


【プロフィール】



自分ブランド構築コンサルタント

住福 純
（すみふく じゅん）
S59.04.28 （33歳）

長崎県出身 / 福岡市在住

【家族構成】
看護師＆ヨガ講師の妻（33歳）

おりこうさんの娘（8歳）
やんちゃ坊主の息子（6歳）



自宅近くで
リラクゼーションサロンも

運営しております。



住福のミッション



個人事業主の
技術、サービス、商品が世に広がれば

必ず社会は良くなる。

そんな技術、サービス、
商品を世に売り出す
お手伝いをしたい。



それが私が行う
コンサルティングの目指すところ

「時間とお金の両立」
- Time ＆ Money -



セミナー本編の前に…



この資料（スライド）はセミナー終了後にお渡し致します。

無理にメモを取らず

“話”に集中してください。
質疑応答はまとめて行います。



お電話はマナーモードでお願い致します。
撮影・録音はバシバシどうぞ！

撮影の場合はなるべく無音のカメラで！



まずは皆さんの自己紹介

①お名前、地域 ②ご職業
③自身の強み、アピールポイント





『量子』=
物質を作る
小さな小さな単位

■ 量子力学ってなに？



■ 量子力学ってなに？

目に見えるくらいの大きさのものに関しては『どういうルールで動くのか』
というのが、現代においては大体分かっている。

玉がどう転がる。固体に熱を加えると液体になる。
さらに熱すると気体になるなど（物理）

しかし、より小さい単位である「量子」になると、
これまでのルールが全然通用しない！



■ 量子力学ってなに？
より小さい単位である「量子」になると、
これまでのルールが全然通用しない！

『量子はどういうルールで動いてるのか』
というのを研究しているのが

量子力学



■ 量子力学ってなに？

では具体的に、『目に見えるサイズのモノ』と『量子』では
その動き方のルールにどういう違いがあるのか…

二重スリット実験



■ 二重スリット実験

https://www.youtube.com/watch?v=vnJre6NzlOQ

※二重スリット実験は量子力学の極一部！
だから量子力学＝引き寄せというのは少し
違います。物理学者達はもっとすごい可能性を
秘めた学問として研究しています。

（計算の超高速化やテレポーテーションなど）

https://www.youtube.com/watch?v=vnJre6NzlOQ
https://www.youtube.com/watch?v=vnJre6NzlOQ
https://www.youtube.com/watch?v=vnJre6NzlOQ


