有限会社 ビーケイプロジェクト
◆代表取締役社長
◆創立

BK グループ CEO

後藤勇人

1998 年 10 月 資本金５００万円

◆＜事業内容 ＞
理容業・美容業・全身美容・飲食業・不動産賃貸・ビジネスサポート ビジネスコンサルティング
主催団体 全国人材発展協会
◆＜グループ＞
◆賃貸事業

ヘアースタジオ BARIKAN

日焼けスタジオ Moby Dick 全国人材発展協会

アパートメント ＢＫベイス

＜後藤勇人の人気講演テーマ＞
★世界一になった男のサクセスマインドを学べ！（成功を引き寄せる 36 のセオリー）
★夢がなくても未来は変わる！「３年後の自分に会いに行け」
★一点突破で未来を切り開く 「ピラミッド人脈術」
★社員のやる気が２００％アップする 「最強の社員マネジメント」
★「低料金大型サロンにも負けない、儲かるヘアーサロンの作り方」

＜講演・プロデュース実績＞
H22 10/18～19 第二回ビジネスタレント発掘セミナー
H22 10/11 横内祐一郎&福島正伸

ＩＮ 伊豆高原

共同講演会主催 ＩＮ

H22 7/7～8 第一回ビジネスタレント発掘セミナー
H22 6/3 ツイッター&スピードサクセスセミナー

ＩＮ

ＩＮ

日本教育会館
箱根

栃木

H22 5/12 人生を変えるスペシャルメンターに出会う法セミナー ＩＮ東京
H22 3/22 第３回 夢を叶える「世界一マインド」セミナー開催 ＩＮ東京
H22 1/21 第２回 夢を叶える「世界一マインド」セミナー開催 ＩＮ東京
H21 11/9/10 第４回 横内祐一郎合宿セミナー「横内塾」主催・プロデュース
H21 9/21 夢を叶える「世界一マインド」セミナー開催
H21.4.9

長野県

中野サンプラザ

横内祐一郎講演会「潜在能力は無限」青年会議所５０周年記念式典

H20.12.21 [頑張った自分にご褒美を！]青山ビジネス交流会主催プロデュース
H20.11.26 山梨県都留第一中学校

命の授業プロデュース

H20.9.15/16 長野県松本市 第三回横内祐一郎合宿セミナー 主催/プロデュース
H20.4.29 東京両国 KFC ホール

人脈構築セミナー

H19.11.13/14 長野県松本市 横内裕一郎塾 合宿セミナー 主催/プロデュース
H19.9.26 東京都稲城市商工会

テーマ「経営者へビジネスオーナーのすすめ」

H19.9.25 東京都稲城市商工会

テーマ「なぜ、社員は本気になれないのか？」

H19.9.17 東京両国第一ホテル

フジゲン横内祐一郎会長講演会プロデュース

H19.4.26 山梨県下吉田中学校 命の授業プロデュース
H19.2.17 東京港区友愛会館「最強の社員マネジメント」東京セミナー

など

＜メディア出演・掲載事績＞
2010 年
東京 FM 系ラジオ「０から１を生む力」2 週連続ゲスト出演
【番組内容】 毎回、ゼロから１を創り出し、日本を元気にしようと活躍している
人をゲストにお迎えし、お話を伺います新しい一歩を踏み出した彼らから、たくさ
んのヒントとパワーをもらえます！ユニークで新しいビジネスの仕方に注目です
http://0kara1.net/guest/017.html

保険情報

２００９

４・１７

一面全面掲載

タイトル「不況の時こそ人財を育てる」
◆多くの業界で求められる社員教育
◆社員を経営者目線に近づける
◆新規顧客を口コミの仕掛け人に
◆異業種に学ぶマネジメント

◆月刊ビジネスデータ

２００７

６月号

記事掲載

タイトル：「社内ニート」をデキる社員に変えるマネジメント」として、
P３８?P39 にわたり、まったくやる気の見えない社員やアルバイトを
マネジメントまでする優秀なスタッフに変身させた、
人材マネジメントコンサルタントとして、記事掲載されました。

ビジネスチャンス

２００６

１１月号

書籍紹介

優秀な人材はそうはいない。
いたとしても大企業へ行ってしまう。
では、優秀な人材が採用しづらい中小企業では、どうすれば良いのか。
本書「最強の社員マネジメント」では、この問題の解決法を提示している。著者の後藤
勇人氏は、それを達成した人物として紹介されました。
◆2009 7/17・7/18 日経新聞 「世界一の会社をつくった男」掲載
◆2009 6/26 山梨新報 「成功したければ目標は立てるな」話題の本として掲載
◆2009 4/17 保険情報新聞 人材育成のスペシャリストとして、裏面全面掲載
◆2006 8.11 日本経済新聞 話題の新刊として、著書

