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井上 敬一 主催
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「パーソナル ブレイン バンク」
- 経営者のための ”マンツーマン” オンラインカレッジ -

新サービスのご案内

学びながら寄附！

※パーソナルブレインバンクでの売上の１％は、必要な機関に常に寄附さ
せていただきます。サービス利用者の皆様が学びながら自社が成長し、
社会貢献も成し遂げるサイクルを実現していきます。

personalbrainbank.net
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実績ある経営者から、

サービスです。

オンラインで今すぐ使える智慧を授かる!
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1.「パーソナルブレインバンク」とは？

4

経営者の方々ための、パーソナルなご相談です。

経営者が持つお悩みや課題に応じて、「ブレインバンク講師」をお選びいただき、
1回、60分単位、オンラインで具体的なご相談や経営問答をしていただくことが可能です。

ビジネス領域で、経験と実績が豊富な方々に、「ブレインバンク講師」として
ご登録いただいております。

「相談したいことがあるが、適切な人物が見当たらない・・・・」、
「経営の先輩のアドバイスを受けたい」、「ビジネスを加速させたい！」など、
誰にも知られず安心してご相談いただけます。

パーソナルブレインバンク
で、

知恵や解決法をゲット！

ブレインバンク講師 経営者

ビジネス知見の提供

お悩みや課題の相談
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2. 「パーソナルブレインバンク」サービス誕生の背景

人生は出会い。

出会いで人生は変わる！
出会いでの学び・気付きでビジネスが劇的に変わる！

しかしこれまでは、真に学べる機会に恵まれていないのも事実

・本音がなかなか言えない、、
・マンツーマンでじっくり話せない、、
・実業家から学びたいのにコンサルタントとの出会いが多い、、
・人脈を作るのに時間とお金が掛かりすぎる、、
・本物となかなか繋がらない、、

本やセミナー、講演会での学びではこのような悩みが、、、
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＜受講する側 / 経営者、経営幹部、社員＞
・大人数なので１対１の相談ができなかった。
・相談できたとしても、ほんの数分だけ・・・・・
・今すぐ！この人と！つながりたい！相談したい！でもできない！！！！
・セミナーに行きたくても、遠い、移動時間もかかる。
・スケジュールが合わない。

＜話す側 /  講演者＞
・講演やセミナーでは、本当に伝えたいことを伝えられない！
・大人数では、マーケットを把握しきれなかった。
・会場の時間制限があり、盛り上がった後に終了となってしまう・・・・
・１回のセミナーでは、問題解決までの個別のアプローチができない。
・予めテーマが決まっていたので、本当に必要なことを、濃く伝えられない。

振り返ると、今までの大人数が集まる「講演会」や「セミナー」では・・・・

双方に、実現できないことがありました！ そこで・・・・

2. 「パーソナルブレインバンク」サービス誕生の背景
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講師B

・悩み事、課題によって選べる！
・すぐに相談オファーが可能！
・日程調整は個別対応可能！

★真の学びを手軽にご提供！！

講師C講師A

・会議やミーティングに参加してもらいグループでご相談・パーソナル(1on1)でご相談

経営者

経営者

・経験
・・・・・
・・・・・
・実績
・・・・・
・・・・・

・経験
・・・・・
・・・・・
・実績
・・・・・
・・・・・

・経験
・・・・・
・・・・・
・実績
・・・・・
・・・・・

わたしの、
この悩みは、

Cさんに
相談したい！ 社員A 社員B

社員C

講師E

講師F 講師G

社内会議

3. サービス概要
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★悩み事、課題によって選べる！
★すぐに相談オファーが可能！
★日程調整は個別対応可能！

「パーソナルブレインバンク」は、
経営者に真の学びを、手軽にご提供し、
すべての会社の業績向上をお約束します！

3. サービス概要
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あなた

ブレイン
バンク
から

・ご相談者の方の、ご相談内容は、「機密保持契約」により固く守られます。
・ZOOMのセキュリティ基準に準じます

4. ご利用手順

1.「パーソナルブレインバンク」にアクセスします。

４.あなたが相談したい「パーソナルブレイン」を選び、
あなたの連絡先、希望日などを送信します。

２.公式LINEアカウントを「友達追加」します。

６.日程決定後、ご相談枠を購入していただきます。(事前決済）

３.公式LINEアカウントで、ご連絡させていただきます。

７.ご相談は、Zoomを利用。
ミーティングURLとIDとPWをお送りさせていただきますので、
60分間のご相談ができます。

５.公式LINEアカウントから、お手続きのご連絡をいたします。
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No.1ホストとして伝説をつくり、ホストクラブ経営者としても、関西ナンバー
ワンの実績を成し遂げた。当時、ヤンチャなスタッフを育成するなか、経
営学も必要だが、最も重要なのは「教育」であると考える今までに、成し
遂げた実績と失敗から「どんな人間でも、誰でも、変われる」それが成長。
自身の経営哲学でもあり信条でもある。

