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 ホーム /  脳と體（からだ）のトレーニング

eachBrandへの参加⽇：2020年 1⽉ 27⽇
ご参加からの経過⽇数：476⽇

ビジネス会員 Green-Elite  ACTIVE

脳と體（からだ）のトレーニング

こんにちは、カフカです。

これから、脳と體（からだ）のパフォーマンスを⼈類の上位１％まで⾼める動画講義をお届けします。

まずは、ガイダンス動画をご覧ください。

⾳声のみを視聴する（m4a）

 

◆第１講：脳の構造理解（理論）

30⽇⽬：脳の構造理解（理論）

37⽇⽬：概念のフィルター、分節化
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◆第２講：脳の構造理解（実践）

42⽇⽬：脳の構造理解（実践）

49⽇⽬：第１領域のマネジメント
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70⽇⽬：現代⼈が無⾃覚に陥るいくつかの悪習慣
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◆第３講：⾝体のマクロ・マネジメント
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91⽇⽬：健全な循環のためのアライメント

98⽇⽬：呼吸の調律

105⽇⽬：リンパと⾎流の調律

112⽇⽬：睡眠の本質（理論）

119⽇⽬：睡眠の本質（実践）

 

◆第４講：⾝体のミクロ・マネジメント

126⽇⽬：⾝体のミクロ・マネジメント

133⽇⽬：命を⽀えるオイル

140⽇⽬：第⼆の司令塔を整える

147⽇⽬：⽣体エネルギーを⽣みだす２つの回路

 

ミクロ・マネジメント実践編（Comming Soon）
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 ryuki より:

 

2021年5⽉17⽇ 7:52 AM   (編集)

カフカさん
再視聴させていただきました！

 コメント コメント
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 yukiko0115 より:

 sachiko より:

 TATSUYA SHUTO より:

 J.keiko13 より:

ビジネスをする上で⾝体を整えることは⼤事という意味が最近わかってきました。
⾷⽣活が悪ければやる気は出ない、睡眠の質が悪ければ活動効率が悪くなる、運動をしなければ⾵邪や体調不良を引き起こしやす
くなる。
だからこそもう⼀度この講義を再視聴し、腹に落とし込み、カフカさんがやられていることをひとつずつ⾏っていきます！
いつもありがとうございます！
これからもよろしくお願いします！！！
 返信

2021年5⽉16⽇ 8:25 AM   (編集)

脳とからだ、これから配信されるものがとても興味深いですね。
脳細胞は減っていく、縮むと思っていたことがもう古い常識であり、増えるということに驚きました。
脳の働きを様々な⽅⾯から解析することは⾯⽩いですね。
次回の配信楽しみにしています。今回もありがとうございました
 返信

2021年5⽉11⽇ 11:14 PM   (編集)

脳と體のトレーニングを視聴しました。
現在の学校で学んできた事が、果たしてどこまで⾃分のこれから先の⼈⽣で役に⽴つ学びになるのか、今の学校の教育にどれだけ
の学びが得られるのか。今と昔では全然世の中の構造が違うのにやっている事は変わらない事に今までは疑問を持たずに来ました
が、カフカさんの動画がそれを気づかせてくれました。
これからビジネスをする上で、稼ぐ事よりも脳や體の構造を理解し学ぶ事がまずは必要との事なのでしっかり学べるように動画を
繰り返し視聴していこうと思います。
他では学べない気づきをカフカさんの動画で深めていきたいと思います。
 返信

2021年5⽉11⽇ 8:52 PM   (編集)

脳科学こそビジネスをする上で最重要学問であることは間違いないと思います！
ニューロンのネットワークの強固さによって柔軟性や記憶⼒が変わってくるというのはすごく興味深い内容でしたし、様々な経験
と継続的な反復動作で強固になっていく。
何かを会得しようとした時に必ずやる⾏動がまとをいた⽅法だったんだなと納得しました。
また、真のイノベーションは統合する⼒、⽐較する思考を意識したいと思いました。
意識の例えわかりやすく、とても⾯⽩かったです！
そして無意識の処理⼒がそんな凄いとは思わなかったです。
動物脳と⼈間脳の対⽴は、なるほどと思いましたし、意思⼒をコントロールするために
睡眠と質の良い⾷材の摂取、瞑想と筋トレが重要なことがわかりました！
ありがとうございます！
 返信

