


個人情報保護方針 2021年3月吉日制定 
一般社団法人 日本帝王学 経営者協会 

代表理事 Demi 伊藤

一般社団法人 日本帝王学 経営者協会（以下「当社」と言います）は、真のビジネスリー 
ダー の受難時代といわれる時代背景の中、道徳心を持ち「國體と経済」のさらなる高み 
へと飛躍するための実学を行うものとします。それは古い歴史と伝統を持つ日本の文化 
や風土ならではの本義学問と教養に基づき、帝王学によって、経済人の育成を図ること 
を目的にしています。 
当社においては顧客から個人情報をお預かりするにあたり、個人情報を大切に保護する 
ことを企業の重要な社会的使命と認識し、代表理事をはじめ役員が個人情報保護に関す 
る法令、国が定める指針及美、その他の規範を厳守いたします。 

［個人情報保護の取り組み］ 
当社は、基本方針を具体的に実践するため、以下の活動を行います。 

⌘ 個人権利の尊重 
当社は、個人情報に関する個人権利を尊重し、事故の個人情報に対し、開示・訂正・削 
除・利用停止苦情及び、相談等を求められた時は、合理的な期間内に、妥当な範囲内で 
これに応じます。 

⌘ 個人情報の収集・利用・提供 
当社は個人情報の取得、利用及び提供にあたり、個人に対し利用目的及び提供の有無を 
明確にして同意を得た上で、目的の範囲内に利用し目的外利用を行わないための措置を 
講じます。 

⌘ 安全対策の実施 
当社は個人情報の紛失や社外への流出、もしくは不当に改ざんされるなどのトラブルを 
引き起こさないように社内の管理規定を整備し、合理的な安全対策を講じそれを実施し 
ます。個人情報の取り扱いについて当社がお預かりする個人情報の管理を細心の注意を 
払います。 

［個人情報］ 
個人情報とは、個人に関する情報であり、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の 
記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と安易に照合すること 
ができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含みます）を指します。

　　　　　　　年　　　　月　　　　日 

署名



一般社団法人 日本帝王学 経営者協会（日帝経）目的

・日本国に、一人でも多くの「道徳心」備わった億万長者を増やす 
・自助自立、共助、互助のための自己責任（自分が源）の構築と実践 
・人生において一筋縄でいかない問題の根本解決 
・正常継承 
　（再生する時、元の設計図が傷んでいるとエラーコピーになり、つもりに　　　　　　　　　　　　　　　
積もると、複雑、不確実になる）　

一般社団法人 日本帝王学 経営者協会（以下、日帝経とする）は、真のビジネス 
リーダーの受難時代といわれる時代背景の中、道徳心を持ち「國體と経済」の 
さらなる高みへと飛躍するための実学を行うものとします。 
それは古い歴史と伝統を持つ日本の文化や風土ならではの本義学問と教養に基づ 
き、帝王学によって経済人の育成を図ることを目的にしています。 

［常若精神］ 
日帝経がお伝えする日本古来、古い歴史と伝統、古今が意味するのは、古い体制 
に戻ることではなく、古き良きの「型」を重んじながら新しき時代に調和させる 
もの。つまり２０年に一度、神殿を新造して神々をうつす年式遷宮によって古い 
形態を保ちながら常に若々しい姿「古くて新しい」という精神です。 

① 温故知新研修 
日帝経は、日本古来の文化や風土に基づく経営者育成の温故知新研修、講演及び交流事業 

② 経営課題の情報発信 
日帝経は、古い歴史と伝統を持つ日本の文化や風土に基づく経営課題の情報発信 

③ 地域啓発と地域活性 
日帝経は、地域社会が有する文化や風土を通じ地域啓発や地域活性化に関する古今の情報提供及び調
査、研究事業 

④ 人財啓発交流 
日帝経は、地域社会の活性化のための人財に関する研修及び啓発交流事業 

⑤ 多様な潜在力の地域創生  
日帝経は、地域創生を目指す中小自治体がもつ多様な潜在力を情報発信し企業誘致を支援する事業。 
※詳しくは「一般社団法人 日本帝王学 経営者協会」ホームページをご参照ください



