
 

「現状に不満を持っていながらも 

 なかなか行動に踏み出せずに悩んでいたり 

 具体的に何から始めたらいいかわからない」そんなあなたへ… 

 

あなたが今欲しいと思うものが、 

全部ココにある―。 
 

お金、時間、人間関係、仕事、自由…など 

全ての悩みから解放されて 

欲しいもの、欲しい人、欲しいことが自然と集まり、 

あなた自身もどんどん成長していける―、 

そんな、あなたにとって最高に居心地のいい、 

特別な場所を作ってくれるスペシャリストがいたら、 

会いたいと思いませんか？ 

「自由人生塾」×「フォレスト出版」presents 潮凪洋介出版記念セミナー 

輝く自分を世界に表現して、自分に心地いい人生手に入れる 

アナザーパラダイスのつくり方 

～たった１日で自分の「やりたいこと」が明確になり、 

毎日が輝く日々に変わります～ 

2015．8．1（sat） 東京・新宿 

⇒開催概要&参加申込はこちらをクリック 

http://www.forestpub.co.jp/seminar-detail.cfm?LID=21423


あなたはこの先の人生にどんな不安を感じますか？ 

「仕事は頑張っているが、仕事以外の楽しみが全くない」 

「忙しすぎて自由な時間が取れない・・・」 

「このまま何の輝きも持たないまま年をとってゆくのだろうか？」 

「もっと収入を増やしてお金の不安をなくしたい…」 

「魅力的な異性と話せない。出会えない」 

「仕事もプライベートもなんだかボロボロで…」 

「そういえばこの数カ月心の底から笑っていないな…」 

「本当にやりたかったことって何だっけ？」 

「自分は何のために生きてるんだろう？」 

 

誰だって精神的にも経済的にも自由になりたいし、 

毎日笑いながら楽しく過ごしたいと思っているはずです。 

 

でも、残念ながら、 

ほとんどの人が実現できていません。 

 

なぜ、幸せな日々を願い続けているのに 

あなたの人生は一向にうまくいかないのでしょうか？ 

自分の欲しいものを手に入れるには、どうしたらいいか？ 

 

それは―、 

あなたが人生の主導権を握っていないからです。 

 

人生の主導権はどこにあるのか？ 

 

“Your time is limited, so don't waste it living someone else's life.” 

（あなたの時間には限りがある。だから他人の人生を生きて無駄にしてはならない） 

by スティーブ・ジョブズ 



おそらく今あなたが欲しいものを得られないのであれば、 

それは、あなたが人生の主導権を握っていないから。 

 

つまり、あなたの人生が他人にコントロールされているのです。 

 

会社員であれば、会社のルールに従って生きています。 

社会的役割を全うし、報酬を得て、キャリアを積み重ねていますよね。 

 

「そんなの当然でしょ」 

 

でも、よく考えてみてください。 

少し過激な言い方かもしれませんが、 

あなたは今服従の人生を歩んでいるのです。 

 

もしかしたら、 

 

「会社が嫌い」 

「仕事が合わない」 

「収入を増やしたい」 

「自由な時間が欲しい」 

「将来が不安」 

「人間関係もうまくいかない」 

 

と心のどこかでは感じているかもしれません。 

 

仕事を頑張ることはいいことです。 

成果を出すことも正しいことです。でも、 

 

労働時間があまりにも長いと感じても―、 

休日出勤して、友達や家族との約束を守れなかったとしても―、 

仕事中に全人格を否定されても―、 

 

何もかも捨てて、 

会社に自分の人生すべてを捧げているとしたら 

不自然極まりないと思いませんか。 

 



「こんなふうになるために自分は生まれてきたのだろうか……」 

 

冷静に考えれば、あなたが得られるものに対して、 

失う代償が大きすぎます。 

 

このままあなたが自分を押し殺して走り続けることは、 

毎月もらえる給与やいつかもらえる退職金を麻酔薬に 

きついレースをし続けることと同じです。 

 

しかも、その期間が長ければ長いほど、 

麻酔薬にはまり、抜け出せなくなってしまいます。 

 

会社外の世界を見ることが少なくなったあなたは 

外の世界を見ることすら怖くなってしまうかもしれません。 

 

その結果、会社の枠、会社のルールの中でないと、 

生命活動が出来なくなると思い込み 

「会社の道具の一部」となってしまうのです。 

 

