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旧脳トレオンラインレッスンメンバーさま 
2021.4.25に開催された 

「脳トレ生まれ変わりPJ説明会」を 
覚えてますか？



今の脳トレを 
ピンク/ブルーの 
２つに分けます。

補足資料



ピンクとブルーの関係性について

核

伝えることの核はブルーもピンクも同じ。 
ただ、年齢や属性によって受け入れやすい 

世界観や言葉遣いなどが異なるため 
今の脳トレを２つの打ち出しに分けます。

核

こうではない

広がり 
認知度

高さ・深さ

イメージ＝化粧品会社 
（例）カネボウの中に価格帯の違う 

コスメブランドがある感じ。 
コフレドール（高価格帯・デパートコスメ） 
ケイト（低価格帯・ドラッグストアコスメ）

補足資料



ピンクとブルーのイメージ対比

【目指したい姿（仮）】 
心の学びをカジュアル・ポップ・オシャレなものに塗
り替えたい。 
悩みを持つことはかっこ悪いことではなく、人生を真
剣に考えているからこそで出てくるものであることを
伝えていく。 
鬱や精神疾患などの状態になる前に、気軽にメンテナ
ンスできる心のエステや美容室のような場所。 
美容ファッション企業と協業できたら最高。

【目指したい姿（仮）】 
今の脳トレをもっと体系化して、『学問』のような見
え方にしたい。 
どちらかというと『優秀な人』に思われることが多
く、真面目で常識的、かつ能力が高いがゆえに窮屈に
なっている人が本質を語り合える場所を作りたい。 
将来的にキャリア関係の企業や学校、医療系と繋がり
たい。

新生・脳トレ 名前・ヒミツ♡

補足資料



核

補足資料

「ブルー脳トレは0から作るので時間がかかります」 
「ピンク脳トレを出した後に取りかかります」 

と昨年4月にお伝えしていたブルー脳トレ 
当初は2022年から作り始める予定だったものを 

超特急で作りはじめて仕上げました…！

今回２月からリリースするのは 
この図で示すブルー脳トレです

ピンク脳トレは3月目安で 
プティフルールbyNOUTORE 
オンラインサロンとして 
リリースしなおします。

2021年9月に出したカレッジは 
もともとピンク想定だったのですが 
ブルータイプのメンバーさんが多く 

完全にフィットしているとは 
いえない状態でした。



旧メンバーに新カレッジをオススメしたいかどうか
【オススメな人】 
・レッスン卒業後、思うように現実が展開していない 
・今のまま過ごしても本命オーダーが叶う未来を信じられない 
・かなり早いテンポで現実が動いても大丈夫なメンタルになっている 
・旧の知識だけでは心もとないと感じていた 

【オススメしない人】 
・レッスン卒業後、脳トレを使いこなして現実を十分展開できている 
・今のまま過ごせば、本命オーダーもいずれ叶うだろうと確信している 
・急激な変化が大きなストレスになりそうと感じる 
・あまり密な知識を入れたくない
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では、本題に入ります。 
（主に現行カレッジからの変更点）



脳トレカレッジがスタートして早４ヶ月...

はじめに

たくさんのご要望をいただきました

レッスンの 
アーカイブ動画が

ほしい！

あの講師のレッスンを
継続して受講したい！

基礎から体系的に
学びたい！

グループではなく 
1人でレッスンに 
取り組みたい！



はじめに

カジュアルに学べる環境

金額 ジャンル 形態 内容

よりフィットする形・内容へ
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【現在】 

● ご自身のビジョンや叶えたいオーダー、 
興味があるジャンルからレシピを選択 

● バラエティに富んだ講師陣 
● 毎月異なるレシピをお届け

カリキュラム変更点　概要

【変更後】 

● 個人で取り組む、複数人で取り組むなど 
ご自身の学びたいスタイルから選択 

● 経験豊富な講師陣 
● 基礎から応用まで”身に着ける”

