
『０』から年収１千万を「幸せ」に目指す！ 

１千万カウンセラーになってみませんか？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １つでも当てはまるあなたは以下をお読みください☆ 

 

★売り上げを１０００万以上にしたい 

★自由な時間自由な場所で仕事したい 

★最低でも月２０万収入欲しい 

★人を一瞬で魅了したい！ 

★カウンセラーのリーダーになりたい 

★トップイントラクターになりたい 

★キネシオロジー経絡・東洋医学に興味がある 

★今のメニューに追加したい 

★文章を書くのが好き 

★誰にでもできる簡単なマーケティングが知りたい 

★人の役に立ちたい 

★人の応援ができる人間になりたい 

★全国で活躍したい 

★海外で活動したい 

★夢実現したい 

★理想のライフスタイルを送りたい 

★  出版したい 

 



2010 年 4 月  

From 石田ゆり薫、 

 

仕事中。看護師の同僚と喧嘩をしました。 

とにかく、ムカつく同僚で、 

今ままで、こんなわがままな人は見たことがない！ 

というくらい、ムカつく同僚。 

 

自分の機嫌で話しかけできたり、怒りをぶつけてきたり、 

仕事とはいえ、顔を見るのも話しをするのも嫌。 

 

仕事に行けば、もう全てがどん底で、嫌気がさしました。 

看護師を辞めようと思います。 

 

思えば、 

わたしは人間関係がうまくいかず 

どこの職場でも、長く仕事を続けることができません。 

2 ヶ月で公務員もやめたことがあります 

 

もう。勤め人は 

無理です。 

 

ずっと憧れていた 

「起業」をしようと思います。 

 

 

 

 

わたしは、看護師の同僚には内緒で  

休みのたびに  

講演やセミナー、起業塾に通っては  

 

今いる医療の世界とは  

全く異次元の考え方を持つ講師の先生の話に憧れ、 

それがストレス発散となっていました。 

コミュ障・人間不信がカウンセラーに！ 



ストレス発散もそうですが、その場の空気感が楽しかった。  

 

内緒にしていたのは  

起業塾に行ってるなんて言ったら  

何を言われるかわかりませんから  

 

とにかく  

楽しみを奪われたくない一心で  

内緒にしていました 。 

 

職場では、一切受け入れられない。 

認められない。 

 

経営者やその卵の集まりはそんな自分に共感してくれる人が数多くいて、本当にびっく

り！ そな場にいるだけで、とても、満たされました。  

 

と、同時に、こんな世界の人たちのように、  

なりたいな。 

こんな縛りのない、自由な世界に飛び込んでみたい。と思うようになりました。  

 

でも、わたしは  

人間不信で、コミュ障でもあります。 

捨て子ということで、 

人よりもなにかにつけ、妬み、恨みがあるようです。 

前世からの『因果の関係』かもしれません。 

  

だから  

どんな職場でもうまくいきませんでした。  

 

が、そのコミュ障が  

手紙を通じ、解消していきました。 

  

講師の先生のお話が素晴らしく、でも、口では言いたいことが伝えられないから 

お礼を手紙にしただけなのに。 



  

みな、すごいすごいと！  

絶賛してくれました。  

 

誰にも認められないわたしが 

唯一認められる場所だと感じました。 

そうして、  

人間不信でもコミュ障でも  

そのまんま起業してみました。  

 

なんのあてもなく。  

 

なんのあてもなかったのですが  

ご縁がご縁をよび  

何故だか  

仕事が舞い込んできました。  

 

しかも月額 20万の継続型のコンサルや  

25万の養成講座の講師の仕事  

起業してわずか３か月で！全国で仕事ができる環境になりました  

 

その額 

看護師時の給料の５倍！ 

しかも！ 

２４時間神経をすりへらして働いていたのが 

月３、４日程度で！ 

 

四国からは出たことのない  

飛行機にも乗ったことのない  

ど田舎のペーペー主婦が！です。  

 

