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ごあいさつ 

■ 最強の自己啓発セミナーにようこそ！ 

この度は、UPWにお申込み頂きまして、誠にありがとうございます。

貴重なお時間を確保して頂けたことに心からの感謝を申し上げま

す。今回のUPWは、世界中で毎回数千人から数万人が受講して

きた大ヒット研修プログラムを、Zoomを使用し日本語同時通訳付

でオンライン受講できるようにした日本初の試みです。20,000人

以上が4日間連続でオンライン受講するという「歴史的な瞬間」を

皆さまとご一緒できることを嬉しく思います。皆さまが、最大限の

受講成果を得られ、人生が大きく変わることを願っております。 

 

■ ラーニングエッジは、教育を通じて人を幸せにする会社 

世界トップクラス、本物、本質的な「和魂洋才」の学びを流通し、世界をよりよい場所にする。

私は、これを私の社会的な使命として、教育の流通に取り組んでいます。西洋、特に20世

紀の近代工業化に最も成功したアメリカにおいては、多種多様な人種の言語や文化の壁を

超えて生産性をあげるという課題を、マニュアル化、プロセス化、システム化によって乗り越

えてきました。これは、我々東洋人が学ぶべき点であります。 

一方で、東洋、特に日本においては、目に見える生産性のみならず、道徳性や和の精神、

あり方を重視する文化をもっていました。しかしながら、近代は、この精神性が失われ、生産性や経済合理性

のみを追い求めることに集中した結果、皮肉なことではありますが、バブル崩壊や不況を経験し、精神的にも経

済的にも苦しんでいる人がまだ多くいらっしゃいます。 

これを解決するのが、「和魂洋才の学び」を流通することであり、我々がマーケティング（MBS）などの経済教育

のみならず、道徳教育、歴史教育にも取り組む理由です。日本が歴史を通じて実践してきた価値観をベースと

した「モラルエンゲージメントの哲学（PME）」「絆徳哲学」（BAN-TOKU哲学）を中心として、西洋の良き点を取り

入れながら、教育の流通に取り組むことが世界をより良い場所にする答えであると考えているからです。 

我々が、15年に渡って、アンソニー（トニー）・ロビンズ（以下、愛称でトニーと略します）を多くの日本人に紹介し

ているのは、彼が西洋人でありながらも、東洋的な哲学への造詣も深いことにあり、実際に多くの人をより豊か

で幸せにする姿を見てきたからです。今回のUPWが、あなたの人生のみならず、あなたやあなたの周りの人々

をも幸せにする、そんなきっかけになることを心より願っております。 

ラーニングエッジ株式会社  

代表取締役社長 清水康一朗 

 

  
清水の Facebook にて、 

トニーの情報発信中！ 

ぜひ、フォローをしてください 
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1. UPW へようこそ 
この度は、世界で最も影響力があると言われている 4 日間のセミナープログラム Unleash the Power Within 

にお申込み頂きましてありがとうございます。本プログラムは、RRI 社（Robbins Research Institute）、Success 

Resources 社、ならびにラーニングエッジ株式会社による日本語同時通訳付きのプログラムです。 

世界的な指導者、各国の大統領や政治家、アーティスト、スポーツ選手、大成功している企業の経営者など

を含めて、何千万人もの生活に影響を与え続けているトニーによる素晴らしいプログラムにご参加頂くことを心

より祝福します。 

本資料は、日本人参加者が、受講の価値を最大化できるように、ラーニングエッジで独自に作成した日本オリ

ジナルの資料です。本資料が皆さまの助けとなれば、幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界的指導者たちのメンター アンソニー（トニー）・ロビンズ 

 

 

  

不可能を可能にする４日間 
あなたのパワーを解き放て！ 
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2. 基本情報 

■ スケジュール （概要） 

2020年9月17日（木）～20日（日）  午前8時～午後9時 セミナー実施 

 

 Day 1  2020 年 9 月 17 日（木）  午前 8 時 開始 （日本人向けのセッションあり） 

     午後 9 時 終了予定 

 Day 2  2020 年 9 月 18 日（金）  午前 8 時 開始 

     午後 9 時 終了予定 

 Day 3  2020 年 9 月 19 日（土）  午前 8 時 開始 

     午後 9 時 終了予定 

 Day 4  2020 年 9 月 20 日（日）  午前 8 時 開始 

     午後 9 時 終了予定 

 

