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このレポートを手にとってくださり、本当にありがとうございます。 
進化のブレーキを外せ！というレポートは下記のような方に向けて書きました。 
 
	︎ 目標設定しているが、気持ちが入っていない。 
	︎ 理念はあるが、自分自身でもパッションが入っていない。 
	︎ 毎日忙しくしていてもテンションが上がらない。 
	︎ モチベーションがすぐに下がる。 
	︎ ちょっとしたことでサボってしまう。 
	︎ 自分に負けてしまう。 
	︎ 些細なことで、めんどくさくなる。 
	︎ 無駄遣いをしてしまう。 
	︎ 仕事以外のことでストレス発散が必要。 
	︎ 不安になる。 
 
私の過去の経験から、 
伝えられることを言葉にして文章にしたレポートです。 
 
自分自身が辛かった時に知りたかったことを、 
昔の自分自身へのメッセージとして 
書き下ろしたのです。 
 
多々読みづらい箇所があるかと思いますが、 
一つでも役に立てばと思っております。 
 
なお、本レポートを無断で転載したり 
利用することは、ご遠慮いただいておりますので 
お取り扱いには、十分なご配慮をお願いいたします。 

濵田将士 
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2017 年 4月 
新幹線車内にて 
 
濱田です、 
 
今日は、私自身のブレイクのきっかけについて 
いままで秘密にしていたことをお話しします。 
 
今では、 
コンサルティング会社を経営し、 
書籍も出版させていただきました。 
 
おかげさまで、 
アマゾンのランキングでも上位になり、 
かなりの利益を残せるようになりました。 
 
しかし、 
このような結果を残せるようになったのは、 
７年前くらいからなのです。 
 

   

 
７年前は、まだサラリーマンでしたが、 
ダメダメサラリーマン（以後：ダメリーマン）でした。 
 
経営コンサルティング会社で 
コンサルタントをしていました。 
 
当時は、 
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個人の成績がどうしようもない感じで 
同期や後輩がどんどん出世するのに、 
私は、全く結果が出せない。 
 
そんな状況が続いていました。 
 
その状況を打破できたきっかけは、 
いくつかあるのですが、 
もっとも役に立ったのは、 
スキルでした。 
 

 

 
その時のスキルは、 
当たるチラシを作るスキル 
人を動かすスキル 
広告費０円でもお金を生み出すスキル 
見込み客を創るスキル 
営業のスキル 
プレゼンテーションのスキル 
人前でセミナーするスキル 
テキストを作成するスキル 
企画書を作成するスキル 
ミスコミュニケーションを減らすスキル 
共感できるスキル 

でした。 
 
これらのスキルは、 
今でもコンサルティングするために 
役に立っていますし、 
実際に私自身も自分の会社経営に使っています。 
 
どうやってこれらのスキルを身につけたかというと、 
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まずは、書籍を読み漁りました。 
 
 
この時に読んだ本や参考になる本をあげると、 
 
当たるチラシを作るスキル 
売れない時代は「チラシ」で売れ！、安売りするな！ 「価値」を売れ！ 
 
人を動かすスキル 
人を動かす、吉田松陰 「人を動かす天才」の言葉 
 
広告費０円でもお金を生み出すスキル 
売れるもマーケ 当たるもマーケ、大金持ちをランチに誘え! 
 
