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社内の部署やチーム単位で目的を共有し集
団で学ぶ。

企業研修

個人に向けてパフォーマンス向上や脳力開
発を行う。

個別セッション

ｅラーニングコンテンツ。
１本５分前後の動画で学び仕事に活かす。

動画学習
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法人向け
サービス



個別セッション 個⼈に向けてパフォーマンス向上や脳⼒開発を⾏う。



企業研修 社内の部署やチーム単位で⽬的を共有し集団で学ぶ。

プラン

⾦�額
(税込)

期�間

企業研修 体験研修オンライン研修

220,000円〜�/�⽉ 165,000円〜�/�⽉ 110,000円�/�回

３ヶ⽉ ３ヶ⽉ ー

※研修内容によって別途交通費を頂く場合がございます。



動画学習 ｅラーニングコンテンツ。
毎⽉５本前後１本５分の動画で学び仕事に活かす。

⽉�額
(税込)

プラン お試し 〜100名 101〜300名 301〜1000名

無料 55,000円

サブスクリプション(⽉額制)

110,000円 165,000円

ホワイトボード形式 講義形式(元アナウンサー:原綾⾹) アニメーション形式



目の前の課題や目的に直ぐに活用できる情
報を集団でリアルタイムで学ぶ。

セミナー開催

セッションを通して脳力開発やカウンセリ 
ングを行い望む未来へ進む方法を学ぶ。

個人セッション

ｅラーニングコンテンツ。
１本５分前後の動画で学び日常に活かす。

個人向け動画学習
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個人向け
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個人セッション セッションを通して脳⼒開発やカウンセリングを⾏い
望む未来へ進む⽅法を学ぶ。

シグナルリーディング

感情はエネルギーです。感情が⽇々の⽣活や、�
⼈間関係に影響をしています。くり返される、�
感情という反応の本質にある意味を知る事が⾃�
分を理解する事になります。

このセッションは、その感情がもつ意味を知�
り、どう活かせばより良い⽅向に向かう為の原�
動⼒になるのかをカードを使いながら進めてい�
きます。
⾃分を育てていく感情を知り、⾃分を認め、受�
け⼊れ、次のステージに向かうスタートとなる�
セッションです。

セッション：30-40分 16,500円(税込)

インネイトリーディング

１．パワーポイントを知る
⾃分を知る事は、⽣きていく上で⼀番重要な事�
です。このセッションでは、今までの⼈⽣で培�
って来た強み（後天的）と⾃⼰が持つ（先天�
的）強みを知り、⼈⽣を前に進める原動⼒にし�
ていくいきます。

２．ハートクエスチョン
その上で、現状をより良い⽅向に向かう為の、�
問いかけを⾏っていく事で、最適な応えを⾃ら�
から引き出していきます。

セッション：60-90分 33,000円(税込)

PLT整体

深層筋や神経・動脈・全⾝のリンパにソフト �
アプローチ
ファシア理論を⽤いて⾝体の深層の筋⾁、神�
経、動脈、全⾝のリンパにソフトタッチな振動�
を与えます。⾝体が本来持つ⾃然治癒⼒と共鳴�
させ、短時間でより良い⾝体状態への回復をは�
かる施術です。

⼼と⾝体は⼀体です。⾝体に不調があるとき、�
⼼にも影響があります。⼼と同時に⾝体状態を�
改善へ向かわせることで、相乗効果が期待きま�
す。

施術：お試し70分��16,500円(税込)
90分��25,300円(税込)



個人セッション セッションを通して脳⼒開発やカウンセリングを⾏い
望む未来へ進む⽅法を学ぶ。

グラフォロジー(筆跡⼼理学) マインドリセット

⼿書きの⽂字には、たくさんの情報が含まれ�
ています。寄せ書きの中で、⾃分が書いた⽂�
字を必ず⾒つけられるのは、その⽂字にあな�
た⾃⾝が現れているからです。
周囲と質の⾼い関係性を作るには、まずは⾃�
分⾃⾝を客観的に観るという視点を持つこと�
がポイントです。
このセッションでは、統計に基づき、書き⼿�
の性格や⾏動の特徴を分析する⽅法や、⽬標�
に向けて進んでいく為の⽂字の活⽤⽅法をお�
伝えします。

不安や⼼配を持ったままでは前に進めません。
放っておけばどんどん⼤きくなる不安や⼼配は�
「解除」することができます。

⼈に備わっている機能性や繰り返すメカニズム�
を学び、⽬的に活かしていく⽅法を習得してい�
きます。

繰り返すことを終わらせ、望む状態にシフトさ�
せいく為の法則やロジックがたたみ込まれたプ�
ログラムです。

セッション：体験����50-60分/回 ���5,500円(税込) セッション：全４回��60-90分/回��110,000円(税込)

グレート・リセット

あなたが望む⽬的へ到達するためには、⾃分�
の過去の価値観でできた「軸」が、どの位置�
にあるのかを⽬定め、その軸が本当に望む位�
置へ移動できる「パワーとハンドリング能�
⼒」を持っているか、専⾨家の⼿を借りてチ�
ェックする必要があります。
このセッションは、今、あなたがどんな状態�
でどこにいるのかを⾒定め、⼼の反応をリセ�
ットするために最適なきっかけを提供しま�
す。

セッション��初級：90-120分 ���495,000円(税込)
全３回�  �上級：90-120分 1,650,000円(税込)全３回� 50-60分/回� 55,000円(税込)