【注】 上記の時間は、おおよその時間帯を記載しております。トニーは最高の基準をもってセミナーを実施する

ことにコミットしており、提供できる全ての情報やノウハウを網羅することに焦点を置いています。セミナー開催の

時間は、あくまで目安となりますので、進行具合に応じて、終了の時間が深夜になる、開始時間が遅くなるなど、

大幅に変更される可能性があります。この4日間は朝から晩までの時間を確保していただくことを推奨します。 

 

3. Zoom での受講環境について 

Zoom を使用します！  

・ オンライン開催です （参加者専用 HP からログインします）。  

・ 後日、ご登録の個人のメールアドレスにパスワードが送られ

て、ログインして参加します（パスワード情報は追って連絡が

届きます）。 

・ 参加の価値を高めるため、インターネット回線は Wi-Fi 通信ではなく、LAN ケーブルをパソコンに差し込み、

安定した通信環境で参加することを強く推奨します。 

・ 静かな個室、もしくはホテルの部屋など集中して受講できる環境をご用意ください。 

・ 携帯電話での受講は、おやめください。チャット機能なども多用しますので、必ずパソコンでご参加ください。 

・ また、可能であれば、大きなモニターやプロジェクター、音質のよいスピーカーかヘッドホン、ワイヤレスイヤ

ホン（ダンスの時に便利）などもご用意頂くと、まさに目の前にトニーがいるかのような、全員とつながってい

るかのような、非常に臨場感のあるライブ体験を味わって頂くことが可能です。 
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4. UPW 受講のヒント 

(1) アンソニー（トニー）・ロビンズのセミナー  

今回のセミナーでは、ロックコンサートのような感じでダンスをし

たり、声を出したりします。（かなりショーアップされていて、はじ

めはびっくりすると思います！）これは、学びの効果を最大限に

アップする方法なので、（恥ずかしがらずに）主体的に発言する

こと、体を動かすこと、演習に取り組むことをお勧めします。 

トニーは、NLP（神経言語プログラミング）を活用したセミナーを

行います。この NLP を活用し、皆さまの「言葉の使い方」、「体の

使い方」、「焦点の置き方」を徐々に進化させていきます。40 年

以上続いているセミナーであり、かなり計算されて設計された内容になっています。すでに「知っている」とか、

「分かっている」と思っているものでも、この 4 日間をオープンマインドで取り組むことによって、皆さまの学習効

果は飛躍的に高まると思います。何も変わらなかったと思えることも、セミナー終了後には自然に発する言葉

や体の使い方に変化が出てきているはずです。大きく変わったと思えることは、ぜひ周りに体験談としてシェアを

お願いします。実際、これまで世界中のリーダーが、トニーの教えを本に書いたり、参考にしたセミナーが広まっ

たことで、多くの概念が知られることになりました。なので、あなたも UPW の話を「聞いたことがある」とか「知って

いる」と感じることが多いかもしれません。しかし、その瞬間に、あなたの脳は学習機能を低下させ、学びのイン

プットを遮断するようにできています。それは、もったいないことです。実際、トニーはレベルが違います。オリジ

ナルは違います、本物は違うのです。オープンマインドで学ぶことをお勧めします。 

 