2021年5⽉10⽇ 11:11 PM   (編集)

カフカさん、こんばんは(*^-^*)脳細胞は増える！！ということや、100年前の軍⼈教育カリキュラムを常識だと思って疑わない・・
何度も腹に落とし込み視聴させて頂きました。この動画を観てから、脳細胞は増えるということは、何歳からでも何でも出来ると
いう気持ちにもなり嬉しく思いました。
each Bladのトレーニングプログラムは、⾊々な⾓度から考える⼒も鍛えてくれてると実感してますので、今後新しい動画が送られ
て来て、学べる喜ぶ、楽しさが増えてます。
いつもありがとうございます。
 返信
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 TATSUYA SHUTO より:

 saki.f より:

 Shimaon より:

 fumiaki より:

 maresuke1209 より:

2021年5⽉10⽇ 4:53 PM   (編集)

まずは体からというように、何をするにも私たちは体を使って活動をしています。
そんな⼀番⼤事な体がチグハグになっていればそりゃパフォーマンスも落ちるし、⽣産性は上がらないと感じました！
本気で成功したいのであればこの講義は最重要講義だと思いますのではらに落ちるまで視聴していきたいと思います！
ありがとうございます！
 返信

2021年5⽉9⽇ 3:48 PM   (編集)

カフカさん、こんにちは 
再視聴させて頂きました。 
脳と體のトレーニングにての学びが実際に⽇常⽣活やここへの活動の中に活かされています。 
正しい知識を⾝に付け⼀定の基礎⼒を⾼めていく、突出した能⼒がなくても例えば優先順位判断を的確にできるようになったり
と、稼ぐに値する⼈になっていく、まさに題名にも“凡⼈が天才になるために”ともあるようにここでの⽬指すべき姿勢であると感じ
ます。 
⼀旦プッシュ活動を始めると活動を続けたくて、それは勿論良い事なのですが上⼿くいかないときにもとりあえず⼿だけ動いてい
る状態に陥るときがあったり、学習への優先順位が下がることがあります。やみくもに活動を続けるよりも学習に戻る勇気を持
つ、これからも⼤切にしていきます。 
学びの時間をありがとうございました。
 返信

2021年5⽉7⽇ 8:07 AM   (編集)

おはようございます、カフカさん！筋⾁のしまおです！！脳と體のトレーニングを通じて、習慣のオーダーメイドを学んで参りま
す。今回の動画にて、ビビッときました点が、
まずは正しい知識を⾝に付けて、⼀定のラインまで基礎⼒をあげること。です。筋トレも、ただ⾔われたことをやるトレーニング
と、解剖学を学んだ上で⾏うトレーニングとでは質に天と地ほどの差を感じます。⼀体の基礎レベルを満たすことが、結果として
その後に良い成果をあげられることにつながるんですよね。朝から学びを受けられるこの環境に感謝しつつ、変わりゆく⾃分を楽
しんでいきます。いつも、ありがとうございます！ しまお
 返信

2021年5⽉3⽇ 9:32 AM   (編集)

確かに⾃分の体が整ってないとその上に何を積み重ねても崩れてしまいますね。
この先の動画がとても楽しみになりました。
ありがとうございます。
 返信

2021年5⽉2⽇ 1:47 PM   (編集)

トレーニングのご案内だけを⾒ても、eachBrandoがいかに優れた教育カリキュラムを持っているかがわかります。 
１００年前の教育カリキュラムに基づく学校教育を「勉強」と勘違いしたために、多くの若い層が「わかった気」になっているこ
とに危機感を感じます。
また、スマートフォンの普及により、誰もが簡単にすぐ⾃分の所有物で情報を検索できるようになったことが、それに拍⾞をかけ
ています。
探求⼼を持つ必要がなくなっている（と感じている）状態は、⽇本の将来を危うくするものだと思います。
今後公開される動画を楽しみに、⼈類の上位５％の脳と⾝体がなったら、すごいことが起きるような気がします。
カフカさん、ここ以外のどこでも学ぶことのできない情報をありがとうございます。
 返信
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 masato0358 より:

 Michiko32 より:

 tsutomu より:

 shota1030 より:

 yuru より:

2021年4⽉30⽇ 3:14 PM   (編集)

