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私たちには未来を自由に創れる力がある 
才能を活かし、社会に貢献していくために・・・

人生では予期しない困難や障害、大変なこ
とや許せないことが起こる事があります。
でも、その出来事を逆に成功に変えられる
としたら・・・ 

例えば、生まれながらに手足がなく子供時代はいじめら
れたり、貧しい家庭に生まれ養子に出され、生みの親も
知らず、学校では学習障害と指摘されたり、ビジネスを始
めるものの騙されて何億円という借金を２０代で背負う
羽目になったり、身近な大切な人が立て続けに自殺をす
る経験をしたり、数人で起業したものの１年目の売り上
げが１００万円に満たず危機に陥ったり・・・ 

これらは作り話なんかではなく、１００％実話。でも、
すべてはよりよくなるチャンスだったのでした。 

なぜ、彼らは困難や苦しい経験を、成功へと
変えて行くことができたのでしょうか？

経済的豊かさはもちろん、人生の意味を持ちな
がら社会に貢献する道を歩みだす仲間が集結！

彼らは何が違ったのでしょうか？その秘密を
あなたに２日間でお伝えします。 

その秘訣とは何でしょうか？このイベントでは、あなた
の人生に限界はないことをお伝えし、日本を変えて行く
きっかけを作っていきます。 

あなたはこの２日間で、今の限界を超えた成功を手にで
きるようになることでしょう。世界そして日本の講師か
ら、人生に限界を持たない生き方、考え方をあなたに伝
え、理想の人生を手にしていただけるようイベントをお
届けします。



豪華講師陣のご紹介

私たちには困難を乗り越え未来を自由に創れる力がある

あなたの未来を変えるメッセンジャー



１９８２年オーストラリア生まれ。 
両手・両足のない赤ちゃんとして生まれる。  

子供の頃は、その身なりから、いじめにあい、人々から奇異の目で見られ、
つらい日々を送る。 両手、両足のない自分をみじめに思い、なぜ生まれてき
たのか、なぜ生きているのか、その意味もわからず、ウツのようになりかける。

8歳の時には、孤独で、冷たく辛い毎日、生きる意味も分からず、学校に行く
理由もなく、人生に絶望し、人生を終わらせたかったと言うほどの苦しみを
経験。 １０歳の時には溺れて死んでしまおうと思ったほど。 

それでも、両親の多大なる愛に支えられ、一般の学校へ通い続ける。大学に
進学し二つの学位を取得。１７歳から講演活動を開始し、現在は、講演家と
して世界２４カ国以上で講演ツアーを行い、経営者から学生まで、世界数百万
人へ勇気と希望のメッセージを伝え続けている。最愛の妻Kanae Miyahara
（宮原佳苗さん）と結婚し、一児の父でもある。  

フジテレビ「奇跡体験アンビリーバボー」にも出演し、日本でも注目される。

ニック・ブイチチ（Nick Vujicic）



３４年前にオーストラリアで幸せな家庭に生まれた時、彼には
両腕も両足も、ありませんでした。 

両腕、両足がないため、朝、目が覚めて、起き上がるだけで一
苦労。顔を洗い、歯を磨き、髪の毛を整え、着替えをするだけ
でも大変。  

子供の頃は、その身なりから、いじめにあい、人々から奇異の
目で見られ、つらい日々を送ったといいます。 

両腕、両足のない自分をみじめに思い、なぜ生まれてきたのか、
なぜ生きているのか、その意味もわからず、ウツのようになり
かけていたのでした。

ずっと、もし腕があったら、足があったらいいのに、なぜ自分
はこんな醜い姿なんだろう、親に負担をかけ続けるに違いない、
将来結婚もできない、と悩み続けていたニック。 

