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山﨑拓巳の仲間としてステージアップし、 

たくさんの「ありがとう」を集めながら 

多くの人の夢を叶えるリーダーになれる 
 

「やる気のスイッチ！」 

認定ファシリテーター養成講座第３期 
  

 

 

 

 

 

 

１年ぶりに、各種セミナーを全国で開催し、ボクたちと 

一緒に「成功の技術」を広めてくれる仲間を募集します！ 
 

山﨑拓巳です。 

 

人の可能性が無限だという話は知っています。 

それをどうやったら引き出すことができるのでしょうか？ 

・ショートセミナー 

・実践セミナーALL DAY  の３セミナーを主催可能！さらに… 

・極上お泊りセミナー  
 

・特典として、パーソナルコーチ養成講座を無料受講し、 

パーソナルコーチになれる！ 
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リアルにイメージしたことは叶うという話は知っています。 

では、どうすればリアルに素肌感覚でイメージすることができるのでしょうか？ 

 

それらの具体的な方法を、多くの人たちに伝えられたらどうでしょうか？ 

そのためにボクは、「やる気のスイッチ」というセミナーシリーズを生み出しました。 

 

最初は実現の方法すら分からないような、「ぶっ飛んだ夢」を、イメージ力や体感のワークを通じて、 

臨場感たっぷりの『夢をリアルに描く』方法を体験、習得してもらうセミナーです。 

既に、たくさんの方に、感動と変化を巻き起こし続けています。そして… 

 

 

あなたに、山崎拓巳の仲間になってもらう準備ができました！ 

 

そして今ようやく、 

ボクたちと一緒にこの「やる気のスイッチ」を広めてもらえる仲間づくりの準備が整いました。 

 

お待たせいたしました！  

約１年ぶりに３期目の仲間、「やる気のスイッチ！ 認定ファシリテーター」を募集します。 

 

 

下記の方は是非、認定ファシリテーターを目指しませんか？ 

◆すでに研修業や講師業をされている方 

◆コーチやカウンセラーの方 

◆サロンや自宅の一室を開放して、ご自分のチームの目標設定やゴールの共有などしたい方 

◆「仲間のやる気のスイッチ」が入るのを見届けたいというマネージャーやチームリーダーの方 

◆認定ファシリテーターとしてたくさんの人の夢を叶えるお手伝いをしたい方 

 

特に、 

◆「これまで人前で講演やスピーチをした経験はほとんどない。でもセミナー講師をしてみたい！」 

という方 

 

心配はいりません。 

テクニックやスキルは、丁寧な講義や受講後の定期的なフォローアップと勉強会でサポートします。 

 

あなたのその「思い」が重要なのです。 
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夢の叶え方を教える「先生」。認定ファシリテーターの大きな魅力とは？ 

 

ボクたちの仲間になってもらうこと。 

それは、人生のステージが自然に上がり、多くの人の夢を叶えるリーダーになれる、ということです。 

 

具体的に言うと、ボク自身が日本全国、そして海外でも展開している 

「やる気のスイッチ！」のセミナーのうち、 

・ショートセミナー（９０分～１２０分、無料～3,000円での開催） 

・実践セミナー ALL DAY（１日、１人あたり 19,700円～27,000円での開催） 

・極上お泊りセミナー（１泊２日、１人あたり 30,000円以上での開催） 

 

の３つを主催し、実際に講師として壇上に立ち、受講生を導いてもらうことができるのです。 

 

 

好きな場所でできる！多くの能力が上がる！「先生」としてひっぱりだこにも 

 

ご自宅、会社、サロン、貸会議室、公民館やホールなど、好きな会場も使えます。 

開催頻度、および参加費は、上記範囲内であれば、認定ファシリテーターが 

自由に設定することができます。 

 

だから、 

・セミナー講師としてのスキル 

・セミナーを主催する責任感 

・受講生を導くリーダーシップ 

 

全ての能力が上がり、あなたの人生は変わらざるを得ないでしょう。 

 

山﨑拓巳と過ごしてもらう時間も増えるでしょうし、あなたが育てた受講生から「先生、次はこれを教

えてください！」と慕われるようになります。 

 

色んな地域から、 

「次は沖縄で開催してください」 

「広島でやってください」 

「北海道で…」 
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と依頼を受けるようになるかもしれません。 

 

もちろん、ファシリテーターへの道は簡単なものではありません。 

でも、そんなに難しいものでもないのです。 

 

 

感動を呼ぶ「やる気のスイッチ！」セミナー風景 

 

多くの人の人生を変える、「やる気のスイッチ！」セミナーを受講された方の声を、まずはご覧ください。 

こうした変化を、あなたも引き起こすことができるのです。 

 

 

「人生が本当に変わりました！」 やる気のスイッチ、体験者の声 

 

◆「セミナーで設定した３人の未来の恩人が、実際に現れ、助けてくれました」 

福島貴人と申します、 

 