 

起業してすぐに  



お金が稼げるようになりました  

 

嬉しい  

 

と、思いきや。  

 

恐怖にさいなまれるようになりました。 

 

「素人のわたしになぜ？  

仕事の依頼をしてくるのかがわからない」  

 

怖い  

 

怖くて怖くてしょうがありません。 

 

本当のわたしを知られたら、、、  

ボロが出てしまったら、、、  

 

こんなにうまくいくわけない、、、  

こんな状況がずっと続くわけない、、、  

 

目の前の現状が受け入れられず 

受け入れられないばかりか 

猜疑心にさいなまれ、 

 

お客様に暴言をはいたりして  

うまくいかなくなるように  

自ら自虐するようになりました。  

 

わたしの人間不信は  

人一倍強く、  

目の前の出来事が信じられない。  

 

わたしは捨て子です  

『見捨てられ不安』が  

人一倍強いようで  



 

人を信頼することも 

お金が入ってくることも  

信じられません。 

 

どうせ、続かない 、、、 

どうせわたしなんて。捨てられるに決まってる。 

 

そんな折。  

指の反射とアロマをプシュッと 

ふりかけるだけ！０．２秒で！ストレス解消！人生が好転する！ 

 

というような  

なんだか怪しいけど  

とても気になるセッションに出会いました。  

 

気になって気になってしょうがない 

たまたまお誘いを受けて 

たまたま、セッションを受ける機会に恵まれました。  

 

『キネシオロジー』という  

カウンセリングでした 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



半信半疑でしたが  

筋肉反射という反射を使って、カラダからのメッセージを読み取るようです 

筋肉反射とは 

↓↓↓ 

https://youtu.be/rkCmm9Askmw  

 

 

 

 

 

・ストレスをイメージすると  

指に力が入らなくなる  

 

・アロマでプシュッとしてもらうと  

指に力が入り出す  

 

 

 

 

 

 

 

 

マジックのような  

不思議なセッションでした。  

 

そこから  

本当は愛されたい 、 

 

https://youtu.be/rkCmm9Askmw


愛してくれなかったお母さんが  

許せない  

 

そんな感情に陥ったかと思うと  

自然にそれが癒されていたのに気づきました。 

 

このキネシオロジーのセッションで  

『大腸経の経絡』というエネルギーの流れを 

調整してくれたことによるものらしいです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大腸経は  

いままで糞詰まりになっていた  

幼少期からのトラウマやストレスが改善できるとのことでした。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



すごい  

の一言でした  

 

そこから  

とんとん拍子の流れで、講師の資格を取得し 

キネシオロジーカウンセリングを仕事として行うようになりました。  

 

でも、 

初めてすぐお客さんなど  

こないだろーな  

と思って 

 

素人ながらに 1.2万のカウンセリングの金額に設定しました。  

 

こないと思っていたから、適当に金額設定しただけでしたが 

 

ブログにつたない記事を書くだけで  

お客様が勝手にきてくれる状態！ 

 

四国の片田舎のわたしにとっては 

1 万２千円のカウンセリングなんて高額！と思いつつも 

これだけみな、ストレスで悩んでいるんだな。ということにも気づかされました。 

 

と、同時に。  

キネシオロジー講師養成講座も  

まさか！お客様に来てもらえるとは  

思ってもいなかったので  

 

軽い気持ちでブログに載せると  

講師養成講座の方にも申し込みが入る！  

 

しかも！ 

キネシオロジーのプロやドクターにも！ 

 



こんなわたしから習いたい人がいるのか？  

と半信半疑な状態で。 

 

でも申し込みが入っているから  

準備をし、講師養成講座まで流れで始めました。  

 

その上。  

秘書をさせてください  

お手伝いさせてください  

という方が  

 

なぜだが集まってくれて、偶然が必然を呼び  

 

全国でも開催する規模になった。  

 

講師養成を受講くださった方が  

講師養成を開催し、  

そのまた講師になった方が  

また講師養成を開催し、  

 