カフカさん。
いつもお世話になります。
脳と體のトレーニングのガイダンスについて視聴しました
【⼈間⼒を⾼めるトレーニング】は⾃分の最も課題とするテーマの⼀つです。
ビジネスと⾝体の密接な関係から成果をあげるための最短経路と断⾔された理由もガイダンスを⾒てイメージすることができまし
た。
これからこのトレーニングでもっと深く掘り下げていきます。素晴らしいガイダンスを
ありがとうございます。
 返信

2021年4⽉29⽇ 11:28 AM   (編集)

脳とからだのガイダンス拝⾒しました。
脳細胞は増える！？
驚きです！
最近興味が湧きはじめた脳のことを学べるのがとても楽しみです。配信になるまで、ベーシックをしっかり学んで⾏きます♪
ありがとうございました
 返信

2021年4⽉24⽇ 7:11 PM   (編集)

カフカさん、いつも素晴らしいコンテンツを「ありがとう！」ございます。
岩⼿のtsutomuです。 
⾻が豊かになると書いて體と読むのは初めて知りました(^^) 
本当に建物もそうですが、基礎となる⾻格は⼤切ですよね。
⾮常にわかりやすく勉強になります。
私は、健康に興味がありますのでこのカリキュラムがとても楽しみです。
これから配信になるのを楽しみに待っています。
どうぞ、宜しくお願いいたします
 返信

2021年4⽉24⽇ 4:19 PM   (編集)

カフカさん、いつもありがとうございます！
トレーニングのガイダンスを⾒ただけでもワクワクが⽌まりません！
『脳細胞は増える』と認識するだけでも⽣活は変わってきますね！
トレーニングが趣味な僕にとっては、脳と体、そして呼吸は親密な関係にあると意識していますが
詳しくは分からないため、このような場で学んでいけることは⼤きな財産になると思いました！
次の話が待ち遠しいです！！
 返信

2021年4⽉21⽇ 3:10 PM   (編集)

1年前までの私は、脳や⾝体のことを後回しにしていました。したがって、間違った努⼒により、 
時間と労⼒はかけても⼀向にパフォーマンスが上がらず結果が出なかったのだと繋がりました。
これまで脳と⾝体について興味がありましたが、体系的に学んだ事がなかったので、ここで正しい知識を
⾝につけ、実践していきたいと思います。
この学びはビジネス成功の最短距離であり、⼈類上位５％の脳に持っていけると思うと、モチベーションも⾼まります。
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 akihisa より:

 takuma38 より:

 junjun0122 より:

 Ginga.Uechi より:

 hiroki220 より:

今回の動画をマインドマップを使って内容をまとめてみました。まだマインドマップに慣れていないので時間はかかり
ましたが、これも訓練だと思うので、今後も活⽤してみたいと思います。
 返信

2021年4⽉18⽇ 10:27 AM   (編集)

脳と體（からだ）のトレーニングを視聴しました。
脳細胞は増えるんですね＾＾
これからの講義でどんどん⾃分⾃⾝に知識が加わっていくと考えるととても楽しみです。
変わっていくことをこれからも楽しんで学んでいきたいとおもいます。
ありがとうございました＾＾
 返信

2021年4⽉18⽇ 7:54 AM   (編集)

カフカさん
動画ありがとうございます！
脳と體の理解を深めることがすべての事柄に対して成功につながると思うと、
続きの動画も楽しみで、⽬標に向かって学ぶ過程が楽しいと感じられて幸せです！
今後ともよろしくお願いします！
 返信

2021年4⽉12⽇ 4:42 PM   (編集)

脳と體（からだ）のトレーニングを視聴させていただきました。
早く、講義を受けたい気持ちでいっぱいです。
まだまだ⾃分でも知らない⾃分に出会えそうです。
 返信

2021年4⽉10⽇ 10:45 PM   (編集)

カフカさん
いつも動画の公開ありがとうございます。
脳と體（からだ）のトレーニングを視聴しました。
脳と體について学ぶことが、ビジネスで成功するための最短ルートなので、とても重要。
全ては⾝体が起点なので、ちゃんと理解した上で⾏動することが⼤切とのこと勉強になりました。
全講義を通じで、上位5%ないし1%に⼊れるように精進します。
 返信

