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ビューティフルライフラウンジ



今、募集をしてませんが 
特別にご案内します！

にっくんの秘密の発信講座©copyright



今日の講座を聞いて

・自分を伝えること。 
・継続的に発信、表現すること。 
・つながり続けること 
・想いやビジョンを語ること

これらが大事なのは分かった。 
でも・・・



こんなお悩みありませんか？
『自分を表現(起業や発信)したいけど、他人の目が気になる』

『そもそも自分のことや気持ちが分からない』

『にっくんおめぐみたいに自由に生きたいけど、できていない』

『人やお客さんとつながり続けたいけどその方法がわからない』

『自分の使命やビジョンがわからない』

『起業や発信について悩みが出たときに相談する相手がいない』

『起業や発信をしたいけど勇気が出ない』



そこで立ち上がったのが、 
ビューティフルライフラウンジ 

です！



もっと 
・自分を知り 

・自分らしさを表現して 
・仲間とつながって 
生きませんか？



ビューティフルライフラウンジの目的

やりたいことに挑戦する自分になる。

本当の安心や豊かさ、幸せ 
を感じて生きる

自分らしさや愛を表現して人と繋がる自分



自分らしさや愛を表現して人と繋がると・・・

自分を我慢して人とつながるのではなく、 
自分を表現して他者とも深くつながる

人とのつながりを実感できる 自分を愛せるようになる

安心が増える自分を認められるようになる

生きる目的を果たす自分 自分って結構いいやん！

世界って優しいやん！！生きてるって楽しいやん！！

やりたいことへの行動や挑戦できる自分



ビューティフルライフラウンジで 
実際にあった変化



実際に起こった変化

人見知りで馴染めるか不安だったが、 
→この場所が温かくて自分にとっての心の安らぎの場所を得た！！

社会人になって自分の心に気づけず泣くことをしてこなかったけ
ど→本当の自分に気づいて嬉しくて泣いています

セッションをやりたいと思って、ずっとできてなかった自分が、 
→セッションができるようになり喜ばれている！！

Yさん 30代

Kさん 30代

本当にやりたいことに好きなことに気づき、チャレンジし始めた！

他人に振り回されていると感じてた女性 
→自分で決める！という自己決定感を取り戻した！

Uさん 30代

Tさん 20代

Sさん 40代



実際に起こった変化

ビクビク他者の反応を伺っていたが 
→自らお茶会を主催して他人を笑顔にするようになっ
た

自宅にいながら、たくさんの仲間と出会えたり、 
実践できたり優しい世界を体感できた！

Tさん 40代

Iさん 40代

Aさん 30代

我慢して言いたいことを飲み込んでた女性 
→母親やパートナーに本音が言えるようになった！

２年間も動けてなかったやりたいことに向けて 
動き出せて形になった！

Bさん 50代



・現状維持メカニズム（潜在意識）

最大の難関(問題点)

・自分だけだと自分のことは分かりづら
い

他者の力を使う人が９割

・日常だと自分を表現するのが怖い

1人で乗り切る人は１割もいない

1人で取り組むと時間がかかる。堂々巡り



にっくんとおめぐが 
安心安全の場。自分を知り表現できる場 

を作りました！！



自分を知り、自分を表現して
仲間と共に、安心して生きていく

にっくんとおめぐのオンライン塾



他にはない３方向からのアプローチ

自分を知る（自己理解の機会）

自分を表現する 
（実践の場）

心のレッスン 
（学びの機会）



そして価値観の合う仲間も!
全国各地に友達もできる



しつもんワーク

なかなか自分一人では自分は見えない

・自分のことがわかってくる

１）自分を知る（自己理解の機会）

・潜在意識からの答えが出る
・他者とのシェアやフィードバック

自己理解、自己表現、自己受容が深まる





安心安全の場で表現

なかなか日常で自分を表現するのはハードルが高い

・にっくんおめぐみんなに受け止めてもらう

２） 自分を表現する（実践の場）

・他者からのシェアやフィードバック

・私を表現しても大丈夫かも。この私でもいいんだ。が育つ

日常でも自分を表現できる自分へ



特別動画レクチャー

ものの見方が変わると人生は変わる。

にっくんおめぐが実際に実践してきた

３） 心のレッスン（学びの機会）

ものの見方が変わる
落ち込むことが減り、生きやすく面白がれる自分へ

でも,1人だと思い込みやものの見方には気づきづらい

ものの見方が変わる考え方ややり方の伝授



自分を知り、 
ありのままの自分を 

表現する

受け止めてもらう
本当の 

安心,幸せ, つながり

やりたいことにも
挑戦できるように
なる

自分を知る,自分を表現する,安心が育つシンプル３ステップ



ビューティフルライフラウンジ内容

①月に１回、にっくんおめぐとメンバーさん限定
の２時間半のオンラインワークショップ

②月に１回、にっくんおめぐ特別収録
の動画セミナー(60分前後)

③メンバー限定Facebook秘密のグループによる
投稿と交流。コミュニティ内での発信も可能。
メンバー限定お茶会やおめぐの限定ライブ配信も！

もっと安心してもっと自分らしく本当に幸せな人生を生きるための
心のレッスン（秘訣やマインドややり方）毎月惜しみなくシェア!

