売上が上がらなければ全額返金
10 名しか参加できないミリオネア・カリキュラム

凡人や稼ぐ気のない方は、参加しないでください
こんにちは、江上治です。
このたび、あなたにどうしてもお伝えしたい企画があり、手紙を送らせていただきました。
まずは、経緯から説明させてください。

私の父は、お金に殺された
ご存知の方も多いかと思いますが、私の父はお金に殺されました。
父は、祖父の代からの借金を返すために、寝る間もなく働き続けたのです。
無理がたたり、私が 22 歳のときに亡くなりました。
保険金で借金を完済したのですが、そのとき私は、お金の恐ろしさを知りました。
この経験がきっかけとなり、稼いでいる人は何が違うのか？と、考えるようになったのです。
いつしか、稼いでいる人にしか興味が湧かなくなりました。
その興味が原動力となり、FP になって年収 1 億円超えのクライアントを 50 名開拓するに至ったの
です。
私はクライアントから、多くのことを教わりました。
「稼げるビジネスモデル」
「稼いだお金の使い方」
「お金の哲学」
「人生訓」
「部下のマネジメント」
「ビ
ジネス戦略」など、生きた知恵と哲学を与えていただいたのです。
彼らの知恵は本物でした。その証拠に、私自身も高い年収を稼ぐようになったのです。
いつしか私は、私が教わった数々の教えを多くの経営者に伝えたいと思うようになりました。
その想いを実現させたのが、今回ご案内させていただく、ミリオネア・カリキュラムです。
稼げない人には一生分からない、年収 1 億円を超える人たちの知恵と哲学をお伝えします。
強力なパートナーとして、会計に強い香川晋平氏と、マネジメントに強い西村貴好氏をお招きし、
参加者を全面的にサポートします。
これは本気の企画です。本気で、年収 3,000 万円を超える経営者を育成します。
凡人や稼ぐ気のない方は、参加しないでください。
本気で年収を上げたい方のみ、対象とさせていただきます。

カリキュラム１

ミリオネア・セミナー

3,000 万円にするために必要な【稼ぐ力・守る力・活かす力】を養う
（全 6 回セミナー｜1 回 6 時間の計 36 時間）

お金を稼ぐには、3 つの力が必要です。
一つは当然「稼ぐ力」です。
私江上は、保険のセールスマンとして日本一の成績を何度も収めてきました。
高い成果を収められたのも、クライアントから教わった知恵と哲学のおかげです。
その証拠に、私が教わったことを農家の方に伝え、その方の年収を 4,000 万円にさせたこともあります。
また、自分の部下を全国 7 万人のセールスマン中、ベスト 5 に 2 回も入賞させました。
このように私が教わった知恵と哲学で、幾人もの年収を上げてきたのです。
本セミナーでお伝えする内容は確かなものです。漠然と経営していたら、一生手に入らない情報です。
このセミナーだけでも、100 万円の価値はあると断言できます。
続いては、「守る力」です。
つまり会計知識と会計思考です。
会計知識がないために、せっかく稼いだお金を無駄にしてしまう経営者が多くいます。
減価償却や税金に対する知識がないために、多額の税金を支払うことになります。
資産家が相続税で破産するのと同様に、会社経営も、税金で破産することもあるのです。
また、決算書が読めないため、会計上の問題点を見つけられず、対策が遅れることもあります。
お金を増やすには、お金を守る知識が必要不可欠なのです。
「守る力」については、会計の専門家でおられる香川晋平氏に講師をしていただきます。
最後は、「活かす力」です。
「活かす力」とは、自分以外の人間の力を伸ばし、組織で成果を挙げることです。
これができない社長は、従業員 10 名以下で終わります。
組織力で成果を上げる仕組みがなければ、組織体制で事業を行っている意味がありません。
一人ひとりがパフォーマンスを上げ、チームワークを良くすることで、成果が何倍にも高まります。
そうすれば、会社はどんどん成長していきます。
「活かす力」については、ほめることで組織を活性化してきた西村貴好氏に講師をしていただきます。

