
プレミアム  
ビジョン・メーキング 

受講メリット 



プレミアム ビジョン・メーキング 

 リーフレットURL: goo.gl/EET2W1 

 

Benefit 
“人生のBig Picture”を得る！ 

 

“人生のコペルニクス的転回”を実現！（金持ちの秘訣） 

 

“人生のWay Out（解決策）”を出せる！ 

 

      【ビジョン・メーキング情報】 

       http://v-i-sion.com/personal/ 
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これまで の個人ビジョン・
メーキングの実績！！ 

https://goo.gl/EET2W1
http://v-i-sion.com/personal/
http://v-i-sion.com/personal/
http://v-i-sion.com/personal/
http://v-i-sion.com/personal/
http://v-i-sion.com/personal/
http://v-i-sion.com/personal/


１．津崎講師がマンツーマンセッションを行う理由 

もちろん、効果が絶大！ 

津崎とのセッション（ディスカッション）で、自分だけで掘り下げられない深さまで到達でき、
整理できる 

人の心の奥ひだ（琴線）にまで触れることができ、「人間の本質の探究」をしている！ 

このことで、ビジョン社のプログラムは本質的で奥深く、セミナー・研修もTOP評価を得ている 

 

２．Amazing Effect（驚くべき効果） 

 “成功して幸せになることができる！” 

 

３．Reason （理由） 

 ビジョン（理想）に向かうから！ 

 理想に向かい達成して、幸せにならない人はいない 
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４．Benefit 

 

“人生のBig Picture”を得る！ 
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・自分の人生の全体像が言語化できる 
・これによって頭が整理され、人生の全体最適（優先順位）が分かる 
・これにより、全ての部分（仕事・家族・趣味など）が繋がり、頭の中に人生のMAP  
 ができる（過去・現在・未来） 
・人生の全体像（ Big Picture）が未来も含めて明確化するので、一気通貫の軸が 

 通り、何が起きてもビクともしない自分が出来上がる仕組み 
 



４．Benefit 

“人生のコペルニクス的転回”を実現！（金持ちの秘訣） 
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・「個の確立」で、本当に何にも依存せず、「自分の足で立って、自分の頭で考えて、 
 自分の責任で生きる」ようになる 
・この柱が立つので、自分がぶれない 
・自分を主体（メイン）として、ツール（手段）をサブと位置づけると、ツールの役割も明確に 
 深掘りでき、整理できる （ツール：会社・仕事・勉強・お金・キャリア etc.） 
・これこそが、「コペルニクス的転回」と呼ぶもので、自分が主体となって、ツールを如何に 
 使いこなすかの、極めてポジティブで能動的な人生を手に入れることができる 
 （受身的人生からの脱却/１８０度転換） 
・これにより、ツールが持つメリット/アドバンテージ/経営資源などを活用できる（自分の 
 人生に果てしなく取り込める）考え方を確立できる 
・よって、全ては自分で手に入れることができる、豊かになる（お金持ちになる）考え方となる 



 １．自分はビジョン（理想）に向かう 
 
 ２．その中で、ビジョンに照らしてツール（手段）を 
   整理し、活用し抜く 
 
 ３．そのことで、これまで会社に依存するような 
   受身的な人生から１８０度転換し、むしろ逆に   
   自分のビジョンのために会社を活用する、能動的 
   な考え方に転換する 
 

 ※コペルニクス的転回 
   旧来の天動説に対するコペルニクスの地動説のような180度の大転換      

     発想を根本的に変え、新しい局面が切り開かれることをいう 

お金 

勉強 

仕事 

ビジョン 

etc. 

会社 ツ
ー
ル
（手
段
）サ
ブ 

■「コペルニクス的転回」 

【自立】メイン 6 



４．Benefit 

“人生のWay Out（解決策）”を出せる！ 
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・モヤモヤしていることは考えになっていないので、ビジョン・メーキングで全て言語化 
 （形式知化）する（考えにしていく） 
・抽象度の高いもの（ビジョン・社会貢献など）まで言語化し、自分の中で各々の 
 定義を持つことができる 
・このことで頭の中が整理され、京都の条里制（碁盤目）のようになり、さらには、そこに 
 入る引き出しの数が増えて、引き出しそのものの中身が濃く（考えが深く）なる 
・これにより何がどうであろうと、考えることができる（引き出しを引き出したり、組み合わせ 
 て解決策を出せる）ようになる 
・これが高じると津崎のように、どんな難題・課題でも「Way Out（解決策）」を 