ホスト業界から引退後、現在は実業家として活躍し講師業も15年目を迎
え、クライアント企業の業績アップにコミットし続けている。
また、「知覧合宿」をゼロから立ち上げ、大和の心を、現代に伝承する使
命を果たすため、年二回の実施を継続している。

講師業として、実績から、個人の相談が、非常に多い。同時に講
演やセミナーだけでは伝えきれないジレンマを感じ、パーソナル
（マンツーマン）でより具体的な学びの必要性を実感している。

2020年3月 吉田松蔭
松下村塾に訪れ感じたこと、
想ったことは、偶然ではなかった。

経営者は、社員や従業員を変えてくれと頼むが、
本当に変わるべきは経営者（リーダー）である。

5. 井上敬一より、「新サービス立ち上げ」にあたり

リーダーが変わればチームは変わる！リーダーが変われば日本再建が叶う！
※パーソナルブレインバンクでの売上の１％と、任意により講師の方のフィーからも必要な機関に、

常に寄附させていただきます。サービス利用者の皆様が学びながら自社が成長し、社会貢献も
成し遂げるサイクルを実現していきます。
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井上 敬一 (いのうえ けいいち)
コミュニケーションデザイナー
出身地：兵庫県 生年月日：1975年11月5日
血液型：B型 身長 体重：174ｃｍ 67㎏
事業：株式会社FiBlink（ファイブリンク）代表取締役

一般社団法人恋愛・結婚アカデミー協会 代表理事
鳥浜トメと特攻隊員たちの資料館「ホタル館」観光親善大使

専門：講演、セミナー、研修講師（コミュニケーション）
恋愛評論家、復縁コンサルタント
アパレル、サムライスーツプロデュース

◯ 井上敬一(いのうえ けいいち）プロフィール

「人生は出会い」

兵庫県尼崎市出身。立命館大学中退後、ホスト業界に飛び込み1ヶ月目から5年間連続
ナンバーワンをキープし続ける。当時、関西最高記録となる1日1600万円の売り上げを達成。
業界の革命児として、PrinceClubShionをはじめとしたシオングループオーナー業を経て、現
在は実業家として企業、個人の人材育成やアパレル、サムライスーツなどのプロデュースを手
掛ける他、人に好かれるコミュニケーションを伝える研修・講演を展開している。圧倒的な実
績に裏付けられたコミュニケーションスキルをわかりやすく説く講演は、多くの企業・団体から支
持を受けている。

また、約20年間のホストクラブ経営の経験をもとに、接客術や人間関係の築き方を活かし、
2015年4月から始めた「恋愛・結婚セミナー」は多くの悩める女性を恋愛や結婚の成功に導
き、受講生は600人を超える。これまで数多くのメディアに取り上げられてきた中、独自の経
営哲学で若いスタッフを体当たりで指導する姿はフジテレビのドキュメンタリー番組
『ザ・ノンフィクション』で10年にわたり密着取材され、シリーズ第8弾まで放映されている。

ホスト業界から引退後、講師業も15年目を迎え、クライアント企業の業績アップにコミットし
続けている。また、「知覧合宿」をゼロから立ち上げ、大和の心を、現代に伝承する使命を果
たすため、年二回の実施を継続している。
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★連載 ITメディアエグゼクティブ
「経営トップに聞く顧客マネジメントの極意」 http://mag.executive.itmedia.co.jp/executive/series/1735/

◯ 井上 敬一 ビジネス対談実績 ①

十勝バス 野村文吾社長
(2015年1月7日)

しちだ・教育研究所 七田厚社長
(2015年3月20日)

学研ホールディングス 宮原博昭社長
(2015年4月22日)

エムケイ 青木信明社長
(2015年5月20日)

たねや 山本昌仁社長
(2015年6月24日)