”学ぶ内容”を充実 ”学び方”を充実
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①　メニュー内容 

 より効果的なレッスン内容へメニューを変更 

 ”ジャンルが充実したカリキュラム”から”学び方が充実したカリキュラム”へ 

②　価格 

 現在の4プランから価格を変更、新価格４プラン登場 

 
③　レッスン担当者 

 経験豊富なスタッフがレッスンを担当

新カリキュラム　ポイント



メニュー内容

【変更後カリキュラム内容】 

以下の４つのカリキュラムからレッス
ンが構成される 

01　基礎講座 

02　実践講座 

03　グループセッション 

04　個人セッション

01 
基礎講座 

（学び方講座付き）

02 
実践講座 

（ワーク付き）

04 
個人セッション 

03 
グループ 

セッション 



01　基礎講座

● 現カレッジ『脳トレ総合講座』の内容 

● 毎月3本の動画を6ヶ月（※）に渡りお届け 

● 動画1本当たりの時間は30分 

（※）レッスンの最低継続期間が6ヶ月に変更になります。 
 　　　詳細はレッスン価格の説明時にご案内いたします。 

【注意】 
動画のお送り方法は、オンデマンド配信方式です。 
ダウンロードしてのオフライン再生やレッスン退会後の視
聴はできません。

【担当講師】

江藤有紀   葵まい

01 
基礎講座 

（学び方講座付き）

02 
実践講座 

（ワーク付き）

04 
個人セッション 

03 
グループ 

セッション 



01　基礎講座　内容

受講月 内容

1ヶ月目 オーダーについて
オーダーを叶えるための 
日常生活の過ごし方

現実世界について

2ヶ月目 脳と心について 望みを叶えるための脳と心の使い方 無意識領域へのアクセス方法

3ヶ月目 現実変化について 感性とオーダーの関連性 感情の言語化

4ヶ月目
現実を動かすための 
感情との付き合い方

オーダー対象との重量関係 重量バランスを調整して現実を動かす

5ヶ月目 望みの具現化と時間軸 タイムラグの存在意義 時間の流れの調整法

6ヶ月目 過去と未来へのリンク１ 過去と未来へのリンク２ 現在地把握



02　実践講座

● 基礎講座を実生活に使った場合の実例や分析に
ついてお伝えする講座でケーススタディが中心
（ワーク付き） 

● 毎月1本（90～120分）の動画をお届け 

● 内容は毎月変更、向こう6ヶ月分の内容を事前
にご案内 

● ジャンル毎に担当講師が変更することで、充実
した内容のレッスンをお届け

【担当講師】

江藤有紀   葵まい saki みい 小原彩夏

01 
基礎講座 

（学び方講座付き）

02 
実践講座 

（ワーク付き）

04 
個人セッション 

03 
グループ 

セッション 



02　実践講座（2~7月内容）

受講月 内容

2月 脳トレ的「望みの先を見る方法」とは

3月 大切な人とのご縁を繋ぐオファーと受託の使い方

4月 願いをドンピシャで叶えていくシンクロの起こし方

5月 意識のフォーカス先を変えて重量バランスを調整する方法

6月 タイムラグを最小化する日常の過ごし方

7月 現実をダイナミックに動かす亡霊処理

※8月以降も基礎講座を日常で使うための実践的な内容を都度お届けします。



03　グループセッション

【担当講師】

江藤有紀   葵まい saki みい 小原彩夏

01 
基礎講座 

（学び方講座付き）

02 
実践講座 

（ワーク付き）

04 
個人セッション 

03 
グループ 

セッション 

グループセッションを月に11回開催（お1人様月1回） 
東京対面5回、仙台対面1回、神戸対面1回、福岡対面1回、オンライン3回 

・有紀 （2回）（東京 / 神戸 or 福岡） 
・彩夏 （2回）（東京） 
・saki  （2回）（オンライン） 
・みい （2回）（仙台 / オンライン） 
・まい （3回）（東京 / 神戸 or 福岡） 