見込み客を創るスキル 
「見込み客」が勝手に増え続ける仕組み、ネット集客での売上に直結する 見込み
客リスト 
 
営業のスキル 
時代、場所、業種を選ばず、どんな人でも成功する 新規開拓営業の教科書、 
営業マンは「お願い」するな！ 

 
人前でセミナーするスキル 
伝え方が 9割、パブリックスピーキング 
 
テキストを作成するスキル 
伝わるデザインの基本、外資系コンサルの資料作成術 
 
企画書を作成するスキル 
新・あのヒット商品のナマ企画書が見たい!、【超】一枚企画書の書き方 
 
ミスコミュニケーションを減らすスキル 
あなたの話はなぜ「通じない」のか、自分の小さな「箱」から脱出する方法 
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共感できるスキル 
心をつなげる 相手と本当の関係を築くために大切な「共感コミュニケーション」12
の方法 
 
と、いう書籍です。 
 
これらの書籍のおかげで今の私があると言っても 
過言ではありません。 
 
書籍を読んだ次は、 
実際のその著者が開催しているセミナーや 
類似しているテーマの勉強会に参加しました。 
 
本来、人見知りな性格ですから 
セミナーに参加するのは、 
とても勇気が必要でした。 
 
実際にセミナーに参加することで 
理解が深まり、 
結果がさらに出るようになりました。 
 

   

 
サラリーマンだった当時、 
コンサルタントとして、 
クライアント先の結果がどんどん上がり 
私自身にも成功事例が貯まるようになり、 
それをセミナーとして公開していました。 
 
セミナーには、多くのお客様が集まり、 
その中から顧問契約がどんどん決まる。 
そんな感じでした。 
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ダメリーマンだった私が 
たった１年で、 
今までの約４倍稼ぐようになったのです。 
 
 
当時は、 
たった１年でそこまで急成長することが 
大変珍しかったのです。 
 
急成長ぶりに、 
会社の中でも、 
かなり注目されていました。 
 
そして、 
ある決断をしました。 
 

   

 
コンサルタントとして、 
稼げる自信がついたので、 
会社を辞めて、独立しました。 
 
会社名は、アドバンスシフトと言います。 
 
社名の由来は、 
アドバンス＝前進 
シフト＝切り替え 
つまり、『進化』という日本語の私なりの解釈なのです。 
advance shift とは、正しい英語ではありません。 

 
どうして進化を社名にしたのかというと、 
ダメリーマンから脱却したことで 
人生が変わった。 
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つまり進化できたから 
今の自分があるという感謝と戒めの意味です。 
 
ほとんど本を読まなかった私が 
稼げるようになってから毎日１冊のペースで 
書籍を読んでいますし、勉強もしています。 
 
なぜなら、それが進化の方法だからです。 
 
独立後、 
前職時代のクライアント先のサポートもあり、 
経営は、順調に行きました。 
 
初年度から、 
数千万円の利益が出て、 
クライアント先の業績も順調に上がっていました。 
 
毎日の勉強もさらに加速させていましたから 
スキルのレベルもどんどん上がっていました。 
 
クライアント先の業績は、さらに上がって 
感謝してくれるので、コンサルタントとしては、 
最高の状態です。 
 
ですが、私自身は、違和感を感じていました。 
 

   

 
当時の私の悩みを正直に話すと 
１、 サボりぐせ 

毎日やらないといけないことは、 
わかっています。 
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マーケティングのためのブログ更新、 
フェイスブックの更新、 
メルマガ配信、クライアント先への連絡など 
やるべきことは、たくさんあります。 
 
しかし、サボってしまうようになっていました。 
“忙しい”が理由では、ありません。 
 
なぜか、 
（明日でいいや）と思ってしまうのです。 
 

２、 飽き性 
尊敬する人と会ったり、 
セミナーに参加したり、 
仲間と語り合ったりすると、 
モチベーションが上がります。 
 
きっかけがあると、やる気スイッチが 
カチリと入るのですが、 
そのやる気も 
長続きしません。 
 
3 日経つと、すっかり元通りの 
サボり癖が出ます。 
 

３、 散財 
私の会社は、5日、10日、15日、 
20 日、25日、30日と 
５の倍数の日に入金があります。 
 
お金が入ると 
なぜか使うことばかり考えてしまいます。 
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事業への投資だといいかもしれませんが、 
靴を買ったり時計を買ったり 
まさに贅沢ばかりしていました。 
 