誰しもが最短で「幸せと成功」を望んでいるのにも

こちらの自己棚卸シートは、永続的な「幸せと成功」を掴む旅に出る前のとても 
大切な準備になります。質高きスタートを切りたいと望むなら、まず状態をシッ 
カリと整えることです。ここでいう状態を整えるとは自己の設計です。 
地球上に住む大半の人間は、誰しもが最短で「幸せと成功」を望んでいるにも関 
わらず自分の人生の設計について、時間をかけ、真剣に取り組もうとしません。 
なかには、取り組んでも仕上げるに至らない。また、後回しにしたり、途中で邪魔 
くさくなったりします。やがて時間は流れ、気がつくと煩雑とした日常に流され、 
自分の人生に向き合うことすら軽薄になります。 
そして、自分の生まれたお役目と使命がわからず、自分の人生においての「迷い子」 
になっています。 

例えば、あなたが自分の家を建てるとしましょう。うん千万円、うん億円のお金を 
かけて設計図なしで家を建てるだろうか。そんなことはしないはずです。 
それ同様、最も大切なのは、自分の人生においての設計図を明確にすることです。 
それは、時間をかけて自分自身とシッカリと向き合う時間になります。 
「幸せと成功」を手にする人と、そうではなく、人生を台無しにする人の差は、 
ここにあります。それは、後々の人生に大きな差を生み出します。 

自分自身と向き合う時間をとり、文章にして視覚化にする行為は、自分自身を細胞 
レベルで掻き出すことに値します。＝掻き出すは「書き出す」になります。 

［常若とエントロピー理論］ 
また現代人は、出す機能が実に衰えています。自分の中にあるあらゆるモノを掻き 
出し視覚化にすることが願望実現の近道です。（入れることより出すほうが大切） 

当会は、この時代の忙しさを察し、とてもとても気の遠くなる大変な取り組みと存 
じています。しかし、やり遂げた先には、自分の輝かしい人生の「幸せと成功」が 
待ちわびています。邪魔くさがることなく、心折れることなく、是非ともご自身の 
未来を信じ、期待してコツコツと取り組んでくださいませ。あなたの人生の補助輪 
として、一般社団法人 日本帝王学 経営者協会は全力でお力添えさせていただきます。

関わらず、学んだことを実直に行動デキルものは実に少ない

記入開始日　　　　年　　　月　　　　日
ふりがな 
名前

生年月日　西暦　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　　生まれた時刻　　PM　　　  ：　　　　　　　　
AM





