
天命覚醒コーチ起業 
実践講座



天命覚醒コーチ起業が持つ  
大きな可能性の世界へようこそ



起業家マインド 
Jカーブの法則 
セチヤモデル 

目標1000回の失敗！ 
全てはテスト（学習のプロセス） 

コミットメント 
（すぐやる！何でもやる！出来るまでやる！） 

動画見まくりまくりまくる 

マインドセット



セ：成功するまで 

チ：違うことを 

ヤ：やり続ける 

セチヤモデル



あなたの天命は何ですか？









この講座が目指す最も重要なこと 

友と共に全員で稼ぐ 
トモ稼ぎ



①知識、ノウハウ、経験、疑問点を共有し 
　チーム全体のスキルを底上げする。 
②仲間の目標達成を応援し、成功も失敗も 
　分かち合う。 
③得意なことに集中し、苦手なことは分担し 
　積極的に成果をあげていく。 
④１人の成功よりもみんなの成功を楽しむ 
⑤自立した起業家でありながら助け合う。 

↓ 
自分も仲間も成果をあげる



①質問は1人で抱え込んで、事務局にこっそり聞く 
　チーム全体のスキルよりも自分の得を優先。 
②自分の目標達成以外興味なし。 
③周りの時間を奪う、しかも気づいていない。 
④自分1人で頑張って、成功を共有しない。 
⑤周りに依存して、言葉巧みに利用する。 
⑥ライバルの成功を疎み、自分の失敗は隠す。 

↓ 
名倉の嫌いなタイプ 

（そうなっていたら言います）



稼げば何でもいいのか？ 

NO



価値提供するから 
信頼され、 
もっと成長し 

稼げるようになる。



愛される人になりましょう。 



WS1のゴール 

①これから６ヶ月間 ともに成長する仲間との交流。
 
②仲間と共に成長するための
正しいマインドセットを手に入れる。
 
③天命覚醒コーチ起業に関する全体像を理解して
初めの一歩を踏み出す。



・参加者同士での理解度チェックや
   質疑応答の時間もあります。 

・自分が「やる」と決めたこと 

・わからなかったこと はメモして
　おくように。 



『天命覚醒コーチ起業 実践講座』 

３大特徴 
1.座学ではなく実践中心 
⇨学んだ事をガンガン実践しビジネスを構築 
（ワークショップで仕組みもマインドも両方作り上げる） 
２.相互支援環境（仲間を応援する） 
⇨つまづいたら支え合える仲間、集客も応援しあう。 
　チームを組んで成長するのも学び 
3.パーソナルシードをフル活用 
⇨ パーソナルシードをより深く理解し、プライベートや 
　ビジネスにフル活用。



コミュニティーメンバーの
チーム分け 

リーダー決めとチーム分け



コミュニティーの質をあげる  

安心・安全の場 



心理的安全４つのポイント 
メンバーが飽き
やすい不安

チームが言う 
べきでない言葉

チームが作り 
出すべき機会

メンバーに 
生まれる心理

無理だと 
思われる

こんなことも 
知らないのか？ 率直質問

聞いても 
いいんだ

無理だと 
思われる

こんなことも 
できないのか？ 失敗共有

間違っても 
いいんだ

邪魔だと 
思われる

今の言う意味 
あった？ 発言促進

言っても 
いいんだ

批判的だと 
思われる

それは絶対 
違うでしょ 反対意見

人と違って 
いいんだ



自己紹介タイム  
1.名前  
2.出身地と現在のお住まい 
3.現在の仕事  
4.なぜ実践講座に申込したのか？ 
5.実践講座を通して、どんな未来を作りたいのか？ 
6.他の方に貢献できることは何か？  
7.今までに経験した失敗経験  



月に1回オンラインワークショップ
毎月第４土曜日 11:30～18:30

（ZOOMで開催）
 

1回目 4/24　4回目 7/24
2回目 5/22　5回目 8/28　
3回目 6/26　6回目 9/25

　　　　　　　　    7回目 10/23 

※時間は変更となる可能性があります 
※後日動画での配布をいたします 



ワークショップとは 

①ノウハウ、知識の共有。 
②つまづいていることを 
   解決し、前に進めていく。 
③作業時間の確保。 
   アウトプット&フィードバック



決まったカリキュラムはなく、
情報のシェア 
アウトプットを優先する



このWSを効果的に 
参加するために 



目標設定  
この2ヶ月間の目標は？  

一石三鳥



早速、チーム内でシェア！ 
   

即断、即決、即収入



加速学習法 

①動画、音声は２倍速で見る。 
　＊瞑想の動画は標準速度で聞いてください。 

②メモは感情が動いたこと、アイデア、DO。 

③思考→行動→結果なので思考が全て。 

④プラトー（停滞期）に気をつけよう。



大量行動



みんなで成長文化を作っていこう 
推奨されること 推奨されないこと

チャレンジをシェア 成功したらシェア

誠意の見える質問 誠意の見えない質問

さわずー 自己防衛の遠慮

仲間と一緒に成長する 蹴落とし、批判

指摘事項を受け止め改善 指摘事項に拗ねる、落ち込む



悪い質問  
１）あなたなりの意見・仮説・方向性がなく 
　　◯◯について教えて下さい。とざっくり聞いてくる。　　　　　　　 
　　→時間泥棒 
２）前提条件・背景を共有しない 
　　→条件によってベターな選択肢は異なる。 
　　ビジネスには正解がない中でより可能性の高いもの、 
　　精度の高いものを回答したい。 
３）googleで検索しない 
     （特にIT・技術に関して） 
　　→起業家としての最低限のマナーというレベル 
４）お金などのナイーブでない質問を個別に聞いてくる。



