
　１３時００分　入場受付開始、ブース出店 開場 
　１３時３０分　オープニングセミナー「１時間で学ぶ究極の読書術」(講師・樺沢紫苑) 
　１４時３０分　各講師によるセミナー　(３会場、３０分おきに１９講を受講し放題) 
　１７時００分　ブース出店 閉場 
　１７時３０分 「自己成長を猛烈に加速する５つの方法」(講師・樺沢紫苑) 
　１８時００分　閉会 

　１８時３０分　懇親会 (事前にお申込の方のみ) 
　２０時３０分　懇親会 終了

第１会場 第２会場 第３会場
13時開場

13:30 
～ 　

14:20

１時間で学ぶ究極の読書術 
樺沢紫苑 × ×

14:30 
～ 

14:55

お客様を引き寄せ成功させる 
ダイエットコンサル術　 

小林一行

女性のお客様を集める 
ウェブライティング　 

坂本みのり

ビジネスパーソンのための 
実践的アロマ術 

小野江里子

15:00 
～ 

15:25

体と心の癒しと健康セミナー 
アルファビクスの実践 

治面地順子

2015年度版 
ソーシャルメディアによる 
ブログ集客術 

島村竜一

生年月日から知る 
みんなの個性　 

桜井勝巳

15:30 
～ 

15:55

あなたしか考えられない！と 
選ばれるプレゼン術 

宮川晴代

タイプ別おすすめ 
ソーシャルメディア活用術 

 守屋信一郎

なぜひきこもる？ 
ひきこもりの心理と 
コミュニケーション 

 石和実

16:00 
～ 

16:25

美しく生きるために 
するべきこと 

菅原由香子

初めての不動産投資 
貯金は損だと知っていますか？ 
　　　　　　　 竹居百合子

瞬速！耳ツボで 
自律神経を整える 
　　　　　　　　山崎和子

16:30 
～ 

16:55

暗記は一切不要！英語は 
カタカナから学べば 
苦しくない　 

西澤ロイ

これからのハゲの話をしよう　
超実践的！ 
カッコいいハゲ方入門 
宮田浩史

おっぱいが変われば 
人生が変わる 
～ピンクリボン運動～　 

戸瀬恭子

17:00 
～ 

17:25

統合思考ワークショップ＆ 
ビジネスゲーム 
　　　　　　　　　　島青志

「出版」が、あなたを 
飛躍的に成長させる理由 

城村典子

歌うだけで、英語が 
話せるようになる！ 
～洋楽英語セミナー 

牧野和彦

17:30 
～ 

17:55

自己成長を猛烈に加速する 
５つの方法 
　　　　　　　　　 樺沢紫苑

× ×

18:00 閉会 × ×

本日のスケジュール

本日 入塾をお申込された方に特別プレゼント！ 過去のウェブ心理塾生限定限定
セミナーから、最も人気が高い４講座を厳選して収録したスペシャルＤＶＤ
「ウェブ心理塾セミナー特選集」(全１０７分、２万円相当)をプレゼント！ 
「10万部のベストセラーを戦略的に出す方法」「最新ブログ アクセスアップ＆
活用術」「書く前に決まる文章術」「アメリカ・ソーシャルメディア最前線」 
ウェブ心理塾の入塾に関する詳細・お申込は「受付」まで！

本日のセミナープログラム

あなたも一緒に成長する仲間「ウェブ心理塾」に入りませんか？

会場レイアウト

一緒に成長するコミュニ
ティ！ウェブ心理塾 プロデュ

ース！

セミナー 
第１会場

セミナー 
第２会場

セミナー 
第３会場

受付 
交流 
スペース 

ブース会場 
（懇親会 
    会場） 

撮影 
ブース 

男子 
トイレ 

女子 
トイレ 



第１会場 ブース出店

セミナー参加者 
座席

①
②
③
④
⑤

⑥

ブース会場 ブース出店
① ② ③

④

⑤

⑦

⑧

⑫

⑬

⑭

⑮

⑨

⑩

⑪

⑰

⑥

⑯

撮影ブース

あなたの一瞬の表情を映します！ 

プロフィール写真はSNS上では必須！ 
写真があなたのイメージを決め、 
信頼性を高めることに繋がります。 
2015年11月のあなたの写真を 
撮ってみませんか？ 
　 
会場限定で10分5,000円で撮影！ 