私はちょうど 1年前、やる気のスイッチ all dayセミナーに参加しました。 

最近その時のテキストを読み返して、びっくりしました。 

セミナーでは、未来で私を助けてくれる人に言ってほしい声を３つ設定す

るのですが、なんとそれらが全て叶っていたのです。 

 

友人や恩人から、まさにその時に必要な、ドンピシャのタイミングで的確

なアドバイスをもらって、気持ちが楽になり、肩のチカラがスーっと抜け

たのを覚えています。おかげで、今の私があります。 

「やる気のスイッチ all dayセミナー」の凄さを改めて実感しました！ 

 

この 1 年間で、気がつかないうちに 3 人の協力者が現れ、手助けしてもらっていたことに気づかされた



5 

 

のですから。後は、ここから自分自身を変化させ成長させていくだけです。 

そして、2度目の all dayセミナーを受けてから半年が経ちました。この時の内容も見返して、設定した

夢を叶えたいと思います。 

all dayセミナーは、定期的に受けるほどイメージの画素数が上がり、夢が実現するスピードが加速して

いく感じがします。2017年もまたセミナーに参加したいと益々思いました！  

 

他にもこんな声をいだだいています。 

 

◆「こんなに毎日が充実するなんて、受ける前には想像できませんでした！」 

友達に誘われて「やる気のスイッチ」ALLDAYセミナーに参加したのですが、はじめは正直、さほど期

待していなかったんです。 

実際に参加してみたら、私がやりたいことがドンドンハッキリしていって、ワクワクした気持ちでいっ

ぱいになりました。今までの私の夢って、単なる「こうなったらいいな」っていう希望だったんだな、っ

て。 

今は、毎日を元気いっぱいに過ごすことが出来ていて、夢がハッキリするだけで、こんなに毎日の充実感

が違うんだ！とビックリしています。 

 

◆「お金を追うのをやめたら、お金がどんどん入って来るようになりました！」 

セミナーを受けるきっかけは、今よりももっとお⾦が稼ぎたい、と思っていて、それに何かのヒントにな

ればいい、と思って参加しました。そして、実際にセミナーを受けてみて、自分が本当に欲しいものはお

⾦ではなかったことが分かりました。もっと大切にしたいものがあったのです。 

セミナーの後、その優先順位に従って行動をし始めたら、不思議な事にお⾦も⾶び込んでくるようにな

ったんです。あの時セミナーを受けなかったら…と思うと、とっても怖くなります（笑） 

 

◆離婚、親とのケンカ etc…人間関係ボロボロだったのがウソみたい！ 

以前の私は、結婚していたパートナーにも理解をしてもらえず、結局お別れすることになりました。それ

がきっかけで、親ともケンカになってしまい、友人ともギクシャクする事が増えてしまいました。でも、

勇気を持ってセミナーに参加して、私が本当にやりたいことを整理したら、徐々に人間関係が良くなっ

ていったのです。今は、新しいパートナーにもめぐり会うことが出来て、優しい人たちに囲まれて毎日を

過ごしています。 

 

◆「やりたいことをやっていると時間があっという間に過ぎますね」 

「自由になりたい！」それだけが望みで、セミナーに参加をさせていただきました。でも、セミナーを受

けている間に「自分にとって自由、ってどういう事なんだろう？」と深く考え、本当にやりたいことを発
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⾒することができました。（以前から分かっていたのですが、勇気がなかったのかもしれません） 

おかげで、今は自分にとって、単に空き時間があるという自由ではない、最高の毎日を送れるようになり

ました。ありがとうございます！！ 

 

などなどの声。 

ほかにも、 

 

★「期待以上の内容でした。自分の目標が、潜在意識にまで深く入り込んだ感があります。」 

 

★「イメージの大切さ、実際に頭の中で見えたビジョンは叶ったのだと思いました」 

 

★「イメージの強さ、誰かの声が可能性を広げる、具体的に考える 

本を読むだけでは手に入らない事が得られた。」 

 

★「初めてワークをして、本気で８時間自分と向き合いました。」 

 

★「夢を叶えたいと本気で考えている人たちと関わる事ができてよかった。」 

 

といった声をいただいています。 

 

 

その場で参加者の人生が大きく変わる！ 

 

いかがでしょうか？ 

こうした素晴らしい変化を、あなた自身の手で起こすことができるのです。 

 

「でも、本当に私にできるのかな？」 

そう思われたでしょうか？ 

 

ご安心ください。 
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あなたの先輩となる、今の認定ファシリテーターたちも、最初は不安な気持ちでいっぱいでした。 

そうした先輩たちの生の声をご紹介します。 

 

ファシリテーターとしてステップアップを果たした、先輩たちの声 

 

◆「経験はありませんでしたが、とにかくやってみよう！と勇気を出して 

セミナーにチャレンジ！！本当に良かったです！」 
 

中山 裕さん（認定ファシリテーターNo.010） 

 