今だから言えますが、 
一ヶ月で 100万円ほどの時計を 
４本買ったこともあります。 
 
今考えると、バカですが、 
当時は、欲しくてたまらなかったのです。 
 
今では、時計をつけることも 
ほとんどなくなりました。 
 

４、 結果が出ない 
勉強は、続けていたので、 
スキルは上がっているはずです。 
 
しかし、勉強の量と結果の量が比例しません。 
思っているような結果が出ないことに 
悩んでいました。 

 
今までは、 
何が原因となって結果にならなかったのかが 
きちんとわかるのですが、 
この時は、 
そんなことすら考えることをしませんでした。 
 

５、 依存症 
この状態は、まさに自分の責任なのですが、 
私は、人のせいにしていました。 
 
やる気が出ないのは、時間がないからだ。 
結果が出ないのは、業者が悪い。 
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サボってしまうのは、忙しいからだ。 
 
そんなマインドだったのです。 
 

６、 売りたくない 
商品の企画やセミナーの企画は、 
考えていました。 
 
実際に、コンテンツとしてまとめて 
収録したものや 
広告を作ったものもあります。 
 
しかし、 
“売りたくない”と思って、 
コンテンツや広告を 
お蔵入りさせていました。 
 
パソコンにフォルダが残っているのも 
嫌になり、永久消去したものまであります。 
 

７、 めんどくさい 
どうして、せっかく作ったのに、 
売らないのかというと、 
売れた後がめんどくさいからです。 
 
驚かれるかもしれませんが、 
注文が入って、入金される嬉しさよりも 
DVDをプレスして、ケースに入れて 
発送する作業のめんどくささが勝つのです。 
 
売上が 200万円程度なら、めんどくさい。 
 
真剣にそう思っていたのです。 
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ここまでで、わかる通り、異常な状態です。 
人によっては、鬱に見えるかもしれません。 
 
今更なんと言われても平気なので、 
どうとってもらってもいいのですが、 
私自身、異常な状態だと認識していました。 
ダメなことは、わかっているけど 
どうしようもなかったのです。 
 
ですが、この状態になっているのは、 
私だけでは、なかったのです。 
 
プライベートクラブという 
グループコンサルの会を開催していたのですが、 
その合宿のカリキュラムを作成している時に 
“欲しいものリスト”をやろうと思いました。 
 
どれくらい時間がかかるか知るために 
自分自身で、欲しいものリストをつくってみました。 
 
欲しいものリストとは、 
“自分の欲しいもの”や“自分がやりたいこと”を 
100 個書き出すというワークです。 
（実際のワークシートをプレゼントします。） 
 
これを自宅でやってみたのです。 
すると、９個で手が止まりました。 
 
なんとか脳を絞って、休憩したり、 
場所を移動しながら 
17 個まで出しましたが、 
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それ以上が本当に出ません。 
 
この時、散財していたので、 
自分自身では、欲しいものに溢れていると 
思っていたのですが、 
実際には、欲しいものがない状態だったのです。 
 
とてもショックでした。 
 
欲しいものがないなんて、 
考えられなかったのです。 
 
そして、プライベートクラブの合宿で 
欲しいものリストをやりました。 
 
 
すると、私と同じく、 
欲がない人が多かったのです。 
 
欲しいものや、したいことがないということは、 
自分自身を知らないということです。 
 
プライベートクラブのメンバーは、 
私が手取り足取りスキルを教え込んだので 
スキルは、十分にあります。 
 
ですが、私と同じ理由で 
いまいちブレイクすることができなかったのです。 
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ブレイクするためには、２つの要因が必要です。 
 