ダメ社員がプチ経営者に変わる！「最強の社員マ

ネジメント」が掲載される。
◆2006 8.11

山梨新報 話題のカリスマ経営者として後藤勇人＆書籍が掲載

【後藤勇人のコンサルティングメニュー】
◆世界一マインドの伝達

※世界一のギター会社をつくった横内祐一郎氏直伝のサクセスマインドを伝授

◆ビジネスモデル構築

※ビジネスをストーリーで見て利益を上げるビジネスモデルの提案

◆売上アップ戦略構築

※ホームページ、DM、イベント開催、売上を上げるマーケティングアドバイス

◆経営トータルアドバイス

※会社全体を経営状態をチェックし、利益を上がる体質に改善します。

◆店舗出店アドバイス

※新規店舗立ち上げアドバイス&サポート&資金支援（ケースバイケース）

◆人材育成ノウハウの伝授

※社員のやる気が２００％アップする、3 つの最強のマネジメント伝授

◆一流人脈構築メソッド伝達

※一点突破で未来を変える ピラミッド人脈術ノウハウの伝授

◆夢実現アドバイス

※凡人でもシステマチックに夢を叶える、６つのノウハウの伝授

◆組織運営のアドバイス

※組織を運営するうえでの注意点や成功マニュアル作りサポート

◆ツイッターブランディング ※フォロアーアップや、ツイッターを使った個人ブランディングのノウハウ提供
◆出版プロデュース

※企画書作成アドバイス&出版実現サポート

◆店舗マニュアル作成指南

※小さな組織を自動操縦して利益を上げるマニュアル作りノウハウ

の提供
◆ブランディングアドバイス ※ホームページ・メルマガ・ブログ・ツイッターを使ったブランディングアドバ
イス
◆その他、悩み・問題 解決相談 ※人生相談など、ビジネス以外で抱えている問題

＜価格＞
▼電話コンサルティング

60 分

31,500 円

▼対面コンサルティング

90 分

52,500 円

▼マンツーマンミーティング

60 分

20,000 円

▼電話コンサルティング 60 分＋メール相談 1 カ月

52,500 円

＜その他のコンサルティング＞
◆出版トータルプロデュース(完全成功報酬型/出版出来なければお金を頂きません)
印税の 50％＋525,000 円(印税報酬や価格は、出版プロデューサーの収益を含みます)

価格

※お受けできるかどうかは無料面談をして決定します。
150,000 円（応相談）

◆法人一日訪問コンサルティング

＜ビジネスモデル構築・売上アップ・経営アドバイス・マーケティング・人材育成＞
150,000 円（応相談）

◆個人一日訪問コンサルティング

＜ビジネスモデル構築・売上アップ・経営アドバイス・マーケティング・夢実現サポート＞

◆契約コンサルティング

１ヶ月 200,000 円（応相談）～（月 1 回訪問＆電話・メールサポート）

＜ビジネスモデル構築・売上アップ・経営アドバイス・マーケティング・人材育成＞
※交通費、宿泊費（宿泊を要する場合）は別途請求させて頂きます。

【後藤勇人の世界一マインド&サクセスメソッド】
★「世界一マインド３６の教え」

◆動画→ http://www.youtube.com/watch?v=CJopjqdcPLA

【行動の原則】
１

成功したければ目標は立てるな

２

答えの出ない問題はない

３

変化の波を味方につける

４

ついてるときは戦術を変えない

５

自分に能力はなくてもいい

【人間関係の原則】
６

周りが光れば自分がライトアップされる

７

自己アピールはいっさいしなくていい

８

人を許せばステージが上がる

９

熱すれば人は必ず動く

１０

人を育てる神髄は「任せる」ことにある

１１

いろいろなタイプの花を多数咲かせる

【時間の原則】
１２

寝ている間にもアイディアは出せる

１３

時間はいくらでも増やせる

１４

日の昇る時期と沈む時期を見極める

１５

ピラミッドの頂点を押さえる

１６

ベストタイミングで仕掛ける

１７

スピードこそ最強の武器になる

【逆境の原則】
１８

プライドを捨てれば自ずと問題は解決する

１９

最悪の結果は大きな成功へのシグナル

２０

丸いものを四角く見る

２１

二割を押さえれば結果は後からついてくる

２２

優柔不断であることを恐れるな

２３

行動すれば、必ず答えは見えてくる

【お金の原則】
２４

お金儲けの指揮者になれ

２５

相手が儲かれば、すべてうまくいく

２６

無駄遣いで無駄を省く

２７

現金がなくてもお金は増える

２８

お金いは使用上の注意が必要

２９

成長と膨張を履き違えない

【自己実現の原則】
３０

すべて自分のせいにする

３１

真っ暗闇こそチャンスの宝庫

３２

最強の戦力は常に進化することにあり

３３

成功には虎の巻がある

３４

成功者ほどパートナーを大切にしている

３５

ときには自分の能力を超えたプランを描いてみる

３６

ただ、目の前のことに１２０％の熱意で臨めばいい

★夢がなくても未来は変わる！「3 年後の自分に会いに行け」

◆理想の自分を引き寄せるワーク（ゴール設定）
◆夢を引き寄せる、朝１分のアファーメーション
◆今、やるべき事が明確になる、３年後の自分に会いに行く法
◆人生を変えるたった一人と出会う、８つの思考プロセス
◆仕事のスピードをアップする時間軸変更法
◆閃いたアイディアを瞬時にこなす、朝メモ活用法