受講するまで、講演や講師業の経験はまったくありませんでしたが、「や

る気のスイッチ」を自分の人生に活かしたい、山﨑拓巳さんの考え方を

沢山学びたいと思い、養成講座に参加しました。 

 

受講後しばらくは、特に活動はしないままになっていましたが、「とに

かくやってみよう！一歩踏み出そう！」とプレセミナーを開催しました。 

 

直前に申し込みのあった方のドタキャンなど、様々な試練はありました

が、無事 all dayセミナーを終えて、参加された方の中には涙する方も。 

とてもやりがいを感じた瞬間でした。 

「一度やる！と決める」と、「やる気のスイッチ」そのものに力があるのでどんどん挑戦していいんだと

自信が湧いてきます。 
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◆「コンサルタントとして、自分の引き出しが広がり、仕事も増えました！」 

 

越智 由美さん(イメージコンサルタント） 

(認定ファシリテーターNo.005) 

 

イメージコンサルタントとして、今では多くの方々の前で講演をさせて

いただいている私ですが、「人に何かを伝える」という仕事は、実は、最

初に山﨑拓巳さんの影響を受けて始めたものなのです。 

 

その山﨑拓巳さんが、“どうしたらやる気を持続させられるか？”をテー

マに始めた『やる気のスイッチ』。 

自分自身の講演の引き出しを広げるにあたって最高の内容でしたので、

すぐにファシリテーター養成講座を申込みました。 

 

今ではファシリテーターとして活動をさせていただいていますが、この

講座の内容は様々な層の人たちにも本当に分かりやすく、そして効果絶大！です。ファシリテーターと

して活動することは、私自身の仕事の幅も広げてくれ、 

本当に感謝しています。 

 

◆「ぜひ、誰かの夢を具体的に叶えるナビゲートを、楽しんでください。」 

 

日野 愛子さん(認定ファシリテーターNo.003） 

 

「知っている」と「体感した」は全く別のこと。 

自己啓発系の本も読んでいるし、「やる気のスイッチ」も本で読んだから、 

大抵のことはわかっている。 

そう考えるのが普通かもしれませんし、私自身も、正直少し 

そんな気持ちがあったように思います。 

 

けれど、この「やる気のスイッチ All Day」は、予想していたものと全く違ったのです。 

どうすれば叶うのか、方法すら想像つかないようなぶっ飛んだ夢を、実体験として 

叶えていくプログラムです。 

書き出したり、計画を立てたりするのとも違います。 

夢が叶った状態を体験し、脳の仕組みを利用して、現実が自動的にその状態に沿って動き出す感覚…。 

 

私がファシリテートした方の中に、親子で参加してくださった方がいます。 
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娘さんはアーティストで、お父さんがマネージャー。 

具体的に定めた目標に向かって、今急速に夢が前進していると報告をもらい、嬉しい限りです！ 

 

ぜひ、誰かの夢を具体的に叶えるナビゲートを、楽しんでください。 

 

◆「変わるタイミングは、きっと“今”なんだと思います」 

 

河村 和治さん(認定ファシリテーターNo.004） 

 

All Dayのグループワークでたまたま組んだ 4人。「成功す

る鳥は群れを成して飛ぶ」と拓巳さんがよく言われますが、

その 4人こそが、その群れなのかと思いました。まさに運

命的な出会いだったのです。 

2014 年 4 月の All Day のあとで、私以外の 3 名が参加す

ると言っていたファシリテーター養成講座に参加しました。

All Dayから 11日後でした。その 4人とはまだ付き合いがあります。ただあるというだけではなく、今

日に至るまで、徐々に深い付き合いになってきた感じがします。 

 

そして今、私は All Dayを受講した時には考えもしなかった、認定フ

ァシリテーターをしています。 

今後は、自分のオリジナルセミナーを持てればいいなと思っていま

す。2015年 10月の All Dayにオブサーブ参加して、この後、仲間と

夢について語り、事業の名称まで決まりました。夢は日々進化してい

ます。今後、All Dayを受講したいと思っている方に、一言。 

変わるタイミングは人それぞれでしょう。でも、この文章を目に留め

た方は、そのタイミングはきっと今ですよ。そう思います。 

 

そして、ファシリテーターになりたいと思っている方にも一言。何事

もアウトプットが大切だということは、よくご存知のことでしょう。

ファシリテーターは、そのアウトプットです。 

ファシリテーターをやることで All Dayの理解は深まります。是非、

ファシリテーターになって、All Dayを自分のものにして下さい。世界が更に広がりますよ。 
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◆「ますますぶっ飛んだ自分にワクワクしています！」 

 

Ｙ．Ｔさん（女性・５０代）(認定ファシリテーターNo.007） 

 

自分でセミナーを開催してみると、受講する側より開催する側の方が深く意

味も分かりますし、何より受講された方々の感動をその日のうちに感じられ

ることに、最高に喜びを感じます。 

そして自分の喜びもさることながら、受講された方々が本当に望むこと、そ

してそれがだんだんと現実になる事が楽しみで仕方がありません。 

 