■ 二重スリット実験

この結果はどんな「違い」が生み出した？



観測
によって

結果が変わった

■ 二重スリット実験



量子は見られていない所だと『波』としてふるまう。
しかし見られたとたんに『粒』として振る舞い始める。

観測することで結果が変わる

■ 二重スリット実験



■ 量子力学を応用しよう

観測することで結果が変わる

では観測ってなに？

意識・エネルギー



■ 量子力学を応用しよう

意識・エネルギーとは

イメージ、思いこみ、言葉



■ 量子力学を応用しよう

イメージ、思いこみ、言葉が
量子の振る舞いに影響を与え

未来（結果）を変えていく。



■ 量子力学を応用しよう

思考は現実化する
－ナポレオン・ヒル（成功哲学者）



■ 量子力学を応用しよう

引き寄せも【イメージ】で未来を
変えていくもの。量子力学と似ている！

引き寄せ＝科学的な根拠もある！



■ 量子力学を応用しよう

ただし、上手く引き寄せ出来ない方、
量子力学を使えない方がいます。

常に【観測】が出来てない、
【観測点】がズレる



■ 量子力学を応用しよう

常に【観測】が出来てない…

つい忘れてしまう。
やる気を失う。

減量…



■ 量子力学を応用しよう

【観測点】がズレる…

自身がなくなる。
不安に取り込まれる。

増毛…



■ 量子力学を応用しよう

常に【観測】が出来てない、
【観測点】がズレる

【観測】の習慣化が大事



■ 量子力学を応用しよう

もうひとつ、量子の大事な特徴…

量子は共鳴する！
↑ さらに細かく言うと、素粒子のことです。



■ 量子は共鳴する

例えば・・・

鉄は鉄の量子の集合体
ダイヤはダイヤの量子の集合体



■ 量子は共鳴する

つまり・・・

同じ周波数同士の量子は、
くっ付くことができ、形になっている。



■ 量子は共鳴する

同じ周波数のものと共鳴＝類は友を呼ぶ
＝鏡の法則（他人は鏡）



■ 量子は共鳴する

私たちの意識も言葉も同じ！

同じ周波数のものと共鳴するから、
意識や言葉と同じような現実が起きていく。



■ 量子は共鳴する

自分の考え、目標を発信することで
それに共鳴する人・情報も集まる

またそれだけ沢山の

【観測者（エネルギー）】も増える



■ 量子は共鳴する

「この人はこんな人」とか
「この人はきっと将来こうなる」という

【観測者】が増えるほど
量子に影響する！



■ 量子は共鳴する

絶対的な【応援者・観測者】が
いると量子に強く影響する！

【成果報告】
コンサル後、3か月連続で
80万円～100万円を達成！
北海道だけでなく全国にクライ
アントが出来てきました。

自分ルール改定セラピスト
長村あやさん/北海道

【成果報告】
コンサル中、3か月で70名以上を
新規集客！リピーターも沢山
増え、貯金残高もアップ！
お客さんに結果の出やすい高額
商品も売れるように！

カラダ覚醒トレーナー
斎藤広樹さん/東京



■ 量子は共鳴する

絶対的な【応援者・観測者】が
いると量子に強く影響する！

【成果報告】
元々の撮影のみの状態から
コンサルやカメラ講座をスタート。
MAX4倍近い売上を達成でき
ました。出版社での初セミナーも
大成功で終了できました！

フォトグラファー＆コンサル
早坂カノさん/東京

【成果報告】
1歳児を育てながらですが
毎月募集する単発コンサルは
１年連続で満員御礼です！
継続も毎月お申し込みがあるので
お客様が絶えることがありません。

ヨガコンサルタント
福添真知子さん/大阪



自分が変わることで

周囲の環境
人・未来も変わる





■ 次元ってなに？

私達が生活する次元は？

三次元



■ 次元ってなに？

実は本当に豊かな人の思考は・・・

四次元



■ 次元ってなに？
次元 ことば 軸 移動

０ 点 なし 移動できない

１ 直線 縦 直線を移動

２ 平面 縦・横 平面内を移動

３ 空間 縦・横・高 空間内を移動

４ 時空 縦・横・高・時間 時空間を移動

高 空間の中に空間 縦・横・高・空間 異空間に移動

次元＝軸の本数



絨毯はパッと見
縦と横の２次元です。

でもさらに高い次元で
見てみると…



縦・横・高さの
３次元になっています。

ではさらに高い次元で見てみると…



つまり空間の中に、空間がたたみこまれている。

糸の空間があり・・・ 繊維の空間があり・・・

これが高次元の視点（軸の本数）



絨毯を【２次元】で見るか
【たたみこまれた空間】、

さらに【空間】、【空間】・・・と見れるか。

これが【軸】＝【次元】が増える＝

次元の高い意識



【次元を増やした視点】＝次元の高い意識

クライアントが私に嫌な顔をした。

◆表面（２次元・３次元）しか見ていないと…

「あれ？わたし嫌われたのかな？」

◆空間や時間軸（高次元）から見ると…

あ！そういえば今日は調子悪いと言ってた。
「○○さん、お身体は大丈夫ですか？」



【次元を増やした視点】＝次元の高い意識

言葉がきつい、怒鳴ってくる、威張っている

◆表面（２次元・３次元）しか見ていないと…

「嫌な奴だな～。絶対関わりたくないわ～。」

◆空間や時間軸（高次元）から見ると…

辛い人生を歩んできたのかな…居場所がないのかな…
「いろいろ大変なことあるよね」と寄り添える



目の前の人を…

・ただの肉体（表面）と見るか
・空間の中に空間（異空間）を見るか
・生い立ちや将来性（時空間）を見るか

次元の高い意識



次元の高い意識を持てると…

ザワザワすることが減る！
他人に影響されることが減る！

良好な観測を維持できる



ではこれらを踏まえたうえで
今後はどんな

観測（思考・イメージ）を
やっていくか考えていきましょう。



質疑応答タイム