各回定員を少数としているため、じっくり相談が可能 

（※）参加者さまの個人情報保護の観点よりオンラインの場合であっても 
　　　アーカイブは残りません、ご了承ください



03　グループセッション　スケジュール
曜日 月 火 水 木 金 土 日

第１週

第２週 地方対面 
（仙台：みい） 
（神戸：まいor有紀） 
（福岡：有紀orまい） 
13:30~15:00 

東京対面 

（メイン担当：彩夏） 

11:00~12:30（⭐） 

13:30~15:00

第３週 東京対面 

（メイン担当：まい） 

11:00~12:30（⭐） 

13:30~15:00

東京対面 
（メイン担当：有紀） 
13:30~15:00 

第４週 オンライン 

（メイン担当：みい） 

20:00~21:30

オンライン 

（メイン担当：早紀） 

11:00~12:30（⭐） 

13:30~15:00

※スケジュールは固定ですが、都合により担当が変更になることもあります。 

※グループ脳トレの参加者が35名以下の場合（⭐）の回はなくなります。



04　個人セッション

● 対面（東京）又はオンラインにて個人セッションを提供 

● 参加回数は月にお1人様１回まで 

● お申し込み時にセッション担当者を2名から選択 

● 小原：対面45分、オンライン30分 
みい：対面・オンライン共に50分 

予約方法は以下のとおり 
①予約可能日時をご案内 
②予約可能日時からご希望の日時を選択 
（※）万が一予定が合わない場合は、担当者と要相談 
（※）小原彩夏担当分は日程固定、みい担当分は前月20日に翌月のス
ケジュールを公開

【担当講師】

小原彩夏 みい

01 
基礎講座 

（学び方講座付き）

02 
実践講座 

（ワーク付き）

04 
個人セッション 

03 
グループ 

セッション 



04　個人セッションスケジュール　小原彩夏（毎月固定）

曜日 月 火 水 木 金 土 日

第１週

第２週 19:00~ 
20:00~

15:30~ 
16:30~

第３週 19:00~ 
20:00~

15:30~ 
16:30~ 
17:30~

第４週 19:00~ 
20:00~

13:00~ 
14:00~ 
15:00~ 
16:00~



04　個人セッション　スケジュール　2月谷川みい
月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 

11:00～,15:30～ 
仙台対面/オンライン

13

14 15 

19:30～,20:30～ 

オンライン

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 

11:00～,13:00～ 
14:00～.15:30～ 
東京対面/オンライン

27 

10:30～.11:30～ 
東京対面/オンライン

28



料金体系

チケット枚数に応じて 
プランを選択

個人学習、双方向学習を 
好みのスタイルから選択可能

【現在】チケット制 
トライアルプラン　　11,000円（税込） 
ベーシックプラン　　22,000円（税込） 
プレミアムプラン　　33,000円（税込） 
パーフェクトプラン　55,000円（税込）

【変更後】メニュー別 
セルフ脳トレプラン　   　 22,000円（税込） 
グループ脳トレプラン　　 38,500円（税込） 
プライベート脳トレプラン 44,000円（税込） 
スペシャル脳トレプラン　 55,000円（税込）



