続けている。

●シナジーが生み出す効果を体感する
●新コンテンツ開発に必要なスキルを学ぶ
●実例を参考に、自身のコンテンツ開発のヒントや刺激にする

新たなコンテンツを開発するということは、イコール、講師自身の進化でもあり
ます。その進化は1人より2人、2人より複数のＷｉｎＷｉｎがカギになり得ます。
有名な『7つの習慣』の著者コヴィー博士は、このＷｉｎＷｉｎから生み出す新しい
アイディアを「第3案」と呼びました。今回は、コンテンツ開発に必要のための３
つのチカラを学び、対話としてのグループコーチングを体験いただけます。

１ 共同開発のきっかけと楽しさ
２ シナジー的アイディア発想術
３ ＷｉｎＷｉｎフィードバックのスキル
４ 心理的安全性

効果

詳細

概要

５ ３つのチカラを体験する「グループコーチン
グ」
６ 日本企業の真の強さと
７ 共に実践する「コンテンツ開発ラボ」紹介

対象

メッセージ
独立して3～5年目の脱皮、10～15年目の転換期、そして20年目以降の節目に

ある人へ。今までの専門性を活かし、より長期継続的に、共に、社会に価値を
提供していきましょう！

ビジネス
初心者

スキル獲得 マインドアップ お楽しみ企画

△ ◎ ◎ ×

2月26日（土）

10:00～12:00

新たなコンテンツ開発に必要な
３つのチカラ

～大手自動車メーカーとの共同開発はシナジーだった～

Zoom開催



2022年3月

★春フェスタ★
『講師・コンサルタントのための 動画を集客・売上UPに活用する！』（濱地智司氏）

PWCワークショップ 『未来インタビュー』

【zoom上映＆勉強会】
『心のブロックをはずしてアクションにつながるセルフトーク』 （アイリーン・巴・クーパー
氏）



3月6日（日）
14:00～17:00

春フェスタ

講師・コンサルタントのための

動画を集客・売上UPに活用する！

講師 ：株式会社ライブ動画サポート 代表取締役 濱地智司氏

立命館大学文学部卒業、元コンビニ店長
学生の頃から趣味だった動画を使いコンビニの売れない商品を前年比超えで販売

2015年10月 個人事業主として起業
2016年10月 販売戦略検討会にて動画セミナーを開催
2017年7月 東京商工会議所文京支部および文京区共催の動画セミナーを開催
2018年12月 株式会社忍者プロダクションを設立
2019年10月 多摩信用金庫様にて動画セミナーを開催
2020年10月 東京商工会会議所江東支部にて動画セミナーを開催
2021年3月 多摩信用金庫様にて動画セミナーを開催
2021年５月 株式会社ライブ動画サポートに商号変更

起業後3年間で、法人50社600本以上の動画制作や動画戦略のサポートを行う。
セミナー講師や個人事業主の宣伝動画から、教育コンテンツ、感動ムービー、一般企業の採用支援動画、企業PR
動画、研修動画、マニュアル動画などを作成。動画の企画構成から、撮影・編集・ウェブ展開まで一貫して行っている。

■自分のセミナーを動画化して販売し、売上を上げたい方
■集客アップや成約率を上げたい方
■ クライアントの成果に貢献する為に新しい手法を知りたい方

そんな方のために、講師・コンサルタントに必要な動画マーケティングのコツを事例を通して
分かりやすく学べるセミナーです。

ビジネス
初心者

スキル
獲得

マインド
アップ

お楽しみ
企画

◎ ◎ △ ×
対象

概要
コロナ禍により動画が「あって当たり前」の時代になりました。それは動画をご自身のサービ
スや仕組みに活用していない方には、不利になっていくという事を意味します。

しかし、ただYouTubeを始めればいいという訳ではありません。ユーチューバーの様に毎日、
動画をアップしたからと言って、集客や売上アップに繋がる可能性は極めて低いのです。
大切な事は、誰が何の為に見る動画を作成するか？になります。

この１年で教育業界も激変しました。直接会えなくなったなかで、以前にも増して存在感を増
したのが動画を活用したセミナーや集客です。
技術の進歩で、動画のプロではなくても簡単に動画をつくることができるようになりました。