では、どうすればいいか？ 

 

あなたが「人生の主導権を持てる場所」をつくればいいのです。 

 

 

あなたが幸せに輝ける特別な場所 

 

ここまでの話を聞いて、会社を辞めればいいと思う人もいるかもしれません。 

でも、その必要はありません。実は、もっと簡単な方法があるのです。 

その方法とは―、 

 

自宅と会社とは別の場所に、あなたが主導権を握る特別な場所 

「アナザーパラダイス」を作ればいいのです。 

 

よく、「周りにいる人の年収が自分の年収である」と言われるように、 

自分の周りの環境は非常に大切です。 



 

あなたがどんな場所に身を置くかで人生に大きな影響を及ぼします。 

 

「お金持ちになりたい」なら「お金持ちが集まる環境」に身を置く。 

「綺麗になりたい」なら「綺麗な人が集まる環境」に身を置く。 

「理想の異性と出会いたい」なら「理想の異性が集まる環境」に身を置く。 

 

会社では、好きな人も、好きなことも、好きなものも選べません。 

しかし、そこは誰にも支配されない「本当の輝く自分」を出せる場所です。 

 

あなたの理想に従って、 

本当の「輝く自分を出せる場所」を作ればいいのです。 

 

するとどうでしょう。 

それだけで、会社があなたのメインではなくなり、 

むしろ、サブになりはじめます。 

 

「会社の一部だったあなた」ではなくなり、 

「会社があなたの人生の一部」になるのです。 

 

さらに、それだけではありません。 

この社外のパラダイスを構築することで 

あなたの隠された才能がどんどん磨かれます。 

その才能に引き寄せられて、あなたに必要な人脈も集まります。 

 

やがてその延長線上には「夢が叶った本当に自由な人生」が待っているのです。 

 

自分を押し殺すことなく、もっとイキイキと輝く場所が 

人生のメインだと感じる人生を、 

あなたも手に入れてみたいと思いませんか？ 

 

「はい、今すぐ手に入れたいです！」 

 

ありがとうございます。 

そんなあなたのために、とっておきのスペシャリストが 

立ち上がってくれました。 



 

プライベートでの交遊も、恋も、趣味も、将来の夢も、 

これまで２５年以上に渡り「生きることを楽しむ方法」を研究し、 

実践してきた― 

 

 

心に真っ直ぐに生きる！  

ベストセラー作家の 

潮凪洋介先生です。 

 

 

潮凪先生は、エッセイスト・講演家・ 

ライフスタイルプロデューサー・イベントプロデューサーとして活躍。 

シリーズ累計 20 万部突破のベストセラー『もう「いい人」になるのはやめなさい！』（KADOKAWA）、『仕

事に殺されないアナザーパラダイスの見つけ方』（フォレスト出版）など、 

これまでに 40 冊以上の書籍を執筆、出版するベストセラー作家です。 

 

しかしながら、20 代の会社員時代には、 

まさにどん底のような環境に身を置いていました。 

 

不条理な叱咤も含め、会社では「針のむしろ」。 

毎日怒鳴られ続け、やがて上司から「粗大ゴミ」となじられるまでに。 

完全に社会不適合者の烙印を押された人間として 

９時～１８時はまさに地獄のような日々でした。 

 

そして、考えたのです。 

この地獄のような世界を抜け出すにはどうすればいいのか？  

自分の欲しいものを手に入れるには、どうしたらいいか？ 

 

その答えこそ、“環境”を変えることでした。 

 



勤務時間外を使って 

「社外のアナザーパラダイス」を作り始めます。 

 

当初、会社に内緒で麻布に事務所を構え 

「セカンドシェアハウス」としても運営しはじめました。 

ドラマで昨今流行した「テラスハウス」の巨大版です。 

 

さらに300回に及ぶイベントも東京の街を舞台に開催しました。 

全盛期には 500 人のメンバーに膨れ上がり、 

伝説の社会人の交流クラブとなりました。 

 

実質東京ナンバーワン社会人クラブとなると、 

さまざまなメディアの取材も受け、人生を豊かにする学校としても 

機能し始めたのです。 

 

それから２０年以上の時が経ち、 

現在では多くの事業成功者、政治家、そしてさらには沢山の「家族」、 

つまり内部結婚を生み出すに至りました。 

 

「会社生活だけに埋もれたら人生が終わる」 

このことに気付いた潮凪先生が貫いてきた生き方。 

 