恐怖心が  

仲間ができることで  

人を恐怖の目で見るのではなく  

信頼という目で見ることができるようになりました。 

 

どんな仕事も続かず  

人を不審の目でしか見れなかったわたしが  

 

人が信頼できる  

人を応援出来る  

こんな安堵感は感じたことがありませんでした。 

 

これというのも 

経絡からの臓器の感情を調整し、「自分の本当の願い」を満たしてあげたからこそ 

日常のエネルギーもあっさり循環するようになった賜物 

そして、『自分の人生が信じられるようになった』と、モヤモヤが晴れた瞬間でもありまし



た。 

 

キネシオロジーカウンセリングを通じ  

お客様に出会い、  

お客様が仲間となり  

一緒に成長できる醍醐味を感じ、 

 

それを沢山の方々に知って頂きたいなと、思うようになりました。 

  

しかも、より簡単に！ 

  

 

 

意識は 

簡単と思えば簡単に！ 

難しいと思えば難しい現実を引き寄せます。 

 

正確に言えば 

難しいと思えば難しい選択をとる 

簡単と思えば簡単に稼げる選択をとる 

ということです 

 

わたしたちの脳みそは案外単純なので！ 

 

なので 

1 千万はすぐ稼げるのですが  

セルフイメージかついていかないと  

お金が入ってきても不幸です。  

 

幸せが目の前にやってきても  

人は脳の防御反応があって、新しい出来事に対し抵抗を起こします 。 

 

こわくなって、自ら暴言を吐いたりし、その状況から逃れようとします。 

 

人生好転！意識の使い方 



稼げている場合も、こんなわたしが！と罪悪感を背負っていると、辛いんです。 

稼げていない場合も、トラウマ的要素で制限がかかっているだけ。  

 

わたしは  

自分のようなそんな苦しい思いを、あなたにはして欲しくはありません  

 

これらの制限を外すと幸福度の高い収入が得られるようになります 。 

 

この制限はキネシオロジーカウンセリングで調整していきます。 

セルフケアもできるので、好きな時に調整ができます  

 

素直に実行すれば 

簡単に稼げます。  

 

今思えば、 

素人ペーペーの石田に多額の仕事をくださた方々は 

実力とか抜きにして、わたしを応援してくさってたんだなと 

と思います。 

 

自分が苦労して通ってきた道は 

同じ思いはしてほしくはありません 

スムーズに成功してほしいなと望みます。 

 

なので 

応援してくださっていた。 

 

人間不信の起業当初から応援くださった方々には、本当に感謝でしかありません。 

 

時を９年経て。 

同じく。わたし自身も、人を応援できるって 

この上なく、素晴らしいことだな 

とひしひしと感じています 

 

応援しているようで実は 

自分の内面も整っていくからです 

自分が人を応援できる【心の余裕】が感じられるからです。 



 

もっと言えば、魂が癒されるんです 

 

捨て子で人間不信！ 

人が信じられないコミュ障で 

どこの職場でも続かなかったわたしでもできたこと☆ 

 

 

ぜひ、一緒に 

仲間になっていただけるとうれしです。 

 

 

 

あなたにビジネスキネシオロジーをご案内する価値。 

気になるお値段は？というと 

 

石田のカウンセリングは、海外の vip さんや日本でも５時間 18 万のカウンセリングを行な

っています。 

このビジネスコースは、３か月フォローの間、対面３日間行います。 

２４時間×３日間=７２時間 ７２時間×１８万=1,296,000 円 

なので、あなたにご案内する価格は 

 

最低でも、130 万お支払いいただいて 

参加いただくことになります。 

 

でも、このお手紙を読んで頂いているあなたには、 

参加しやすい形で参加していただきたいと思っています。 

 

なので、3 日間×１８万＝５４万円で 

ご案内しようと思います。 

 