※ 海外セミナーは、顧客対応において「日本的な細やかさ」は期待できません。この部分をご理解頂いて、各自が自己責任で、分か

らないことは質問するなど、より良い学びの機会にして頂ければと思います。 

※ また、2 万人以上が参加する zoom セミナーであり、zoom の操作は基本的に米国スタッフとオーストラリアのスタッフによって行わ

れるため、スピーディで細かなサポートは期待できません。各自である程度、zoom のセミナーに慣れておく必要があります。弊社

にて最大限のサポートはしますが、日本人だけでも 1,000 人以上が参加しますので、zoom 操作に関しての大量の相談があると、

スピーディに対応できない可能性があります。ある程度の zoom 基本操作には慣れておくことを強く推奨します。 
 

(2) NLP とは 

NLP（Neuro-Linguistic Programming = 神経言語プログラミング）とは、1970 年代中頃、アメリカでジョン・グリ

ンダー博士とリチャード・バンドラー氏が共同開発したコミュニケーション手法のことです。成功者たちの「言葉遣

い」や「言語以外の部分でのコミュニケーション」、「無意識の扱い方」の中に、常にハイパフォーマンスを可能に

させている法則があることを発見することに成功。脳の構造の調査に基づき、誰が使っても天才たちと同じエク

セレントな心の状態でハイパフォーマンスを遂げることができるツール、それが NLP（神経言語プログラミング）と

言われる手法です。  
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(3) 混乱してください！ 

トニーのセミナーでは、「混乱」が求められます。混乱はとても良いこととして、混乱するとお祝いされます！どう

いうことかというと、トニーが変な質問や今まで考えたことがなかったような表現をすることによって、今までは「こ

うでなければならない！」と考えていた価値観や「自分はこんな人間だ」と思っていた信念、アイデンティティが

崩れる（混乱する）ことによって、より自分にとって役に立つ新しい価値観や信念を確立することができるからで

す。これは、NLP の手法のひとつで、混乱によって学習効果を高めているのです。ですから、「これはおかしい」

とか、「なんで自分は踊っているの？（笑）」とか、「意味がよく分からない」と思ったら、ラッキーです。「混乱」す

るとイライラしたり、不安に思ったりすることもあると思いますが、この 4 日間だけは、「混乱」を楽しんで、できる

限り皆さまの脳に最高の状態を作る仕組みをインストールしてください。 

今まで、自分の人生の中で大事だと思っていたことや信念などの価値観やルールの「変化」が起きて、不安に

思うこともあるかも知れませんが、3 日目、4 日目にそれらが統合され、新しい価値観が形成されます。 

オープンマインドがポイントです。素直な気持ちで何でも受け入れていってください。 

 

(4) 通訳について 

トニーのコンテンツは英語ネイティブスピーカーにとってもレベルの高い内容であり、それを学びに行っていると

いうことをまずご理解していただければと思います。 

そもそも異なる言語を 100％完全に同じ意味で伝えきると言うのは、非常に難しいものではありますが、通訳を

聞いても分からない時は、たとえ英語がネイティブレベルの方でも分かりにくいことを言っている場合があると言

うことをご理解ください。（日本語のセミナーでも、難しい内容であれば理解しにくいことがあるのと同じことです。）

また、100 ドルと言ったときに大体 10,000 円くらいだという通貨の換算に対する感覚を持っておいてください。

同時通訳において、毎回円計算して通訳するのは困難な部分もあり、ドルで話をされても感覚的に把握できる

ように心がけておくと理解度が高まります。 

またトニーのセミナー中に言葉の意味が分からないことがあっても気にしないで、大丈夫です。翻訳された言葉

そのものの意味を理解するより、感覚的に「おそらくこんな意味のことを言っているのだろうな・・・」と言った感じ

で充分です。これは、セミナー中にあえて「混乱状態」にすることで、参加者の今までの価値観・ルール・アイデ

ンティティを進化させるためにトニーがあえて分かりにくく表現しているためです。 

つまり、英語のネイティブスピーカーにとっても分かりにくいような表現があえて使われていることがあるのです。 

さらに、トニーは参加者の感情を高めるために、極端な表現や”下品”な言葉をあえて使ったりします。（ですか

ら、同時通訳の皆さまは本当に大変なのです！） 

 

(5) テキストについて 

テキストは、事前に郵送されます。テキストの個別販売は基本的に行っておりません。また、テキストの内容は

あくまで補助的な位置づけで、セミナー中にカバーしない部分もあります。また、日本人のノートの取り方として、

全てをメモしないと気になる方がおられますが、ノートを全て取ることが目的ではありませんので、重要な気付き

や発見をメモできれば大丈夫です。また、分からない部分はぜひ再参加して深く学ぶことをお勧めします。 
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4. UPW 受講のヒント （続き） ＞ 

(6) 最後まで部屋にいる 

最初に受け始めたら、最大限の成果を出すため最後までお部屋にいてご受講ください。トニーは盛り上がってく

ると最後の方で非常に深い内容を話し出すことがよくあります。その話によって人生が変わる気付きに出会えた

り、感動が生まれることが多くあります。せっかくの貴重な機会を離席していて聞き逃してしまうのは本当に惜し

いです。時間通りに終わらないことがありますが、どうぞ最後までご自身の学びに繋げられるように、毎日最後ま

で受講をされることの心の準備をしておいてください。 

 

(7) 途中抜けていいの？ 

基本的にセミナー中、休憩時間以外は画面から離れずご受講頂くことを推奨しております。トニーはよく「会場

に居る時にしかブレークスルーは起こらない！」と話しています。あなたにとってのブレークスルーが起きるタイミ

ングがどこであるかわかりません。受講中は出来る限り集中できる環境のままでご受講ください。また、トニーの

講座では、学習効果を高めるためにダンスの時間や休憩時間を長めにとったり、ワークの時間を多く取ったり

様々な工夫を意図的に行っていますので、ときおりご自身のペースで休憩することもお勧めします。 

 

