ホリスティックポテンシャルユニットが、健康経営の支援をさせていただきます。

これからの企業の健康経営

ピースフル戦略

これからの企業の健康経営ピースフル戦略プロジェクト

○講座
○ワークショップ
○コンサルティング
○ディレクション
○プロデュース
○プロジェクト

Step 5

健康経営の五運の遡り

○セミナー

Step 4

健康人生の五運の遡り

●サービス

Step 3

健康経営の擦り合わせ

Strategy

健康意識の擦り合わせ

Management

Step 2

健康人生の擦り合わせ

Step 1

Management

Strategy
健 康 思 考と、 健 康 人 生と、 健 康 経 営 で
企 業 を 強くする！

ホリスティックポテンシャルユニット
望月聖司

石司麻美

もちづきせいじ

●有限会社ヴイ・ダブリュ・ストーク代表取締役
●ヒューマンブランディングプロデューサー
●アートディレクター
述べ 1000 社以上、約 8000 人の企業人材と商品広告、
求人広告、事業戦略、商品開発に関わる。自治体、各外
郭団体などと共に支援やセミナー、講演を重ねる中で中
小企業のための支援メソッドを開発。顧客満足は従業員
満足が作り上げると言う考えの元、経営の五資源はその
中の人材が育てると言う考えから健康思考が健康人生を
生み、それが健康経営を生むことで強い企業を育てるこ
とを発見。企業人材の育成に力を注いでいる。

ヒューマンベーススキル

■開発メソッド
○ヒューマンアイデンティティメソッド
vw-stork.co.jp
○ビジネシングメソッド
○ライフリスペクト
■支援活動実績
○静岡県経営支援アドバイザー（1997 〜）
○2003 年 NEW!! わかふじ国体広報専門委員（1998 年〜 2003 年）
○静岡県広報物診断アドバイザー（2000 年）
○IT 時代の実践マーケティング講座講師（2005 年〜2008 年）
○静岡市屋外広告物講習会講師（2005 年〜）
○グッドデザインしずおか審査員（2006 年〜2007 年）
○静岡市専門家派遣事業派遣アドバイサー（2006 年〜2016 年）
○静岡県フーズ・サイエンスプロジェクトマーケティング相談会アドバイサー（2007 年〜）
○公益財団法人 静岡県産業振興財団 総合食品講座講師（2010 年〜）
○フーズ・サイエンス マーケティング相談会講師（2010 年〜）
○焼津市 ネオ焼津プロジェクト プロデューサー（2012 〜 2017）
○大井川商工会 5C 分析セミナー講師（2013）
○焼津商工会議所 経営計画作成支援事業 焼津イノベータカレッジ講師（2014）
○藤枝商工会議所 経営計画作成支援事業 藤枝イノベータカレッジ講師（2014）
○藤枝商工会議所・焼津商工会議所・岡部町商工会・大井川商工会広域連携 志太経営塾講師（2014）
○藤枝市 販路拡大応援セミナー講師（2014）
○静岡県 人づくり支援事業 女性イノベーター育成支援事業受託（2014 〜 2016）他
○静岡県主催の講演
○静岡県各市町村主催の講演
○各組合主催の講演
○金融関連主催の講演
○各団体主催の講演 多数
健康
■教育関連活動実績
思考
○常葉学園大学造形学部 非常勤講師（1997 年〜 2004 年）
○静岡デザイン専門学校 非常勤講師（1998 年〜 2002 年）
○静岡県立静岡工業高等学校 非常勤講師（2000 年）
○焼津水産高校 特別授業（2019 年〜）
■著作物
○人格の向上を目指して
○考え方のちょっとしたヒント集
○HI 理論 企業ブランディング 他