更に！ 

キネシオロジービジネスコース１期生で早期申し込みのあなたには 

感謝を込めて、なんとっ！ 

４9万 8 千円でご案内しようと思います 

あなたにビジネスキネシオロジーをご案内するその価値は？ 



次回からは１００万円になりますし 

未だかつてないほどの感謝価格です！ 

 

 

 

 

気になる 3 ヶ月ビジネスコース内容は？というと！？ 

 

STEP１、 

お好きな科目２科目を選択していただき、技術的な部分を対面で学んでいただきます。 

 

STEP２、 

アマゾンランキング 1 位獲得し、ブランド力でのマーケティングを行います。  

素人さんでもアマゾンランキング 1 位は楽勝です。 

もちろんすでにマーケティングを行われている方も ok  

 

電子書籍出版ですので、２万字程度で気軽に出版ができます。 

すでにブログをお持ちの方は、ブログ記事をまとめるだけ！ 

３日～１週間程度で楽ちんに！原稿が書ける方法をご指導いたします。 

 

本は一般の方は、通常３０万円を頂いての出版の形ですが、 

会員様は何冊でも出版でき、カウンセラーの収入とは別に！ 

印税（ロイヤリティー）も入ってきます。 

本を数多く出版して、連動するとどんどん印税額は増えていきます。５万円～１００万円程

度。最低でも月２０万収入を得て頂きます！月２０万は自動で入ってくる権利収入です！ 

 

STEP３、 

Amazonランキング１位のブランドを取得した時点で、 

セミナー、お茶会開催していただき、学びながら実践していきます。 

 

本を出版している著者カウンセラーとなると、集客も本を読んで、既にあなたの大ファンの

状態でセミナー、講座受講してくれますので、お客様の「質」が違ってきますし、素人さん

でもより効果的に集客ができます。 

 

 

3 ヶ月ビジネスコース内容は？ 



より、内容を自分の中に取り入れていただくために！ 

今回！ご自宅で自由に学べる５教材特典プレゼントをご用意しました！ 

 

計４教材で６０万円相当！プレゼントです 

 

特典１、 

キネシオロジー教師専用教材（キネシオロジー同時受講コース定価８万円） 

性エネルギー交換の！愛されマッサージ、性や恋愛のお悩み解決エターナルキネシ、人間関

係、お仕事のお悩み解決インターキネシどれか２項目資格取得 

それぞれあなたがやりたい資格内容が、教材で、自宅で復習できます 

 

特典２、 

・マーケティング出版講座（定価２５万円）  

売れる！コピーライティング、出版方法を学びます。 

ビジネスを行う上で、自分の気持ちを「言語化」する技術は重要です 

 

素人でもビートたけしさんのバカ論をぬき！ 

堂々Amazonランキング１位獲得などの実績があります。 

 

 

特典３、 

・一瞬で人の気持ちを虜にし、ファンにする！創作手紙講座（25 万講座） 

本当に一瞬で虜になります。お仕事のみならず、恋愛や人間関係にもお役立ちで☆ 

しかも！  

世界の VIPさんや芸能関係の方々とつながるようになった方法です☆ 

 

教材があれば、自宅で好きな時間に学べます 

その上 

・経絡アロマ６本(１万６千円) マッサージ講座はホホバオイル付き 

 

・キネシオロジー講師養成レジュメ 

 

・２科目のキネシオロジー資格取得 資格証授与 

 

６０万円相当！プレゼント特典をご用意しました！ 



これだけでもお値段以上ですが！  

 

更に！ 
ビジネスコース講師養成権利 

月２千円の会員になっていただき、キネシビジネスコースをあなた自身が開催していただ

くと受講者お一人につき４０万円がお手元に入ります。 

 

例えば、 

月３名受講いただくと４０万×２名＝80万 80万×１２か月＝約１千万  

1 千万の売り上げになり、１千万カウンセラーとなります。 

月たったの２名で！です☆ 

 

・24 時間メール対応  

 

・メルマガでのメール配信（完全アフターフォローの形です）  

 