ヒト・場所・状況を変えても人間はナゼ同じ問題で頭を悩むのか？

自分自身のこと

自己理解（現状）：今現在の悩み・不安・精神的な痛みの視覚化



人間関係のこと（家族・恋愛・ビジネスを含む）

健康のこと

ヒト・場所・状況を変えても人間はナゼ同じ問題で頭を悩むのか？

自己理解（現状）：今現在の悩み・不安・精神的な痛みの視覚化



仕事のこと

お金のこと

ヒト・場所・状況を変えても人間はナゼ同じ問題で頭を悩むのか？

自己理解（現状）：今現在の悩み・不安・精神的な痛みの視覚化



今までの人生において許せないこと・消化できていないこと柄（幼少期を含む）

ヒト・場所・状況を変えても人間はナゼ同じ問題で頭を悩むのか？

自己理解（現状）：今現在の悩み・不安・精神的な痛みの視覚化



（10個以上）

自己理解：こうでなければならないと思っていること・自分のクセ・習慣・こだわり

ヒト・場所・状況を変えても人間はナゼ同じ問題で頭を悩むのか？



自己理解：苦手な人・苦手な状況　　各10個以上

苦手な人

苦手な状況

ヒト・場所・状況を変えても人間はナゼ同じ問題で頭を悩むのか？



自己理解：自分が持って生まれてきた性質・魅力　　各10個以上　

性質

魅力

ヒト・場所・状況を変えても人間はナゼ同じ問題で頭を悩むのか？



自分の弱み

自分の醜さ

ヒト・場所・状況を変えても人間はナゼ同じ問題で頭を悩むのか？

自己理解：自分の弱み・醜さ

自分の課題



❶ あなたが実現したい願望を「ハッキリ」明確にすること。 
　 単にお金がたくさん欲しいというような願望設定は全く意味がありません。 
　 つまり、今までのあなたの人生の設定が曖昧だったから自分が望む願望が実現していません。 
　 自分の人生の願望を実現したいと望むのであれば、願望の実現に向けて真剣に取り組み、同 
　 じ過ちを繰り返さないことです。 

❷ 願望実現をするために、あなた自身が自分自身とシッカリと向き合い、質高き教えを学び、 
　 志を立て、道徳心と原理原則に反することなく精神性高く、実直に行動し続けることです。 
　 その行動習慣こそが永続的な「幸せと成功」に導き続けてくれます。 

❸ あなた自身が実現したい願望を取得する「最終期限」を決めること。（自分との約束） 

❹ 願望実現のための、きめ細やかな計画を道徳心を忘れずにたてること。 
　 例え、準備ができていないと思考（頭）で思っても、恐れず、迷わず、シッカリと行動に 
　 移すこと。 
　 人は、やらない理由を探す天才。 
　 自分の人生に対して、もう2度と後悔したくない、空回りしたくないと思うのであれば、 
　 やらない理由、できない理由を並べるより、今すぐ「やる理由」を持つべし。 

❺ 願望実現を数千倍、数億倍スピーディーにしたいのであれば、内観の構造をシッカリと理解し 
　 た上で、クリーニング呼吸法、感情解放、潜在意識のクリアリングの「3つの技巧」を怠るこ 
　 となく、必ず継続し続けることです。 
　 頭で考えて悩んでいるほど、時間と労力の無駄遣いはない。 

❻ 成功者は皆、素直・実直である。 
　 永続的に「幸せと成功」を掴み続けたいのであれば、自己流、試行錯誤、自己完結しない 
　 ことです。人生は、あなたが思っているほど長くはありません。 

　「型破り」とは、邪魔くさがろうが、面倒くさがろうが、遠回りに思えようが、こんなこ 
　 とをして一体何になると思ってしまおうが、基礎の基礎、基本を丁寧に、やり続けて、や 
　 り続けてはじめて「型」を破ることがデキル。 
　 型を軽んじて型を欠いてしまうのは「型なし」といって、実に愚かで薄っぺらい人格形成 
　 にしてしまう。それでは、人生の不安と不幸と苦しみから一生打破することはできない。 
　「型」を重んじることこそ「守破離」の武道の心得である。 

❼「幸せと成功」の方程式は、誇りを忘れずして精神性を高め、原理原則から成り立ちます。 

❽ 紙に書いた願望を1日2回（起床直後、就寝直前）情熱を持って読む。 
　 読むときは、すでにあなたがその願望を手にしているようにして、自分自身を信じる。 
　 （ 感情を込めて、音読が理想 ）　

願望実現のための８ヶ条



あなたが実現したい願望を「ハッキリ」明確にすること。 
　単にお金がたくさん欲しいというような願望設定は全く無意味です。 
　今までのあなたの人生の設定が曖昧だったから自分が望む願望が実現していません。　

通常より「願望実現」を早める書き方
＋α [願望実現のための８ヶ条]を行えば、必ず実現します

例１： 
〈 願望 〉　1000坪の敷地に平家２軒と自家農園ができる家を所有。 
　　　　　平家の家の中は明るく、冬は暖かく、夏は涼しい身体に優しいエコハウス。 
〈 目的 〉　寺小屋（道徳心＜國體と経済＞日本伝統を子供たちに教え、次世代に向け 
　　　　　て真のビジネスリーダー を輩出する。正しい教育はワープすることができる） 
　　　　　GDPを高める地域交流スペース 
〈 定義 〉　環境は身を整え、教育は日本の未来を支える（國體・弥栄） 