 導くこともできるようになる 
 



 

５．Reason to believe （信頼の理由） 

  

 １）これまで300人超の個人ビジョン・メーキングを実施し、2000人超のセミナー・研修実績がある 

 ２）なにより開発者の津崎が「飛龍」の時にある 

  （修行を極めたので、龍のように一気に空を飛び驚異的に発展している） 

 ※「飛龍」 

 易経は「龍の成長（六段階）」にたとえて人の修行（進化）のプロセスを 表現 

   １【潜龍（志を培う）】  ２【見龍（師を見習う】  ３【乾惕（ケンテキ：技を磨く）】   

 ４【躍龍（修養を極める）】  ５【飛龍（志を達成する）】  ６【亢龍（力が衰える）】  

 ３）ビジョン社が“世界で唯一の商品”である「VMBA（ビジョン・メーキング＋MBA）」で大成功！ 

 ４）事業プラットフォームを確立 

  「地方銀行・経営者ネットワーク・企業研修・経営コンサルティング・株式上場サポート」など 
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５．Reason to believe （信頼の理由） 
 

５）実績 

≪２０１７年度・金融機関セミナー≫ 

■静岡銀行様：   「社長の右腕」養成コース 

http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/04/migiude.pdf 

■愛知銀行様：   「道具としての経営理論」セミナー 

http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/07/aigin1.pdf 

■福岡銀行様：   「経営実践論の基礎」セミナー 

http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/08/fukugin1.pdf 

■愛知銀行様：   「次世代経営者プログラム」【ベーシックコース全３回】 

http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/08/aigin2.pdf 

■多摩信用金庫様：  「経営実践論の基礎」セミナー 

http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/08/tamashin.pdf 

■ちばぎん総合研究所様： 「ビジョン・中期経営計画の策定」講座（ちばぎん総研ビジネススクール） 

http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/09/chibagin.pdf 

■豊川商工会議所様： 「マネージャーのあるべき姿とは」セミナー 

http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/10/toyosyo.pdf 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/04/migiude.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/04/migiude.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/04/migiude.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/04/migiude.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/04/migiude.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/04/migiude.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/04/migiude.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/07/aigin1.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/07/aigin1.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/07/aigin1.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/07/aigin1.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/07/aigin1.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/07/aigin1.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/07/aigin1.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/08/fukugin1.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/08/fukugin1.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/08/fukugin1.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/08/fukugin1.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/08/fukugin1.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/08/fukugin1.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/08/fukugin1.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/08/aigin2.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/08/aigin2.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/08/aigin2.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/08/aigin2.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/08/aigin2.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/08/aigin2.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/08/aigin2.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/08/tamashin.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/08/tamashin.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/08/tamashin.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/08/tamashin.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/08/tamashin.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/08/tamashin.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/08/tamashin.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/09/chibagin.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/09/chibagin.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/09/chibagin.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/09/chibagin.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/09/chibagin.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/09/chibagin.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/09/chibagin.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/10/toyosyo.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/10/toyosyo.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/10/toyosyo.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/10/toyosyo.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/10/toyosyo.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/10/toyosyo.pdf
http://v-i-sion.com/information/wp-content/uploads/2017/10/toyosyo.pdf


５．Reason to believe （信頼の理由） 
 

５）実績（予定） 

≪今後の金融機関セミナー予定≫ 
 

・1月  多摩信用金庫様：  「社員が幸せになる”個の確立”の働き方セミナー」 

・2月  ちばぎん総合研究所様： 「社長の右腕のつくり方セミナー」 

・3月  静岡銀行様：   「経営実践論の基礎」セミナー 

    「問題解決のためのビジネス交渉術」 

                  「アイデア発想：５Ｗ１Ｈで思考キャンバスを広げる」 

・5月  ちばぎん総合研究所様：  「ビジョン・中期経営計画の策定」講座（ちばぎん総研ビジネススクール） 

・6月  あしぎん総合研究所様： 「社員が幸せになる”個の確立”の働き方セミナー」 

    群馬銀行様：  「社長の右腕のつくり方セミナー」     

・7月  常陽産業研究所様： 「経営ビジョンの策定と経営実践論の基礎」 

・10月  ちばぎん総合研究所様：  「ビジョン・中期経営計画の策定」講座（ちばぎん総研ビジネススクール） 

                                           （その他多数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 



 
一般書籍 
 

日本実業出版社 
グラフ社 

「道具としての経営理論」 
「絶対にぶれない自分のつくり方」 
「花屋のMBA」 

アップル製品 
アプリ(App Store) 
電子書籍(iBooks) 