しかし、ある時、自分に今ないものに文句をいい、あきらめる
のではなく、自分に今あるものに感謝をして、それを活かす生
き方に目覚めるのでした。  

そのきっかけとなった一つの出来事とは・・・ 

それは、寝たきりの人が他の人の役に立つ生き方をしていると
いう新聞記事を読んだことでした。この時、自分より大変な状
態の人が、それでも人の役に立つ生き方をしているということ
に体に電気が走るように衝撃を受けたのです。 

その時、「自分もこんな生き方がしたい！」と目覚め、人生を
変え始めるのでした。  

その後の彼の人生は、次のビデオをご覧ください。

手や足がなくても、人生に限界はない！
未来を自由に創れる無限の力がある



ニックブイチチ紹介ビデオ

www.youtube.com/watch?v=0Is3aCLDdAc

www.youtube.com/watch?v=fe-DOp39cqY

Youtube

Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=0Is3aCLDdAc
http://www.youtube.com/watch?v=fe-DOp39cqY


生まれながらにして、両腕、両足がなくても、ニックは、その
ことでやりたいことをあきらめたりしませんでした。ゴルフに
釣り、サーフィンと趣味の幅はとどまることをしりません！  

スカイダイビングをしたり、プールではしゃいだり、楽しみた
いことは何でもやる！これがニックです。  

多くの逆境、自殺を考えるほどの苦悩から、自分の人生に意味
をみつけ、人の役に立つ生き方をみつけたニック。子供の頃は
絶対に結婚はできないと思っていた彼も、今では最愛の妻、
Kanae Miyahara（宮原佳苗さん）と結婚。長男のKiyoshiく
んも授かり、父親になりました。書籍を出版し、世界で講演を
続け充実した人生を生きています。 

ニックの生きる姿勢を目撃した私たちには、一体どれだけのこ
とができるでしょうか？ 

今、たとえあなたが生きる希望を見失っていたとしても、ニッ
クのように、そのつらい経験をより良い未来を創り出すための
出来事に変えたとき、大きな喜びを手にできる。私たちはそう
信じています。 

ニックには産まれながらにして、手足がありませんでした。そ
れでも、彼はそれに負けていません。逆に、両腕、両足がない
こと、その苦しみを体験したことを通して得た気づきを世界中
に伝え、人々に勇気と希望を伝え続けています。  

もし、あなたが人生に止まってしまいそうだとしたら、自分に
自信を失いそうだとしたら、勇気を取り戻し、心に灯をともし
たいとしたら、ぜひニックのエネルギーに直接触れ、体全体で
彼の魂のメッセージを受け取ってほしいと願います  

もし、生きる希望を失っていたら、生き方が分からなくなって
いるとしたら、ニックに直接会い、直接彼のメッセージに触れ
てみてください。あなたには未来を自由に創れる無限の力があ
ることを、あなたの心と体で感じることでしょう。

産まれたら、腕も足もなかった・・・
もしも、それがあなただったら？
そんな苦しみを乗り越え、人生は自由に創ることができる



元オハイオ州の政治家、作家、ラジオDJ、レス・ブラウン・ショーのホストも務め、
現在は、世界中で講演。フロリダ州のマイアミ生まれ。貧しさから、小さい頃に養子
に出され、養母に育てられる。学校では学習障害と診断されるも、母親の応援と、高
校時代の先生のサポートもあり、自分の可能性を見出していく。  

ラジオDJになりたかったブラウンは、なんとかラジオ局で仕事を見つけるも、DJの仕
事のチャンスはこない。それでも、ラジオでDJとして話すチャンスを待ち続ける間、
家に帰ってはDJとして話すことを夢見て、ずっと話す練習をつづけ、腕を磨き続ける。
ある日、ラジオDJが泥酔し、勝手に代わりにDJを務めると、これが人気を博し、念願
のDJデビューにつながる。 