(8) 体調管理、水を飲む 

セミナー中はダンスをしたり、声を出したり、夜までの受講となったり、慣れない環境での 4 日間連続のセミナー

となりますので、ときおり体調を崩される方がいらっしゃいます。急に運動を始めると、これまでの運動不足が原

因で多少気分が悪くなったりするように、急な変化に慣れないで疲れてしまうこともあります。ポイントは、気楽に

楽しむこと、リラックスし睡眠を十分に取ること、です。とにかく、「楽しむこと」に焦点を置くこと、ポジティブな言

葉を使うことを意識するだけで、状態が良くなることも多いです。あとは、十分な水分を取ることをお勧めしま

す。エネルギーを高めるためにお茶やコーヒーではなく、たくさん水を飲んでください。水分が足りなくなるとエネ

ルギーが低下します。１日３リットルを目安に水を飲むように心がけてください。 

 

(9) 板を割る演習 

自身の限界突破を実践する為、板割りの演習があります。板は事

前の郵送物で予めテキストと一緒にお送りさせて頂きます。知って

いることを頭で理解する、感情で学ぶ意識を向ける、体で実践する

ためです。問題よりも解決策にフォーカスする演習です。どうぞ今

までの自分を乗り越える時間になるので、楽しんでポジティブにご

参加ください。 
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(10) 通信環境やパソコンについて 

今回のUPWは、オンラインとはいえ、本当のセミナーのように受講して頂くこ

とが重要になりますので、４日間はご自身で集中できる環境のご準備をお願

い致します。また、学習効果を最大限に高めるため、携帯電話からではな

く、パソコンからご受講ください。また、あらかじめカメラ付きパソコンのご準備

をお願い致します。セミナー参加中に回線が途切れないようにネット回線を

強い回線にして環境整備をお願い致します。セミナー開催中は有線LANケ

ーブルに繋いで安定した通信環境で参加することを推奨しております。セミナー終了後は、毎日パソコンをシャ

ットダウンしてパソコンを休ませて頂き、また、フリーズした場合は再起動を行うようにしてください。 

 

(11) サポートスタッフについて（リーダー、トレーナー） 

開催期間中はラーニングエッジ株式会社のトニー・ロビンズ事務局とは別に、トニーの本部から日本人トレーナ

ーとシニアリーダーがみなさまの受講をサポート致します。彼らは、トニーのコンテンツについて深く理解し、日本

人の私たちに分かりやすいようにフォローしてくれます。受講中にコンテンツについて相談があれば積極的にリ

ーダーやトレーナーにご相談ください。そして、みなさまも、UPW や DWD を経験し、将来リーダー、トレーナーと

して活躍してほしいと思います。（当日 1 日目にご紹介する予定です。） 

 

(12) ドネーション（寄付） 

セミナー中にアンソニーロビンズファウンデーション（基金）から寄付の案内がある場合がございます。アメリカで

は良くあることですが、寄付のお願いにおいてかなり積極的で、セールス色が強い傾向があります。日本人にと

って「NO」と言うことは少々抵抗があり、過去には渋々申し込んでしまった方もおられましたが、これはあくまで善

意に基づく「寄付行為」なので、個人の判断で行ってください。義務ではありません。トニーの理念と活動に賛同

すれば、ドネーション（寄付）して頂ければと思います。※ UPW では告知がないことが多いです。 
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5. 注意点とよくある質問 

(1) 写真は撮っていいの？シェアしていいの？ 

他の参加者やコンテンツ（講座内容やテキストの中身）の写真の撮影や公開は禁止

ですが、UPW の宣伝になるような、テキスト表紙や自分自身の受講中の写真は撮影

して大丈夫です。またラーニングエッジの YouTube チャンネルの「セミナーズ経営大

学」（https://www.youtube.com/c/seminars 右 QR コード）にアップされている動画

や、清水康一朗の Facebook（https://www.facebook.com/koichiro.shimizu.le）に

アップされている画像などは、自由に共有して頂いて大丈夫です。たくさんのトニー 

ファンの仲間と共にみんなで良くなっていきたいと考えていますので、ぜひ周りにシェア

してください。また、最新の情報もアップしますので、ぜひ上記のリンクから「チャンネル登録」をお願いします。 

 

(2) 子供がいるのですが・・・？ 

お子さまがいる場合、できればお子さまを預けられる状態をつくってご受講頂くことがベストです。ご受講されて

いる部屋やスペースにお子さまが来られると集中力が下がることが予想されますので、理想的には、ホテルの

部屋を確保して頂いたり、レンタルオフィスの集中作業ブースのような場所など、実際のセミナー会場に近い状

態をつくって受講することをお勧めしますが、難しければ、多少お子さまの相手をしながら、ご受講頂くことも可

能です。海外では、セミナー中のダンスの時などお子さまと一緒に、ぬいぐるみを抱っこしながら画面に映って

いるご家族の様子が映っていたりしました。年齢にもよりますが、基本的には、学習効果を高めるために、セミナ

ー会場にいると思って、お子さまのいない状態で受講することを強くお勧めします。 

 

