
【豪華スペシャル特典①】

～初心者が120％継続できるマインドセット～

ぷさち流奥義

炎のマインドセット術

副業に育児に忙しい中

挫折することなく

継続的に稼ぐことができた

私の経験を全力で伝授！

どうも、ぷさちです。

今回はありがとうございます。

”AHTT”の参加者にむけて
稼ぎ続けるための

特典をご用意しました。



『炎のマインドセット術』

を取り入れるだけで、

あなたのビジネスが

２倍３倍と爆上がりしていきます。

なぜ、

マインドセットが重要なのかは

言うまでもありませんが

おさらいです。

それは

・うまくいきやすい考えを得るため

・結果にコミット感をもつため



・楽しくビジネスを進めるため

・鬼の継続力を維持するため

・初心を忘れないため

などなど...
たくさんあります。

ビジネスで成功する人は

マインドセットを

とても重要視にしています。

ここを無視してしまうと

せっかくはじめたのに、

・結果がでなかったり

・スピード感がもてなかったり

うまくいかない思考で

行動してしまうと

他責思考になってしまいます。

その結果、

身に付くものも身に付かない・・

継続力がなく時間を

むだにしてしまうことになります。

しかし、今回

ビジネスをはじめる前に



炎のマインドセットを学べば、

うまくいく思考でスタートでき

鬼の継続力でビジネスが

何倍にも楽しめるようになります。

SNS運用やブログなども
コツコツ積み上げることが

楽しくて仕方がなくなります。

一年後には残業しなくても

個人で稼ぐことができるようになり、

平日に家族と海外旅行へ行き

サンゴ礁の海ではしゃいまわることも。

継続的に動ける強い意志がなければ

なかなか芽がでずに



結局は会社に依存し続ける毎日で

時間を奪われ続けることでしょう。

なので、しっかりと

炎のマインドセットを理解し、

ビジネスハイな状態になって

結果にコミットしていきましょう。

今回はビジネス初心者のために

８つに絞って解説していきますね。

そして、

行動に結び付けていきましょう。

読んだだけでは

結果になりませんよ。

では本題です。

▼　▼　▼

▼　▼　▼



◆８つのマインドとは！

この８つのマインドセットがを

身に付けていきましょう。

それは・・

①一年後の目標を決める

②なぜビジネスを始めたか落とし込む

③うまくいく行動の取り方を知る

④質問の仕方で理解力をあげる

⑤どんな人が学びを深めるられるのか

⑥成功するためのキーマンを設定する

⑦悩んだ時の解決法を知っておく



⑧時間の作り方を意識する

まずは基本のマインドセットを

しっかりと学んでいきましょう。

ここを自分自身で明確化しておくだけで

自然とうまくいく思考になっていきますよ。

◆マインドの基礎を伝授◆

一つ一つ解説していきますね！

　▼　▼　▼



①一年後の目標を決める

目標を決めることは

とても大切です。

何もない状態だと

そもそも燃料がないので

行動の原動力がうまれません。

なのでやる気が削がれてしまい

継続力や集中力が続きません。

例えば、月に20万稼いだとしても
使い道がなければ稼ぐ気がしない。

だったらサボってもいいかって

マインドになってしまいますよね。

それだけ大切なものなので

わかりやすい目標のたて方として

”一年後の自分の理想の姿”を
イメージしておくことが重要です。

それが出来た人は

ビジネスの途中で新しく、

短期・中期・長期と



目標を細分化していくといいです。

②なぜビジネスを始めたのか落とし込む

意外と陥りがちなのが

”なぜビジネスをしているのか”
忘れていってしまう事例です。

「初心の気持ち忘れぬべからず」

ってやつですね。

スポーツでも学業でも

やっていくうちに

初心の気持ちを忘れて

遊ぶ方が楽しくなったりしませんか？

それで本来の目的が薄れてしまい

楽したり簡単な方に流れてしまう。

やっぱり始めたころの気持ちを

忘れない人の方が結果は出ています。

「なぜ」やらないといけないのか

そこを自分の中に落とし込みましょう。



③うまくいく行動の取り方を知る

うまくいく人は

行動のとり方が上手ですよね。

何が違うと思いますか？

答えは、

単純に「環境」をつかえるか。

環境とは何なのか

いまいちピンとこないと思います。

それは与えられたものを

フル活用するという事です。

例えば、

小学校の図工で作品を作るときに

”はさみ”や”のり”などの工具を使えたり。

先生や友達に相談や話を聞いたり

環境をうまく使える人の方が、

自分の理想とする良い作品が

作れると思います。

それと同じ感覚ですね。



ビジネスの基礎を学ぶ中でも

先生や人脈、教材などを

フル活用できる人が

理想の未来や結果を手にします。

④質問の仕方で理解力をあげる

あなたが誰かに質問された時に

どんな内容なら返しやすいですか？