例２： 
〈 願望 〉　互いを尊重し心地よさを大切にしながら魂を磨きあい、精神性を高める伴侶 
　　　　　との結婚。 
〈 目的 〉　愛を育む。男性は男性のお役目を全うし、女は女のお役目を全うする。 
　　　　　互いの足らずを補い合い、助け合い、育み合う。 
〈 定義 〉　陰陽の価値創造で世に貢献

願望明確に加えて、願望の目的と定義をつづることで、心の迷いや周辺環境に翻弄さ 
れることなく人生を歩むことができる。 
また、無尽蔵の可能性を持つ潜在意識に対して有効的に働きかける。 
人間は、すぐにモチベーションが下がる生き物です。動かない自分、やらない自分、 
言い訳する自分に対して、動くための理由づけを情熱レベルにまで落とし込みます。　

【 願望を「明確」にする書き方 】 

▪願望を書く 
▪道徳心を持って願望の目的を書く（理由づけ） 
　　　・願望の目的は？ 
　　　・ナゼその願望を手に入れたいのか？ 
　　　・ナゼあなたがしなければいけないのか？ 
▪定義を書く 
　　　　・あなたにとっての定義（正解などありません）



人生設計図は、明確であればあるほどに現実になる日は近い

自分が望む状態とは？なりたい姿は？どうなりたい（10個以上）

願望の明確化：現時点でデキル、デキナイは、考えない

❶願望 
❷目的 
❸定義

※記入枠が足りない場合は、コピー用紙をご追加ください



自分が望む人間関係は？家族・恋人・ビジネスを含む（10個以上）

人生設計図は、明確であればあるほどに現実になる日は近い

願望の明確化：現時点でデキル、デキナイは、考えない

❶願望 
❷目的 
❸定義

※記入枠が足りない場合は、コピー用紙をご追加ください



人生設計図は、明確であればあるほどに現実になる日は近い

自分の欲しいものは？（10個以上）

願望の明確化：現時点でデキル、デキナイは、考えない

❶願望 
❷目的 
❸定義

※記入枠が足りない場合は、コピー用紙をご追加ください



人生設計図は、明確であればあるほどに現実になる日は近い

自分が望む健康状態とは？

願望の明確化：現時点でデキル、デキナイは、考えない

❶願望 
❷目的 
❸定義

※記入枠が足りない場合は、コピー用紙をご追加ください



人生設計図は、明確であればあるほどに現実になる日は近い

自分が望む経済状態とは？

願望の明確化：現時点でデキル、デキナイは、考えない

❶願望 
❷目的 
❸定義

※記入枠が足りない場合は、コピー用紙をご追加ください



人生設計図は、明確であればあるほどに現実になる日は近い

自分が望む仕事とは？

願望の明確化：現時点でデキル、デキナイは、考えない

❶願望 
❷目的 
❸定義

※記入枠が足りない場合は、コピー用紙をご追加ください



人生設計図は、明確であればあるほどに現実になる日は近い

自分が望む大きな大きな夢は？

願望の明確化：現時点でデキル、デキナイは、考えない

❶願望 
❷目的 
❸定義

※記入枠が足りない場合は、コピー用紙をご追加ください



［予祝］　願望達成のための行動スケジュール

1ヶ月目にすること

願望の明確化：年収設定を行い、願望・目的・定義をきめ細やかに書き記してきました
今まで書き記してきた内容に沿って、各期間ごとに自分は何をするのかをご記入ください

1ヶ月目が終わり、何をGet（達成）している？

※達成目標と行動計画は、高すぎず低すぎず、自分を甘やかしすぎず

2ヶ月目にすること

2ヶ月目が終わり、何をGet（達成）している？



［予祝］　願望達成のための行動スケジュール

3ヶ月目にすること

願望の明確化：年収設定を行い、願望・目的・定義をきめ細やかに書き記してきました