こんな写真が欲しいという 
写真相談は無料で受付します

まごころ写真家 
山中研吾

会場参加者限定！

① 「数字のことだまが幸せを導く☆】 花らっ京（柿崎繁紀） 
誕生日から持って生まれた素質や開発する資質等をお伝えし
ます。近年流行の「オルゴナイト」販売、あなたの「持って
る」数字を最大限に活用するお手伝いします。 
数秘術セッション10分1千円～。オルゴナイト1千円～

② 「開業支援.com」　稲葉 一雄  
「資金調達の相談から会計処理などの管理部門の構築、店
舗、事務所探し」まで、開業を行う上で必要な相談はすべて
できますのでお気楽にご相談ください

③ 「昼休みの30分で一生困らない資産はつくれる！」不動産
投資コンサルタント　竹居百合子 
銀行預金で資産は増えない、不動産投資なんて手に負えな
い！　でも子育てお金がかかる、年金はあてにできない…。
そうお悩みの方！　不動産投資の始め方、一歩が踏み出せな
い方に30分3000円（書籍付）の格安コンサルします

④ 「誰でもできる10万pvオウンドメディア構築術」 関野祐智

⑤ 「～コミュニケーション上手は生き上手～生年月日から知る
みんなの個性！」桜井勝巳  
ISD個性心理学は「生年月日」から人間が生来持つ性格のメ
カニズムを分析。思考や行動、自分と他人との違い、あなた
やお知り合いの生年月日からその人の「個性」を見つけます

⑥ ・島青志　ウェブ心理塾 共同主催者 (株)SALT代表 
・「ひきこもりのリアルな話」石和実

⑦ 「豊麗線 たるみを軽減・小顔効果の美顔鍼体験」 阪村洋央 
短時間の鍼体験で顔すっきり！興味はあるけれど不安もいっ
ぱい！ 少ない数で最大の効果を目指す小顔、美顔鍼体験コ
ーナー。長年の首や肩の症状にも対応します。20分1000円

⑧ 「神門メソッド」セラピスト　山崎　和子 
耳のツボ「神門」を刺激して瞬時に自律神経が整。ホウレイ
線が浅くなる。目の位置が上る。バストアップする！肩こり
がラクに！ 美容と健康の施術「スリムビス」「神門アクティ
ベーション」を各2000円でお試しいただけます

⑬ 「おっぱいが変われば人生が変わる」戸瀬恭子 育乳カウンセラー 
おっぱいを育てないままでいる女性が多い⁈　20歳を過ぎてもお
っぱいは育ちます！　育乳を当たり前の世の中にして毎日乳がん
の視診、触診ができる世の中にしましょう！

⑨ 「直感的に思いのままにホームページを自分で作って自分で
更新!!」ホームページデザイナー 島村竜一 
大人気のWordPressを使ってホームページを自由自在に作
る要望にお答えするソフトをご紹介。難しい一切なしにビジ
ネス情報が発信可能。すでにできたWordPressのデザイン
にも組み込み可能。イベント限定一年間完全返金制度あり

⑭ 「日本未入荷！セレクトショップ　マダム・モナコ」前多美智子 
フランスやイタリアで人気のある、「日本未入荷のバッグや財
布、小物、雑貨」を販売するセレクトショップです。全て現地で
買い付けています。商社を通さないので、リーズナブルな価格で皆
様にお届けしています。マダム・モナコの商品で思いきりオシャレ
してたくさんのステキな思い出を作ってくださいね！

⑩ 「強み活用研究所」守屋信一郎 
セミナーでもお話する「ウェルスダイナミクス」の小冊子を
配布しています。ウェルスダイナミクスは起業家のための強
み診断テストです。無料で診断できる簡易テストもブースに
て受験可能。簡単な解説もさせていただきます。仕事におけ
る自分の強みや適性を知りたい方は是非お越しください

⑮ 「植物のチカラで美しく豊かに」アロマサロン　小野江里子 
植物のチカラで美しさと豊かさをアップするアイテムをご紹介！ダ
イエットや体質改善にご興味ある方！ 満月野草酵素で2カ月ラク
ラク8.5㎏の減量成功話もします！「沖縄県伊良部島の手作り満月
野草酵素の試飲」「記憶力アップ！脳内バランスを整えるアロマ
「各種アロマオイル」「ハンドトリートメント10分500円」