質問がうまい人は手を挙げるなど

積極的にできる人が多いです。

実践と修正の繰り返しが

最短で繰り返されるからです。

もう一つ、自分の考えを

しっかり述べることができる人です。

ただただ答えを求めすぎる人は

考える力が欠けていきます。

マインド的には会社員っぽくなり

言われたことしかできないように。



思考力が停止した状態になります。

個人で稼いでいくには

思考力を鍛えていくのも重要です。

なので、

「なぜうまくいってないのか」

そこを自分なりに考えて伝えましょう。

ビジネスに確実な答えは、

用意されてません。

あなたの考えをみつけて

それを伝えた上で質問しましょう。

そこで教える側としても適切な

アドバイスをすることができるんです。

なおかつ、自分が考えることで

思考力もついていき好循環になります。

ただ考えてもわからないことはあります。

その時は、しっかりと質問しましょうね。

先に言っている人は、

どこで立ち止まっているのかを

見極める力もあります。



５分考えてわからないなら、

サクッと聞いてしまうのも全然ありです。

「すぐ質問」しちゃいましょう。

⑤どんな人が学びを深められるのか

ビジネスでもスポーツでも同じで

「素直」な人がスピード感もてます。

そして、

「吸収率」がいいです。

目標としている人の言葉を信じる

よくわからなくてもやってみることです。

これから挑戦することは

未知の世界でわからなくて当然です。

そこで自分の価値観で動いてしまうと

良くないマインドになってしまします。

うまくいっている人は、

圧倒的に素直な人が多いです。



プライドに左右されてしまうと

自分のクセが強くなります。

オリジナルを出すのは

基礎が染みついてからでいいです。

小学生の様な無垢な心で

人の意見を聞くことが、

ビジネス成功のカギです。

⑥成功するためのキーマンを設定する

ビジネスを成長させるのは

誰だと思いますか？

私自身も間違った認識を

していて思わずハッところでした。

それは「自分」です。

やるかやらないかは、

自分自身だという事です。



よく他責思考といいますが、

人のせいにしていたら

結果なんてついてきませんよね。

どんなに手厚いサポートがあっても

やるのは全て自分です。

全ては自己責任と思った方が

身も引き締まり続けられます。

よいメンターがいても

あなたが動くかどうかなのです。

⑦悩んだ時の解決法を知っておく

これは結構できない人が

意外と多いですね。

答えをいっちゃうと

「すぐ相談」することですね。

１人で悩んだところで

解決法はなかなか出てきません。

だったら悩んで落ち込むより

直で相談しちゃった方が楽です。



すぐに頭の中も晴れるし

進む道も再確認して明確化します。

相談できない人は、

１人で考えてしまいます。

そうなると、

自分の価値観の中でしか

判断できなくなりネガティブに。

あまりいいことは

起きない気がしますよね。

１人で悩んで解決するなら

そもそも何でもできますしね。

⑧時間の作り方を意識する

時間がある人は少ないと思います。

仕事や育児や学業などで

大半の人は時間に追われています。

そうなったときに

どう対処すべきなのか！？



これは、

”優先順位をあげる”しかないです。

副業だとしても本業と同じにする。

もしくはそれ以上にすることです。ｄ

少ない時間でも意識的に

作り出すことをしていくのです。

まさに、

「時間は自分で作り出すもの」なのです。

１０分でもいいから取りかかる

そうすると自然と２０分やっていたりします。

なのでパソコンを立ち上げて

電源を入れるだけでも違いますよ。

時間を制する者が

その先に行けるのは間違いないです。

◆身体にしみ込ませ心得よう◆

まとめとして、



①目標を持つ

②初心を忘れない

③環境を使う

④考えてすぐ質問

⑤素直になる

⑥自分がキーマン

⑦悩む前に相談する

⑧時間は自分で作るもの

これらのマインド８つを

しっかり守れる人が、

ネットで収益を上げ続けて

脱サラできる人になっていきます。

うまくいく考え方を

はじめにインプットしておくこと。

それだけで未来は

たちまち変わって見えます。

スピード感ある、あなたなら

増々結果にコミットできますね。



炎のマインドがあってこそ

ノウハウは技術も役に立つのです。

これさえつかんでおけば、

あとはやるだけなんです。

そのために、実践と修正を

最短で繰り返していきましょう。

そうすれば、

ハワイ旅行も年一で実現でき

白い砂浜を家族ではしゃぎ回れますよ。

それくらい

炎のマインドセットは

重要なものなので

手元保管をおススメしますよ。

それでは一緒にガンバて行きましょう！！

ぷさち



P.S.

お読みいただきありがとうございました。

これから本番がはじまり、

収益まで積み上げていく事になります。

共にがんばっていきましょう。