今まで書き記してきた内容に沿って、各期間ごとに自分は何をするのかをご記入ください

3ヶ月目が終わり、何をGet（達成）している？

※達成目標と行動計画は、高すぎず低すぎず、自分を甘やかしすぎず

4ヶ月目にすること

4ヶ月目が終わり、何をGet（達成）している？



［予祝］　願望達成のための行動スケジュール

5ヶ月目にすること

願望の明確化：年収設定を行い、願望・目的・定義をきめ細やかに書き記してきました
今まで書き記してきた内容に沿って、各期間ごとに自分は何をするのかをご記入ください

5ヶ月目が終わり、何をGet（達成）している？

※達成目標と行動計画は、高すぎず低すぎず、自分を甘やかしすぎず

6ヶ月目にすること

6ヶ月目が終わり、何をGet（達成）している？



［予祝］　願望達成のための行動スケジュール

7ヶ月目にすること

願望の明確化：年収設定を行い、願望・目的・定義をきめ細やかに書き記してきました
今まで書き記してきた内容に沿って、各期間ごとに自分は何をするのかをご記入ください

7ヶ月目が終わり、何をGet（達成）している？

※達成目標と行動計画は、高すぎず低すぎず、自分を甘やかしすぎず

8ヶ月目にすること

8ヶ月目が終わり、何をGet（達成）している？



［予祝］　願望達成のための行動スケジュール

9ヶ月目にすること

願望の明確化：年収設定を行い、願望・目的・定義をきめ細やかに書き記してきました
今まで書き記してきた内容に沿って、各期間ごとに自分は何をするのかをご記入ください

9ヶ月目が終わり、何をGet（達成）している？

※達成目標と行動計画は、高すぎず低すぎず、自分を甘やかしすぎず

10ヶ月目にすること

10ヶ月目が終わり、何をGet（達成）している？



［予祝］　願望達成のための行動スケジュール

11ヶ月目にすること

願望の明確化：年収設定を行い、願望・目的・定義をきめ細やかに書き記してきました
今まで書き記してきた内容に沿って、各期間ごとに自分は何をするのかをご記入ください

11ヶ月目が終わり、何をGet（達成）している？

※達成目標と行動計画は、高すぎず低すぎず、自分を甘やかしすぎず

12ヶ月目にすること

12ヶ月目が終わり、何をGet（達成）している？



［予祝］　願望達成のための行動スケジュール

ヶ月目にすること

願望の明確化：年収設定を行い、願望・目的・定義をきめ細やかに書き記してきました
今まで書き記してきた内容に沿って、各期間ごとに自分は何をするのかをご記入ください

ヶ月目が終わり、何をGet（達成）している？

※達成目標と行動計画は、高すぎず低すぎず、自分を甘やかしすぎず

ヶ月目にすること

ヶ月目が終わり、何をGet（達成）している？



❶ 私が生まれてきた理由は、天命の如く、今生で精一杯の「幸せと成功」 
　の歓びを掴むために生まれてきていることを自分自身でより自覚する。 

❷これからの私は、自分自身そのものが天職（在り方、精神性、生き様） 
　となり今生の課題から目を背けることなくクリアしながら、真実の 
　「幸せと成功」を掴む。 

❸私は、願望実現を達成するだけの能力を持っている。 
　したがって私はどんなことがあっても、諦めることなく忍耐強く、前 
　向きにシッカリと取り組んでいく。私はこのことを自分自身に約束する。 

❹私は、自分自身の波動環境をより良いものにするために毎朝毎晩、クリ 
　ーニング呼吸法を行う。 

❺ 私は、潜在意識の偉大なる力を知っている。 
　自分の願望実現に対して阻止、弊害となる、潜在意識の中に潜伏してい 
  る因果記憶、因果認識、因果感情を、全てきめ細やかにクリアリングを 
　行う（クリアリングを行うほどに、願望実現が早まると認識すべし） 