「ビジネスマン人生相談塾―GERU」 
「絶対にぶれない自分のつくり方」 
「花屋のMBA」 
「180分で学ぶエッセンシャルMBA」 
「絶対にぶれない脱サラ起業ストーリー」 

アマゾン製品 電子書籍(Kindle） 

「絶対にぶれない自分のつくり方」 
「花屋のMBA」 
「180分で学ぶエッセンシャルMBA」 
「絶対にぶれない脱サラ起業ストーリー」 

５．Reason to believe （信頼の理由） 

５）実績 

≪一般書籍・電子書籍・アプリ≫ 
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http://www.amazon.co.jp/gp/product/4766214021/
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■マインドセット  

    ビジョン社のプログラムの最大のアドバンテージはマインドセット 
  この入口の部分を設定できるため、「何のために研修を行うか」を明確にし、VMやMBAを体得し、   
  行動変容を起こすことが可能になる 
 

＊マインドセットとは 
 「考え方の基本的な枠組み」のこと 

 
 「思考態度」 「思考様式」 「何のためにやるかの考え方」 

 
 個人では、マインドセットは知識・スキルを意味づけるのに役立つ 
 知識・スキルを学ぶ際に、その意味や目的（何のため）を意識するかは、結果に大きな違いをもたらす 

 
 組織では、マインドセットは意思決定の上で重要な役割を担う 
   企業ビジョン、経営戦略、社史などで形成され、目標等を定める際の指針となる  

６．その他 
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■マインドセットとは 

◆ビジネスパーソン 

      【スキル】 
      ・技術   
      ・実践方法 

【アプリケーション】 
 ・ワード 
 ・エクセル 
 

 【マインドセット】 
  ・心構え 
  ・考え方 

【オペレーティングシステム】   
       （OS) 

 ・Windows 
 
 

◆コンピューター 

  スキルはマインドセットというOSが無ければ、うまく機能しない 

＝ 
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■リベラルアーツ教育 
  

ビジョン社の教育は「リベラルアーツ教育」とも称することができる 
大学の一般教養のようなイメージだが、 

「人としてなぜ生きて学んで働くのか、という根源的な問い・教育」
であり、大学でもその本質的な内容を教えていないので、ビジョン社
が日本の本質的なリベラルアーツ教育の先駆者ともなる思いを表現し
ている 

 

「自由を重んじる、人としての基礎学問」であり、まさに 

「個の確立」の考え方となる 
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個の確立 
種類 対象 求めるもの メソッド 

①精神的 心の自立 
生きるための羅針盤    

   （キャリアプラン） 

ＶＭ（ビジョン・メーキング） 

（書籍：「絶対にぶれない自分のつくり方」） 

②経済的 金の自立 
生きるためのビジネス    

     （事業計画） 

ＭＢＡ（経営理論） 

（書籍：「道具としての経営理論」） 真の自立 

 世界中の企業、人々が「個の確立」を図ることをサポートしている 
 

 「真の自立」には、「心の自立」と「金の自立」を獲得すること 
 

 「ＶＭ＋ＭＢＡ＝ＶＭＢＡ」をマスターすること 
  

■「個の確立」を提唱 
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１．自立した次世代リーダーは 
  自分軸を持ち仕事を担う 
 
２．自分軸を持つ次世代リーダーは 
  深い考えで仕事をこなす 
 
３．深い考え（ビジョン）を持つ 
  次世代リーダーを育成し、会社の器量も 
  大きくなるように貢献する 

①知識（情報） 

③掘り下げ 

次世代リーダーの器量 

②知恵（経験） 

真の自立 

   ■自立した人格 
       

  「“個の確立”の次世代リーダー」を育成 
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経営理論（MBA） 

経営人材教育 

社会人教育 

アイデンティティ教育 
リベラルアーツ教育 

マネジメント教育 

「個の確立」 

Ⅰビジネスパーソン 

  人材開発 

Ⅱ教育体系 

Ⅲフィロソフィー 

社業に貢献する人財輩出の仕組み 

【ビジョン社の教育の体系】 
    

ビジョン論（VM） 
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Ⅱ 

修猷グループ 

■ビジョン社のオフィス/ミーティングスペース・・・「渋谷ヒカリエ」 
 渋谷ヒカリエ8階 8/（ハチ） Creative Lounge MOV（クリエイティブラウンジ モヴ） 
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http://www.shibuyamov.com/

