


【����4期⽣】
Sセールスと
N�科�で
K�ぐ��

S�２時間で
N２０万円をゆるく�せに
K�げる��

これまでの講座から生まれ変わりました！
起業内容は残したまま

自分軸と愛されるを強化した講座に！



 
 

4期はなんと‼ 
脳科学的自分軸を強化しています。

 
脳科学的自分軸が整えば、恋愛は上手くいくし、お金にも愛されます。

 
 

そしてこの部分がブレたら起業もうまくいかないし、金運や運が悪くて貧乏になります。
 

だから、脳科学的自分軸を強化することにしました‼ 
 

この脳科学自分軸をまず整えて欲しいです。
これは自転車に乗るような技術です♡

 
これは一生モノの財産になります

 
楽しみにしていて下さいね❣ 



考え方を変えたら人生が変わった！
脳科学を研究して20年♡

脳科学的自分軸とミラクルワークで
ゆる〜くふわっと愛もお金も手に入る魔法♡



ゆる〜くふわっと愛もお金も手に入る魔法♡



想い・ミッション

脳科学で愛もお⾦も

豊かに⼿に⼊れる⼥性達で溢れる

脳科学で畳⼀畳半の⽣活から、イタリアでワイナリーがあり、
パーティールーム付きの⼤きなお庭のある家に住めるようになる。

オーストラリアのワーキングホリデーで、ボロボロにフラれ、
顔も⾒たくない！と⾔われた彼と脳科学で復縁結婚。

 
 

その後、脳科学でお⾦もブロックを外したら、⽉10万円の⽉商が翌⽉340万円に！私の⼈⽣を
激変させた脳科学を全て詰めこんた講座「脳科学で全ての願いを叶える講座」(SNK講座)を主宰。
効果のある⽇常で使える脳科学で多くのメンバーさんが⼈⽣を激変するミラクルが起こっている。

 



パバンめい
1985年4⽉23⽇⽣まれ

TV

「5時に夢中!」(TOKYOMX)

「Music�On�Saturday」(フジテレビ)

「テレ遊びパフォー!」(NHK)

「魔⼥たちの22時」(⽇本テレビ)

「mero.jpミュージックChannel」(TOKYOMX)

著書

⻭科衛⽣⼠が教えるかわいいオーラルセックス(星雲社)

格安！�安全！�⽉5万円からのチェンマイ英語留学！�（マイナビ出版）

具体的なビジョンが視えるようになるミラクルワークを取り⼊れた
SNK講座主宰

 
引き寄せの法則をもっと理論的に説明したいということがきっかけで

脳科学に出会う
 
 

ミラクルワークに出会い、翌⽉に念願の商業出版が決まる。    
そして⼤好きな番組、5時に夢中に出演するなど、夢が叶うように。
2015年秋、ロンドンのヒースロー空港で運命的な再会を果たし、

フラれた彼と復縁。翌年、国際結婚。
 

2021年1⽉臨⽉で⽉商370万円を経験、
その後⽉商500万円を達成する。

 