１、 外部要因 

外部要因とは、スキルやテクニックです。 
商品づくりのスキル、 
集客のスキル、 
クロージングのスキル、 
顧客育成のスキルなどがあります。 
 
よくいうノウハウという類のものです。 
 
これらのスキルがなければ、 
売上が上がらないので、結果が出にくいです。 
 
ですが、私自身やプライベートクラブのメンバーは、 
スキルは十分あったのですが、 
いまいちブレイクできなかったのです。 
 
その要因は、スキル以外にあったのです。 
 

２、 内部要因 
内部要因とは、自分自身の内面の準備です。 
 
成長や進化、成功するためには、 
あなた自身の準備が必要です。 
 
準備不足のままスキルだけで 
加速しようと思っても 
心がブレーキをかけます。 
 
つまり、内部要因とは、 
進化のブレーキを外すことです。 

 
進化のブレーキを外すことができたら 



【スペシャルレポート】進化のブレーキを外せ！ 
 

（C）株式会社アドバンスシフト 及び 濵田将士 
15 

それだけでも成功ことが可能です。 
 
例えば、こんなことは、ありませんか？ 
	︎ 目標設定しているが、気持ちが入っていない。 
	︎ 理念はあるが、自分自身でもパッションが入っていない。 
	︎ 毎日忙しくしていてもテンションが上がらない。 
	︎ モチベーションがすぐに下がる。 
	︎ ちょっとしたことでサボってしまう。 
	︎ 自分に負けてしまう。 
	︎ 些細なことで、めんどくさくなる。 
	︎ 無駄遣いをしてしまう。 
	︎ 仕事以外のことでストレス発散が必要。 
	︎ 不安になる。 
 
もしも、１つでも当てはまるなら、 
進化のブレーキがかかっている可能性が高いです。 
 
なぜ、仕事とあなたの内面が関係しているかというと、 
仕事における成功と人間本来の本能が逆だからです。 
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人間は、猿から進化したという説がありますが、 
その一方で、 
人間は、爬虫類から進化したという説もあります。 
 
 
学者の中でも、 
爬虫類からの進化説が少なくありません。 
その理由が人間の脳の一部が 
爬虫類と同じ構造を持っているからです。 
 
その部分をわかりやすく爬虫類脳と呼ぶと、 
爬虫類脳＝本能なのです。 
 
私たち現在人の脳は、 
原始時代からの影響を受けています。 
 
例えば、暗闇で炎を見ると安心するとか 
コミュニティを形成するというものも 
その一部です。 
 

 

 
ビジネスに影響している本能は、下記の２つです。 
人間の本能１：溜めずに消費したい。 
人間の本能２：先のことより、今のことを優先したい。 
 
人間は、本来、消費したい生き物なのです。 
 
溜めること、そのままにしておくことは、 
本能に逆らっている思考で、 
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その考え方は、教育されて創られたものなのです。 
 
宝くじの高額当選した人の多くは、 
散財して身を滅ぼすという話があります。 
 
今まで貯蓄をしていた人でも 
思わぬ形でお金が入ってくると 
メンタルブロックが崩壊して 
本能のまま散財してしまうのです。 
 
 
原始時代は、 
いつ食料が取れるかわからない状況です。 
 
「今日、収穫したマンモスは、 
100 等分して 100日間の食料とする」 
 
なんて、やっていないのです。 
 
「やったー！マンモスだ！食うぞー！」 
と、急いで食べていたのです。 
 
これが根強く残っている本能なのです。 
 
つまり、本能は、 
人間の本能１：溜めずに消費したい。 
人間の本能２：先のことより、今のことを優先したい。 
と、いうことなのです。 
 
ですが、ビジネスにおける成功とは、 
本能とは、逆で 
消費せずに、貯めなければ、ならないですし、 
今も大事ですが、 
先のことまで考えなければなりません。 
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つまり、本能とは、逆のところに 
成功があるわけです。 
 
私が言っている 
進化とは、 
本能をコントロールすることなのです。 
 
本能をコントロールすることこそが、 
成功に最も重要な要因なのです。 
 
 

   