(3) 家族は入っていいの？ 

基本的には、参加費をお支払い頂いている方以外のご受講

は禁止しています。が、お子さまや同居人がいる場合、映り込

んでしまったり、内容を聞けてしまったりすることがあります。環

境的にも、状況的にもご自宅でのオンライン受講の場合に、

多少家族が映り込むことは致し方がないこととして対応されて

います。もちろん、参加費をお支払いの上で、ご家族や社員と

共に、広めのスペースで一緒にご受講頂くことは、非常に効

果的なことなのでお勧めです。大きな一体感と、共通言語を

持った仲間意識や絆が芽生えることでしょう。 

 

  

セミナーズ経営大学 
YouTube チャンネル 

 



 

 10
Copyright (C) 2020 LearningEdge. Co., Ltd. All Rights Reserved. 

(4) 食事はどうなる？  

セミナー中の食事の時間は、トニーのセミナー進行によってかなり左右されるため、まったく決まっていません。

事前にちょっとしたスナックや軽食をお手元にご用意していただくことをお勧めします。海外では、食べながら、

水を飲みながら、気楽にリラックスして受講している姿がよく見られます。日本のセミナーのイメージのように、イ

スにしっかり座って、集中して、全てをメモしようと考えると、4 日間で疲れ切ってしまいますので、気楽に何か軽

食などを召し上がりながら、リラックスしてご受講頂くことをお勧めします。 

 

(5) セミナーについていけますか？ハードではないですか？ 

ご安心ください。ハードな内容を想像される方がいますが、楽しいエンターテインメントだと思って頂いてよいと思

います。ダンスをしたり、笑ったり、感動したり、時には泣いたり、「心を動かす映画」を観ている感覚をイメージし

て頂いたり、子供のころに遊園地に行った感覚を想像して頂けるとよいと思います。いつも頑張り過ぎていたり、

逆になかなか頑張り切れないあなたが、時には人生のエンターテインメントを愉しむ、そんな感覚で気楽に受講

していただければと思います！ 

 

(6) 本当に人生が変わりますか？ 

40 年以上に渡って多くの方が結果を出し続けてきたプログラムであり、

数多くの世界的な著名人（下記参照）のみならず、どん底にいるような

状態の参加者にも変化をもたらしてきたプログラムです。重要なポイント

は、何となく参加するとか、何となく話を聞くといった姿勢ではなく、事前

に①参加の目的と②得たい結果を明確にして参加することです。あと

は、斜めに構えながら参加したり、「知っている」「やっている」「聞いたこ

とがある」と思いながら参加すると学習効果が下がってしまう傾向があり

ます。ぜひ、世界的リーダーが社会に影響力を発揮する上でも効果が

あったものなのだという理解で、素直な心とオープンマインドでご参加頂

くことをお勧めします。 

 

下記は、トニーが影響を与えた著名人です（一部）。 

政治家として、クリントン元米国大統領、レーガン元米国大統領、ネルソン・マンデラ元南ア大統領、アル・ゴア

元米国副大統領、アーティストとして、ピット・ブル、エアロスミス、アッシャー、デザイナーとしてダナ・キャラン、 

タレントとして、オプラ・ウィンフリー、映画俳優として、ヒュー・ジャックマン、アンソニー・ホプキンス、歴史的な人

物マザー・テレサ、ダイアナ妃、テニス選手として、アンドレ・アガシ、セリーナ・ウィリアムズ、経営者として、セー

ルスフォース創業者マーク・ベニオフなどなど、ここでは挙げ切れない程の人物に影響を与えてきました。 
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6. トニーを 10 倍楽しむアドバイス 

2006 年、オーストラリアのゴールドコーストで行われた、トニーの DWD というプログラ

ムに日本語同時通訳をつけてツアーを企画したことから、全てが始まりました。それ

から数千人の経営者、起業家、開業医の先生など、ビジネスで成果を出したい、もっ

と成長したいという多くの方々にトニーのセミナーにご参加していただいた経験から言

えるアドバイスがあります。一気に飛躍する参加者には、共通項があるのです！ 

 