受講前 受講後

・⾃分軸がブレブレ

・お⾦のブロックがある

・ゆるくふわっと稼げない

・お⾦がないし、⾦運が悪い

・モテない

・仲間がいない

・売れる気がしない

・愛もお⾦もない

・⾃分軸が整う

・お⾦のブロックが外れる

・ゆるくふわっと稼げる

・お⾦に愛される

・モテる♡

・仲間ができる

・売れる気しかしない

・愛もお⾦もある
 

SNK４期を受講すると
ミラクルな

脳科学の魔法にかかる♪♡



SNK講座に⼊ってどんな変化がありましたか？�
可愛い、綺麗と⾔ってもらえることが増えました！（笑）

�
顔が変わると聞いてましたが、本当に変わったみたいです。

でも何より、⽇々の不安や不満・ストレスをほぼ感じなくなったのが1番だと思います！�

�
他の講座やコンサルと⽐べてどうでしたか？�

いままで⾊んな講座に⼊っては、ほぼ参加しないまま挫折を繰り返していて、

SNKは初めて⾃分がコミットできた講座です。

�
SNKは少⼈数で、めいさんが全体を把握してくれるし、

なによりステップがとってもわかりやすい！

�
同期も仲良くできて、⾃然とモチベーションが続く講座です。�

�
SNK講座をどんな⽅へオススメしたいですか？�

SNKの特に脳科学編は、正直学校で習ったほうがいいんじゃないかな？と思うくらい、
全⼈類が知っておいたほうがいい内容です。

�
いま⾃分の⼈⽣の⻭⾞が少しでも噛み合っていないと感じる⽅は、

絶対受けたほうがいい！

�

SNK講座
受講⽣の声

望⽉まりさん♡



恋愛やお金、ビジネスが
うまくいかない原因は

潜在意識が関係しています。
 
 

　脳科学で叶う！

９0 %
潜在意識

顕在意識
１０%



SNK講座
受講⽣の声



なぜSNK講座に⼊ろうと思いましたか？�
めいさんみたいに「ゆるく幸せ」に稼ぎたかったから。�
この⾔葉が私の中では凄く意味のある⾔葉でした。�

�
仕事が上⼿くいかず、⼈間関係に悩みがある状態だったのでゆるく幸せに⾃分らしく⽣きられたらどれ

だけ幸せだろうと思いを馳せ、めいさんみたいになりたいと思い受講を決めました。�
�

SNK講座に⼊ってどんな変化がありましたか？�

1.⼈間関係が良好になった。��
�

2.お給料アップ。
�時給がトータル100円、別途の出来⾼報酬が追加された。�

�
3.⾃分の商品が出来た！�

初収益までいただき、⾃分の商品をもっとこうしたいという道筋がわかった。�
�

4.⾃分軸が整い始めた。��
�

SNK講座をどんな⽅へオススメしたいですか？
バリバリ仕事するよりも⾃分のペースで⾃分ビジネスを始めたい⽅�

ビジネスは置いておいて、⾃分の⼈⽣を豊かにするために脳科学を学んで活かしたい⽅

�

SNK講座
受講⽣の声

⾼橋彩奈さん♡



ビジネス(セールス)編×3本講義(月１配信×３ヶ月)
脳科学編×3本講義(月１配信×３ヶ月)
脳科学補講1本
グルコン計3回（ZOOM）＋ミラクルワーク練習会10回

【高額商品講座】→起業されない方はパートナーシップ 動画に変更可能 
＋10本セミナー（0から始めるブランディング）
講座開講中期間限定オンラインサロン

開催場所：ご自宅（オンライン）



７�７� 15回15回 10�10�
ビジネス編3本
脳科学編4本 グルコン３回

練習会10回

講座内容

⾼額商品講座

4期FBグループへご招待



33⽉⽉ 44⽉⽉ 55⽉⽉
⾃分軸

まずは⾃分軸を
整えよう

愛
愛のワークで
⼼を満たす

グルコン内容

お⾦
⾼額商品

売れるスキル

4期FBグループで課題をやっていこう♡





ゆる〜く生きて稼ぐを強化
まずは自分に必要ないものを

抜いていく最強ワークを追加！
生き方を軽くする

ワークで快適な感覚で生きよう♡　
もう我慢しないし、疲れない。
楽しいとワクワクと幸せしかない♡



１時間のミラクルワーク

マンツーマンの個別指�で

しっかり�べます。
ZOOM

お申し込み後すぐにミラクルワーク講師から
プライベートセッションを
受けることができます！

じっくりとミラクルワークについて
しっかりお伝えします。



ミラクルワークスペシャリスト(サポーター)に
よる全10回のZOOM練習会(60分)