2021年4⽉10⽇ 5:43 AM   (編集)

カフカさん
脳と體のトレーニング動画を拝⾒させて頂きました。
ビジネスのノウハウだけを⾝につけるだけではなく
⼈間の⼟台から知ることが最も重要だと感じました。
正しい知識を⾝につけ基礎⼒を磨き成⻑していくこと
を楽しみたいです。
ありがとうございました。
 返信
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 yoshie より:

 KODAI-NAGADO より:

 Hiroaki0430 より:

 Yuna44 より:

 Yoshiki0916 より:

2021年4⽉6⽇ 1:02 PM   (編集)

「脳の構造理解」脳と⾝体のトレーニングで脳の構造や⾝体の仕組みなど以前から興味のある内容なので
トレーニングによって今後どのように変わっていかれるか楽しみです。
 返信

2021年4⽉5⽇ 1:15 AM   (編集)

今回も素敵な動画をありがとうございます！⼈の⾏動や習慣は全て脳の指⽰によってのものですし、鍛えるところを鍛えろことに
よって全体の習慣に繋がっていくと思っています。⾝体は資本ですし、最⼤限にコスパ良く発揮出来る状態が1番ベストなので更に
脳について知識を深めていけたら良いなと考えています。本⽇はありがとうございました。
 返信

2021年4⽉4⽇ 5:38 PM   (編集)

⾃分も、audibleなどで新しい知識を 
どんどん吸収して実践に活かしていますが、
なかなか、体系化して勉強できていないため
こちらの道を選択しました。
成功する⽅々の⽣活習慣を
分解して、迷うことなくセットアップ
できるので、時間の短縮ができて
本当に良かったと思います。
今後の動画も楽しみに、⾃分をチューンアップ
したいと思います。
ありがとうございました。
 返信

2021年4⽉4⽇ 2:21 PM   (編集)

貴重な動画をありがとうございます。
私⾃⾝がeach brandに参加した理由の⼀つが 
⼈間の脳や⾝体の構造を学びたい
ということでした。
⾃分が⾃分であるにもかかわらず
⾃分の意思と無意識、潜在意識のベクトルが逆を向き
“もう⼀⼈の⾃分”に振り回されたり、運転⼿の居ない⾞に乗っているような 
そんな、⾃⾝のコントロールが全く出来ない過去もありました。
これまでにも学ぶ機会をいただき、⾃分を整える作業はしてきましたが、変わりきれていないのが事実です。
⽣きていく上で重要なこと
ヒントをいただきながら
変わる努⼒をしたいと思います。
 返信

2021年3⽉22⽇ 6:20 PM   (編集)

まずは〈私〉を変えること。
なぜなら、世界は〈私〉でしかないから。
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 Pokotan より:

 tamae より:

 k_shogo より:

 matsuoka.yuki. より:

 Toshie より:

世界を変えるなら、〈私〉から変えていく。
〈私〉をほんものにする。
シンプルですが、難しいことですね。
⾷⽣活や習慣というものは、意識するよりもよっぽど、私たちに影響を与えるものだと思います。
そうわかってはいても、やはりなかなかコンビニ弁当の⽣活から抜けられない⾃分もいます…
数年以内に、有機野菜を⾷べ、陽光のもとで運動し、
美しい思考と明快な直観を持つ、
そんな⽣活を⽬標にします。
 返信

2021年3⽉20⽇ 12:45 AM   (編集)

カフカさん、いつも希少な情報のご案内とご講義、有り難うございます。
⼀⽣かけても知ることなく、⼈⽣が終わってしまうこともある中で唯⼀
「each Bland」 
に参加し、「カフカさん」の存在があってこそ知り得る情報なのだと感じております。
この先の動画も今までの動画も視聴が楽しみです。感謝致します。
 返信

2021年3⽉16⽇ 4:43 PM   (編集)

脳と體のトレーニング：トレーニングのご案内。
脳細胞は増えること無く減る⼀⽅だと思っていました。半世紀も前に「脳細胞は増える」がアカデミーの世界では常識だったなん
て！まったく知りませんでした。
稼ぐに値する⼈間になるためには、脳と體を整えていくことが重要だと再認識しました。
今後の動画配信も楽しみです。 ありがとうございました。
 返信

2021年3⽉12⽇ 1:54 PM   (編集)