それが 

「会社外にアナザーパラダイスを創る！」 

という生き方なのです。 

 

 

アナザーパラダイスとは何なのか？ 

 

自分自身を自由に表現できる場所であり、 

自分を輝かせてくれる場所であり、 

ここに集まれば、自分らしい人生に必要なものが、 

何でも揃ってしまうそんな贅沢すぎる場所。 



 

それが「アナザーパラダイス」です。 

 

時間を楽しみ、恋を楽しみ、趣味を楽しみ、友情と家族愛に満ちた生活。 

それはあなたが支配人を務める誰にも侵されない世界です。 

 

取引や利害関係のない仲間たちが集い、 

バカをやって心の底から楽しみ笑い合ったり 

時に恋をしたり、夢を語ったり、夢を叶えたり…… 

 

あなたが周りから頼りにされる状況をつくること。 

つまり、自分の人生を取り戻すだけで 

人は幸せになることができるのです。 

 

どうです？ せっかくの一度きりの人生ですから、 

あなたも、もがき苦しむ人生より、 

自分主体のアナザーパラダイスを作って 

あなたの人生を 100 倍楽しく変えてみませんか？ 

 

「とは言っても今さら自分には何もないし…」 

「どうやってやりたいことを見つけたらいいか分からない…」 

 

そんなあなたのために、特別な機会をご用意しました！ 

 

今回最新刊の出版を記念して 

潮凪先生が直接「アナザーパラダイスのつくり方」を 

あなたに直接伝授してくれます！ 

 

 

あなたが輝くアナザーパラダイスをつくる 

LIVEセミナーとは？ 

 

あなたの「社外のアナザーパラダイス」をどうやって作っていくのか？ 



その唯一の方法をこの日、潮凪先生があなたに伝授してくれます。 

 

この日を境に、自分の命を嫌なことや嫌な人のために使うのではなく、 

自分自身の人生、あなたの大切な人や楽しい仲間たちに使う生き方が手に入ります。 

それでは、気になるセミナー内容をご紹介しましょう。 

 

第一部：アナザーパラダイスとは何か？ 

 

仕事や家などの「日常」―――これらを離れた別世界。 

アナザーパラダイス。 

 

それは「心を輝かせる場所」「心身を開放してワクワク過ごす空間」であり、 

好きなことに挑戦して命を輝かせる場所です。 

 

アナザーパラダイスを持っている人の人生は光り輝き、 

そして人生最後の日に悔いのないラストシーンを迎えられます 

 

アナザーパラダイスを具現化するステージは 

実は４種類に分かれています。 

 

潮凪先生やこれまで人生を変えてきた人たちの 

さまざまな事例を紹介することで 

「アナザーパラダイスとは何なのか？」 

その全貌を理解していただきます。 

 

第二部：アナザーパラダイスを見つけるワーク 

 

アナザーパラダイスの全貌を理解したら 

次にあなたのアナザーパラダイスを実際に見つけていきます。 

 

あなたがもっとも過去に光り輝いた瞬間や得意技。 

現時点での興味をベースに、実際にどのようなアナパラ活動をするのか 

ワークで明確にしていただきます。 

 



第三部：自分のアナザーパラダイスをかたちにする 

事業計画書を完成させる 

 

あなたのアナザーパラダイスをせっかく見つけても、 

何もしなければ、人生は変わりません。 

 

自分のアナザーパラダイスを描いたら、 

時系列的に何をどうすれば 

そのアナザーパラダイスライフを実現できるのか？ 

具体的な計画書を作成していただきます。 

 

セミナーを単に受けて終わりではなく、 

終了後からさっそく取り掛かかることで、 

確実に人生を変えていけるのです。 

 

さらに… 

 

どうしても人生を変えたい方は…… 

 

「もう、二度と自分を押し殺していきたくない」 

「絶対に自分を変えたいんです！」 

 

そんなあなたのために、特別限定コースをご用意しました。 

なんと潮凪先生がマンツーマンで個別指導する 

結果にコミットした特別プログラムです。 

 

気になる詳細はセミナー当日にご案内しますので、 

ぜひ楽しみにご参加ください。 

 

しかも！ 

 



今回特別に懇親会もご用意させていただきました！ 

 

講師である潮凪洋介先生とはもちろんのこと、 

仲間たちとぜひ親睦を深めてください。 

 