����料

練習に参加することで学びが深まります。



 
サポーターさんご紹介

イタリア×⽇本⼈ハーフの
超美⼈でモデルのルミナさんと脳内整理のプロで認知科学専攻の

彩奈ちゃんを筆頭に無料練習会を開催します。

マインドマップのプロ

彩奈ちゃんは認知科学専攻

彩奈ちゃんはメンバーさんに

寄り添ったアドバイスが得意♡

ルミナさん 彩奈ちゃん



ミラクルワークスペシャリスト(サポーター)による

ママに優しいクラス、夜間22時クラス
練習会は全１０回

少⼈数でリラックスして学べます



ミラクルワークスペシャリスト
(サポーター)による

⼦連れ・授乳
OKクラス

【⼥性限定】

ミラクルワークスペシャリスト
(サブ講師)による

夜間クラス
22時〜

 
⼟⽇の午前OR平⽇の17時半から開催 22時から開催(または21時)



ミラクルワークスペシャリスト
(サブ講師)によるミラクルワークレッスン♡

22時〜(または21時)クラスは仕事帰りのメンバーさん
にすごく⼈気の時間帯です。

 



マインド面（脳科学はご自身の講座で教えてOK）
・愛もお金も手に入る♡ミラクルワーク
ミラクルワークの手順学習、セルフイメージ

やり方、方法論
・ブランディング 
・契約率が高いFacebookだけで売るノウハウ

��１ヶ⽉⽬の�⾏予�



マインド面（脳科学はご自身の講座で教えてOK）
・不安について脳科学で解説
・お金のブロックや日常、恋愛への不安を解放する手順

やり方、方法論
・セールス（体験セッション）
・ご契約のクラウドサイン、ZOOM、

 

��２ヶ⽉⽬の�⾏予�



マインド面（脳科学はご自身の講座で教えてOK）
・幸せになるお金の使い方と稼ぎ方
（講座の価格設定、コミュニケーションのメカニズム）

やり方、方法論
・SNSとの組み合わせ（ブログ、メルマガ、LINE公式）

 

��３ヶ⽉⽬の�⾏予�



セルフイメージ（セルフコーチング）
《�愛、お金のブロックを�す（�科�）》



セルフイメージ（セルフコーチング）

石川大雅先生… 心理学、脳科学をもとにした
超実践的脳科学メソッド（NLP系）、

NHKやNTT、国会議員、トップアスリートなどに向けて
コンサルティングを行っている

《お金のブロックを�す、セルフイメージ（�科�）》



星    渉
起業家プロデューサー、
作家、講演家。
6ヶ月以内に0から月商7桁越えの成功確率日本No.1の91.3%
を誇るコンサルティング
11万部突破のベストセラー作家
『神メンタル』『神トーーク』
「科学的に人の心を動かす話し方」のスペシャリスト



１�⽬ 

�異的な��をもたらす

「セルフイメージの更�と�則」

�が�める「メンタルモデリングの�則と��」

２�⽬ 

�内地�を書き�える「グローバル・ビジョン」

不�を⾏動⼒に�える「エモーション・コントロール」

３�⽬ 

��⼒の��が持つ「コミュニケーション・メカニズム」

思い�りに⽣きる「お金と�情のメカニズム」

脳科学の内容
※中⾝は同じですがタイトルは変更します。

 



４-6. セルフイメージ（セルフコーチング）

４-６回《お金のブロックを�す、

セルフイメージ（�科�）》

脳科学編

ビジネス使用可



４-6. セルフイメージ（セルフコーチング）
４-６回《お金のブロックを�す、セルフイメージ（�科�）》

ディプロマ発行

試験合格者のみ

※再試験可能(有料)
※写真はまだ思案中のデザインです。デザイナーさんとデザインを何度も

打ち合わせを重ねています。





・2022年3⽉からオンライン講座スタート
・Facebookグループで仲間と交流！
・わからないことがあった時は質問スレッドに質問可能
・講義は録画しているので１年間視聴可能
・グループ質問会を⽉１回開催（60分〜90分×３回）
・脳科学ティプロマ試験、カード発⾏無料
（合格者は希望者のみ次のステップ、ブロック外しに進むことができます）