しかし、ただ撮影すれば、効果的な動画が作れるわけではありません。動画マーケティング
要素を考慮した上で、制作する必要があります。

今回は、講師・コンサルタントに必要な動画マーケティングのコツを事例を通して分かりやすく
学ぶことができます。

Zoom開催！

※会場での開催はありません。接続方
法はお申込後にご案内いたします。

【参加費】
一般価格 ： 4,000円（税込）
JPIA会員 ： 無料
PWC会員 ： 無料



効果

対象 ビジネス
初心者

スキル獲得 マインドアップ お楽しみ企画

◎ ◎ ◎ ◎

3月19日（土）
9:00～11:00

・ 自分のなりたい姿を具体的にイメージする。
・望みを達成した時の感情にリアリティを持つ。
・ゴールを現実にする方程式を使う。

【PWCワークショップ】

未来インタビュー

PWC事務局ナビゲート

メッセージ 2013年に開始した Professinol Women’s Circle PWCもいよいよラスト！
この先の皆さんの活躍を祈念して、5年後の夢が叶った自分になりきった
インタビューを行います。

質問されることで、思いもしなかった願望が出てきたり、アプローチが見えて
くることも！
ゴールをありありとイメージし、そのときの感情を味わう。未来へのリアリティ
を持つことが、「思いが実現する」ための重要なステップといいます。

一緒に、ワクワクする未来を描きましょう！

Zoom開催



心のブロックをはずして
アクションにつながるセルフトーク
〜恋愛でも仕事でも最高の自分を引き出す秘訣〜

株式会社PRESENT（プレゼント） 代表取締役 アイリーン・巴・クーパー

著者、スピーカー、コーチ＆カタリスト。企業内でマネージメント・リーダー職勤
務歴14年。独立後個人事業主・経営者歴13年。結婚後、ワーク＆ライフの
ハーモニーを築いて14年。現在働く女性たちがLove & Workのハーモニーを
築けるよう独自で開発した「ハーモニーフレームワーク」をオンライン講座や
グループメンタリング式メソッドで伝授。女性らしさを活かしたリーダーシップメ
ソッド、後継者育成、異文化コミュニケーションなど企業研修、各種コーチング
業務を手がける。ケンブリッジ大学推薦EMBA・QYLコーチ。英国在住。

●日頃無意識にしているネガティブやポジティブなセルフトークを発掘します

●自分の力を奪うvs自分に力を与えるセルフトークの違いを理解します
●一歩踏み出し、行動を起こせるアクションにつながるセルフトークを学びます

私達が日頃無意識に自分の頭の中で自分にしている会話（セルフトーク）は、
私たちの仕事やプライベートに大きな影響を与えます。自分にとって役に立た
ないセルフトークを続けて行くと、心にブロックをかけて満たされない人生を送る
ことになります。このワークショップではモチベーションをあげて自分に役に立つ、
アクションにつながるセルフトークを意識的に実践する方法を伝授します。

１ ．セルフトークの基本

１）セルフトークとは・なぜ大事なのか
２）役に立たない・障壁になるセルフトーク
３）役に立つ・戦略につながるセルフトーク

効果

詳細

概要

２ ．アクションにつながるセルフトーク
１）あなたの今のセルフトークを把握する
２）ネガティブをポジティブに変えるコツ
３）これからあなたが実践するセルフトーク

対象

メッセージ セルフトークをコントロールできるようになれば、心のブロックをはずして行動が
起こせるようになります。仕事やプライベートで自分が本当に欲しいものを掴み、
ハッピーになるためにセルフトークをマスターする方法を一緒に学びましょう！

ビジネス
初心者

スキル獲得 マインドアップ お楽しみ企画

◎ ◎ ◎ ×

3月23日（水）
19:00～21:00

※当日は、草野祐子が司会をつとめます。動画を皆で見ながらワークを実施するため、リアルタイムで
アイリーン・巴・クーパーさんは参加されませんが、ご了承ください。

Zoom開催



PWC振り返りの会

月に１度、夜にZoomで集まってこの１ヶ月にあったことや、今後のこと。
仕事の悩みや課題、成果報告などをお喋りする交流の場です。

講師やコンサルタントなど、法人を相手にお仕事をする仲間たちなので、
別の視点から新たな気づきが得られたり、自分の体験が誰かの役に立
ったり・・守秘義務を守りつつ、普段は話題にしにくいことなども気軽にシェ
アできると好評です。

ナビゲーターは、ガイアモーレの代表須子はるかが務めます。
夜のひととき、お時間があえば参加してみませんか？

＜Zoomにて開催＞

月末近くの金曜日に行うことが多いのですが、
毎回参加メンバーで次回の日程を調整します。
参加してみようかな・・と思ったら、Facebookグループにお招きしますので
事務局までご連絡ください！

月１回開催！

概要

日程