同じ想いを持って参加したもの同士です。 

ここで出会った人たちが 

あなたにとって一生ものの出会いになるかもしれません。 

 

そしてなにより潮凪先生の懇親会です。 

こんな世界があったんだ！という感動を味わってください！ 

 

あなたの人生のターニングポイントになるでしょう！ 

※セミナーの内容は変更となる場合はございます。ご了承ください。 

 

セミナーでこんな大きな発見を得ることが出来ます！ 

 

☑ 会社外のライフワークが見つかる 

☑ 自分を輝かせる「もうひとつの仕事」に出会える 

☑ 会社外で限界まで極めてみたい「遊び」と出会える 

☑ 自分に心地よい人間関係、環境が手に入る 

☑ 好きなことから収入につなげられるようになる 

☑ 趣味や遊びを極めた仲間が増える 

☑ かげがえのない人生を楽しむ習慣を持つことができる 

☑ 恋愛がうまくいく。理想の異性と相思相愛になれる。 

 

…などなど、あなたの新しい人生が見つかります！！ 



 

 

こんにちは。潮凪洋介です。 

 

私たち日本人は物質的・経済的に恵まれているにも関わらず、 

幸福度は世界でも低く、自殺率の高い国としても有数です。 

 

これは日本人の心が根底から壊れゆくことを懸念する証拠ではないでしょうか。 

だからこそ今、社外にアナザーパラダイスを日本人みんなで作らなければならない。 

そんな時代に差し掛かっております。 

 

「バカンス大国、余暇大国・ニッポン」を 

今だからこそ目指さなければならない。 

 

ドラスティックに社会のしくみは変えられなくても、 

私たちの心は変えられるはず。 

 

私が 20 歳の頃からずっとずっとテーマにしてきた 

アナパラ創造活動の根っこにあるものです。 

 

この運動が世の中に広まるために 

人生を捧げよと言われるなら、喜んで捧げます。 

 

この LIVE セミナーもそのひとつです。 

参加した方が、会社の仕事において、あるいは社外の活動において、 

本当に自分がやりたかったことに挑戦し、 

本当の人生を輝いて生きていただく。 

そのきっかけになれば幸いです。 



私はいままで自由人生塾の開催によって 

多くの方の「やりたいこと」「やってみたかったこと」を探し当て、 

それをいかに社会のなかで表現するか？ 

 

イベント化、サービス化、あるいは講座化、商品化、 

店舗化、アート化、エクサササイズ化、サークル化… 

などあらゆる具体化の方法、 

ビジネス化についての社会的表現の方法についても助言してきました。 

 

さらには一緒にアイデアを出して応援をしてきました。 

いままでに数え切れない「やりたいこと」が具体化し多くの挑戦が生まれました。 

大成功している人も大勢います。 

 

もちろん自分らしく地道に楽しく活動を続ける人もいます。 

ドリームインキュベーターとして 1000 個の「夢」に耳を傾け、 

それを実現化に導くことが私の夢です。 

 

ぜひセミナー当日にあなたにお逢いできることを楽しみにしております。 

潮凪洋介   
 

 

潮凪先生が、これまでに実現させた「夢」の数々。 

 



夢の実現には、年齢も、性別も、今の職業も関係ありません！ 

もちろん、あなたが叶えたい夢にも制限はありません！ 

 

あなただけのスペシャルな体験。 

こんな人に参加してほしい！ 

☑毎日がつまらないと嘆いている人 

☑上司や会社、同僚、友人に振り回されて疲れている人 

☑自分は女性にモテない、出会えないとあきらめかけている人 

☑やりたいことがわからない人 

☑やりたいことを解明したい人 

☑会社以外で輝く自分を見つけたい人 

☑目標、夢を実現したい人 

☑一度の人生を思い切り完全燃焼したい人 

☑自分らしい活動を会社外で形にしてみたい人 

☑社内であたらしい事業に挑戦したい人 

☑社外であたらしい事業に挑戦したい人 

☑社外で楽しいパラダイスをつくりたい人 

☑素敵な恋を見つけたい人 

 

さあ、この夏から始めよう！ 

 

ここまでお読みいただきありがとうございます。  

最後に気になる出版記念 LIVE セミナーへの投資額です。 



 

今回の LIVE セミナーでは、 

アナザーパラダイスづくりのプロフェッショナル潮凪洋介先生が  

あなた本来の輝く人生を実現させるためのマインド＆スキルを直伝してくれます。 

 