こんにちは、カフカさん。
動画視聴致しました！
これからの内容がとても楽しみで、ワクワクが⽌まりません！
全てにおいて、超主体的マインドで完⾷する気持ちで取り組んでいきたいと思います！
ありがとうございました。
 返信

2021年3⽉12⽇ 12:02 AM   (編集)

脳と體のトレーニング、これからがとても楽しみです！！
習慣のオーダーメイドという法則が実⽤できるよう、知恵を発揮し⼈間⼒を⾼めていきたいと思います！
 返信

2021年3⽉10⽇ 2:03 PM   (編集)

こんにちは！
脳と體のトレーニングの
ガイダンス視聴させて頂きました。
『脳細胞は年齢と共に減少する』
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 keiko8 より:

 yasuyosi より:

 yuka0505 より:

 Yokota-mariko より:

 yuko より:

間違った⾃分の常識に、愕然と致しました。
『もう、年なんだから…』
周囲からも⾃分⾃⾝も認めておりました。
今現在地、ご縁があって⾃分が この環境 に居られる事に感謝です。
聞くだけ、⾒るだけでは⾃分のものにならない！
学んだ事が実践出来る、強い意志を持ち これからの動画を楽しみにお待ちしております。
ありがとうございます。
 返信

2021年3⽉10⽇ 9:02 AM   (編集)

脳と⾝体のトレーニング第1講を受講致しました。 
上位5%の⼈間になれるべく、トレーニングしていきたいと思いました。 
これまで、⾃分で学習してきた脳科学や⾝体に関する学問との共通点や違いを確認し楽しみ⼈々の役に⽴てられたら嬉しいと思っ
ています。
 返信

2021年3⽉9⽇ 6:46 PM   (編集)

本⽇は、脳と體のトレーニング 第1講:脳の構造理解(理論)のガイダンス動画を視聴しました。 
この内容は、おそらく、私が講師時代に、介護職員初任者研修で、確かDrが講義していた部分だったと、思います。その時、私
は、確か教室で、受講⽣と⼀緒に勉強させて頂いてました。でも今は殆ど忘れています。なので、次回からの動画視聴が楽しみで
す。
今回も、これからも、素晴らしい動画をありがとうございます。
 返信

2021年3⽉9⽇ 6:04 PM   (編集)

⾊んなコミュニティを経験しているわけではありませんが、そうでなくても脳や⾝体に関わるトレーニングまで細かく変わってい
ける環境は何処にもないのだろうなと思います。
リクルートの時にエディフィケーションできるポイントが多すぎて、困りそうです。
これから沢⼭のことを学ばせていただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
 返信

2021年3⽉7⽇ 11:12 PM   (編集)

カフカさん！こんばんは！
脳と體のトレーニング動画視聴致しました！
ビジネスをするにあたり、脳と體のトレーニングを学ぶとは思っていなかったので、ただお⾦を稼ぐためのeachBrand 
ではないんだ。とあらためて感じさせて頂きました。
今後の動画を視聴させて頂き、またその時にどんなことを感じて、どんなことを活かしていくのだろうか！と楽しみです。⾃⾝が
求めていたものが次々と浮上してくるはずに違いないです！！
楽しみにしております！！！
 返信

2021年3⽉5⽇ 2:21 PM   (編集)
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 kumiko0326 より:

 sachiko より:

 ayumi.go より:

 kisshi- より:

 nobu223 より:

カフカさん
いつも学びの時間を与えてくださりありがとうございます。
脳と體のトレーニングのガイダンスを視聴しました。
私がeBを好きな理由に、ビジネスだけではなく、メンバー同⼠切磋琢磨し合える環境や、⾃分⾃⾝と向き合い未知の領域の学びを
重ねていけるところがあります。
今回もただ⽣活しているだけでは知り得なかったカテゴリーの勉強ができると知りワクワクしています。
この積み重ねによる⾃⾝の成⻑を楽しみに、⼀つ⼀つ視聴させていただきます。
 返信

2021年3⽉5⽇ 1:52 PM   (編集)