(1) まずはオープンマインドで楽しむ！ 子供のように。 

オンラインで画面の向こうと思うかもしれませんが、素直な心で、言われた通りにオープンマインドで演習に取り

組んでください。「ハイと言って」と言われたら、声に出して「ハイ」と言う。「その場でジャンプして」と言われたら、

ちゃんとジャンプしてみるのです。全てに意味があるのです。その効果は、4 日間で実感できますし、体感覚で

理解できたことの効果に驚くことでしょう。そして、恥ずかしがらずに本気で楽しむことです。子供のように！ 

 

（2） 仲間とつながる、意識の高いコミュニティに参加する 

ラーニングエッジでは、MBS や LBS などのプログラムで、「モラルエンゲージメントの哲学

（PME）」といった「道徳的に絆を結ぶ」ことの大切さをお伝えしており、結果的に、非常に意

識が高く、社会的にもビジネスにおいても成功された方が、たくさん学びに来られています。

そういった方々とつながることが人生を大きく変えていく、ブレークスルーのきっかけとなるこ

とも多いものです。ぜひ、ラーニングエッジのセミナーに参加することで、そういった意識の高い方々とつながっ

て頂きたいと考えています。また、UPW のための「FB グループ」も用意していますので、ぜひご参加ください。 

 

（3） UPW の次は MBS（マーケティングの講座） 

UPW の 4 日間を本気の関与で受講したら、やる気が高まって、「おーし、やるぞ！」と状態が高まるはずです。

しかし、多くの自己啓発セミナーで起きがちなことは、「ビジネスにつながる実務」に落とし込みができていないた

め、その効果がでないまま、徐々にもとに戻ってしまう、ということです。そうならないために、まず必要なのは、

UPW を受けた後に、あなたの豊かさやビジネスに直結するマーケティングを学ぶことです。トニーの「ビジネスマ

スタリー（参加費 120 万円）」に行くという手もありますが、予算も高額ですから、その参加価値を最大化するた

めに、まずはその予習として MBS にご参加ください（MBS については次ページ以降参照）。我々のお客さまで、

非常に高い成果を出されている方の学習ステップ事例（最強のラーニングステップ）をご紹介いたします。 

最強のラーニングステップ 

 

 

UPW 

4 日間 
自己啓発 

MBS 

3 日間 
マーケティング 

LBS 

3 日間 
リーダーシップ 

LBS2 

3 日間 
リーダーシップ 

DWD 

6 日間 
人間関係 

BM 

6 日間 
経営戦略 

ワンネス 

など、リトリート 
国内外の学び 

UPW 参加者限定 
仲間とつながる！ 



 

 12
Copyright (C) 2020 LearningEdge. Co., Ltd. All Rights Reserved. 

(4) トニーの学びを最大化させるブレークスルーシリーズ UPW、MBS、LBSなど 

■ 世界トップクラス、本物、本質的な学びが得られる 

トニー・ロビンズのみならず、ラーニングエッジは、2003年の創業以来、「セミナーズ（seminars.jp）」というプラッ

トフォームを通じて、国内・海外問わず何十万というセミナーを流通してきました。また、自社コンテンツとして、

ラーニングエッジと言えば、「最強のマーケティング集中講座」（MBS＝3日間のマーケティング集中講座）と言

われるくらいに磨き上げた「ブレークスルーシリーズ」という研修講座ラインナップもご用意しております。 

 

 

経営者の人間力、マーケティング力、組織力を高める 

 

■ 経営者の人間力、マーケティング力、組織力を高める最強のラインナップ 

UPW = 最強の自己啓発セミナー（4日間） by トニー・ロビンズ 

MBS = 最強のマーケティング集中講座（3日間） by ラーニングエッジ ※ 詳細は、次ページ 

LBS = 最強のリーダーシップ集中講座（3日間） by ラーニングエッジ 

※ LBSは、MBS受講後にご参加頂けます。 

 

【参考】 トニー・ロビンズの上級プログラムとして、

DWD（Date With Destiny）や、BM（ビジネスマスタリ

ー）というプログラムがございますが、学習効果を高

めるために、DWD や BM の前に、上記の MBS と

LBS をご受講されることを強く推奨しております。 

MBS の詳細は、次ページ参照。 MBS の様子（オンラインでもご参加頂けます） 
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7. 継続学習について その他のプログラム紹介 

MBS 最強のマーケティング集中講座  

Marketing Breakthrough Seminar   

人を幸せにするマーケティング 
その場で経営戦略と行動計画、売れるコピーまでできてしまう 3 日間 
世界中のあらゆるマーケティングの概念の優れた部分を全て網羅し、かつ日本的な価値観を折り込みながら、

初心者にも分かるようにしたマーケティングの全ての要素が入った講座です。 

 

    

MBS 詳細や 
お申込はこちら 
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MBS の開催スケジュール 2020 年 
▼西新宿キャンパス リアル開催 