私自身は受講して半年間は、意識的に選択を変えました。 

今は自然体に選択できていると思いますが、受講する前の私がどんなものの考え方をしていたか？ 

もう思い出せません。（笑）すでに、その結果がハッキリ出てきています。 

 

また私の周りの方々も結果を見てびっくりされていますが、私の中では受講後から自分が 

毎回違うのを確認していました。 

日常の中でも、自分が未来だけを見て思考しているのに気付く瞬間があります。 

そして必要な情報がオートマティックに集まってくることも当たり前なことと頭では 

理解はしていましたが、やはり実際にはびっくりします。 

ますますぶっ飛んだ自分にワクワクしています。 

人に伝える事は、実は自分に一番役立つという事ですね。 

私がセミナー開催をして、受講者の中に望んだ結果がすでに出始めているのも、 

本当に何より嬉しいです！ 

 

◆「なんと、ニューヨークに事務所を出すことになりました！」 

 

Ｍ．Ｚさん（男性・３０代）(認定ファシリテーターNo.008） 

 

ALL DAYではメンバーに恵まれ、自分では到底思いもしない夢を膨らませ

てもらいました。だから、ファシリテーターになって、拓巳さんのように、

①平和なオーラをみんなに与えられるような人になりたい！そして、②く

すぶり続けている自分の可能性を爆発させたい！と思い、講座に参加しま

した。 

 

ALL DAYでは気づけなかった拓巳さんの思いや、永井さんの工夫、各セッションの科学的な根拠や裏付

けの数々にますます理解が深まっていきました。というより、まったく理解していなかったことに気づ
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きました（苦笑）その後、オブザーバーとして何度か参加させていただき、都度、自分の夢を確認する機

会を得ました。 

 

ある回の時に、お母さんと参加していた中学生の女の子と一緒に、夢を具体化するワークを実施してい

ると、その子が「M.Z さんは NY のスタバでコーヒー飲んでいますよ！」と私の夢を膨らませてくれた

んです！それが何と叶ってしまいました！ 

ファシリテーターに認定を受けた月に、生まれて初めて NY へ「心理学の勉強」に行ってきたのです！

（ちゃんとスタバでコーヒーを飲んだ写真を、その女の子へ送りましたよ！その子も僕に影響を受け、

来春より海外へ留学するそうです！「やるっち」すごすぎ！！！） 

 

さらに、行き詰まりを感じていた仕事からも撤退し、自分のやりたい事業へとシフトさせることができ

ました！タイムズスクエアーのど真ん中で、「やるっち」で仲間に膨らませてもらった、夢の第一歩が今

ここにある！と強烈に実感しました！本当に泣きそうになりました！！！！ 

しかもしかも、しかも、来年はなんとそのNYへ事務所を設けることになっております！！！ 

 

ファシリテーターとして教えるために講座の仕組や設計を学ぶことは、実はさらに理解が深まり、「夢実

現力」が強くなるんじゃないかなって思いますね。 

 

同じ養成講座の仲間は本当に素敵な人ばかり。 

拓巳さん、永井さん、サポートしてくださる事務局・スタッフの方々に、心から感謝を申し上げたいと思

います！！！そして、ファシリテーターを目指そうと思われているあなたを、応援しています！！！ 

受講されたら会えますね！そしてお互いの夢を語り合いましょう！！！！ 

 

★★★ 

 

いかがでしょう？ 

「認定ファシリテーター」に興味が湧いてきましたか？ 

 

「でも、やっぱり今まで人前で話したことはないし…」 

「本当に自分でセミナーなんか主催できるの？」 

「受講生から、クレームを付けられたら、どうしよう？」 

 

まだそうした不安がある方もいらっしゃると思います。 

 

そんな不安を解消し、ファシリテーターとして独り立ちしていただける体制も、 

整えることができました。 
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講師だけでなく、集客方法や当日の運営まで、手厚いサポートをご提供。 

脱落せず、あなたが人気認定ファシリテーターになる仕組みとは？ 
 

あなたには、次の手順で認定ファシリテーターになっていただきます。 

 

 

（２は、スキルアップのための任意参加となります） 

 

ボクが普段セミナーやっている内容を、あなたにもやっていただくわけですから、 

「簡単です！」とはいえません。ですが、一生懸命取り組んでいただければ、 

早い方で３か月、標準でも半年ほどで認定ファシリテーターになれるよう、 

カリキュラムをつくりました。 

 

こうしたプロセスを経ているからこそ、ボクが自信を持って、認定ファシリテーターに認定証や推薦文

を差し上げることができるのです。 

それぞれについて、簡単に説明しますね。 

 

 

１．ファシリテーター講座受講（２日間） 

 

ボクが講師を務める２日間のファシリテーター講座です。 

ここで、 

・「やる気のスイッチ！実践セミナー」の理念 

・徹底的な用語解説 

・セミナーの裏にある理論や狙い 

・場の空気の作り方、伝え方 

・たくさんのセミナー参加者を集める方法 

・スムーズなセミナー運営方法 

・デビューまでのアクションリスト作り など、 

 