ここで一旦休憩を入れます。





■ ワーク １

いまの自分の幸せの
邪魔（足かせ）になっている

もの、こと、思考、クセはなに？



■ ワーク ２

それらの中で必要のないものは？
いつまでに手放す？
どうやったら手放せそう？



シェアタイム



■ ワーク ３

2018年で達成したいことや
取り組みたい事は？

（何個でも可能。実現可能なレベルでOK）



■ ワーク ３
ライフチャートのご紹介

自分の人生を創る
大事な8つの項目を考える。
それぞれの満足度は
10点満点中何点？
点数の低いものに取り組むと
どうなりそうでしょうか？

仕事

妻旅行

グルメ

親・兄弟

映画

子供学び



■ ワーク ４

ワーク１、３で書き出したことを…

月ごとに振りわけ、
時間や日程、いつやるか
など時間軸を明確化します！



シェアタイム



■ ワーク ５

手放したい事、
達成したい事ベスト３を決め
具体的な戦略を立てていこう！



■ ワーク ５

そのために必要なこと・習慣を
設定しますが・・・

習慣化は安全第一で！



■ ワーク ５

習慣化とは潜在意識への刷り込み！

潜在意識は難しい、危険と感じると
不快・不安になり習慣化を妨げます。（三日坊主）

だからまずは低～～～～いハードルから物事を始めましょう。

じょじょに慣らしていくこと。頑張り過ぎないことが大事！



■ ワーク ６

自己ケアとご褒美の設定

頑張った自分へのご褒美や
気持ちが落ちたときの対応策



シェアタイム



ワークお疲れ様でした。



変化は静かに起こります。

多くの方が劇的変化を望みますが…

皆さんの観測と習慣化しだいです。



ぜひ今回のワークシートを
目に見えるところに貼り

無意識に目に入るようにして下さい。

忘れないこと。
常に意識することが全てです。



視覚化することも

大事です！

忘れないこと。
常に意識することが全てです。



【住福の場合】

あまり貼ることはしませんが、
常に「○○をやる」・「○○をやめる」など

発信・発言することで、常に意識出来ています。

忘れないこと。
常に意識することが全てです。





■ 量子力学を応用しよう

観測（目標設定）することで
私達の量子の振る舞いに
影響を与え未来を創っていけます。



■ 量子力学を応用しよう

観測者が増えるほど
その影響力は増していきます。

だから発信や発言をしましょう。



■ 量子力学を応用しよう

常に観測（意識）すること。
不安・恐れに取り込まれないこと。

次元の高い意識で生活しよう！



■ 量子力学を応用しよう

習慣化は安全第一！

日々の積み重ねの先にあり、
変化は静かに起こります。



■ 量子力学を応用しよう

忘れないこと。
常に意識することが全てです。



質疑応答タイム



以上
おつかれさまでした。



これで
本セミナーは終わりです。



疑問解消やビジネスの相談ができます。

■ 60分のアフターフォローがつきます。
ご都合のいい日時でご予約下さい。

３５０００円分の
セッションよ♪

【受付け】は
本日から一週間です。



さらに…

■限定数で継続コンサルティングも
受付しております。



さらに…

■必要のない方もいらっしゃるかもしれません…

こういうサービスもあるという
存在をお伝えしたいので
お話しさせて下さい＾＾

コレが皆さんの志を果たす
サービスになると信じております。



自分ブランド
構築コンサルティング



突然ですが
成功するために

一番大事なことは？



答えは…



【信頼】があれば…

売れるし、紹介もおこる。

逆に信頼の無いものは
どんなに良いものでも売れない。

理の話



【信頼】を無くす方法…

無理したり、煽ったり、
大きく見せようとするほど

【信頼】は無くなっていく。

理の話



では信頼は

どうすれば高まる？



①接触頻度
→ 目に止まる頻度、会う頻度

②信頼濃度
→ 周りから応援、支持される数



どの業種だろうと…

接触頻度と信頼濃度を高め

信頼を勝ち取るには

どうすればいいかを考えていく



これからのビジネス

【ステップマーケティング】

信頼を築くビジネス



集客の仕組み

煽るのではなく

信頼を築いていくから
長く太くビジネスが育っていく

↓

ステップマーケティング



集客の仕組み

■信頼を築いていく、ステップマーケティング

バック

エンド

フロントエンド

見込み客リスト

ブログ、HP、FB、リアル、紹介 自分の存在を
知ってもらう

メルマガ、LINE＠で信頼を築いていく

サービスを体験してもらう（興味、信頼）

収益を得やすい継続や
本命サービスの販売



■どうなった？

・ ゼロから始めたブログやメルマガで、３か月後には９万円の
セッションに５件の申し込みがありました。 （50代 ヒーラー）

・ たった一回のセミナーで36万円の売上を作りました。 （30代 コーチング）

・ 通常レッスンと養成講座、物販を行い
50～80万円を安定して売上ています。 （40代 ピラティススタジオ）

・ 客単価２万円のサロンで、
ブログから新規１５件/月のご予約を頂きました。 （５０代 エステサロン）

自分ブランド構築コンサルティング



■なにをするの？

１、自分分析とお客様分析を行います。

①人生の棚卸し

まずはあなたの人生を振り返り、
人生の経験や強みを見つめていきます。
今までの人生を振り返ることで
思いがけない発見が沢山あることに驚く
ことでしょう。

②自分分析

自分の強みをしっかり分析し、あなたが売り出
すべきジャンル、商品内容を見直します。
また現在の立ち位置を見直すことで、”今や
るべきこと”を洗い出し、最短コースを
見つけていきます。