8⽇⽬、脳と體のトレーニングの動画を視聴しました。
ビジネスノウハウの学びの前に、脳や⾝体のパフォーマンスを最⼤限に⾼めるトレーニングを⾏なっているeach brandは、すごい
と思いました！
⾝体に無理させて、動いてしまったり、脳のの基礎知識やメカニズムを知らないために、間違った努⼒をしてしまいかねない私
は、このような学びがあることが本当にありがたいです。
これからどんなことが、学ばせて頂けるのか‼ とワクワクしています。
今後とも、どうぞよろしくお願い致します
 返信

2021年3⽉2⽇ 5:14 PM   (編集)

脳とからだのトレーニングを視聴しました。
これからビジネスを始める前に仕事に直結する話だけでなく、脳科学や⾝体の事まで学べるのはこのeBだけではないでしょうか！ 
徹底的に脳と⾝体の事を学び⼼も⾝体も健康な状態で仕事を始められる事が本当に素晴らしいと思いました。次回の動画も楽しみ
にしたいと思います。
 返信

2021年3⽉1⽇ 9:29 AM   (編集)

脳や⾝体のことに関する詳しい学びができること、これからとても楽しみです。
この動画で、⼈間がパフォーマンスを最⼤限に発揮して１⽇を送るためには脳と⾝体の双⽅から整えていくことがとても⼤切なの
だろうと感じました。私はこれまで疲れやすいと感じることが多くあったので、そこを改善するヒント等も今後の動画にあるのか
な？とワクワクしております。
ハツラツとエネルギッシュに毎⽇を過ごしていける⾃分になるため、単に⻑⽣きするだけでなく健康寿命を⻑くしていくため、学
んでいきたいと思います。
 返信

2021年2⽉27⽇ 2:47 PM   (編集)

動画拝⾒させていただきました！
いつも素晴らしい動画をありがとうございます！
この動画だけでも、まだ⾃分は成⻑すべき事がいくらでもある事がわかりました。⾃分も思っていたのですが、何をするにも基盤
が整っていなければうまくいかないと思います。
これから追加される脳のトレーニングの動画が楽しみです！
 返信

2021年2⽉25⽇ 4:00 PM   (編集)
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 RYUTO より:

 Kanan より:

脳と體のトレーンング
ガイダンスを視聴いたしました。
まさに、⼼技体（最⼤限のパフォーマンス）
を発揮するための三要素ということでしょうか
どこかが少しでも健全でないとするならば最⾼のパフォーマンスを
発揮することはできないということですね
こころ・ぎじゅつ・からだ、のすべてのバランスが
整っていることが最⾼のパフォーマンスを発揮する
ための必要条件根なのですね、 
しかし⼗分条件ではなさそうですね。
他になにが必要なのか次の講義が待ち遠しいですね。
 
しかも⼈体についての知識が⻑い年⽉の間に正しく継承されていないことにも
驚かされました。
脳の仕組みについても⼤変興味があります
 返信

2021年2⽉23⽇ 11:32 PM   (編集)

こんばんは、Free Frontierの 
⻑野⿓冬と申します。
脳と體のトレーニングのガイダンスを視聴させていただきました。
ビジネスのノウハウだけを教わるだけではやはりダメで⾃分⾃⾝をまずいい状態に、持っていかないと結果もついてこないと分か
りました。
正しい努⼒ができるように今後の講義を腑に落ちるまで視聴したいと思います。
 返信

2021年2⽉22⽇ 2:26 PM   (編集)

カフカさん、
コミュニティメンバーの皆さん、
いつもお陰様で有難う御座います。
         
天⽂学的にも⼤きな節⽬に⼊り、今までの価値観とは全く違う⾵の時代と⾔われ、また、そのことを、現象としても、⾃分⾃⾝の
感覚としても、実感としています。 
       
外部との⽐較から⾃分の価値を確かめようとする時代は終焉し、外的要因から⾃分の存在意義と価値を証明しようとすることは、
本来の⾃分の持つポテンシャルを発揮する急加速で障壁となっていくと異⼝同⾳に指摘されています。
      
「他者との差別化」という競争意識の先には、本当の幸福と充実感は永遠に存在しない。
         
では、そんな中、より善き仕事を果たすために最⾼のハイパフォーマーでいようとする時、何を指針とするのか。
       
⾃分史上最⾼、では⾜りない。
未知の領域へのチャレンジであるのだから、過去の延⻑線上にある史上最⾼という概念をを超えていくような意識でしょうか。
      
そしてその時にはやはり、絶対的ではないにしても、具体的な数値が指針の⼀つとなるのでしょう。
   
数値は統計で分析するからには、⽐較は不可⽋。
ただその時、統計という巧妙な罠にはまらずに、⽐較分析の⾏為を低次元の競争意識に落とし込めてしまうことなく、調和の元の
留まること。
      