□10 月 12 日(月) ～ 14 日(水) 

□11 月 4 日(水) ～ 6 日(金) 

□12 月 5 日(土) ～ 7 日(月) 

 

▼オンライン開催 

□10 月 25 日(日) ～ 27 日(火) 

□11 月 15 日(日) ～ 17 日(火)  

□12 月 20 日(日) ～ 22 日(火) 

 

＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝   講  座  概  要  ＝ ＝ ＝ ＝ ＝  （価格は全て税別） 

開催期間： 3 日間  

（1 日目 10:00～19:00、2 日目 9:00～19:00、3 日目 9:00～18:30） 

開催場所： セミナーズ西新宿キャンパスもしくはオンラインで開催 

（東京都新宿区西新宿 8-4-2 野村不動産西新宿ビル 4 階） 

研修講師： 須田照丈、清水康一朗（映像）、その他認定ファシリテーター 

講座価格： 初回参加 29.8 万円（税別）、再参加 5 万円（税別） 

 

継続学習について 

■マーケティングブレークスルー大学：  

 月 1 回 6 時間の講座（1 年間） [入会金 15 万円（税別）、月会費 5 万円（税別）] 

 本講座は、初回受講者が安心してお申込みできるように、完全返金保証をさせて頂いております。 

 詳しくは、上記 QR コードのページにて返金保証の規約をご確認ください。 

 

■フォローアップコミュニティ：  

 マーケティングブレークスルー第たくを受講の方限定の月 1 回 2 時間の復習講座  

 

推薦の声 湘南美容クリニック 創業者 相川佳之氏 

『売上８００億円を超えるまで成長させることができました』 

ラーニングエッジ社のマーケティングの講座を我が社の幹部に受講させたことは、経営者意

識や、ビジネスマインドを育成する上で、非常に大きな変化をもたらしました。業績アップにつ

いては、ここ数年で、売上 20 億円程度から、800 億円を超えるまで会社を成長させること

ができました。会社を飛躍させたい企業の経営者は、是非とも導入すべきだと推奨します。 

MBS の無料説明会、兼 
無料マーケティング勉強会 （3 時間） 

「最強のマーケティング組織の作り方」 

UPW 後、まずはこちらにご参加ください。 

無料で学べる最強のマーケティングです。 
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7. 継続学習について （続き） ＞ 

DWD トニー・ロビンズ 最強のプログラム 

トニーの最上級プログラムは、DWD （Date With Destiny）（6日間）です。DWDにおいて、トニーは、初日から凄

まじいレベルのコーチングを披露しているのですが、初回はインパクトがありすぎて、トニーの世界観が理解しき

れていない段階なので、分かっているつもりでもその全てを受け取ることが難しいものです。トニーのセミナーを

２回、３回と受講していくと、「トニーが何をしているのか」「トニーが何を語り、何を質問し、何を伝えようとしてい

るのか」が本質的に分かるようになります。今回のUPWを受けた後に、このDWDを体験することで、人間関係に

おいて、人生がさらに大きく変わる体験をすることができます。お勧めは、MBSとLBS、LBS2を先に日本で受講

してから、DWDに参加することです。これによって、トニーの深いレベルのコーチング（インターベーションと呼ば

れるもの）を受ける準備ができるはずです。 

また、アメリカ（フロリダ）でDWDが毎年12月に開催されていましたが、日本人にはオーストラリアのDWDをお勧

めしています。理由は、①時差が少なく、移動時間もオーストラリアのほうが短く、身体的にも負荷が少ないから、

②アメリカは、オーストラリアに比べて精神的な問題を抱えている人が多く、コーチングの内容や事例が過激で

ストレスが大きいことがよくあるため、オーストラリアのほうが文化的に日本人にマッチすると思われるためです。

もちろん、アメリカで開催されるDWDが合う方もいますので、一概には言えませんが、時差が大きいことは、想像

以上に学習効果に影響することはお伝えしておきます。 

ラーニングエッジで、日本語同時通訳をつけて受けられるプログラムを選定し、最適な形でご案内いたします

ので、楽しみにお待ちください。詳しくは、改めてお伝え致します。 
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BM ビジネスマスタリー  

