
【中井隆栄】【あと３回で終了！】『幸せな成功者』育成	 １日特別講座	

 
こんにちは。 

中井隆栄経営塾 マネージャーの早川大悟です。  
いつも、ポッドキャストを聴いていただき、誠にありがとうございます。  

 
中井先生の経営相談の回答は、いかがでしょうか? 
・経営に大変参考になった 
・目からウロコでした 

・そこまで教えてもらっていいのでしょうか? 
・悩みが一気に解決した 
など、など、多くの良いフィードバックをいただいております。 

 
	

さて、10 月 15 日（木）よりスタートしました『幸せな成功者』育成１日特別講座です

が、今期も残すところ、あと３回となりました！	

	

おかげ様で、これまでトータルで３３０名を超える方にお申込・ご参加を頂いておりま

して、ポッドキャストリスナーの方々からも沢山の方にお申込を頂いております。	

改めて感謝申し上げます。	

	

残りの開催は、東京 2 回、京都１回となります。どの会場も残席わずかとなっておりま

すので、ご興味あります方は、お早めのお申込をお願いいたします。	

 
尚、一番最後に『ポッドキャスト聴者優待価格』でのお申込み方法が 
記載 されていますので、ぜひ、この機会をご利用ください。 

 

 
http://www.magiclamp.co.jp/1day/ 
(WEB から「中井隆栄 1 日」で検索!) 

 
 
 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
<< 経営者・個人事業主・起業家・セールス向け >> 
第 13期 

中井隆栄経営塾『幸せな成功者』育成 6 ヶ月間ライブコース募集開始!! 
成功のスピードとスケールを決定する最大の要素は「セルフ・イメージ」!  
そのセルフ・イメージを 6 ケ月間で書き換え、 

「脳科学」・「心理学」を活用 した「ビジネス&メンタル・スキル」 
を身につけ、ビジネスと人生の両面で 
『幸せな成功』を収める方法を「仲間」と共に手に入れませんか? 

 
今回、中井隆栄経営塾『幸せな成功者』育成 6ヶ月間ライブコースの体験版  
である「1 日特別講座」が、東京・大阪・名古屋・京都で開催されます。 

 
〇1 日特別講座〇 
国内 8 冊、海外 5 冊を誇る実力派・経営コンサルタント 

中井隆栄が直接指導! 
⇒ http://www.magiclamp.co.jp/1day/ 
(WEB から「中井隆栄 1 日」で検索!)  

 
(中井隆栄より、メッセージ) 
ポッドキャスト読者のみなさん、 

こんにちは、中井隆栄です。 
成功には『幸せな成功』と「不幸な成功」があります。 

 
いくら金銭的に成功しても、社会的地位や名誉を手に入れても、  
それだけで「幸せ」とは限りません。 
『幸せな成功者』は、人からもお金からも愛されて、  

年収 3,000 万円を達成しながら、 
多岐にわたるバランスの とれた成功を実現します。 
経営コンサルタント中井隆栄が主宰する  

中井隆栄経営塾『幸せな成功者』育成 6 ヶ月間ライブコースでは、  
1,400 名を超える経営者を指導して結果を出してきた ノウハウを厳選してお伝えして
います。 



 
本講座では、経営者としてのステージを上げ、 
年収 3,000 万円を実現し、さらに成長の限界を取り払い、  

仕事もお金も人間関係も、時間も健康も自己実現も、  
その望みのすべてがかなってしまう「脳の使い方」 「時間の使い方」 
「セルフプロデュース術」をマスターし、 

さらに、成功者としてのセルフイメージへと上書きし、  
驚くほど短期間に成功習慣を身につけられるノウハウを  
素晴らしい仲間達と共に、6 ケ月間かけて習得していただきます。 

 
今回、中井隆栄経営塾で、あなたが得ることができるノウハウや 実際にあなたに実践
していただく内容について凝縮した 

「1 日特別講座」を、東京・大阪・名古屋・京都で開催いたします。 

 
中井隆栄経営塾に参加される前に、 

主宰者である中井隆栄についてより詳しく知り、 
信頼をしていただく必要があります。 
そして納得して、 また、全ての疑問点を解消した上で 

ご参加いただきたいのです。 

 
まずは、「1 日特別講座」にご参加いただき、  

中井隆栄経営塾の内容と 我々、主宰者を“吟味”して 
いただければと思います。 

 
この「1 日特別講座」だけでも、経営者・起業家として  
最速で成功するための脳の活用方法とメンタル強化、 
マーケティング、 USP(自分独自のウリ)開発、 

セルフ・メージを書き換える方法、  
潜在意識を活用したタイム・マネジメント術、 
脳波の状態を活用した アイデア開発法など、 

最先端の脳科学と心理学に基づくノウハウの数々を  
習得できる内容になっています。 

 



まずは、「1 日特別講座」にご参加ください。  
そして、あなたの人生やビジネスに今、必要な内容なのか? 
見極めていただきたいと思います。 

 
http://www.magiclamp.co.jp/1day/ 
(WEB から「中井隆栄 1 日」で検索!) 