※安心の場を作ることで最大の難関『自分のことがわからない』
『自分を表現するのが怖い』をみんなで超えていく。
※月２回まで参加可能！録画も観れるから安心！



ポイントは毎月、話せること
現状維持メカニズム 

（古いパターンに戻ろうとする）　

定期的に接することで 
自分を大事にすることが定着 

自分を表現する事に慣れて,自然に変化。

自分を大事にしないパターン/我慢するパターン　など



実際に起こった変化

人見知りで馴染めるか不安だったが、 
→この場所が温かくて自分にとっての心の安らぎの場所を得た！！

社会人になって自分の心に気づけず泣くことをしてこなかったけ
ど→本当の自分に気づいて嬉しくて泣いています

セッションをやりたいと思って、ずっとできてなかった自分が、 
→セッションができるようになり喜ばれている！！

Yさん 30代

Kさん 30代

本当にやりたいことに好きなことに気づき、チャレンジし始めた！

他人に振り回されていると感じてた女性 
→自分で決める！という自己決定感を取り戻した！

Uさん 30代

Tさん 20代

Sさん 40代



実際に起こった変化

ビクビク他者の反応を伺っていたが 
→自らお茶会を主催して他人を笑顔にするようになっ
た

自宅にいながら、たくさんの仲間と出会えたり、 
実践できたり優しい世界を体感できた！

Tさん 40代

Iさん 40代

Aさん 30代

我慢して言いたいことを飲み込んでた女性 
→母親やパートナーに本音が言えるようになった！

２年間も動けてなかったやりたいことに向けて 
動き出せて形になった！

Bさん 50代



メンバーさんの生の声
長年もやもや悩んでぐちゃぐちゃにからまっていたことが参加するたび「そっか！そうい
うことだったんだ」とするするほどけていきます。自分1人ではけっして気づけなかった
ことが参加することでスコーンと腑に落ちて納得しラクになりました。(Yさん女性)

同じ方向を向いている仲間とお喋りすることで、ぼやけてた本当の自分、『本当の
私』がはっきりと見えてきた。(Sさん女性)
ほんの1～2ヶ月で自分や世界に対する信頼度が上がってる感じです(Tさん女性)
BLLという、安心で居心地の良い場所の中で、にっ
くんおめぐサンはもちろん、メンバーさんからも沢
山学んだり癒されたり、毎日とても充実していま
す。(Iさん女性)

１人１人愛の形が違いを知れたので、疎遠になっていた家族と仲直りできまし
た！！！(Hさん女性)

ありのままの自分でつながることができるステキな
仲間ができました。直接会ってはいないけどとても
身近に感じ、自分は1人じゃないと実感していま
す。



講座受講生さん
3大特典



2日間限りの特典
①過去全40回（19万6,700円）の動画セミナーが専用サイ
トで参加中見放題。



こんな内容の動画が見放題！

本当の安心とは？本当の安心の作り方

自分が大事にしたい価値観を知るワーク

怒り（イライラ）をチャンスに変える

後悔しない人生の作り方

嫉妬をチャンスに変える

不安を上手に扱ってチャンスに変える

本当の自分の姿を知るワーク

あなたのエネルギーの源泉は？

さみしさをチャンスに変える

罪悪感をチャンスに変える

自分の方向性や使命を知るワーク

あなたの得意なこと（才能）を知るワーク



2日間限りの特典
②今すぐ使える!自分と他者の答えを導く
３つの魔法のしつもん動画セミナー

この３つの魔法のしつもんを使えば、 
・セルフコーチングができて。 
・自分で自分の答えを導くことができます。 
・目標達成や問題解決ができます。 
  
そして、他者の答えを導くこともできるので、 
・家族や仲間の相談に乗ったり、 
・同僚やクライアントさんの問題解決も可能になります。

※この内容は僕が１００万円以上かけて通った複数のスクールで 
教わったエッセンスとなります。

定価29800円を無料プレゼント！



2日間限りの特典
③本当の自分を知る秘密のスクール

『本当のじぶんをもっと知りたい！！』 
『じぶんの使命や潜在意識を知りたい。』 
  
という方もいるかと思います。 
  
そんな方のために、 
本当の自分を知るに特化したコースもご用意。

※このスクールは月額９８００円のスクールになります。 
この期間にお申し込みいただくとなんと、 
こちらのスクールも無料で毎月参加いただけます。

　　毎月　９８００円　
→ 　毎月　無料で参加可能　　



今回さらにスペシャル５大特典(2 3万円相当)
なぜ９割の人の年始の目標が叶わないのか？ 

　　夢や目標を叶える人の秘密（９８０００円相当）

あらゆる悩み問題を自分で解決！！！！セルフコーチング術
（５万円相当）

誰でもできる自己肯定感UP!!!シンプル日記術！（３万円相当）

グループコンサル（おめぐとにっくんと語る会）参加権利
（３６，０００円相当）

にっくんと飲み会！特別無料参加券 

（１３０００円相当※飲食代のみ別途）



他にも、メンバー限定特典

沖縄合宿やリトリートが通常料金から数万円割引

メンバー限定お茶会参加権
メンバー限定グループにておめぐのLIVE配信参加権

メンバー限定オンライン飲み会参加権

にっくんおめぐのリアルイベントがメンバー割引
メンバー限定のオフ会やイベントの参加権



・現状維持メカニズム（潜在意識）

最大の難関(問題点)