その後、人気DJとして活躍し、TVでも番組を持つほどに。その後、オハイオ州の政治
家として活躍後、現在は、世界中を駆け巡り講演活動をしている。

レス・ブラウン 底抜けに明るく、あなたの才能を引き出すプロフェッショナル

レスブラウンからあなたに持ち帰ってもらいたいもの
あなたの大きな可能性を引き出し、限界を超える秘訣
人の可能性を引き出し、活かすための方法



池松 耕次 
Ikematsu Koji

1961年8月20日生まれ。鹿児島県出身 
  
高校卒業後、空手道場を開く夢と共にアメリカに渡るが、 
外国人選手との基礎体力の違いから夢を断念。 
26歳の時に香港で事業を興し、短期間で年商１億円を売り上げるが、 
信頼していた取引先に裏切られ、数億円の借金を背負う。 
その後、日々の執拗な取り立てに苦しみ、自殺まで考えるように。 
そんな中、ナポレオン・ヒルの『思考は現実化する』と出会い、そのノウハウを実践。 
わずか数年で借金を全額返済。 
翌年には年商二十数億円を稼ぎ出し、 
“香港のシルク王”“奇跡のカムバック青年実業家”と呼ばれるまでになる。 
しかしまたもや失敗し、傷心の身で帰国。 
再起をかけ、成功法則を徹底的に研究・実践し、やがて大成功を手に入れる。 
長い海外生活経験から、語学に堪能で交友関係も広く、あらゆるスポーツ経験がある。 
現在は自身の成功体験と約8000万円の自己投資を元に、 
「世界中の人々に夢と希望と勇気を与え 愛ある進化を引き起こす」 
という人生の目的を遂行して世界中をセミナーで駆け回る。

≪セミナー実績≫ 
主に10代を対象とした『マジカルスクール・親子メンタル』（約３万人）、 
大人を対象とした『夢叶習慣100分の10』、 
大規模なスケールで開催される『プラチナパスポート』、 
『目標達成プログラム“実現”』や「個人コーチング」を開催中。 
また、世界最高峰のメンターであるアンソニー・ロビンズとの共演、 
他にもロバート・キヨサキ、ジェイ・エイブラハム、トム・ピーターズ、 
ジム・コリンズ、ジム・ロジャーズ、など、日本全国・世界各地で活躍中。



望月俊孝 
Mochizuki Toshitaka 昭和32年・山梨県生まれ。上智大学卒。 

自動車販売会社、セミナー会社に勤務の後、独立するも大失敗し、 
再就職。 
多額の借金を抱え、全身アトピー、長男誕生の直後に突然、リストラに遭う。 
そこから、宝地図（夢実現法）、レイキ（健康法）、 
エネルギー・マスター（セルフ・イメージ改善法）を活用し、どん底から短期間でV字回復。 
現在、宝地図、レイキ、エネルギー・マスター、フォトリーディング(R)を主体とする 
人材教育に関わり 、２０年で ２３万人以上を直接指導。 
ヴォルテックス代表。 
夢実現を加速するツール『宝地図』、世界に広がる『招福レイキ』、 
セルフ・イメージを９０分で書き換える『エネルギー・マスター』提唱者。 
国際レイキ普及協会　主宰 
日本ライフセラピスト財団　理事

著書 
１０万部を超えるベストセラー 
「幸せな宝地図であなたの夢がかなう」（ゴマブックス） 
「癒しの手」（たま出版）をはじめ、 
「9割夢がかなう『宝地図の秘密』」 
「幸せの法則」 
「１００％夢をかなえる人の習慣」（中経出版） 
「眺めれば運命好転！『お金と幸せの宝地図』」 
「飾るだけで夢が叶う『魔法の宝地図』」（マキノ出版） 
「夢をかなえる習慣力」（実業之日本社） 
「親と子の夢をかなえる宝地図」（プレジデント社） 
「ワクワクしながら夢を叶える宝地図活用術」（ゴマブックス） 
「幸せブーメランの法則」（大和出版） 