 
≪中井隆栄 プロフィール≫ 
株式会社マジックランプ 

株式会社サピエンス マネジメント 株式会社サピエンスコンサルティング  
各社 代表取締役 社長 社団法人 京都青年会議所 2002 年度 理事長 
1962 年 京都市生れ 同志社大学 経済学部卒業 

 
結果を出せない経営者は共通して「潜在意識が成功を拒絶している (=成功しないこと
で何かを得ている)」ということに気づき、 

「脳 科学」・「心理学」を活用して相手の潜在的な選択・要求・欲求を 
明確にし、約 800 名の経営者の経営相談・人生相談を、 
ほとんど 1 回 のコンサルで解決する。 

 
経営者としても、18 歳で在学中に 2,000 万円を借り入れて 
レストラン・ビジネスで起業して 6 カ月で黒字化したことに始まり、  

突然社長になった不動産管理会社を 2 年 6 月で管理棟数を約 20 倍にして黒字化す
るなど 5 社の社長を歴任。 

 
現在は、全国から約 600 名の経営者が集う中井隆栄経営塾塾長と 

 
して、25 年続いている会社の年商を 1 年で 2 倍にした、  

平社員から取締役に昇進した、年収を 2 倍以上にした人が続出する  
など数々の成果を上げる指導を行っている。 
多くの経営者の成功と失敗、その原因が本人の「潜在的な選択」に  

あることを知って、 
経営コンサルタントとして、クライアントの自 己判断・自己責任を尊重し、 
問題に対して自分の判断を先に言わ ないことをポリシーとしている。 



著書は「寝ている間も仕事が片づく超脳力(幻冬舎)」など、 
国内 8 冊・海外 5 冊が出版されている。 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
◆1 日特別講座の内容◆ 
●『幸せな成功』を構成する 10 の分野についてのセルフチェックシート  

●ビジネスがうまくいかない人の代表的な 8 つの問題点 
●脳の 2 大特徴「安定化指向」「可塑性(かそせい)」とは?  
●夢と願望を実現するための基本公式 

●脳科学と潜在意識の関係とは? 
●右脳だけ鍛えても不十分。鍛えるべきは脳梁  
●視覚が映像化されるカラクリとイメージが現実化するメカニズム  

●記憶の司令塔「海馬」の働きとは? 
●セルフイメージを書き換える 8 つのステップ 
●ビジネスマン・マインド VS サラリーマン・マインド その大きな違いとは?  

●お金のトラウマを解消する  
●ブライアン・トレーシーやナポレオン・ヒルが成功のために必要と考えたものとは?  
●即売上アップにつながる「売上 48 分割法」 

●6 ヶ月間ライブコースの概要説明&FAQ  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
☆	参加者 全員プレゼント(合計¥85,000 相当!)☆ 

●中井隆栄推薦図書＆映画ご紹介（194 冊+26 本・￥5,000） 

●幻の特別セミナー「ビジネスがうまくいかない人の 8 つのポイント (2 時間 25 分)」
動画(¥65,000) 

●「『幸せな成功者』音声 コース~ガイダンス編(74 分)」(¥5,000)  
●「幸せな「セレンディピティ」が次々におきる本出版記念講演会(67 分)」 
動画(¥5,000)  

●中井隆栄のマネーコラム~お金の七不思議~(¥2,500)  
●1 日特別講座テキスト(約 20P)(¥1,000)  
●昼食付(¥1,500) 

●6カ月間ライブコースへの参加権利 
※ 各回、先着 30 名。完全返金保証付。 

 



 
≪詳細、お申込みはコチラ≫ 
⇒ http://www.magiclamp.co.jp/1day/ (WEB から「中井隆栄 1 日」で検索!) 

(中井隆栄、直接指導のこの機会をお見逃しなく!)  