良い質問   
１）あなたなりの意見・仮説・方向性を書くこと 。 
２）簡潔な前提条件・背景を共有すること。 
３）最低限googleで検索をした上で調べたことを記載する。  
４）自分の悩みは周りへの貢献だと思い、  　　 
　　全体チャットで積極的に質問 。



コミュニティーとしてのNG    
NG行為 
コミュニティー内でのプッシュ型での売り込み。 
お金をとっての勉強会、セミナー受講のお誘い。 
↓ 
事実として確認され悪質だと判断された場合、 
返金なしのコミュニティー及び講座退会となります。 

OK行為 
自分からプッシュしていないが、問い合わせがあり仕事の依頼
を受けた。 
相手の意思で自分の講座に申し込みたいと言われた。



その他、本実践講座の歩き方 

会員専用サイトの動画は最低でも 
5回以上２倍速で見てください。 

グルコンは見学だけもOK。 
＊できるだけ見学だけでもグルコンに 

参加して下さい。



この講座の 
実践型システム 



【目的】 

チーム単位で進捗を共有することにより、 
紹介やノウハウの共有など相互支援を加速し、 

「トモ稼ぎ」というミッションを 
より実行しやすくする。 

チームについて



【ベネフィット】 
仲間同士での結束力が高まり、より大きな結果を 
生み出すためのパワーを得ることができます。 

大人数が苦手な方も、 
少人数だと相談しやすい部分もあります。 

気軽に質問できる環境なので、回答が素早く得られます。 

自分の目標を定期的に振り返ることができるので、 
常に脳が意識して結果に近づきやすくなります。

チーム編成について



【チーム編成】 

チーム分けとリーダー決めは 
2ヶ月単位での変更

チームについて



【チーム】 

リーダー決め 

チーム目標と個人目標 
（達成率・目標売上・行動量リスト増加数） 

チームの行動計画

チームについて



起業家として成長するための  

マインドセット  



なぜマインドセットを 
話すのか？ 



・ノウハウを実行するための土台  
・迷った時はマインドセットに戻る  
・結果を出している人のマインドと  　 

　出せない人のマインドは大きく違う。  
・マインドの重要性がわかっていない人は  　 

　「自分なりにやってみます！」という。 



天命覚醒コーチ起業 
実践講座の行動指針 



1: この講座が目指す最も重要なこと 

友と共に全員で稼ぐ 
トモ稼ぎ 

仲間と一緒に成長しながら  
価値提供する 



2: 全てはテスト  
人よりテストした人が伸びる。  

見切り発車、OK BABY STEP最高！  



3: チャンスに感謝  
チャンスで「ポジ」「ネガ」別れる。 
チャンスを掴む人はポジティブ受診。 
苦手なことにも意味を持たせられる。   



4: 成長ファースト  

より成長できることは何か？  
行動選択する際の基準。  
やったことないことも  
積極的にチャレンジ！    



ということで  
早速成長してみよう。    



動画で自己紹介をして  
FBグループの投稿に  
アップする。     



5: TTO TKO OKO  

基本に忠実に。  
自己流より徹底オマージュ      



6: 数字でGO  

事実と意見を区別して話す人間の感情は、
事実把握には邪魔  

名倉の勘より数字が王様      



7: コミュニケーションは 
価値提供  

相手のテンションをあげる会話が 
できているか？ 

 一緒にいて楽しいと思える存在で 
あれるか？     



8:失敗＝あきらめ  
視点の時間軸が短すぎる 全ては 

ネタになる。 
面白がる。 
Jカーブの法則     



9: 結果につながる行動に 
コミット  

一発逆転思考を捨てる。  
今の成功者を見るのではなく  

どれだけ積み上げてきたのかを見る。     



10: 売る＝救う  
ビジネスはお客様の問題解決！  
あなたが売らなければ、 

他でまた苦しい思いをしてしまう     



11: 他者比較、自己否定　 
＝自己中  

恐れ＞自己肯定感は行動が減速  
自分ダメ出し→褒める習慣が”神”  
みんな違ってみんないい 

 私には難しい、私なんて・・・  
という人から商品を買いたいか？  
結果の出る起業家の土台 



12: 成長の３原則  
インプット、アウトプット、フィードバック  

自分よりレベルが高い人に 
フィードバックをもらえるように。  
振り返りと計画は超効果的。 

 不言実行タイプは成果が出しづらい。  

受講生同士での会話が思考をアップデートする。 



13: 時間の使い方を変える 
結果を出すための根本は 

エネルギーと時間投下である。  
優先度を高める。  



14: 道具に投資  
石器で銃器に勝てない  

（ツール、アプリ、IT環境） 
周りがどんどん進化する 
この時代に生き残れない。   



15: 自立したプロであれ  
副業だろうが、事業主である。  

プロとして自立型起業家になる必要がある。  
自分で巻いた種は自分で解決する。 
集客は自分が主体と考える。 
待っていても名倉も誰も 

あなたの集客はしてくれません。 



ネットで稼ぎたいなら 
投資するべきものは 
何だろうか？  



シェアタイム 

　　 ①学んだこと  
　　　②取り入れること 



質疑応答の時間 



突然ですが質問です 

あなたにとって、 
あなたの天命とは何か？ 