100 ページを超えるコンテンツを用意
※詳しいセミナー内容は、別紙のパンフレットをご覧ください。

カリキュラム 2

ミリオネア・トレーニング

知識だけでなく、実践して力をつける
本カリキュラムは、セミナーを受けて終わり、というものではありません。
セミナーを受講しただけで、数十万円請求されるものも存在しますが、私どもは違います。
私どもは現場主義であり、結果主義です。
セミナー後には必ず課題を用意します。
参加者には、課題を実践していただき、次回のセミナーで報告してもらいます。
確実に行動してもらうためです。行動しなければ、結果は変わりません。
カリキュラムを通じて、年収 3,000 万円を得るための思考と行動を身につけていただきます。

カリキュラム 3

ミリオネア・コンサルティング

プロフェッショナルが一人ひとりのために個別指導を行う
企業の規模や職種によって抱えている悩みは様々です。
経営者一人ひとりの悩みに応えようと考えています。
そのため、始めに参加者の決算書を拝見させていただきます。
参加される会社の正確な問題点を把握したいからです。
そしてセミナー後日、個別でコンサルティングを行います。
課題の実践報告を元にアドバイスさせていただきます。

参加費は 30 万円！それも返金保証付き
本カリキュラムの参加費は 30 万円です。
30 万円にした理由は、年収 3,000 万円の 1％だからです。
6 回のセミナーに実践トレーニング、そして、個別コンサルティングが付いて 30 万円は破格です。
さらに、全額返金保証が付いています。
返金保証をする基準は、カリキュラムを受けて 365 日以内に売上が上がらなかった場合です。
もし、売上が上がらなければ、30 万円をそのままご返金いたします。
ぜひ、会社の売上を上げ、年収を上げていただきたいのです。
返金保証は、私どもの決意と意思表明です。

参加定員は 10 名
先ほどご説明した通り、個別コンサルティングも行うため、
多くの方に対応することができないからです。
参加人数は 10 名とさせていただきます。
最後になりましたが、私たちは本気で年収 3,000 万円の経営者を育成しようと考えています。
参加される方も本気で申し込んでほしいのです。
あなたが、本気で取り組むのであれば、私どもも全力でサポートさせていただきます。
大阪で会えることを楽しみにしております。

セミナー開催場所と日時
セミナー会場：北浜フォーラム

大阪市中央区北浜 1-8-16（大阪証券取引所ビル 3F）

【最寄駅】 地下鉄堺筋線・京阪本線「北浜駅」直結

地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」地下鉄で直結 約 500ｍ徒歩 7 分

日時

テーマ

1回

7 月 17 日（日） 10:00 〜 17:00

稼ぐ経営者は何が違うのか

2回

8 月 20 日（土） 10:00 〜 17:00

稼ぎ続ける経営者は何が違うのか

3回

9 月 3 日（土）

会社を黒字にする会計知識、年収が上がる会計思考

4回

10 月 8 日（土） 10:00 〜 17:00

間違いだらけの意思決定！会計から逆算する稼げる意思決定法

5回

11 月 5 日（土）10:00 〜 17:00

落ちこぼれ店舗が生まれ変わった、ほめ達式マネジメント

6回

12 月 17 日（土）10:00 〜 17:00

幸せな年収 3,000 万円経営者になる「人間力向上講座」

10:00 〜 17:00

年収 3,000 万円を目指す経営者は、7 月 10 日までにお申し込みください
貴社名

お名前

ご住所
TEL

役職
e-mail

FAX

従業員数

お問い合わせ、お申し込みはこちら 株式会社オフィシャル
FAX 082-222-4977（24 時間受付）

TEL 082-222-4970（9 時〜 18 時）

〒730-0017 広島市中区鉄砲町 1‐18 佐々木ビル 9 階

人

FAX 082-222-4977（24 時間受付）

参加人数には限りがあります。

365 日で、あなたの年収を 3,000 万円にする

ミリオネア・カリキュラム
365 日で年収 3,000 万円の経営者を 10 名生みだす。
超一流のプロフェッショナルによる全 6 回のセミナーと、半年間に渡る個別指導。
10 名しか参加できないミリオネア・カリキュラム。