「21万人が実践した!1分でできる!癒しと希望の習慣」　（大和書房） 
「超カンタン癒しの手」（たま出版） 
「本調子」（総合法令　斎藤一人氏、本田健氏、七田眞氏らと共著） 
「メンターのチカラ」（サンクチュアリ出版　ブライアン・トレーシー、ジム・
ローン氏らと共著） 
「シンデレラ・マップ」（シンコーミュージック　桂由美さんと共著） 
「ようこそ、成功指定席へ」（サンマーク出版） 
「［図解］夢を引き寄せる宝地図」（三笠書房） 
など、累計は７６万部を突破。６ヶ国語で翻訳出版。 
全国のTSUTAYAでもDVD・CDがレンタル中。



クリス岡崎
★世界 NO1コーチ、アンソニー・ロビンズの日本の第一人者 
★ベストセラー作家： 書店１位、Amazon１位の本を多数持つ著者、Kindle TOP3 独占、著書10
冊以上。 
★ビジネスDVD日本一：TSUTAYA ビジネスカレッジ 全国年間NO1ベストセラーDVD 
★世界的講演家：カリスマセミナー講師。楽しすぎる体験ゲーム感覚のセミナー、企業研修を実施 
★経営者：スピードコーチング、ウェルスクリエイション、マーリンクリエイション、パッション
マネジメント４社の代表、 
ライフセラピスト財団代表理事、他に不動産、投資、マーケティング会社など数社の取締役を務め
る 
★世界NO1のメンタルスキルを日本人向けに再構築した、充実達成型NLPコーチングの第一人者 
「もし、自分や他人の無意識の好き嫌いを変える事ができたら、５年後のあなたはどうなっている
でしょうか？」嗜好、行動、言葉、選択、仲間、習慣、スキルが変わり、充実度、誇り、自信、
収入、希望すべてが変わります。クリス岡崎は、クライアントの感情と好き嫌いを一瞬で変えるス
キルを日本人向けて再構築し、人生に大切な５つの分野に５０以上の人気講座を開発運営している。

著書： 
『一瞬で夢がかなう！人生のシナリオを書き換える法』 
『億万長者専門学校』『億万長者専門学校　実践編』 
『30分で英語が話せる』『億万長者チームの作り方』等多数。 
雑誌及び数多くのTVにも出演している。 
ライフ・アドベンチャー・クラブ 
知り合いの15才のティーンエイジャーが自殺に立ち合った経験から 
あと７年で日本の子供達の自殺率を半分以下に下げる活動中



清水康一朗 
Shimizu Koichiro

1974年生まれ。静岡県浜松市出身。 
1998 年、慶應義塾大学理工学部卒業後、人材業界のベンチャー企業を経て、 
2000 年、デロイトトーマツコンサルティング（現アビームコンサルティング）に入社し、CRM を担当する。 
100億円規模のプロジェクト、大手外資系企業の顧客戦略、システム開発のプランニングから導入までを行う。 
2003 年会社を設立。コンサルティングで学んだマーケティングや顧客管理のノウハウをベースにして、「精神的
にも経済的にも豊かな日本を共に作り上げたい、日本人の本来持つ能力をより高めて行きたい」という想いから、
業界最大のポータルサイト「セミナーズ」（www.seminars.jp）を立ち上げ、教育の流通に努めている。 
休日は、可能な限り育児を行う二児の父親。 
著書に『勝手に売れていく人の秘密』（ダイヤモンド社）『耳から学ぶ勉強法』（サンマーク出版）など。

ラーニングエッジ株式会社代表取締役社長。 
セミナーポータルサイト「セミナーズ」創始者兼編集長。 
アンソニー ･ ロビンズのプラチナパートナーであり、日本国
内で初めて公認された唯一のイベントプロモーター。



2003年、個人が運営するオンラインゲームサイトが月間3600万PVを突破。ゲーム業界に
てアバターを用いたアバガチャを広める。 
2005年、大手広告代理店に入社しＳＮＳ開発、ゲーム開発、マーケティングに携わる。 
その後、独立し、過去に培った知識を元に「ゲーム理論マーケティング」を取り入れた法
人へのビジネス指導と、講演会を全国で開催。垂直思考と水平思考を元に、経営者向け
のアイデア発想転換メソッドを生み出し、外食産業、広告メディア、印刷業、アパレル等
多岐に渡り成功をおさめる。 