・月 1 経営コンサル 

石田のコンサルは、海外の vip さんや日本でも 18 万のコンサルを行なっています。それが

何とっ！会員様は予約制で無料！ 

 

 

 

お客様にカウンセリングを行うことで、お客様のみならず、自分自身のセルフイメージが上

がっていきます。なぜならばお客様と言えども、濃いつながりで出会う方々は根本は集合意

識という無意識の感情でつながっている鏡のような存在です 。 

 

『お客様へのアドバイス＝自分へのアドバイス』となり、お互いが向上していきます。 

  

お互いが向上すると、この上ない仲間となり、一緒に様々な幸福を築き上げていくことがで

きます。仲間や自分を応援出来る醍醐味は、この上ない、エネルギーとなります 

 

そして、 

お金のエネルギーは強く 

トップキネシオロジーカウンセラーを仕事にする醍醐味とは？ 



あなたを強く守ってくれる存在です☆ 

 

お金ちゃんと両想いになり、幸せ１千万カウンセラーになって 

一緒に愛されキネシオロジーを盛り上げていただけるとうれしいです☆ 

 

次回からは１００万円になりますし、未だかつてないほどの「感謝１期生価格」です！ 

この機会にぜひ、ご受講ください 

 

【キネシオロジービジネスコース】 

東京２０２０．７月 4日(土)５日(日)開講 

大阪２０２０．９月５日(土)6日(日)開講 

※定員になり次第締め切ります 

 

【申し込みはこちらから】 

 

 

http://tegamionna.com/kinesibusiness.html  

 

 

 

 

 

 

 

http://tegamionna.com/kinesibusiness.html


 

 

 

 

愛されキネシオロジー代表 ベストセラー作家 Amazonランキング１位著者。県立高校や

海外で授業を行う正看護師資格保有カウンセラーan.an「カラダにいいもの大賞」掲載やそ

の他雑誌掲載や新聞ラジオなど多数出演。 

 

父が１０歳で死に、母も男のもとへ出ていき、大人のいない子供だけの生活を過ごす。こ

の経験から、「愛する人はわたしの目の前から必ずいなくなる」「捨てられる」という無意

識のトラウマかで、恋愛も結婚生活も表面だけの「偽り」を繰り返す。 

 

１８年のうち１６年もの間、仮面夫婦で偽りの結婚生活となる。愛する居場所を求めて不

倫を繰り返すも、愛情が埋まるどころか、更に孤独感、虚無感、喪失感を感じるようにな

り、無意識的に人との関わりを避けるようになる。 

 

そんな生活も苦しくなっていたころキネシオロジーに出会う。 

経絡からのカラダの声を聞き、「あ～。わたしが求めていた本当の願いはこれだったんだ

と安堵感に包まれ、涙し人間関係が楽になっていく過程。 

 

自分のカラダの声を聞くだけで、素直な気持ちになっていき、脳にダイレクトに伝わるア

ロマの香りで、更に恋愛も仕事も人間関係も充実する。 

 

こんな楽ちんな日常があったとは！と、導かれるように、人間関係で悩める女子のみなさ

まに、キネシオロジーを全国でお伝えする環境となる。 

キネシオロジーを伝えることで、普通の主婦が半年で看護師の５倍の収入を得るようにな

り、その後も、キネシカウンセリングで 1万人の女性を解決に導く 

 

全国でキネシオロジー講師養成を行い、講師のブランド力を高めるため、出版業開始し、

キネシオロジー養成講師は Amazonランキング１位著者セラピストとなるなど、大ブレイ

ク中♥ 

講師プロフィール 



【キネシオロジービジネスコース】 

東京２０２０．７月 4日(土)５日(日)開講 

大阪２０２０．９月５日(土)6日(日)開講 

※定員になり次第締め切ります 

 

【申し込みはこちらから】 

 

 

http://tegamionna.com/kinesibusiness.html  

 

 

 

 

 

 

★HAPPY な未来へ★ 
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