セミナー開催 ⽬の前の課題や⽬的に直ぐに活⽤できる情報を集団で
リアルタイムで学ぶ。

和多志の毎日配信LINE＠

「和多志の毎日配信LINE＠」では１週間意識 
して取り組むと成長に繋がる学びを毎日配信 
しています。
ぜひ登録して課題や目的に活かしてみてくだ 
さい。

セミナーの開催情報をこちらで受け取れます。



個人向け動画学習 ｅラーニングコンテンツ。
１本５分前後の動画で学び⽇常に活かす。

⽉�額
(税込)

プラン お試し インキュベーション会員

無料

サブスクリプション(⽉額制)

9,900円

ホワイトボード形式 講義形式(元アナウンサー:原綾⾹) アニメーション形式



ボディから人の持つ機能性を最大限に引き 
出すプロフェッショナルを目指します。

MBP整体取得コース

メンタルから人の持つ機能性を最大限に引
き出すプロフェッショナルを目指します。

MBP取得コース

講師としてカウンセリングやリーディング 
を行い個人の課題や目的達成をサポート。

MBP個人向け講師取得コース
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MBP取得コース メンタル・マインドから⼈の持つ機能性を最⼤限に引
き出すプロフェッショナルを⽬指します。

1

2

Ｅラーニング
【無料/有料】

１本あたり５分の
動画学習を通じて
自分自身の課題に

活かしていく

セミナー
【オン/オフライン】
リアルタイムで学ぶ 
事により、講師との 
会話や質疑応答が可 
能に。動画学習とは 
異る体験ができます

9,900円(税込)
/月

〜11,000円(税込)
/回

個別セッション
セッションを通して
担当メンターから

個人の望みへの的確なイン 
ストラクションがあり、目 
的達成のサポートを得る

３〜５.5万円(税込)
初級/月

５5万円(税込)
上級/月

※別途交通費・場所代が発生する場合 
がございます

指導
【メンタリスト
ブレイン養成】

セミナー、個別セッ 
ションを提供できる 
技術を身に付ける。

講師になる為の
指導を得る

220万円(税込)
/一式

育成
【メンタリストブレ
インを養成・育成】
メンタリストブレイ
ンのサポート・アシ
ストを行うことで

プロのメンタリスト
ブレインとしての
能力を向上させる

④MB養成指導
受講者のみ開示

継承
【エグゼクティブ

メンタリストブレイン】
テクニック（技術）と
フィロソフィー（生き

方）共に十分に継承され
たメンタリストブレイン

の最高ポジション

④MB養成指導
受講者のみ開示



1

3
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個別セッション
セッションを通して
担当メンターから

身体の機能性や仕組みなど 
座学も取り入れながら個人 

の身体に合わせた
セルフケアの指導があり
実生活で活かしていく。

2

MBP整体取得
コース

ボディから⼈の持つ機能性を最⼤限に引き出すプロフ
ェッショナルを⽬指します。

Ｅラーニング
【無料/有料】

１本あたり５分の
動画学習を通じて
自分自身の課題に

活かしていく

9,900円(税込)
/月

整体セミナー
【オン/オフライン】

リアルタイムで
学ぶ事により

講師との会話や
質疑応答が可能に。
動画学習とは異なっ
た体験ができます

〜11,000円(税込)
/回

５5万円(税込)
上級/月

※別途交通費・場所代が発生する場合 
がございます

指導
【メンタリスト

ブレイン整体師養成】
MB整体師として独立開業 

し活動できる技術を
身に付ける。

開業や新事業ローンチの 
関してのコンサルティン 

グもある

220万円(税込)
/一式



MBP個人向け
講師取得コース

講師としてカウンセリングやリーディングを⾏い個⼈
の課題や⽬的達成をサポート。

シグナルリーディング

シグナルリーディングとインネイトリーディングをマスターしライセンス取得で�
きるコースです。
「⼈の役に⽴つ」為のコンテンツとして活⽤していただけるものとなっていま�
す。
相⼿に役⽴てたことでの”喜び”と”⾃⼰価値が⾼まる”ことで、周囲への幸福の連�
鎖を起こすきっかけにもなります。
メンタルケアの⼀つとして、是⾮⾝に付けて活⽤してください。

インネイトリーディング マインドリセット

マインドリセットをマスターしライセンス取得できるコースで�
す。
⼈の機能性と構造のメカニズムとロジックを学び「⼈の繰り返�
しを終わらせ、望む⽅向に向けって動き出せる」為のコンテン�
ツとして活⽤していただけるものとなっています。
取得後はメンターとして活動していただけます。

費⽤(税込)

時�間

提�供

40分(体験)／120分�(指導)

220,000円

�シグナルカード・マニュアル

費⽤(税込)

時�間

提�供

120分×4回(体験)／120分×2回�(指導)

440,000円

マインドリセット冊⼦・データ

※マインドリセットを
体験済みの⽅は33万円(税込)



和多志の学問を用いてセミナーやセッショ 
ンをご自身で取り組みたい方向けのコース

シフトアップコース

和多志のコンテンツ販売のみの活動をして
いただくパートナー様用コース

パートナーコース

04 代理店加盟

※詳細につきましてはinfo@watashi-me.jpへお問合せください。



05 和多志について



和多志とは？

組織や個⼈が持つ課題の�

クリアーをサポートし

望む未来へ導く教育会社



Vision
和多志たちは、志を強く持ち
世界での活躍を⽬指していく氣を�
⾼め、⽣きるために成⻑する、成�
⻑するために⽣きる
「喜怒哀楽」のどんな状況・状態�
も受け⼊れ�笑顔で楽しむ
そして、仕合わせを感じさせるこ�
とのできる社会を⽬指します。

⽣きるために成⻑する

成⻑するために⽣きる



株式会社�和多志会社名

代表取締役 �野村�祥孝

住所 〒106-0032 
東京都港区六本⽊2-2-6 
福吉町ビル6階

資本⾦ 100万円