売上が上がらなければ全額返金
このチャンスを活かせない人は成功する見込みがありません
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代表取締役

晋平

香川会計事務所

公認会計士

公認会計士。関西大学非常勤講師。
カラーコピー１枚のミスでも、反省できる社員を育てるスパルタ会計の伝承者。
大手監査法人在籍時から、自費でビジネススクールに通学し、30 歳でリフォー
ムの㈱オンテックスに入社。「従業員１人当たりの会計データ」を導入し、従
業員の生産性を向上。入社後わずか 90 日で経営管理本部取締役に就任、在任
２年の累計利益は業種別ダントツ№１となった。その後、5 期連続 50％超増収
のベンチャー企業や従業員平均年収 1,000 万円超の少数精鋭企業などの会計顧
問をし、数社の非常勤役員も務める。また、大学や就活支援会社で会計数値を
使って「会社が従業員に期待する成績」を解説し、学生の仕事に対する意識改
革に努める。

ロ

ＴＶ番組に
多数出演

治

1967 年 熊本県 天草市 生まれ。
有名プロスポーツ選手から経営者まで年収１億円を越えるクライアントを 50
名以上抱える富裕層専門のカリスマ・ファイナンシャルプランナー。サラリー
マン時代には大手損保会社、外資系保険会社の代理店支援営業において、新規
開拓分野にて全国 1 位を 4 回受賞し、最短・最年少でマネージャーに昇格を果
たす。自身が所属した組織もすべて全国トップの成果を挙げる。起業後は、保
険営業を中心とした FP 事務所を設立。人脈ゼロ・資金ゼロから 1,000 名を超
える顧客を開拓し、これまで新規に獲得した保険料売上は通算 600 億円超に達
する。指導した部下は全国７万人のセールスの中でベスト 5 に 2 回入賞。中小
企業のコンサル業務を展開し、サポートした企業の売上が１年で 8 倍増になる
などの成果を上げている。

10 万部
突破 !!

会計

江上

西村

貴好

有限会社 C ʻs ( シーズ )

代表取締役

昭和 43 年 2 月 17 日生まれ。関西大学 法学部 卒業
「泣く子もほめる！」ほめる達人。大学卒業後、家業のホテル運営で人材定着
不足に悩む。その中で「ほめて伝える」効果に気付き、たった一年で人材募集
費を年間 120 万から 0 円にする。2005 年ほめる調査会社「Ｃʼｓ」創業。ほめ
る仕組みで組織を活性化。橋下知事が大阪府の調査を 2 年連続で依頼。その様
子をＮＨＫが「クローズアップ現代」で全国放送。採用企業の業績は平均
120％に。3 ヶ月で売上を 161％に伸ばす企業も。2010 年から「ほめ達！」検
定をスタートさせ、講演・セミナーは時間があっという間！と評判。「エチカ
の鏡」「深イイ話」など TV 出演も多数。著書「繁盛店のほめる仕組み」は経営
者だけでなく親・教師の間にも口コミで広がり、現在 6 刷、増刷中。

あなたは、年収 3 千万円になるために、1％の 30 万円を投資できますか？

第1回

稼ぐ経営者は何が違うのか

7 月 17 日（日）10 時〜 17 時

メイン講師

江上治

講師

香川晋平・西村貴好

講師

香川晋平・西村貴好

・稼ぐ経営者に共通している特徴とは
・稼ぐ経営者に共通している幼少期の体験とは
・稼ぐ経営者に共通している 20 代の過ごし方とは
・稼ぐ経営者に共通している人間関係とは
・稼ぐ経営者に共通しているパートナーの選び方とは
・稼ぐ経営者に共通している金銭感覚とは
・稼ぐ経営者に共通している勉強法とは