 
次は、本能をコントロールする方法を 
お伝えします。 
 
この方法は、 
私自身も実践していますし、 
プライベートクラブや 
私がプロデュースしてきた方にも 
教えている方法です。 
 
まず、本能をコントロールするためには、 
３つのステップがあります。 
 
本能をコントロールする３つのステップ 
１、 自分自身の本能を認めてあげる。 
２、 本能を尊重してあげる。 
３、 本能をコントロールする。 
 
と、いうステップです。 
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本能は、欲求の中でも気付きにくいものです。 
潜在的な欲求が多いからです。 
 
欲求には、顕在的な欲求と潜在的な欲求があって、 
顕在的な欲求は、気づいている欲求、 
潜在的な欲求は、気づいていない欲求です。 
 
多くの場合、顕在的な欲求は、 
他人の影響を受けて作り出された欲求です。 
 
フェラーリという 
3,600 万円するくらい高級車があります。 
 
欲しいですか？といえば、 
多くの方が欲しいと答えるでしょう。 
 
でも、フェラーリが 200万円くらいになって、 
世界中の人がみんなフェラーリを乗っていたら・・・ 
どうですか？ 
 
私がセミナーでこの質問をすると 
最初よりも欲しいという人が 
半分くらいに減ります。 
 
つまり、フェラーリは、 
マーケティング的に創り出された欲求なのです。 
 
カバンも 
靴も 
時計も 
年齢適齢期による結婚も 
そうかもしれません。 
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ひょっとしたら 
お金持ちという欲求すら 
創り出された欲求かもしれません。 
 
まずは、 
すでにお伝えした 
ほしい物リストが 100個埋まれば、 
その中で次の２つに分類します。 
 
A） 誰にも認められなくてもやりたいもの（自発的な欲） 
B） 誰かに認められるからやりたいもの（他人に創られた欲） 
 
これをすれば、 
あなたの自発的な欲に気づくことができます。 
 
しかし、 
それでも本能からは離れています。 
 
あなた自身の本能をコントロールすると、 
あなたは、夢中になって 
楽しく成功するための 
最強のエンジンを手に入れることができます。 
 
しかし、あなたの本能は、 
あなた自身では見えづらい場所に隠れています。 
 
そして、あなたは 
本能で、本能を見たくないと思っているのです。 
 

  

 
進化とは、辛くて険しい道です。 
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みんなが進化したいと思いながらも 
進化できないのです。 
 
なぜなら、本能が拒否しているからです。 
 
私もそうでした。 
私の場合は、 
本能が強力だったのでとても苦労しました。 
 
それでも本能を 
コントロールできるようになったのは、 
自分の本能を認めてあげられたからです。 
 
 
私が、本能を認めてあげられたのは、 
強制的に本能をアウトプットするワーク 
を行ったからです。 
 
このワークは、 
紙とペンだけでできて、 
時間も２時間くらいでできるのですが、 
とても苦しいです。 
 
ですが、 
ワークが終わった自分の紙を見ると 
私は、涙が溢れてきました。 
 
そこには、 
感謝と自己嫌悪と愛情がありました。 
 
今までの自分の弱さを認めたり 
自分のズルさを許したり、 
自分への愛情を感じれらました。 
 



【スペシャルレポート】進化のブレーキを外せ！ 
 

（C）株式会社アドバンスシフト 及び 濵田将士 
22 

このワークを通じて、 
私は、自分が本当にしたいことを見つけたのです。 
 

 

 
あなたは、自分に正直に生きていますか？ 
私は、自分に嘘ばかり偽って生きていました。 
 
欲しくないものを、欲しいと思い、 
手に入れているものを、 
手に入れていると自分自身を騙して、 
満足していないのに、 
これでいいのだと思い込んで生きてきました。 
 
それを辞めたのです。 
 
自分自身に嘘をつくのを辞めて 
正直に生きていこう。 
本当の自分が欲しいものを手に入れよう。 
 
そのように、 
マインドセットが決まった時から 
状況が好転し始めたのです。 
 
全ては、 
強制的本能発見ワーク 
のおかげです。 
 
 