❻不満を口にしそうなとき、心に不愉快を感じたとき、すぐにクリアリン 
　グを行う。（波動回転数の低下は、願望実現を遠ざけると認識すべし） 

❼不安、恐れ、苛立ち、ジレンマ、憎しみ、嫉妬心などの感情が出た瞬間 
　にそのことについて考えるのではなく、まず感情解放で手放す。 
　（今感じている感情は、過去のものと認識すべし） 

❽今、自分が見ている外界は、全て自分の中から創造された過去の産物で 
　ある。したがって、要らぬものを（クリーニング呼吸法、クリアリング 
　感情解放）3つの技巧で瞬時に手放し、願望実現にむけて無から有を 
　創造する。 

❾永続的な「幸せと成功」は、自己の魂を駆使して確立するもの。 
　精神性をより深く、より太く、より高く。そして器を大きくすべし。

自信を育む公式【自分との対話、自分との約束】
願望実現を確実に早め



願望実現を早める心得
在り方８０：やり方２０



お金について

目指す年収

目指した年収についてのバランスシート（収支）

ナゼその金額がほしい？



Memo



お金について

お金って何？

あなたにとってのお金はどんな意味がある？

① 

② 

③

① 

② 

③



お金について

お金を考えたとき、あなたが感じる３つの感情とは？

あなたにとってのお金はどんな感じがする？

① 

② 

③

① 

② 

③



お金について

あなたにとってのお金とはどのように見える？

あなたにとってのお金はどんな味がする？

① 

② 

③

① 

② 

③



お金について

お金が自分に向かって来る時、どの方向からやって来るのを感じる？

あなたは必要以上にお金を持っている？それとも必要以下のお金しか持っていない？

① 

② 

③

① 

② 

③



お金について

目を閉じたとき、お金は何色に見える？そのお金は何次元にある？

お金が入ってくることとと、出ていくことは、どちらが簡単？

① 

② 

③

① 

② 

③



お金について

お金に関して抱える問題のワースト３は？

お金と借金、どちらの方を多く持っている？

① 

② 

③

① 

② 

③



お金について

人生でお金の豊かさを得るには今の経済状況を解決しうる３つをあげてください？

お金と借金、どちらの方を多く持っている？

① 

② 

③

① 

② 

③



豊かさについて

今日、自分がビジネスで「創り出すことはデキナイ」と決めてしまった６つの 
不可能なことは何ですか？

① 

② 

③

④ 

⑤ 

⑥



豊かさについて

他の６つの不可能なことは何ですか？

① 

② 

③

④ 

⑤ 

⑥



予祝（数年後の自分）

1年後

２年後



予祝（数年後の自分）

３年後

４年後



予祝（数年後の自分）

５年後

６年後



予祝（数年後の自分）

１０年後

３０年後

２０年後

４０年後



- 何事も成功するまでは不可能に感じるものである -
迷ったら自己願望に戻るためのセルフケア

①自分は何を求めているのか？ 
　自分にとって一番大切なものは何か？ 
　私が本当に求めているものは？ 

②そのために、自分は今、何をしている？ 

③その思考、その感情、その行動は 
　自分の求めているものを手に入れるために有効的か？ 

夢なき者に理想なし。理想なき者に計画なし。

計画なき者に実行なし。実行なき者に成功なし。

故、夢なき者に成功なし。


吉田松陰

これを目につく場所に貼り 
毎日、自分自身の軌道修正を行う習慣を身につけよう！！



おめでとうございます。 
細胞レベルでご自身に向き合われました。 

しかし、これで終了ではありません。 
よりリアルにシナリオを加筆していってください。 

成功者は、みな加筆する行為を 
毎日の日課として行っています。 

そして、願望実現に向かって常に 
新しい行動をしています。 

行動は、願望実現の輝かしい人生の糧です。

自分自身が「天職」と胸はっていえる 
人生を謳歌してください 

弥栄