料金体系

セルフ脳トレ 
22,000円 
（定員なし）

グループ脳トレ 
38,500円 

（スペシャルと合わせて50名）

スペシャル脳トレ 
55,000円 
（定員25名） 

（彩夏15名/みい10名）

プライベート脳トレ 
44,000円 

（スペシャルと合わせて25名） 
（彩夏15名/みい10名）

01 
基礎講座 

（学び方講座付き）

02 
実践講座 

（ワーク付き）

04 
個人セッション 

03 
グループ 

セッション 

01 
基礎講座 

（学び方講座付き）

02 
実践講座 

（ワーク付き）

04 
個人セッション 

03 
グループ 

セッション 

01 
基礎講座 

（学び方講座付き）

02 
実践講座 

（ワーク付き）

04 
個人セッション 

03 
グループ 

セッション 

01 
基礎講座 

（学び方講座付き）

02 
実践講座 

（ワーク付き）

04 
個人セッション 

03 
グループ 

セッション 
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よくあるご質問

Q1　6ヶ月の講座終了後、継続してレッスンを受講することはできますか？

A1　１クール（6ヶ月）各プラン月額11,000円引きで同内容のレッスン継続が可能です。（基礎講座は対
象外となります） 
席数の都合によりグループ脳トレ、プライベート脳トレ、スペシャル脳トレの３プランにつ　いては原則
として最長2クール（1年間）までとなります。その後は応相談です。

Q2　定員の関係でグループ脳トレ、プライベート脳トレ、スペシャル脳トレを希望していました　　
が選択することができず、セルフ脳トレを選択しました。何か対応はいただけますか？

A2　6ヶ月の講座終了後にグループ・プライベート・スペシャルの空き枠を優先的にご案内いた　　しま
す。その場合、Q1同様に基礎講座を抜いて各プラン代金より月額11,000円引きでご案内　　いたしま
す。



よくあるご質問

Q3　グループ脳トレ、プライベート脳トレ、スペシャル脳トレのプランを選択しています。 
　　 グループセッション、個人セッションの予定が合いません。どうしたらいいですか？

A3　申し訳ございませんが、グループセッションの振替は対応しかねます。 
　　参加者さまのご都合などを加味し、毎月固定で開催しますのでご調整をお願いします。 
　　個人セッションにつきましてはセッション担当者と個別に調整をお願いいたします。 
　　（個別調整の方法につきましては別途レッスン内でご案内させていただきます）

Q4　セルフ脳トレプランを受講しようと考えています。必要に応じて別途個人セッションを受　　 
けたいのですが、セッション提供者の個人セッションとの併用は可能ですか？

A4　可能ですが、セッション提供者が多忙につき、常時の受付が難しくなっております。 
　　そのためタイミングが合えば枠があるかもしれない程度とお考えください。 
　　 2月以降の脳トレセッション提供者は次の5名のみです。 

※参考：現在予定しているの一般向けセッション受付予定スケジュールは以下のとおりです。 
　江藤（6月?/12月）小原（1月）、玉田（プティフルール内のみ）、谷川（不定期）、葵（不定期）
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ご案内

● 現行レッスンの終了に伴い、カレッジ内のインフォメーション通り定期支払を全
て解約させていただきました。 

● 本日の説明会終了以降、ご質問がございましたら事務局公式LINEへご連絡をお願
いいたします。お時間を頂戴いたしますが、担当スタッフより回答いたします。 

● 新レッスンメンバー募集については、本日１月16日（日）より開始いたします。 
みなさまには先行してご案内させていただきます。詳細につきましては 
次ページの各プラン募集スケジュールをご覧ください。



各プラン募集スケジュール



プラン再掲&募集にあたっての備考

● 2022年2月募集の次は8月募集です（年2回募集、セルフは毎月募集） 
● スペシャルプランの参加者を最優先するため、グループ・プライベートの定員数は、スペシャルプラン希望者によって変

動します。 
（例：スペシャルに25名希望があった場合、プライベート募集はなし、グループ募集は25名） 

● 定員より多くの希望があった場合、申込時のコメントなどを参考に選考になる可能性もあります。 
（なるべく希望者全員が参加できるようにしますが、枠の都合上お受けできない場合はご了承ください）

プラン・月額費用 定員
自主学習 双方向の直接サポート

01 基礎講座 02 実践講座 03 グループセッション 04 個人セッション

セルフ脳トレ 
月額22,000（税込）

定員なし

グループ脳トレ　 
月額38,500（税込）

スペシャルと合わせて定員50名

プライベート脳トレ 
月額44,000（税込）

スペシャルと合わせて定員25名

スペシャル脳トレ  
月額55,000（税込）

25名



みなさまとご一緒できることを 
心待ちにしております！