統計学、認知心理学にも携わり、日本、世界で活躍する経営者、投資家とコネクション
を持ち、著名人らの講演スタイルを分析し、独自に開発した概念拡散発想法を元に講演
会を構築。 

また、そのコネクションを活用し、成功者の脳の特性や仕組み、成功パターンについて
も科学的に分析。独自の研究を重ね、体系化している。 

シンガポールにて講師育成プログラムを経て、潜在的、局地的なインタラクティブを利用
した講演プロモーション戦略を考案。 

さらには、世界的な著名人の海外教育研修プログラムを直接プロモートし、そのノウハ
ウを活かし、効果の高いセミナーの実施をトータルに支援する。また自身も幕張メッセ、
東京ビッグサイトなど、大規模な講演会にて聴衆から絶大な支持を誇る人気セミナー講師
として活躍する。 

現在、講演会コンサルタントとして活躍すると同時に、後進の指導を行っており、指導し
た延べ人数は５万人を超え、何千人ものセミナー講師を日本全国に送り出している。

小山竜央 
Tatsuo Koyama



世界トップクラスのウェルス・ビジネスコーチ、スピーカー、コンサルタン
ト。米国・カナダ・アフリカ・イギリス・ヨーロッパ・オーストラリア・
ニュージーランドなど世界中で活躍。 

７年間ラジオパーソナリティーを務め、CNBCやフォーブス、BBCなど多く
のTVやラジオ番組に出演。フォーブスアフリカやプレスティージマガジン
などにも執筆。現在は、彼の自身のTV番組を持つ。 

彼の講演には３０カ国以上から人々が集まり、その中には、アーノルド・シュ
ワルツェネッガーやジャック・ウェルチ（GE）などの著名人も数多い。そ
の人脈は広く、今やアフリカやヨーロッパにまで広がっている。 

彼の情熱は、取引をまとめること、成功の手助けをすること、慈善活動の３
つに向けられ、慈善活動では、リチャード・ブランソン氏のVirgin Unite、
ドナ・カラン氏のUrban Zen、ネルソン・マンデラ財団などに積極的に関わ
りを持つ。 

まだ３０代前半にもかかわらず、起業家や世界中で病気に苦しむ子供にとっ
て、より良い世界を作ろうとする情熱は、多くの人々にインスピレーション
を与えている。 

JT・フォックス

http://jtfoxx.com/

JT・フォックスからあなたに持ち帰ってもらいたいもの
ゼロからビジネスを成功に導く方法
大きく考え、いち早く行動しビジョンを実現する秘訣

http://jtfoxx.com/


３タイプの座席をご用意

東京ビッグサイト 
(東京国際展示場） 
East Hall 
〒135-0063東京都江東区
有明3-11-1

Seat 
Types



VIP席



Gold席 一般席



英語が出来なくてもご安心ください。 

日本語同時通訳が必要な場合は、プロの同時通訳者がサポートいたし
ます。通訳機器を別途貸し出していますので、こちらのオプションが
ご利用いただけます。　  

日本語同時通訳を担当する通訳者は、いままで様々な海外のセミナー
やイベント、国際会議などで日本語同時通訳を担当している経験豊富
なプロフェッショナルです。 

英語ができなくても、問題なくご参加いただけます。

２名で１５,000円（税込）

日本語同時通訳＆受信機費用（２日間）

１名で８,000円（税込）



座席と価格一覧



運営会社紹介

世界最高峰のコンテンツで人の成長をサポート 

ウエルスクリエイションはサクセス・リソースのパートナー
であり、共同して世界最高峰の講演者を日本に迎えています。 
日本の大きな問題の一つは、高い自殺率にあると考えていま
す。弊社では、経済的な教育を日本に届け、沢山の人が人生
で成功できるようにサポートしていきます。　