＋全10回の練習会の無料参加権付き

【��内�】



1回⽬セールス編-全２０ページ
2回⽬セールス編-全３１ページ
3回⽬セールス編-全２２ページ

1回⽬脳科学編-全４１ページ
2回⽬脳科学編-全６６ページ
3回⽬脳科学編-全７３ページ

計７３ページ

計１８０ページ

計２５３ページ



�典１

Facebookフレンドが200��下でもブログ、

メルマガなしでできる�

�すぐ売れる�

FACEBOOKだけで
ゆる〜く２０万円売るノウハウ&
テンプレート（８万円相当）



�典２

��でステップメールについても�義します。

わたしが２０万円を��に売ったメ

ルマガテンプレート《２種�》を

マルッとプレゼント（20万円相
当）



�典３

ブログで��するライティングスキルが�べる�材

�品が�的に売れるベネッセから 

発売している�材（9800円相当）



�典４

成�率を�的にUPすることができる
��提�書の作り���ノウハウ���開

���品がザクザク売れる

提�書の⾒�PDF �24ページ
（20万円相当）



�典５【先�６�】

�常価�１時間３万円（�別）の個別相�を�料で

プレゼントします。（ZOOM）

�愛、夫���、�児、�業�期、���品づくり

のブランディングやお�みなど何でもご相�できま

す。これからビジネスをされたい�は、�み発�ワ

ークをお�しさせていただきます。

��開�前の個別相�１時間



�典６【先�３�】

⽇�時間16時半��の時間を⼀�に決めることができ

ます。

あなたが��しやすい時間を�べる�

��⽇�を⼀�に決める�利





�典８ライセンスフリー

新型コロナに負けない！
脳科学で不安から抜け出して

ハッピーマインドを⼿に⼊れる⽅法
(4万９千円相当)

１時間のセミナー動画です。
この講義でお配りするテキストはライセンスフリーです。

すぐにあなたの商品にすることができます。





特典９
《週1日、2時間の隙間時間で20万円を

ゆるく幸せに稼げる方法♡》

メンバー限定特設ページで視聴可能！
 

特典11
大好評だった期間限定の

もう今は視聴できない３DAYSの視聴権利！
ゆるく幸せにセールスできるようになる３STEP

 



�典１０

３ ３

５



�期だけの超スペシャル�典

�典１２

FACEBOOKライブ��FACEBOOKライブ��FACEBOOKライブ��
プレゼントプレゼントプレゼント

7万9600円相当





【Facebookライブ講座の魅⼒1】

臨⽉で最⾼⽉商370万円を稼いだ濃厚なノウハウを惜しみなくシェア！
2020年秋は５DAYSライブ配信で⽉商340万円を達成
2021年は４DAYSライブ配信で⽉商370万円を達成
そのマインドとセールス⼒、戦略についてを学べるライブ講座です。



【Facebookライブ講座の魅⼒2】
 
 
 
 
 
 

 
ゲストにFacebookライブの
プロが来てくださって対談しております。
Facebookライブをご⾃⾝で400回以上経験されていて、
Facebookライブサポートも経験豊富な⼥性です。わたしの視点
からのFacebookライブとプロの視点から更なるノウハウが聞け
るので、かなりお得な講座になっています！