開催に必要な事項を徹底的に、裏の裏までお伝えします。 
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真剣に講義に聞き入る、未来のファシリテーターたち 

 

２．フォローアップ講座 

 

月に一度、集客や講師活動に必要な知識をお伝えし、練習する場を設けます。 

ファシリテーター講座でお伝えする内容を、より深く理解していただき、実践できる場となります。 

参加は任意ですが、毎回懇親会もありますので、是非ご参加ください。 

 

もちろん、あなたが既に講師として活動している等、十分なスキルがある場合、このステップを省略して

次に進んでいただいても結構ですし、必要なものだけを受けていただくことが可能です。 

 

特に集客については、深く学びたい方のために外部講師を招き、「スーパーアカデミー」 

として専用のセミナーを行う予定です。 

受講生の募集から、クロージングまで丁寧にお伝えします。 

そしてその場で、あなたにピッタリ合う集客方法を作り上げ、持ち帰っていただきます。 

 

さらに、講師について人前での話し方、ワークのやり方、場のリードの仕方（ファシリテーション）につ

いてもたっぷり練習していただきます。 

十分な実力が付いたら、次のステップに進みます。 

 

３．プレ講義開催、審査 

 

約９０分の「プレ講義」を行っていただきます。 

本部スタッフにチェックを受け、フィードバックを受けます。 

この審査合格後、次のステップに進みます。 

 

４．プレセミナー開催、審査 

 

とうとう卒業試験である、１日セミナー（実践セミナー ALL DAY）の開催です。 
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４名～１２名の受講生相手に、１日セミナーをやりきってください。 

講義の様子をビデオで撮らせていただき、ボクもその様子をチェックして、合格判定をします。 

 

これに合格すれば、晴れて「認定ファシリテーター」としての活動開始です。 

 

５．認定、講師活動スタート 

 

ここからは、あなたの裁量で「やる気のスイッチ！」セミナーを開催していくことができます。 

ボクと一緒に、たくさんの人の「やる気のスイッチ」を入れていきましょう！ 

 

 

講師は、山﨑拓巳と総合プロデューサーの永井さん。死角はありません！ 

 

この講座、そして受講後のサポートを務めさせていただくのは、ボク、そしてこの「やる気のスイッチ！

プロジェクト」総合プロデューサーであり、ボクが最も信用する、永井堂元（ながい たかゆき）さんで

す。永井さんは学習法、記憶術の専門家でもあり、様々なセミナーを開催するトップ講師でもあります。 

すでに実践セミナー ALL DAYを受講された方は、「２ショット写メール法」のところで、ご紹介しまし

たね。 

では、簡単に２人の自己紹介をさせていただきます。 

 

山﨑 拓巳 プロフィール 

Takumi Yamazaki 

 

夢実現プロデューサー 

一般社団法人 「やる気のスイッチ協会」代表理事 

1965年三重県生まれ。広島大学教育学部中退。 

22歳で「有限会社たく」を設立し、現在は 3社を運営。 
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現在までに４０冊、累計 120万部を超えるベストセラー作家。 

主な著書に『ひとり会議の教科書』『やる気のスイッチ！』『人生のプロジェクト』 

『気くばりのツボ』『見えないチカラを味方につけるコツ』（サンクチュアリ出版）。 

 

代表著書『やる気のスイッチ！』（２０万部突破／サンクチュアリ出版）は、 

2010年夏には中国語に翻訳され、2011年には英語版『SHIFT』となり全米で 発売。 

日本のみならずアメリカ、香港、台湾、韓国、中国ほか、海外でも広く翻訳出版されている。 

講演活動は、「凄いことはアッサリ起きる」-夢-実現プロデューサーとして、 

メンタルマネジメント、コミュニケーション術、 

リーダーシップ論など多ジャンルにわたり行なっている。 

 

山﨑拓巳の著作一覧 
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共同開発者 永井 堂元（たかゆき） プロフィール 

Takayuki Nagai 

 

山﨑拓巳の「やる気のスイッチ！プロジェクト」総合プロデューサー 

兵庫県神戸市生まれ。東京大学法学部卒業。 

 

映画『私の頭の中の消しゴム』『Ｐ.Ｓアイラヴユー』などの大ヒット作を手がけた元・外国映画バイヤー

＆マーケッター。 

人やビジネスが「飛び立つ瞬間」に立ち会い、応援をしたいと、 2009年に独立。 

 

記憶力とイメージ力が劇的にＵＰする「アクティブ・ブレイン・セミナー」の協会設立をプロデュース。 

受講者は今や、のべ 25,000人を超え、認定講師も 90名を超える。 

そのNo.1講師としても、協会の発展と講座の全国展開に力を尽くす。（記憶術講座にご興味のある方は、

こちらをご覧ください。⇒ http://www.hyper-learning.info/index.php?memory） 

2008年、取材活動を通じ、山﨑拓巳と「やる気のスイッチ！」に出会い衝撃を受ける。 

 