第2回

稼ぎ続ける経営者は何が違うのか

8 月 20 日（土）10 時〜 17 時

メイン講師

江上治

・自分では分からない、自分の強みの見つけ方とは
・稼ぐ経営者は例外なく○○に強い。その○○とは
・価値観の違いで稼ぎ続けられるかが決まる。稼ぎ続ける価値観とは
・現実の数字と未来の数字を知る
・組織を拡大できる経営者、組織を拡大できない経営者。その違いとは
・社員の性格に合わせた指導法
・経営者にとって大切な「目利き力」とは
・「目利き力」を養う方法
・周囲の協力を取りつける秘訣
・メンター、支援者を見つけることの重要性

第3回

会社を黒字にする会計知識、年収が上がる会計思考

9 月 3 日（土）10 時〜 17 時

メイン講師

香川晋平

講師

江上治

・決算書の読み方で決まる！稼げる経営者、稼げない経営者の違い
・切るべき赤字社員、評価すべき黒字社員の見分け方
・稼げる社員に変わるほんの少しの会計知識とは
・業種別の決算書から見える！競争に勝つための数字の見方
・年収 3,000 万円経営者のコスト感覚はここが違う！稼ぐ経営者の会計思考
・年収 3,000 万円になるために必要な売上算出方法とは
・年収 1 千万円以上の社員に必要な 5 つの能力とその鍛え方
・年収１千万円以上の社員をつくる会計思考
・社員が勘違いしないために必要な、オープンブックマネジメント
・ネタの宝庫！「有価証券報告書」活用術
【課題】 年収 3,000 万円を達成するための利益計画の作成

お問い合わせ先：株式会社オフィシャル

TEL 082-222-4970

FAX 082-222-4977

第４回

間違いだらけの意思決定！会計から逆算する稼げる意思決定法

10 月 8 日（土）10 時〜 17 時

メイン講師

香川晋平

講師

江上治・西村貴好

・意思決定に役立つ「4 つのフレームワーク」
・赤字会社は稼げない損得勘定をしている！本当に稼げる損得勘定はここが違う！
・会社をダメにする経理、会社を良くする経理の見分け方
・ライバルには教えたくない！必勝の利益モデル構築術
・年収 3,000 万円経営者の投資採算性分析は、ここがすごい！
・誰も教えてくれない、期待値計算術
・稼げるアクションプランを見分ける感度分析術とは
【課題】 年収 3,000 万円へのアクションプランの作成

第５回

落ちこぼれ店舗が生まれ変わった、ほめ達式マネジメント

11 月 5 日（土）10 時〜 17 時

メイン講師

西村貴好

講師

江上治・香川晋平

・売上 158％向上を実現させた、簡単なほめ達マネジメント
・ダイヤの原石を探し出すマネジメント法
・周りの長所を引き出す経営術
・全社員のやる気が一気に増す、モチベーション会議とそのやり方
・ほめるパワーを倍増させるツール作りと活用法
・誰もが天才に！アイディアが枯渇しない、他人の脳を借りるジーニアス手法
・給料を上げずに「報酬」を上げる方法
・モチベーションがどんどん上がる、ほめる仕組みの作り方
・学習し続ける最強の組織の作り方
・モチベーションの上げっぱなしは罪である！モチベーションの使い方とは
・Know how より Know who そして、Know why が最強！
【課題】 お客様から言われたい「ほめ言葉」を決める

第６回

幸せな年収 3,000 万円経営者になる「人間力向上講座」

12 月 17 日（土）10 時〜 17 時

メイン講師

西村貴好

講師

江上治・香川晋平

・「ほめ脳」が、心の視野を広げる
・成功する人が、無意識で行っている「チャンク」の活用法
・「ラベリング」で相手の脳を動かす・止める方法
・言葉のエネルギーの違いを利用する方法
・努力しても、努力しての成果は出ない！これを越えるまでの心のあり方
・「豊かな人」に、人とお金は集まる。人とお金が集まる本当の「豊かさ」とは
・ほめ達ノウハウを使って、家庭を安全基地にする方法
【課題】 年収 3,000 万円で燃え尽きない「使命」の確認

セミナー会場：北浜フォーラム

大阪市中央区北浜 1-8-16（大阪証券取引所ビル 3F）