③お客様分析

ペルソナという、理想の
お客様像を作り上げます。

サービスやブログ、HPを作成する上で、
ペルソナが心に刺さる内容や言葉を見つけることで
ビジネスはどんどん加速します。

自分ブランド構築コンサルティング



■なにをするの？

２、ライバルを知ることで
自身のウリを最大化し、ブランドを作ります。

④ライバル分析

ライバルがどんなサービスを提供し、顧客のど
んな悩みを解消している！？
成功しているライバルを知ることが一番の成
功への近道です。徹底分析しましょう。

⑤販売戦略の作成

ターゲットはどういうルートであなたを見つける
のか。力を入れるべき販促方法は何？

ここを分析、構築することで最短距離で
あなたのサービスを売りだしていけます。

⑥商品づくり

いろんなコトが出来るあなたの強みを全てまと
めて商品化します！
あなたの人生を全て集めて、時間とお金を両
立ができる商品を創りあげます。

自分ブランド構築コンサルティング



■なにをするの？

３、あなた独自の販売戦略を作ります。

⑦自分メディア作成

自分ブランドは自分メディアの構築が鍵！
ブログ、メルマガ、Facebook、LINE＠、HPな
ど。あなたを売り出すメディアを共に作り上げ
ていきます。

⑧プレスリリース

テレビや新聞、雑誌に無料で取材に来てもら
い、あなたを一気に飛躍させるキッカケを作り
ましょう。
プレスリリースの作り方、ポイントを抑えた提出
方法を全てお伝えいたします。

⑨リアルビジネス

Webだけでなく、リアルでも強くなるとあなたの
ビジネスの幅は大きく広がります。
自己紹介のポイントや名刺作成など、あなた
のリアルでの売り出しもサポートさせていただ
きます。

自分ブランド構築コンサルティング



■なにをするの？

４、ビジネスマインドの共有

⑩ビジネスマインド

何よりも大事なことはこのビジネスマインドです。
あなた自身が心から幸せを感じ、お客様から応援され、
長期で成功するマインドをお伝えします。
マインドが整うとあらゆる人間関係も変わります。

“自分の道”を見つけ、その道で成功する。

自分ブランド構築コンサルティング



■なにをするの？

＋α

・ ブログ、メルマガ、LINE＠の指導
・ 動画集客のやり方
・ チラシや広告などの効果的なやり方
・ 売り込まずに売れるクロージング手法の伝授
・ 濃厚な契約後のフォロー

自分ブランド構築コンサルティング



■どうなれるの？

２、強みを発掘・最大化させることで
大きな売上を上げる商品・サービスを作れる。

１、Web集客の基礎を身につけ
Webからどんどん集客できる自分になる。

３、自分で集客、売上アップさせる
マーケティング＆メンタルスキルが身につく

自分ブランド構築コンサルティング



■どんな人が申し込む？

自分ブランド構築コンサルティング

☑ 起業初心者からベテランまで。

☑ 他のコンサルタントで結果が出なかった。

☑ 【時間】と【お金】の自由が本気で欲しい。

☑ 自分の使命を見つけ、その道で成功したい。



■どんなサポートが受けられるの？

自分ブランド構築コンサルティング

【一か月のフォロー内容】 ※セッションはZOOM（オンライン通話）がメイン

・ 本セッション 120分×2回
・ フォローセッション 30分×2回
・ メール相談無制限
・ その他クライアント専用サービス

専用サイト
専用LINE＠
オンラインサロン
永年無料



３か月の専属コンサルティング

■セミナー参加者だけの特別価格

３ヶ月 50万円（税込）

３ヶ月 45万円（税込）
（分割可能。ご相談ください）

【自分ブランド構築コンサルティング】

３日以内の
お申込みで！



３か月の専属コンサルティング

■セミナー参加者だけの特別価格

4ヶ月 70万円（税込）

4ヶ月 5０万円（税込）
（分割可能。ご相談ください）

【自分ブランド構築コンサルティング】
＋アメブロフルカスタムパック

３日以内の
お申込みで！



6か月の専属コンサルティング

■セミナー参加者だけの特別価格

６ヶ月 12０万円（税込）

６ヶ月 79万円（税込）
（分割可能。ご相談ください）

【自分ブランド構築コンサルティング】
＋アメブロフルカスタムパック

３日以内の
お申込みで！



■ 分割払いについて

自分ブランド構築コンサルティング

最低月々3万円から可能

でも少しキツイくらいでやるほうが
自分も頑張れます。（5万円位～）



あなたが上手くいくことがゴールです。
そこまできちんと伴走致します。
安心してお申込みください。

住福の覚悟

自分ブランド構築コンサルティング



それが私が行う
コンサルティングの本質です。

「時間とお金の両立」

自分ブランド構築コンサルティング



ご清聴ありがとうございました。