『目の前の大切な仲間たちに「やる気のスイッチ！」が入るのを見届けながら、そして同時に、世界の 

何人もの小さな命を救うことができる。そんな活動をしたい。。。』 

という山﨑拓巳の思いに触れ、2014年 12月一般社団法人「やる気のスイッチ協会」を共同で設立し、 

「やる気のスイッチ！プロジェクト」の総合プロデューサーをつとめる。 

一般社団法人 「やる気のスイッチ協会」理事。 

  

 

必要な資料、ツール、教材も全て提供！体一つで講師になれます 

 

認定ファシリテーターのための資料やツール、各種セミナーの教材は全てお渡しします。 

http://www.hyper-learning.info/index.php?memory
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（セミナー時の受講生用の教材費は、ロイヤルティとともに別途必要となります。） 

 

必要と思われるものがあれば、どんどん追加していきますので、他には何もいりません。 

 

＜提供する資料、ツール、教材（一部）＞ 

・「やる気のスイッチ！」ファシリテーター マニュアル（６３ページ） 

・「やる気のスイッチ！」セミナー進行の注意点 

・ショートセミナーの全教材 

・実践セミナー ALL DAYの全教材 

・極上お泊りセミナーの全教材 

・各種勉強会資料 

 

 

何を話せばいいか、どう進めればよいか、まで全て記載した充実マニュアル類 

 

 

1日 10万円以上の収益も可能！収益シミュレーション 

 

仮に「やる気のスイッチ！実践セミナー ALL DAY」を、受講生を１０名集め、仲間のファシリテータ

ー2名の助けを借りて実施した場合を、計算してみます。 

 

＜収入＞ 

・１人あたり 25,000円の開催とすると、25,000×10名＝250,000円 

 

＜費用＞ 

・会場費 30,000円 
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・教材費／本部へのロイヤルティ（※） 70,000円（※概ね、20～30%程度とお考えください） 

・スタッフ費用（他のファシリテーター2名） 20,000円×2名＝40,000円 

合計：140,000円 

 

＜収益＞ 

 25万円 － 14万円 ＝11万円 

 

1度のセミナー開催で、あなたの手元には、約 11万円が残ることになります。 

 

そして、さらに… 

 

 

収入アップ、集客の早道！パーソナルコーチ養成講座を無料提供！ 

 

自然な会話の流れの中で、目の前の相手に 

「え！そんなにやる気が出るのなら、ちょっと試してみたいです！」 

カフェやラウンジなどのオープンスペースを利用して、１回３０分というスキマ時間を使ったプチコー

チング。 

 

大人気のパーソナルコーチング講座（32,400円）についても、認定ファシリテーター養成講座を受講い

ただく方に無料提供いたします。 

 

講座翌日からクライアントが獲得でき、目の前の相手のやる気を、たった 30分でMAXに回復させるこ

とができるようになる、大人気の講座です。 

 

どうやって目の前の相手にコーチングを紹介し、「是非やってください！」と言っていただくか。 

そのためのマニュアルやツール類も充実させました。 

そのため、「講座翌日から、本当に実施できました！」という声が殺到。 

 

これ自体が、３０分で３０００円のミニ収入になります。 

またパーソナルコーチを受けてもらった相手が、ALL DAY コースを受講していただくケースも多いた

め、さらにあなたの集客の労力を減らすことができるでしょう。 

 

 

あなたが、この講座から受け取れる、すべての価値とは？ 

 



19 

 

１．２日間のファシリテーター養成講座（2日間） 

  （プレ講義審査１回分、プレセミナー審査 1回分の費用、マニュアル等込み） 

198,000円＋税＝213,840円 

 

２．平均 6か月間のフォローアップ講座（1回あたり 2時間程度を想定） 

5,000円×6回＝30,000円相当 

 

３．パーソナルコーチ養成講座受講料 

32,400円 

 

４．山﨑拓巳の推薦の言葉、ボクとのツーショット写真 

（山﨑拓巳の声やツーショット写真を、あなたのブログ、ホームページ、SNS 等でご利用いただけま

す。） 

 

さらに今後、認定ファシリテーターの方には、別途特典をご提供する予定です。 

 

 

それでは、この養成講座の価格とは・・・？ 

 

今までのお話しで、あなたに提供する講座や特典についてご説明しました。 

 

これまで、ボクたちの 「ALL DAYセミナー」や「パーソナルコーチ養成講座」に 

参加された方々からは、セミナー価格に比べて、とても優れた内容だと、 

多くの満足の声をいただいています。 

 

今回、ファシリテーター養成講座や特典を、 

160000円＋税の 172,800円で提供したいと思います。 

 

なお、既にパーソナルコーチ養成講座を修了された方は、ここからさらに、 

パーソナルコーチ養成講座の受講費用分、32,400円を引かせていただきます。 

（つまり、140,400円での受講が可能です。） 

 