 

 
このワークのやり方を 
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あなたにもシェアしようと思います。 
 
強制的本能発見ワーク 
は、私がメンターに習ったやり方に 
私自身がやりながら改良して 
完成させたワークで、 
私しかやり方を知りません。 
 
このワークをやると 
自分の進化にブレーキをかけている 
潜在的な要因が何か気づけます。 
 
さらに、 
あなた自身の本当にやりたいことが 
わかります。 
 
 
これさえわかれば、 
もう迷う必要はありません。 
 
モチベーションを上げる必要もありません。 
 
なぜなら、夢中になれるので、 
モチベーションが常に高い状態で 
ワクワク夢中で前に進めます。 
 
逆に、目を背ければ、 
ずっとブレーキ状態です。 
 
以前の私のように 
頑張っているのに、 
何かおかしい状態が 
続くかもしれません。 
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そんな時間は、 
1 秒でも短くして、 
楽しい時間を長くした方がいいと思うのです。 
 
だからやっぱり 
強制的本能発見ワーク 
をやってみた方がいいと思うのです。 
 
このワークは、 
私のブレイクの原点であり、 
多くの成功者を作り出してきたワークです。 
 
正直、シェアするには、 
とても抵抗があります。 
 
しかし、 
それでもシェアしようと決めました。 
 
必要だと思うからです。あなたに。 
 
それも 
無料でやり方をお伝えします。 
 
このワークのシェアについて 
一切、お金をいただくことはありません。 
 
ですが、 
一つだけ小さいハードルを超えてください。 
 
それは、 
あなたが今超えたい壁がどんなものか 
どんなことがブレーキとなってそうか 
あなたは、どんな人生を歩みたいのか 
と、いうことを文章にして教えてください。 
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そして、 
今、あなたが欲しいと思っているもの 
（欲しいものリストから）10個教えてください。 
 
すでにトップ 10％の行動力を持っているのです。 
 
あなたならできると信じて 
この宿題を出しているので、超えてください。 
 
次のレポートでは、 
強制的本能発見ワーク 
のやり方とワークシートが全て 
具体的に公開されています。 
 
それでは、 
ハードルを超えた先でお待ちしています。 
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タイタニックという映画を見たことはありますか？ 
 
男前と美人の自己中映画です。 
 
いや、あれは、ローズというさげまん女の自伝です。 
もしかしたら、ロマンチックな映画かもしれません。 
 
感動的な恋愛ストーリーという見方もありかもしれませんが、 
やはり、あっけない死に方をする男の話かもしれません。 
 
同じタイタニックという映画を見ても 
捉え方は、人によって違います。 
 
私たちは、捉え方を現実と呼んでいます。 
 
現実＝事実×認識です。 
 
 

 

同じだと思っていても 
みんな違う世界を見ている。 
 
つまり、 
夢のような世界で生きているのです。 
 
夢を見ているのに、 
それを現実だと思い込んで 
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生きているのです。 
 
こういうと精神世界のようなので 
現実的な話をします。 
 
進化とは、 
本能をコントロールすることだと言いました。 
 
そして、進化は、 
辛く険しい道のりであることも伝えました。 
 
なぜ進化は、 
辛いのかというと、 
事実をありのままで受け入れる必要があるからです。 
 
例えば、私が進化できた最大の要因は、 
自分が寂しがりであること 
甘える性格であること 
孤独感が恐怖なこと 
を、認めたからです。 
 
今までは、人はもちろん、 
自分自身にも嘘を偽っていました。 
 
 
俺は、寂しさなんてない。 
俺は、自立している。 
俺は、一人の時間を有意義に使える。 
と、いうように。 
 
そして、 
その偽っていた現実（＝夢）を 
実現するために、 
無駄な時間を過ごし、 
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無駄なお金を使っていたのです。 
 