 
★中井塾生の華麗なる Before & After ★ 

●社員が 4 倍の 110 名となり、1,200 坪の自社工場を取得しました!●  
■第 6・9 期生 梨木健太郎様 電気機械器具製造業 経営者(広島県) 

 
<入塾前> 
28 歳で創業して 25 年、一所懸命仕事をし、研修マニアというほど 
学びもし てきました。 

夢やビジョンを明確にしていた「つもり」でしたし、 
それなりに人から認めてもらえる会社になっていたものの、 
なんとなく渇望感がありました。 

 
<卒業後> 
6 期卒業時には社員数が 2 倍に、再受講した 9 期が終わった今では  

4 倍の 110 名になり、売上もそれに対応するようになりました。 
賃貸だった工場も、 1,200 坪の自社物件を取得しました。 
リタイア後に、豊かに暮らしたいと始めた個人的な不動産投資も  

13 棟になりました。 

 
<入塾検討中の方へ一言>  

潜在意識はものすごいパワーを持っています。脳のメカニズムを理解して  
潜在意識を上手に使うと、それまでの苦労がウソのようにうまくいくよう  
になります。 

中井塾には至宝のノウハウがいっぱいあるので、 
どんな人に でも自信をもってお勧め出来ます。 

 

 
●売上・利益共に２倍以上＆初出版の書籍が 3.5万部突破！	 ● 
■10期生 大平信孝様 	 エグゼクティブコーチ(千葉県) 



 
<入塾前> 
コーチとして独立して３年。ある程度軌道にのったものの次のビジョンが不明確で、ビ

ジネスの仕組み化もできておらず、このままやって行けるのか先行きが不安な状態でし

た。 

 
<卒業後> 
USP とセルフイメージが明確になったことで、売上利益が２倍以上になりました。出
版も実現して、3.5万部を突破し、続編の出版も決定。 

入塾時には想像もできなかったステージアップをはかれました。 

 
<入塾検討中の方へ一言>  

中井塾の学びは、脳科学をベースにした、とても再現性の高いメソッドばかり、 
そして、参加者は非常に意識の高い方が多く、スタッフの方も親身に相談にのってくだ

さるので、仲間と共に切瑳琢磨しながら安心して学ぶことができます。 

 
○さらに多くの受講生のコメントが WEB にて映像・文章でご覧いただけます。また、
1 日特別講座には、多くの卒業生がお手伝いに来てくれますので、 

ぜひ、ご自身で本当かどうかお聞きになってみてください。 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
◆ 1日特別講座の日程のご案内（2015年 10月～） 

 
●東京	

1 回目：2015 年	10 月 15 日(木)		品川（高輪口）梁山泊（満員御礼）	

2 回目：2015 年	10 月 17 日(土)		品川（高輪口）梁山泊（満員御礼）	

3 回目：2015 年	11 月７日(土)			品川（高輪口）梁山泊（満員御礼）	

4 回目：2015 年	11 月 26 日(木)		品川（高輪口）梁山泊	

5 回目：2015 年	12 月３日(木)		品川（高輪口）梁山泊	

6 回目：2015 年	12 月５日(土)		品川（高輪口）梁山泊	

	

●大阪	

1 回目：2015 年	10 月 26(月)			南森町・ホロン PBI	 （満員御礼）	



2 回目：2015 年	11 月 30(月)	 	南森町・ホロン PBI	 	追加しました	

	

●名古屋	

1 回目：2015 年	11 月５日(木)		ウインクあいち	

	

●新潟	

1 回目：2015 年	11 月 28 日(土)		新潟市・新潟ユニゾンプラザ	

	

●京都	

1 回目：2015 年	 12 月 14 日(月)			ハートピア京都	

	

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
◆『ポッドキャスト』聴者 特別優待価格(1 万円)申込方法◆ 
中井隆栄経営塾 HP「1 日特別講座」からお申込していただき↓  

http://www.magiclamp.co.jp/1day/ 
(WEB から「中井隆栄 1 日」で検索!) 

 
申込み画面の「紹介者欄」に 
紹介者「ポッドキャスト 0711」(半角数字)とご記入下さい。 
■定価 3 万円のところ、特別価格 

1 万円(税込・昼食付)でご受講していただくことが可能です。 
●中井隆栄の無料動画が以下のページから視聴できます。  

http://e-comon.co.jp/pv.php?lid=3056 

 
=================  
『幸せな成功者』育成塾(中井隆栄経営塾)事務局  

〒108-0075 
東京都港区港南 ３−９−33−2010 
電話 03-6425-8310 



アドレス info@magiclamp.co.jp 

HP	  http://www.magiclamp.co.jp/  
ブログ	 http://www.magiclamp.co.jp/blog/ 

================= 
 