 

そしてボクは、この講座を受けられる方のリスクも引き受けることにしました。 

 

 

さらに…、１００％の返金保証も付けさせていただきます 
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養成講座の受講について、「本当に自分にできるのだろうか…？」 

と、まだ悩んでいる方もいらっしゃると思います。 

 

そんな方のため、養成講座の 1日目を受けていただいて、 

「どうしても私には向いていない」と感じた方に対して、100%の返金保証を付けることにしました。 

 

1日目の終了後までに、その旨お申し出ていただければ、全額を返金させていただきます。 

理由を根掘り葉掘り聞くこともありませんので、遠慮なくお申し出ください。 

 

だから、「ファシリテーターになってみたいけれど、本当に自分にできるのか？」と悩まれているのであ

れば、遠慮はいりません。是非お申し込みください。 

 

 

あなたは、どんどん自分の限界を超えられることに気づくでしょう 

 

最初は自信のなかった方が、講義が進んでいくうちにどんどん自信が出てきて、 

立派なファシリテーターになる。 

 

そんな例を多く見てきたボクには、テクニックや経験ではなく、 

「ファシリテーターになりたい！」 

「多くの人の夢を叶えたい！」 

「たくさんのありがとうを集めたい！」 

 

そんな思いの方こそが大事なのです。 

 

是非、養成講座でお会いしましょう！ 

 

 

ただし、希望者全員が認定ファシリテーターになれるわけではありません 

 

この「認定ファシリテーター養成講座」は、1年ぶりの開催となります。 

 

最初の養成講座は、募集開始からわずか、４日半で満席となってしまいました。 

いたずらに人数を増やすよりも、今後この講座を、ボクと一緒にじっくり作りあげ、育てていってほしい

と、人数を絞らせていただいたからです。 



21 

 

 

だから今回も、おひとりずつにしっかりとした指導をするため、 

30名だけの【限定募集】とさせていただきます。 

ボクは決断力のある方、行動の早い方と、一緒に仕事をしたいと思っています。 

ピンときたのであれば是非、今すぐお申し込みください。 

 

ボクといっしょに、この講座を広めていってくれませんか？ 

 

 

２日間の養成講座 カリキュラム 

【１日目（午前）】 

・イントロ＆アイスブレイク 

・「やる気のスイッチ実践セミナー」２時間版ＦＴバージョンと体験シェア 

 

【１日目（午後）】 

・山﨑拓巳が語る、このプロジェクトの活動の背景と理念について 

・創始者＝山﨑拓巳が目指すもの 

・誰の、どういう人たちの「やる気のスイッチ」を入れていきたいか？ 

・「やる気のスイッチ実践セミナー」で使う用語の徹底理解・整理 

・参加者シェアと質疑応答 

 

（１日目終了後、２時間程度懇親会を開催します。もちろんボクや永井さんも参加します。） 

 

 

【２日目（午前）】 

・実践セミナー ALL DAYのポイント解説 

 

【２日目（午後）】 

・各演習のファシリテーション・トレーニング（場の空気作り、伝え方について） 

・セミナー参加者の募集と開催運営について 

・ファシリテーター認定とデビューまでのアクションリストの作成 

・１分間スピーチ（プレゼン） 

・参加者シェアと質疑応答 

・記念写真撮影 

 

 

講座日程、参加要件等 



22 

 

＜＜やる気のスイッチ実践セミナー 認定ファシリテーター養成講座 第２期 開催詳細＞＞ 

【日時】２０１７年２月１６日（木）１７日（金） 

10時～18時（open9時 45分）１９日は、１７時終了予定） 

【場所】渋谷駅周辺のセミナールーム 

（詳細はお申し込みの方にお知らせします） 

１日目終了後、２時間程度懇親会を開催します。 

費用は別途 5,000円です。 

地方からのご参加で宿泊を伴う場合は、ご自身でホテルなどを確保してください。 

 

 

【受講料】160,000円＋消費税 

パーソナルコーチ養成講座をすでに受講されれている方は、 

さらにここから 32,400円引きとさせていただきます。 

参加要件：過去、実践セミナー ALL DAYあるいは、お泊りセミナーに参加済のこと。 

＊お申し込み後、２週間以内に指定口座に受講料をお振込みください。 

 

 

【キャンセル規定】 

ご入金後、開催前１週間を切ってのキャンセルの場合は、キャンセル料＝54,000円を申し受けます。 

但し養成講座第 4期以降に、再度参加される場合は、その時の受講料を 54,000円引きとさせていただき

ます。 

 

 

【申込方法】やる気のスイッチ！ファシリテーター養成講座申込窓口 へメールをお願いします。 

yaruki-no-switch@taku.gr.jp 

・件名「やる気のスイッチ FT3期申し込み」 

・お名前（ふりがな） 

・アドレス 

・電話番号 

・住所 

・「実践セミナー ALL DAY」、あるいは「お泊りセミナー」の受講日 

・「パーソナルコーチ養成講座」受講済の方は、受講期あるいは認定番号 

・ファシリテーター活動にかける意気込みや希望などを簡単にお書きください 

 