・自分だけだと自分のことは分かりづら
い

他者の力を使う人が９割

・日常だと自分を表現するのが怖い

1人で乗り切る人は１割もいない

1人で取り組むと時間がかかる。堂々巡り



２つの壁

コーチングやコンサル・・・・３０万
円～１００万円以上

自己理解スクール・・・３０万円～

自己表現できるスクール・・・３6万円～

高い　×　複数行く必要



別々に受講すると

総額96万円～



このプログラムの価値

800万円分の知識とノウハウ
❌

7年以上の心を扱う仕事の経験
❌

10年以上の実際のビジネススキルと経験



ビューティフルライフラウンジまとめと価格

①月に１回、にっくんおめぐとメンバーさん限定
の２時間半のオンラインワークショップ

②月に１回、にっくんおめぐ特別収録
の動画セミナー

③メンバー限定Facebook秘密のグループ参加。

※塾加入中は収録動画を何度でも観れます

※塾加入中は収録動画を何度でも観れます

月額：９８００円（税込）



受講生さんへの 
２日間限定特別価格



2日間限りの特別価格

14,600円引きで

5,000円 /月　(税別)

ビューティフルライフラウンジ9,800円/月(税別) 

本当の自分を知るスクールで　9,800円/月(税別) 

合計19,600円/月(税別)のところ



銀行振込（年間払い）　or　クレジット決済（月払い）

※年間一括払いの場合は（通常６６，０００円/年　⇨５５，０００円/ 年）
と1万円以上お得です。銀行振込となります。

支払い方法は？



これだけ手に入る

過去全40回（19万6700円）の動画セミナーが手に入る

定価29800円の自分と他者の答えを導く３つの魔法のしつも
ん動画セミナーが手に入る

今、入会すると会費が14,600円引き/月の5000円/月で、

定価9800円/月の本当の自分を知る秘密のスクールに
毎月無料で参加できる

定価9800円/月のビューティフルライフラウンジのサービ
スがすべて受けられる

いつやめてもらっても構いません



これだけ手に入る
なぜ９割の人の年始の目標が叶わないのか？ 

　　夢や目標を叶える人の秘密（９８０００円相当）

あらゆる悩み問題を自分で解決！！！！セルフコーチング術
（５万円相当）

誰でもできる自己肯定感UP!!!シンプル日記術！（３万円相当）

グループコンサル（おめぐとにっくんと語る会）参加権利
（３６，０００円相当）

にっくんと飲み会！特別無料参加券 

（１３０００円相当※飲食代のみ別途）



ビューティフルライフラウンジまとめ

①月に１回、にっくんおめぐとメンバーさん限定
の２時間半のオンラインワークショップ

②月に１回、にっくんおめぐ特別収録の動画セミナー

③メンバー限定Facebook秘密のグループ参加。

※塾加入中は収録動画を何度でも観れます

※塾加入中は収録動画を何度でも観れます

④月に１回、にっくんおめぐとメンバーさん限定
の２時間半の本当の自分を知るスクール

※塾加入中は収録動画を何度でも観れます



毎月 
にっくんやおめぐに 
会えるのはここだけ



お申込み条件

・講師が自分を変えてくれると思ってる人

こんな人は参加しても結果は出ません
以下のような人はお断りします。

・変わりたい気持ちがない人
・自分さえ良ければ他者を傷つけてもいい、という人
・依存心が強い人
・集客や勧誘を必要以上に、みんなが嫌がるほどする人



Q.どうですか？ 
やってみたいですか？ 



よくある質問
・スマホでも参加できますか 

・リアルでワークショップに参加できないかも 

・お金が不安 

・オンラインで交流するだけで本当に効果がありますか 

・普通の主婦ですが申し込んでも大丈夫でしょうか？ 

・私にも仲間ができますか？ 

・人見知りでも大丈夫ですか。 

・うまく話せなくても大丈夫ですか



迷ってるなら



自分を愛して 
他者も愛する 
やさしい世界へ

自分がわからない 
自分を表現するのが怖い 
を卒業して、



発信や起業を進めて 
より輝き、 

より自由な自分へ 



それぞれがやりたいことに挑戦できて 
応援しあえる 

一生つながれる仲間

ビューティフルライフラウンジのビジョン