これはとても⼀⼈では難しいと思うので、eBのような優れて卓越したコミュニティの中で互いに⽀え合い学んでいけたらと嬉しい
です。
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 takuya0215 より:

 naoki0225fc より:

 shinji より:

 Shohei より:

 Chii より:

        
いつもありがとうございます。     
 返信

2021年2⽉19⽇ 4:40 PM   (編集)

カフカさん
いつも素晴らしい動画ありがとうございます。
これからの各講義が楽しみです。
これからの講義で脳と⾝体の基礎的に知識を⾝につけ、トレーニングをして、効率の良い努⼒ができるように頑張ろと思います。
ありがとうございました。
 返信

2021年2⽉5⽇ 5:53 AM   (編集)

カフカさん
いつも素晴らしい動画をありがとうございますm(_ _)m
脳と體（からだ）のパフォーマンスを⼈類の上位１％まで⾼める動画講義
早く視聴したくてたまりません！！！
仕事をする上でも⼈⽣を歩む上でも脳と體のパフォーマンスを上げることは重要だと思います。
視聴する動画の内容をしっかり⾃分⾃⾝に落とし込み
他のビジネスマンとの差別化をはかり活かしきり活動に努めます！
ありがとうございます。
 返信

2021年2⽉2⽇ 4:14 PM   (編集)

カフカさん
動画有難うございます。
まず、⾝体的な講義があることに意外性を感じました。
ですが、健康的でなければ、しっかりとしたビジネスは出来ませんね。
⾏う側⾃⾝の事について、学ばせていただけるのは、こういう機会でないと、そうそう無いと思いますので、とても良い機会と思
います。
続きの動画も楽しみにしております。
また、学ばせていただきます。
有難うございました。
 返信

2021年1⽉25⽇ 11:25 AM   (編集)

カフカさん こんにちは。
⼈間⼒を⾼めることは⽬標の⼀つでもあるのでこれからがとても楽しみです。
これから学んでいくことの全体像がなんとなくイメージできました。
特に栄養学は興味関⼼が強いので、早く学びたい気持ちでいっぱいです。
今回もわかりやすい動画をありがとうございました。
 返信

2021年1⽉6⽇ 7:35 PM   (編集)
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 naoki より:

 takuma3429 より:

 wakaba より:

カフカさん、⼈間⼒を⾼めるトレーニングをありがとうございます。
とても興味のある内容で、実際カフカさんが講義をされた習慣のオーダーメイドトレーニングも購⼊して拝聴していたのですが、
やっと本⽇コメントすることが出来ました。
私の中で本気でこのトレーニングに取り組んでいく覚悟がやっと出来上がったからだと思います。
何度聞いても今後学ぶことの内容が分かりやすく説明されており、ワクワクする展開に、まるで初めて受講するかのような気持ち
でこの導⼊動画で学ばせていただきました。
今後、⾃分の⾝体から始まる変化を楽しみに実践して⾏きます！
 返信

2020年12⽉28⽇ 8:21 PM   (編集)