＊セミナーは講義形式のみではなく、参加者同士で話すワーク形式もあります。 

終日参加できる方のみお申し込みください。 

 

※セミナー当日、記録用として撮影が入りますことを、あらかじめご了承ください。 
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これは今後のセミナー内容の向上を目的とするためのもので、一般に公開・頒布されることはありませ 

ん。 

 

【参加要件】 

・「実践セミナー ALL DAY」、あるいは「お泊りセミナー」を受講済であること 

まだ実践セミナー ALL DAYに参加されたことのない方は、まずそちらにご参加ください。 

 

山﨑拓巳による「ＡＬＬ ＤＡＹセミナー」の開催はありませんので、 

認定ファシリテーターの講座を受講してください。 

開催状況は、こちら。 

http://yaruki-no-switch.com/facilitator/ 

よくあるご質問にお答えします 

 

Ｑ．各種セミナーの関係を教えてください。 

次のような関係になります。認定ファシリテーター養成講座の受講要件として、まずは、「やる気のスイ

ッチ！実践セミナー ALL DAY」（もしくは、「お泊りセミナー」）の受講が必須となります。 

 

 

Ｑ．２日間のセミナーには全て参加する必要がありますか？ 

はい、限られた時間で、必要事項を圧縮してお伝えしていますので、基本的には全て参加してください。 
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（どうしても抜ける必要がある等の場合は、ご相談ください。） 

 

Ｑ．ファシリテーターにはどれくらいでなれますか？ 

一生懸命取り組んでいただくのを前提として、最短でファシリテーター養成講座受講後３ヶ月、 

標準で 6ヶ月程度とお考えください。 

 

Ｑ．認定審査に不合格の場合、再審査はしていただけますか？ 

はい。再審査につきましては、2時間のプレ講義を 5000円＋税、1日のプレセミナーを 10,000円＋税 

で再審査させていただきます。（合格まで何度でも審査を受けることができます。） 

 

Ｑ．集客はどこまで手伝っていただけるのでしょうか？ 

集客そのものは、認定ファシリテーターの方にお願いしています。 

その際、ボクの推薦の言葉やツーショット写真を、あなたのホームページやブログ等で公開していただ

いてかまいません。また、認定ファシリテーターについては、やる気のスイッチ協会のホームページに掲

載させていただく予定です。また集客やブランディングを真剣に学びたい方のために、 

「やる気のスイッチ スーパーアカデミー」をご用意しています。 

 

Ｑ．会場はファシリテーターが自由に設定できますか？ 

はい、サロンや自宅の一室、貸し会議室等、お好きな場所で開催いただけます。 

（受講生が快適に受講できる場所を確保ください。） 

 

 

最後に… あなたが「セミナー講師」になり、人生を変えた姿とは…？ 

 

想像してみてください。 

 

あなたが、「先生」として多くの人たちに夢や希望を語っている姿。 

その時に聞こえてくる、「ありがとう」「本当に良かったです！」という多くの感謝の言葉。 

何よりも、多くの人の役に立てた、夢を叶えるお手伝いができた！というかけがえのない充実感。 

 

それは今までの人生からは、想像すらできないことかもしれません。 

 

でも、たった一つの決断で、人生は変わるのです。 

ボクは大勢、そうした人を見てきましたし、人生を変えるお手伝いもしてきました。 

 

今度はあなたの番です。 
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第３期生は３０名のみの限定募集です。 

今回も少数精鋭にして、あなたの成功をサポートしていきます。 

 

この手紙は、Facebookの記事やファンページ、ブログ、メルマガなど、ボクの色々な媒体で 

紹介しますので、早めに席が埋まってしまうことが予想されます。 

もし、この手紙を読んで、あなたが「やってみよう！」と思われたなら、 

是非、下記の申込アドレスにメールをください。 

 

今回のチャンスは、最初に申し込んでいただいた、３０名様のみになります。 

 

ボクたちと一緒に、ボクの仲間として、活動していきましょう！ 

 

 

 

【申込方法】やる気のスイッチ！ファシリテーター養成講座申込窓口 にメールをお願いします。 

yaruki-no-swtich@taku.gr.jp 

・件名「やる気のスイッチ FT３期申し込み」 

・お名前（ふりがな） 

・アドレス 

・電話番号 

・住所 

・「実践セミナー ALL DAY」、あるいは「お泊りセミナー」の受講日 

・「パーソナルコーチ養成講座」受講済の方は、受講期あるいは認定番号を 

・ＦＴ活動にかける意気込みや希望などを簡単にお書きください 

 

あなたとお会いできるのを楽しみにしています。 

この講座についての質問やお問い合わせも、 

「一般社団法人 やる気のスイッチ事務局」までお願いします。 

yaruki-no-switch@taku.gr.jp 

 