有限会社 ヴイ・ダブリュ・ストーク

〒420-0046

競合が多いから不利、と思っていませんか？
不景気だから大変、と思っていませんか？

いしづかあさみ

●ホリスティックティーアーティスト
●日本茶インストラクター ●ハーバルセラピスト
●だしソムリエ ●初級中国茶藝師
洋食カフェ運営の両親の影響で、味わって食べる習慣が
身に着く。50 社以上のお茶を同時に扱い利き分ける職
務の中からお茶の健康に対する優位性が味覚にあると発
見。音楽をやっていたこともあり味を音階のように捉え
ると言う習慣があったことによって味覚音感を開発。日
本茶とハーブをブレンドすることで、味覚を磨き、咀嚼
力を磨き、味わい力を磨くことが人の潜在健康力を高め
ることを発見し、様々な商品開発に従事している。
■開発メソッド
〇ハーブ緑茶ブレンド方式
chalife.net
〇味わいフルネス（大人の食育 7 教科）
〇ハーブ緑茶ネオヘルス
〇茶彩師マニュアル
Instagram
〇味覚音感
■活動実績
〇静岡市茶商工業協同組合「喫茶一茶」立ち上げメンバー及び店長
〇食品会社支援（2017 〜）
〇川根ジビエプロジェクト支援（2017 〜）
〇ハーブ緑茶によるイベント出展（2019）
〇ワークショップ開催（2018 〜）
〇富士宮教育委員会主催味覚講座講演（2018）
〇ハーブ緑茶マイスタースクール開催（2018）
〇ハーブ緑茶サロン開催（2019）
〇ルシル K オリジナルハーブ緑茶提供（2019、2020）
〇星野リゾート界遠州 オリジナルハーブ緑茶提供（2019）
〇家電販売店エディオンワークショップ開催
〇伊勢丹百貨店ワークショップ開催
〇阪急デパート西宮店、千里店、宝塚店ワークショップ開催
〇阪急ケーキショー ティーペアリングプロデュース（2019）
〇クラウドファンディング達成（2020）
〇茶彩師オンデマンド講座開設（2020 〜）

すべて逆です。
業績は景気やクライアントや社会が決めるのではありません。
経営者と従業員の思考の持ち方にかかっています！
未来が読めない時代だからこそ、自分を、自分たちを正しく信じることが大事！
これからの企業の健康経営のため
健康思考を高める支援をさせていただきます。

思考

言葉

性格

健康
思考

Silen t Dilem ma Syndrome

相対思考
不安
不運の引き寄せ

調和思考
やすらぎ
五運の引き寄せ

見られている自分
自責→自愛

①誰かを傷つけた責め
②助けられなかった責め
③何もしていない責め
④恵まれている責め
⑤穢れている責め
⑥受け継いだ責め
⑦宗教的な理由の責め

見ている自分
他責→他愛

静岡市葵区吉野町 7-12 プリエール吉野 406

承認欲求

頭で考える

矛盾思考→創造力
頭の病気→頭の健康

競争意識

心で考える
感情性→感謝力
心の病気→心の健康

他者混合

体で考える

短絡行動→感動力
体の病気→体の健康

↓
習慣→性格→運命

info@vw-stork.co.jp

行動

習慣

Management

Strategy

健康思考が、
人 生 の 五 運 を 引き 寄 せ 、 企 業 の 五 運 を 引き 寄 せる！
売り上げの八割が実はそれに関わっている人の心が決めている！

健康運

人材運

と言われたらどう思いますか？
ますます先の見えない時代に一番の大敵は不安な心です。
不安な心を生むのが相対思考。
人材の相対思考を調和思考に変えることで健康人生を引き出し、

愛情運

幸運

健康人生が健康経営を高めます。
キーワードとなるのはピースフル「やすらぎの力」です。

販促運

企業運

健康
人生

健康
経営
健康
思考

仕事運

金運

相対思考 × 調和思考

事業運

商品運

頭

の健康

ヒューマンアイデンティティーメソッドで、人生の五運を引き寄せる。
健康人生の目的は、五運を引き寄せることです。健康運とは頭の健康、心の健康、
体の健康のことで、健康運を高めると愛情運を引き寄せ、仕事運へとつながり、金
運を高めて幸運を引き寄せます。健康運とはその人の眠っている潜在能力のことで、

心

の健康

体

の健康

Businessing

ビジネシングメソッドで、企業の五運を引き寄せる。
企業、事業、商品、販促、人材は経営の 5 資源です。専門的に言うとブランディング、
マーケティング、マーチャンダイジング、プロモーション、マネジメントです。こ
の経営の 5 資源は、健康経営における五運。その企業や業界、産業の五運の川の

経営者と従業員の健康運を引き寄せる健康思考が健康経営の基本となるものです。

遡りを相対思考から調和思考に変えて見ることで、新たな可能性が見えてきます。

独自開発のメソッドで健康人生の支援をさせていただきます。

独自開発のメソッドで健康経営の支援をさせていただきます。

頭の健康、心の健康、体の健康が引き寄せる力を高める。
思考が変われば言葉が変わり、行動が変わり習慣が変わり、性格が変わることで運
命が変わります。人は誰もが運命を引き寄せています。相対思考であれば不運を、
調和思考であれば五運を。五運を引き寄せるのはやすらぎの力。不安は不運を引き
寄せるだけです。健康こそ能力。健康思考が健康人生、健康経営を実現させます。
独自開発のメソッドで健康思考の支援をさせていただきます。