22年間、世界で活躍する講師陣を招いたイベントを
開催するアジア最大級のイベント会社 

サクセス リソース社は、世界トップクラスの講師陣を
呼び「ナショナル アチーバーズ コングレス」というイ
ベントを開催。アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、
ポーランド、南アフリカ、日本、台湾、中国、オースト
ラリア、ニュージーランドなど世界１０ヶ国以上でイベ
ントを開催。 

 講演者の例： 
バージングループの創始者のリチャード・　ブランソ
ン、   イギリスの前総理総理大臣のトニー・ブレア、ア
メリカの 前総理大臣のビル・クリントン、世界ナンバー
ワンのサク セスコーチ　トニー・ロビンズ、億万長者
で不動産業界の権力者ドナルド・トランプ、そして世界
中で名声のあるインスピレーション・スピーカーのニッ
ク・ブイチチなど



ウェルスクリエイションセミナー統計情報* 
*2014年に開催したセミナー参加者へのアンケート調査より  

How Old Are Our 

興味・関心 性別 お申し込み経路

収入レベル 年齢

ウェルスクリエイション
のライブセミナーに参加
する人々の特徴

100万円～500万円
500万円～700万円
700万円～1000万円
1000万円～1500万円
1500万円～2000万円
2000万円以上
その他

30代
40代
20代
50代
60代
10代

ビジネス戦略
モチベーション
不動産
その他

男性
女性

ウェブサイトから
参加者の紹介
ARイベント※卒業生
リピート参加
販売パートナーから

※ARイベント 
＝アンソニーロビンズ
イベント 



協賛プラン ブロンズ ゴールド プラチナ

枠数 10枠 4枠 2枠

1 ロゴ掲載：　１０万円相当 ✔ ️ ✔ ️ ✔ ️

2 ワークブック掲載　２５万円相当   
（A4サイズ 1ページ）３月末までにデータ提出　※４月以降はチラシ挿入 ✔ ️ ✔ ️ ✔ ️ 

（見開き２ぺージ）

3 販促物配布（A4）　１５万円相当   ✔ ️ ✔ ️ ✔ ️

4 ブース出展　３０万円相当 　　 ✔ ️ ✔ ️ ✔ ️

5 御社の製品・サービスを当社参加者リストへ  
メール配信にて紹介（配信回数：１回）　２０万円相当 ✔ ️ ✔ ️

6 セミナーバッグにロゴ掲載　１０万円相当 ✔ ️

7 一般席ご招待チケット（１０枚） 60万円相当（３月末まで） ✔ ️ ✔ ️ ✔ ️

8 ゴールド席ご招待チケット（１０枚）90万円相当（３月末まで） ✔ ️ ✔ ️

9 VIP席ご招待チケット（４枚）100万円円相当（３月末まで） ✔ ️

10 御社にてチケット販売の場合の   インセンティブ 30% 35% 40%

スポンサー費用 １30万円 
（１40万円相当）

２4０万円 
（250万円相当）

340万円 
(350万円相当）

３月末までにお申し込みの場合 90万円 200万円 ３００万円

イベント 
参加予定者数 
４０００名



協賛会社様紹介

プラチナパートナー

ゴールドパートナー

ブロンズパートナー

株式会社レジェンドクレスト

ヴォルテックス有限会社 株式会社スピードコーチング

（２社調整中）

フォレスト出版株式会社 株式会社エゴスキュージャパン

株式会社ライブクリエイト

協力パートナー



お問い合わせは下記まで

（株）ウェルスクリエイション 
東京都品川区上大崎２-１５-１９ MG目黒駅前ビル８F

お問い合わせ先：03-4540-1066 
メールアドレス：customer@wealthcreation.jp

mailto:customer@wealthcreation.jp