あなたが、ビジネスオペレーターからビジネスオーナーに進化するための

「７つのフォース」を手に入れるための5日間のプログラムです。トニーの

みならず、世界中から数多くの最先端の戦略を教えるマスターたちが登

場します。トニーによる世界最強のビジネスプログラムです。DWDのよう

な状態管理や、ビジネスオーナーとしてのマインドセットにフォーカスして

います。 

また、この講座に参加するには、事前にラーニングエッジが主催する

MBS=「最強のマーケティング集中講座」（次ページを参照）に参加する

ことを強くオススメします。セールスファネルやコーポレートライフサイクル

など、基本的なビジネス概念を理解してからのほうが、ビジネスマスタリ

ーの価値を十分に得ることができます。 

 

UPW 再参加  
今回、ご参加いただくセミナーは世界中から数千人、数万人が受講するトニーの導入となる４日間のプログラム

です。NLPの基本的なポイントや、状態管理、健康について学べる超パワフルなセミナーです。内容を忘れない

ように、1～2年に1回は復習で受講されることをお勧めします。再参加によって、想像もできなかったレベルの

素晴らしい気付きが得られ、ご自身の成長を強く感じるはずです。 

 

 

 

 

 

 

 継続的な学習について（続き）  
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8. トニー・ロビンズ用語集 
UPW   Unleash the Power Within. アンリーシュ ザ パワー ウィズインの略。 

                 直訳で、「内なる力を解き放て」。 

マスタリー  熟練、習熟。 

メンター   師。経験のある指導者。 

トライアッド   フィジオロジー（体の使い方）、フォーカス（焦点）、 

ラングエッジ（言葉）の 3 つの総称。（右図参照） 

フィジオロジー  体の使い方のこと。（表現、姿勢、呼吸、動きなど） 

メイク・ア・ムーヴ  Make a Move！とセミナー中に何度も言います。直訳で「動きを作れ！」です。 

セイ・イエス！  Say YES！とセミナー中に何度も言います。直訳で「イエスと言うんだ！」です。 

L.C.   Life Condition の略。人生の状態、状況。 

B.P.   Blue Print の略。青写真。設計図。 

MOW   Model of the World の略 世界観。世界をどう見ているか。 

インカンテーション  復唱のこと。体を使って、声に出して言うことで、新しい運命を形作ります。 

レファレンス  参考材料。過去の人生で参考になる体験。 

トゥワード・ヴァリュー Toward Value. 近づけたい価値観、自分が感じたい、ワクワクする感情。 

アウェイ・ヴァリュー  Away Value 遠ざけたい価値観、自分が嫌だと思う、避けたい感情。 

リレーションシップ   恋愛関係を含む、人間関係全般のことを意味します。 

6 ヒューマンニーズ 人間の持つ 6 つのニーズ。DWD の中心的なコンセプトのひとつ。 

   1. 安定感 （Certainty）  ⇔ 「多様性」 

   2. 多様性 （Variety）  ⇔ 「安定感」 

   3. 重要感 （Significance）    ⇔ 「愛・つながり」 

   4. 愛・つながり （Love/ Connection）⇔ 「重要感」 

   5. 成長 （Growth） 

   6. 貢献 （Contribution） 

プライマリー・クエスチョン 中心的な質問。自分が無意識にしている自分への問いかけのこと。 

マスカリン/フェミニン Masculine 男性的な / Feminine 女性的な 

トランスフォーメーション Transformation. 変革、変身。 

インテグレーション  Integration. 統合。 
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9. スタッフ紹介 

みなさま、こんにちは。アンソニー・ロビンズ （以下、トニー）日本事務局長の日吉祥

平（ひよししょうへい） と申します。ラーニングエッジ株式会社のダイレクターとして

海外事業部とマーケティンググループのマネジメントをしています。 

この度は、トニーの世界で最もヒットしたセミナーUnleash the Power Within（UPW）オ

ンラインへお申し込みを頂きまして、誠にありがとうございます。今回のセミナーに皆

さまとご一緒させて頂くことを心から嬉しく思います。他にも CS 担当の田中友里（た

かなゆり）をはじめ、ラーニングエッジの経験豊かなスタッフが最後まであなたの成

長をサポートさせて頂きます。何かあればお気軽にお問い合せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. お問い合わせ先 
【ラーニングエッジ アンソニー（トニー）・ロビンズ日本事務局】 

電話： ０３-５３４８-５９０１（平日：10:00～18:00） 

メールアドレス： tony@seminars.jp 

担当： 日吉・田中・髙久 

 

会社名   ラーニングエッジ株式会社 

代表者  清水康一朗 

住所  東京都新宿区西新宿 8-4-2 野村不動産西新宿ビル 4 階 

資本金   7,298 万円 

従業員数 40 名（アルバイト、パート含む） 

事業内容 ビジネススクール事業、会員事業（研修受け放題）、海外研修事業、教材販売事業 

  法人研修事業、プラットフォーム事業 
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