真実は、そんな夢の中には、ないのに。 
 

 

 
人は、誰もが嘘をついています。 
実は、嘘をつくことも本能なのです。 
 
人は、嘘をつかないとダメなのです。 
嘘をつかないと生きていけないのです。 
 
人が最も嘘をつく相手は、 
自分自身です。 
 
あなたも、 
あなた自身に 
嘘をつきながら生きているのです。 
 
どんな嘘をつきながら生きているか 
心当たりはありますか？ 
 
多くの方が、 
ないと思います。 
これも本能ですから、 
見えにくいのです。 
 
あなたは、 
自分自身に 
“知っている”と嘘をついています。 
 
自分自身のこと 
自分が進化する方法 
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自分がなりたいもの 
 
知っていますか？ 
 
こうやって聞けば、 
知らないことが自覚できますが、 
今まで、 
知っていると 
本能的に自分を偽っていたのです。 
 
嘘をついていた理由も明確です。 
 
それは、 
進化したくないからです。 
 
今の自分のことを 
客観的に見れば、 
進化しなければならない。 
 
でも、進化の過程は、辛い。 
 
それなら、 
嘘をついて、生きようと 
本能が言っているのです。 
 
本能は、 
全力で進化を拒否します。 
 
これは、推測ですが、 
ビジネスの成功は、 
おそらく人間本来の生き方ではないのでしょう。 
 
つまり、資本主義は、 
人間が作り出した無理のあるシステムなのでしょうが、 
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私たちは、そのシステムで生活している以上 
順応して生きていかなれければならないのです。 
 
そのためには、 
本能をコントロールすることが必要なのです。 
 
本能を抑え込むのでは、ありません。 
あくまでコントロールするのです。 
 
まるでON／OFF スイッチように 
カチッと本能ONにしたり 
カチッと本能OFFにするのです。 
 
それができるようになれば、 
求めていないことを 
求めていると錯覚して 
夢を現実と信じたまま 
死んでいく必要がなくなるのです。 
 

 

 
本能をコントロールする力を 
“意志の力”と言います。 
 
意志の力は、 
ペットボトルの水のように 
容器に入っていると思ってください。 
 
意志の力が 
使える時は、 
本能をOFFにできます。 
 
わかりやすい言葉で言うと 
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意志の力は、理性に近いです。 
 
意志の力は、 
朝にMAX入っています。 
 
そして、 
迷ったり、決断したり、 
怒ったり、不安になったり、 
喜んだりすると 
どんどん減って行きます。 
 
最も意志の力を消費するのは、 
“”嘘をつく“ことです。 
 
無意識でも意識的でも 
感情が動けば、 
意志の力は減ります。 
 
スティーブ・ジョブスは 
意志の力の正体を知っていました。 
 
だから彼は、 
朝から服を選ぶと言うことさえ 
やらないように、 
同じ服を何着も買っていたのです。 
 
彼は、 
黒の Tシャツに 
リーバイスのジーンズに 
ニューバランスのスニーカー 
と決めていたのです。 
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人は、結果を変えようと思ったら、 
行動を変えることが必要です。 
 
行動といっても 
習慣を変えなければ、 
人生は変わりません。 
 
そして、習慣の中でも 
意志の力が十分に使える 
朝の習慣を、設定すること。 
 
これが、 
本能をコントロールして 
成功に大きく近づく一歩なのです。 
 
私自身は、 
毎朝 6時には、 
パソコンで最も重要な仕事をします。 
 
なぜなら、 
この時間が唯一、 
電話もメールもラインもない 
時間だからです。 
 
服装も寝間着のままです。 
髪の毛もボサボサです。 
 
ぜひ、 
自分自身の本能を直視し、 
認めてあげた後には、 
進化するための朝の習慣を作ってください。 
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朝の習慣こそが 
あなたの人生を好転させる 
最大のポイントです。 
 