「自分を押し殺すことなく、自由にあなたを表現する場所を手に入れる」  

まさに一生涯ハッピーになれるスキルをマスターできます。 

 

それだけに、本当に自信を持っておすすめできるプログラムです。 

 

この一日が、人生の大きな転機となり、生涯の「財産」となるとしたら、 

あなたにどのくらいの価値をもたらしてくれるのか？ 

きっと想像以上の大きな価値を享受できるのではないでしょうか。 

 

そんな本セミナーへの投資額ですが… 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、お急ぎください。 

７月２６日(日)まで 



今回、ご用意させていただいたお席には限りがございます。 

満席になり次第募集は終了となります。 

なお次回の予定はありませんので 

今すぐお申し込みください。 

 

⇒開催概要&参加申込はこちらをクリック 

 

 

⇒開催概要&参加申込はこちらをクリック 

 

 

追伸：さあ、勇気を持って飛び立とう！ 

 

もしかしたら、あなたは LIVE セミナーに参加するのを 

躊躇しているかもしれません。 

 

もし、あなたが現状に不満を持っていながらも、 

なかなか行動に踏み出せずに悩んでいるなら、 

こうアドバイスしたいと思います。 
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「死ぬまでにあと何回楽しい夏を迎えられるだろうか？」 

 

普段「自分の死」については、なかなか考えないかもしれません。 

でも、考えてみると、そんなに時間がないことがわかります。 

 

心身ともに健康な状態で、水着で夏を迎えられる年数は 

あとどのくらいあるのだろう。 

想像以上に少ないことに気づきますよね。 

 

１回きりの人生。あなたがパワフルに過ごせる時間は、意外と少ないのです。 

 

だからこそ、もし、あなたが人生を変えたいなら、 

「３年様子を見る」なんて、もったいないことは言わないで欲しい。 

この夏、あなたの人生を変えることができるのですから。 

 

確かに、理想の人生を手に入れるために 

自分の環境を変えることは、勇気がいることかもしれません。 

でも、「怖い」と思うのは最初だけです。 

 

よく知っているような有名人や、社長さんも 

あなたと同じで初めは怖いんです。 

誰だって最初からうまくいきません。 

 

だからこそ、練習をするんです。 

 

例えば、あなたが文字を書けるようになったのも 

練習をしたからですよね。 

 

自転車に乗る練習、泳ぐ練習、楽器の練習。 

すべては練習が必要なんです。 

 

同様に、理想の人生を手に入れるためにも 

練習が必要なんです。 

 

そして最初の一歩を踏み出す機会が 8 月 1 日にやってきます。 

 



どんな成功者でも理想の人生を手に入れるために 

怖くても勇気を振り絞って一歩を踏み出してきました。 

 

誰もが人生で必ず一度は通らないといけない道だとすれば、 

いち早く進んだほうがいいと思いませんか？ 

限られた一度きりの人生なんですから。 

 

人生であと何回楽しい夏を迎えられるか？ 

いいえ、夏だけじゃなく、これから先の人生ずっと 

最高だなと思える日々にできるかどうか？ 

 

あなたが、理想の人生を手に入れるための 

最初の一歩を踏み出してくれることを楽しみにしております。 

それでは、8 月 1 日、会場でお待ちしていますね。 

最高の夏にしましょう！ 

⇒開催概要&参加申込はこちらをクリック 

 

 

 

エッセイスト・講演家・ライフスタイルプロデューサー・イベントプロデューサー。株式会社ハートランド

代表取締役。早稲田大学卒。「やりたいことに挑戦して輝く学校」自由人生塾を主宰。自分らしい生き方の

発見と自己実現をサポート。 

個人個人に合った「人生づくり」の具体的なアドバイスを日々実施している。シリーズ累計 20 万部突破の

ベストセラー『もう「いい人」になるのはやめなさい！』（KADOKAWA）、『「バカになれる男」の魅力』

（三笠出版）、『仕事に殺されないアナザーパラダイスの見つけ方』（フォレスト出版）、『お金に殺されない

人が大切にしている 40 のこと』（総合法令出版）ほか、著書多数。 

 

 

 

http://www.forestpub.co.jp/seminar-detail.cfm?LID=21423


 
 

⇒開催概要&参加申込はこちらをクリック 
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