矢場とん 鈴木拓将 代表取締役
(2015年7月22日)

旅工房 高山泰仁会長兼社長
(2015年8月26日)

ベアーズ 高橋ゆき専務
(2015年11月25日)

NPO法人ETIC. 事業統括Dir.
山内幸治氏
(2016年1月27日)

ヤッホーブルーイング 井手直行社長
(2016年3月16日)

アーバンフューネスコーポレーション
中川貴之社長

(2016年4月20日)

ビクセン 新妻和重社長
(2016年8月17日)
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◯ 井上 敬一 ビジネス対談実績 ②

力の源カンパニー 島津智明取締役
(2016年12月14日)

リブセンス 代表取締役社長
村上太一氏

(2017年1月18日)

喜久屋 代表取締役
中畠信一氏
(2017年2月15日)

スーパーホテル常務取締役 山本健策氏
(2017年3月22日)

ストライプインターナショナル
取締役兼CHO人事本部長
神田充教氏
(2017年4月26日)

Readyfor 代表取締役 米良はるか氏
(2017年5月24日)

ライザップ代表取締役社長 瀬戸健氏
(2017年7月19日)

ゼクシィなび 代表取締役社長 貝瀬雄一氏
(2017年10月4日)

ナムコ取締役 岩屋口治夫氏
(2017年12月20日)

ジャパンネット銀行 代表取締役社長
田鎖智人氏 (2018年3月14日)

AbemaTV 開発局 局長
長瀬慶重氏 (2018年4月11日)

ランクアップ代表取締役 岩崎裕美子氏
(2018年6月13日)

CRAZY 代表取締役社長
森山和彦氏 (2018年12月12日)
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これまで数多くのメディアに取り上げられてきた中、独自の経営哲学で若いスタッフを
体当たりで指導する姿は、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』で
10年にわたり密着取材され、シリーズ第8弾まで放映されている。

★メディア出演（一部）
・フジテレビ「ザ・ノンフィクション」 ・TBS「王様のブランチ」
・日本テレビ「ナイナイアンサー」 ・テレビ朝日「スーパーJチャンネル」
・TBS「王様のブランチ」 ・テレビ東京「じっくり聞いタロウ」

・ラジオ日本「元爆＆敬一のラジオDEシクヨロ！」他多数

井上 敬一 オフィシャルホームページ
http://inouekeiichi.net/

◯ 井上 敬一 メディア出演など

http://inouekeiichi.net/
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★講演実績(一部抜粋)

・明治安田生命様
・ Canon様
・ＪＡＬ様
・兵庫ダイハツ株式会社
・ＮＴＴ様
・株式会社POLA様
・株式会社グノシー様
・株式会社ダスキン福井
・辻・本郷税理士法人様
・たかの友梨ビューティクリニック様
・株式会社センチュリー21・ジャパン様
・ヨシケイ開発株式会社様 講演会
・（社）日本農業法人協会様
夏季セミナー第３分科会「第１回若手集会」
・東京青年会議所様
・ビジネス会計人クラブ様
・京都大学様 生きざまっ祭り
・日本プレジデント協会様
・一の宿倶楽部様（温泉旅館オーナーグループ様）
・会計法人ＭＳＰＧコンサルティング株式会社様
・社会福祉法人清香会様
・富山県少子化対策・県民活躍課様
・雲南市役所 政策企画部 うんなん暮らし推進課
他多数

★著 書

・シークレット婚活塾（ソフトバンククリエイティブ）
・わかってくれない上司をうならせる神フレーズ５０（パブラボ出版）
・『愛する人』と結ばれる女性、結ばれない女性（ゴマブックス）
・ゴールデンハート（フジテレビ出版）
・ホストの前に人間やろ ！（竹書房）
・人に好かれる方法（エイチエス株式会社）
・７つの本気（株式会社現代書林）

◯ 井上 敬一 著書、講演実績など
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1.商 号 ： 株式会社FiBlink
創業 2014年4月

2.代表取締役 :  井上 敬一

3.井上 敬一オフィシャルサイト ： https://inouekeiichi.net/

4.設 立 趣 旨： 「カッコいい大人を創るTERAKOYAカンパニー」

5.業 務 内 容：・事業開発
・コンサルティング事業
・人格育成、人材教育事業
・企業研修に関する講演事業
・アパレルブランド事業

6.運営会社について

https://inouekeiichi.net/