⑪ 「歌うだけで、英語が話せるようになる！」牧野和彦、
Peek理恵 
「歌うだけで、英語が話せるなんて、本当かな？」と思うか
もしれません。本当なのです。洋楽のタイトルや歌詞を使っ
て、歌いながら、英語が話せるようになる方法を明かしま
す。音楽を活用した楽しい英語をお伝えします！

⑯ 「著者と一緒に出版を実現する」私が著者になる授業　城村典子 
出版にまつわる、悩み　なんでも聞きます。本を出版する過程に
はいろいろな壁や迷いもあります。２０年以上の出版社勤務の編
集者の経験と、現在十数社の出版社と取引をするフリー編集者と
して、著者も出版社もウインウインになる仕事をしています。 
無料診断「あなたを確実に出版に近づくために選択すべき道」

⑫ 「２分でわかる！超カッコいいハゲ方診断　無料実施中」 
宮田浩史（ハゲ⇨モテナビゲーター） 
薄毛やハゲに悩み、育毛や増毛が気になる皆さん、これから
めざすべき道について考えてみませんか？　当ブースで「２
分で分かる！超カッコいいハゲ方診断」を無料で実施！明る
くポジティブになれるハゲ方も伝授！ お茶・お菓子つき！

⑰ 「算命学鑑定であなたの魅力を表現できるライティング法をお教
えします」言葉のコンサルタント・坂本みのり 
売れる文章は人それぞれ。自分の個性に合わない文章では、お客
様は違和感を感じてしまいます。算命学鑑定士の黒木玲佳が生年
月日からあなたの星(命式)を算出し、本質、才能、役割等を鑑定。
あなたの魅力を表現できる文章の書き方をお教えします。

① 「精神科医・樺沢紫苑」　樺沢紫苑(精神科医・作家) 
樺沢紫苑との交流スペース。著書の販売。購入者にはサインします。２ショット写真も大歓迎！　最近は書店には並ばない昔の本も並
べますので、見ていってください。本日、３冊以上購入の方にＤＶＤ「精神科医が教えるワクワク仕事術」をプレゼントします！

② 「本当の無添加化粧品ワイエスラボ」　すがわら皮膚科クリニック・（株）ナキュア 
通常の化粧品にはお肌に負担がかかる化学物質がたくさん配合されています。お肌の調子が悪いとお悩みのあなた、原因は今お使いの
化粧品かもしれません。約20年間ひどい肌荒れに悩んだ皮膚科医が、自らの肌を実験台にして開発した、世の無添加化粧品とは一線を
画す『本当の無添加化粧品ワイエスラボ』をご紹介

③ 「大人だからこそ身につく”頑張らない英語学習術」西澤ロイ（イングリッシュ・ドクター） 
2020年に向けて英語を身につけたい。でも「英語は苦手」「ワケが分からない」「何から学べばいいか分からない」……そんな悩み
を今こそぜひ解消し、効率的に上達してしまいましょう！　書籍をお求めの方に、英語学習に関する５分間の無料相談実施中

④ 「3分であなたの声・話し方を診断・分析します」　ヴォイスアップコーチHARU　宮川晴代 
あなたの声・話し方が、どのような印象を与えているかご存知ですか？　声・話し方の専門家のHARUが、直接あなたの声・話し方を
　無料で診断＆アドバイスします。「声の通りやすさ、高低、明瞭さ」「どのような印象を与えているか」「あなたらしい魅力的な話
し方ほか」希望者は「声の周波数分析」もあります（有料）

⑤ 「メンタルダイエット」小林　一行（メンタルダイエットコーチ） 
『「ガマンしない・挫折しない」癒しのダイエット』と『なぜ一流の男の腹は出ていないのか？』に書かれている代表される男性のた
めのガマンしないダイエットに関して書籍販売や無料教材を配布しています

⑥ 「ＪＣＡ体と心の癒しと健康フェア」 治面地順子 (スポーツ医学博士) 
体と心の癒しと健康をテーマにセラピストやインストラクター、講師を育成している(株)ジェイ・コミュニケーション・アカデミーの資
料、チラシを用意しています。ブースでは薬を使わない精神科医宮島賢也先生のメンタルセラピーを無料でメンタルセラピストが体験会
を行います。また、セミナーでアルファビクスを体験できなかった方は一部体験できます。ハーブの販売、当社出版の本も販売！

休憩スペース
15:00～
15:25
ミニ交流会 

(名刺交換など)

17:00～17:25

ミニ交流会 
(名刺交換など)

18:30～

懇親会 
スタート