では、 
強制的本能発見ワーク 
のやり方とワークシートを公開しましょう。 
 
 
強制的本能発見ワーク 
 

 
進め方 
１、 ワークシートに埋め込んで行きます。 
２、 50分集中 10分休憩を２セットやってください。 
３、 終わったら 20分休憩してください。 
４、 赤で囲った枠がコントロールすべき本能です。 
５、 朝の習慣を自分のレベルに合わせて設定してください。 
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６、 二ヶ月に一回か三ヶ月に一回は、同じワークをしてください。 
７、 以前の紙と見比べるとあなたの内面の変化がわかります。 
８、 進化を自分で認識してみてください。 
 
このワークをやっていると、 
ふと、アイデアが生まれることがあります。 
「あれ？俺のやりたいことってこれかな？」 
と、どこかから降りてくるかもしれません。 
 
そんな時は、 
やりたいことアイデア用紙にメモをしておいてください。 
 

 
 
今では、 
インターネットが普及したおかげで 
いろんなことがマネタイズできるようになりました。 
 
仕事にできないアイデアは、ありません。 
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あなたがやりたいこと 
あなたが好きなこと 
あなたが夢中になれること 
 
全てビジネスにすることができます。 
 
それで暮らしていけることができるのです。 
 
私が今までプロデュースしてきた皆さんも 
そんなことで仕事として稼げるの？ 
と言われるようなアイデアで 
稼がれています。 
 
今、限界は、ないのです。 
 
本当にやりたいこと 
好きなこと 
楽しめること 
夢中になれることを 
 
ビジネスとして 
自分の人生を 
開花させるチャンスが 
目の前に溢れているのです。 
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#972 

 
私たちは、 
本能に生かされているのです。 
 
例えば、 
生きるためには、 
心臓の動きと 
呼吸が必要です。 
 
意識せずに 
本能で無意識でやっている 
行動によって生かされているのです。 
 
全ては本能が見せている夢なのです。 
 
進化を実際にして 
最も感じていることは、 
今の先に進化後の自分は存在しないと言うことです。 
 
進化すると 
今までとは、違ったまるで自分じゃないような 
行動、習慣、思考が身につきます。 
 
その姿は、 
今のあなたの先では、ないのです。 
 
新しく生まれ変わった先に 
成功しているあなたは、存在します。 
 
進化とは、 
自分らしくない決断と行動と習慣の連続ですが、 
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それが進化の道なのです。 
 
進化をすると 
周りの方は、やめたほうがいいといいます。 
 
なぜならあなたが進化をすれば、 
あなたをコントロール下に置けなくなるからです。 
 
人は、 
自分のコントロール下から外れられることを 
とても嫌います。 
 
口では、成長を期待していると言っていても 
実際に進化を目の当たりにすると止めにくるものです。 
 
これは、親であってもです。 
 
ですが、私たちは、 
これから進化して、 
今のあなたと同じく、 
進化することで救える人（お客様）を助ける義務があります。 
 
それが、進化した人間の宿命なのです。 
 
負けることなく頑張りましょう。 
もしも負けそうになったら 
すぐに、自分の本当に欲しいものが何なのかを 
見直してください。 
 
私たちは、 
変化の世の中にいます。 
 
変わらないものなんて、 
何もありません。 
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あなたの欲求ですら変わるのです。 
ぜひ、したいことを確認するワークを 
あなたのルーティンに追加して欲しいです。 
 
このスペシャルレポートは、この３話で終わりです。 
最後までありがとうございました。 
 
あなたのような行動力と勇気のある方と出会えたことを 
心から誇りに思います。 
 
あなたがこのレポートで得たこと 
気づいたこと、感じたこと、学んだことを 
私に、教えていただければ、幸いです。 
 
これからも一緒に進化しましょう！ 
濵田将士 
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