吉⽥ 紋⼦さん
Yoshida�Ayako



【Facebookライブ講座の魅⼒3】

・既に録画している講座です。

  1回30分〜40分のFacebookライブが好きな時間に視聴可能

Facebookライブ初⼼者さんが
この講座受講後、次々とライブデビュー

を果たしています。



【Facebookライブ講座の魅⼒4】

またパバンめいのFacebookライブの裏事情などもこっそりシェア！
FBライブでガッツリ稼ぐわたしの他では⾒れない裏事情がわかります！



受講費について



�９回のZOOM�義９０�（３回は�疑��）、ライセンスフリー�科�（ディプロマ�

�発⾏�み（４６万円）

【�典１】�すぐ売れる�Facebookだけでゆる〜く２０万円売るノウハウ&テンプレート

（８万円相当）

【�典２】わたしが２０万円を��に売ったメルマガテンプレート《２種�》をマルッ

とプレゼント（２０万円相当）

【�典３】�品が�的に売れるベネッセから 発売している�材

（9800円相当）

【�典４】���品がザクザク売れる提�書の⾒�PDF �24ページ

（２０万円相当）

【�典５】先�8�個別相�１時間（２万2000円相当）

【�典８】ライセンスフリーセミナー動�（４万9000円相当）

【�典12】Facebookライブ��（７万9600円相当）

�１１０万４００円



パバンめい

50万円

ブランディング
⾼額商品づくり

セールス
脳科学

（ディプロマ込み）
 

３ヶ⽉の講座
＋１年間録画視聴起業コンサルB

 ３ヶ⽉の講座

ディプロマコース
年会費と

講師に毎回払う

１8０万円
その他（会費）

起業コンサルA

他社比較

ブランディング
講座

（ディプロマなし）

６０万

３ヶ⽉の講座



１１０万４００円相当

�常価�５０万円
（ライセンスフリー、�科���代、ディプロマ発⾏�⽤�み）



１１０万円相当

�常価�５０万円
（ライセンスフリー、�科���代、ディプロマ発⾏�⽤�み）

39万円（税込）

第４期生特別価格

カードでも事務⼿数料は0円です！



３９万円

(��)
【今だけ】カードでも同価格

事務手数料０円



お��い��   
クレジットカード、または振込

 
PayPalなどで⼀括払いをした後に、

カード会社で分割可能
カード会社に要確認

 
 

銀⾏振込⼀括

 
 



分割払いはできません。
PayPalでご自身で

カード会社に電話をして
分割にしてください。

※キャンセルポリシー

お振込み後のキャンセルによるご返⾦は致しかねますので、ご了承の上、お申し込みをお願いいたします。



3⽉20⽇(⽇)
�1回⽬のグルコン
２０２２年6⽉19⽇(⽇)までの３ヶ⽉間

お申し�み�に１�⽬の

�科�の動�が�きます。
期間中にZOOMグルコン3回、
���を１０回を開��



▪お���了�すぐに

���品��を配布

（すぐに�べます。

���品が作れます）





【特典対象】明⽇23:59までにお申し込みの⽅

動画プレゼント





�

佐藤きえさん

ファッションコンサル・脳科学と×コーチングで�⼥性のマインドア

ップお⼿伝いをしている⼥性開花プロデューサー・⾏動分析鑑定⼠

パバンメイさんの元で脳科学を学びました。�

内⾯も外⾒もブラッシュアップして、

理想のお洋服を着てもっと輝き�世界中に⾃分で⾃分⾃⾝をハッピーに出来る

⼥性を増やしたいです。よろしくお願い致します。�

�



早期お申し込みの方限定

動画プレゼント

脳科学×ファッション講座プレゼント

講座テキスト
ファッション
ノート



よくある質問
銀行振込はいつまでに振り込めば良いですか？

 

お申し込み後３⽇以内に
お済ませ下さい。

先着限定の特典が間に合わない可能性があるの
で、カード払いをお勧めします。

今回のみカードの事務⼿数料は必要ありません。





３０分の通話相談無料
相談特典

特典延長！
ファッション×脳科学(動画、ノート、テキスト)

 

SNK講座４期に迷っているあなたへ



カード払い事務手数料0円
3９万円
（税込）

お急ぎください。カード⼿数料
0円

SNK4期限定