カフカさん
お世話になっております。
FLの富⼠岡 直樹と申します。
動画 「脳の構造理解（理論編）」を拝⾒させていただきました！こちらの動画については今まで⾃分が持っていた脳に対する認識
が覆るものばかりでした！
例えば、脳細胞は増えないと⾔うのが嘘で、増やす⽅法があるということや、脳で使えるのは1割で9割は⾮アクティブと⾔うのも
嘘で、脳を動かそうとすることをすれば全部ちゃんと動くということを知りました。
こういうことを知っているだけでも、まだまだ脳を成⻑させられるし、フルで使うことができるため、その⽅法を⾝につけて、上
位5%の⾝体能⼒を持つ⼈間になりたいです！
また、脳科学を学ぶことで使える知恵が増え、学習の時間対効果を⼤きくすることができるというところも興味深かったです。こ
の脳科学の知⾒を踏まえた上でのフィンランドの教育であったり、脳科学的に頭のいい⼈というのは、脳内ネットワークの接続が
強固であるというのも⾯⽩かったです。このことを踏まえると、⽐較の思考というのがこの強固に必要だとわかり、⽇常⽣活や学
習で⽐較して知識を⾝につけていく必要があるとわかりました！これができるようになると、英単語を覚える時には、全く新しい
単語でもある程度予測できるようになり、爆発的に伸びるというのは納得できる気がしました。
意識していないとやらないと思うので、⽐較の思考を常に意識して実践を積んでいきたいです！
また、受動意識仮説も今まで知らなかった考えですが、⾔われてみればたしかにと思いました！無意識下で実は⾊々情報の処理が
されていて、認識できる意識は無意識が出した結論を追体験しているというのは⾯⽩いと思いました。だから机の上が散らばって
いるとなんか集中できないというふうになったり、気にしたくなくてもあると気になるというのが起こるというのは納得できる気
がします。
また、意志⼒という思考のエネルギーみたいなものもとても新しかったです！しょうのうの動物脳の命令を⼤脳の⼈間脳で押さえ
つける⼒ということですが、普段我慢したりするときに使っていることを知りました。この意志⼒が誘惑に逆らったり、モティベ
ーションを維持して継続することに必要であるため、ビジネスをやる上でも重要だと思いました。この意志⼒が瞑想や筋トレで増
やすことができたり、ブドウ糖で回復させられることを知ったので、うまくコントロールできるように習慣に取り⼊れたいと思い
ました！
本当にたくさんの事実や⾯⽩い気づきを詳しく説明してくださり、ありがとうございました！他の動画も楽しみにしております♪
 返信

2020年12⽉18⽇ 2:00 AM   (編集)

カフカさん、こんばんは。
動画を拝⾒して、習慣のオーダーメイドを組んで、⾝体を基点として、そこから、⾝体のことをより深く理解し、脳細胞や⾝体と
いったことの成⻑をともに⾏う事が重要だと、学べました。これから、脳の構造や⾝体の構造を学んでいきますが、それまでに、
予習をしっかり⾏い、インプットできる状態にして受けようと考えています。ありがとうございました。
 返信

2020年12⽉15⽇ 5:12 PM   (編集)

脳の構造の動画を拝⾒させて頂きました。素晴らしい動画をありがとうございます。私は、成⼈を過ぎた頃から脳細胞は死んでい
く⼀⽅だと聞かされそれを信じ込んでいました。だから私の周りもそういう⼈ばかりです。この古い考え⽅が広まっているせい
で、それを⾔い訳にしてしまい、歳をとっているから今更勉強したって仕⽅ない、もっと若ければ頑張れたのになんて思い、諦め
る⼈は多いと思います。現に私もそうでした。誤った情報や無知というのは⼈の夢を奪い、⼈⽣において恐ろしいことだと思いま
した。私は、周りから間違った情報を変えていきたいと思いました。また、⼦育てにおいてもとても参考になり勉強になりまし
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 ryuki より:

 naoki より:

 yajyrider より:

 kanekomoeka より:

た。息⼦にはたくさん⾊んな⽅⾯から刺激を与えてあげたいと思いました。そして、筋トレと同じように意志⼒など脳も鍛えるこ
とができると知り、とてもワクワクしました。これから学び、鍛え、⾃分の頑張り次第で変わるっていくことが本当に楽しみで
す。
 返信

2020年12⽉10⽇ 1:01 PM   (編集)

カフカさん
脳と體のトレーニングを⾒させていただきました！
僕はよく健康の本などを読みますが結局何が正しいのか，何をすればいいのか理解することができませんでした。
これからの講義で，体のことを考えながらリクルートできる体にしていきたいと思いました！
上位5％の⾝体状態になれる講義，とても楽しみです！ 
リクルートだけでなく⾃分の体のことも考えてやっていきます！
これからもよろしくお願いします！
 返信

2020年12⽉8⽇ 8:23 PM   (編集)

カフカさん
お世話になっております。
FLの富⼠岡 直樹と申します。
動画「脳と體（からだ）のトレーニング」を拝⾒させていただきました。
脳や體のトレーニングが、ビジネスの成功に⽋かせないものだという認識をはっきりともっていなかったので、動画でわかりやす
く説明くださったおかげで、とてもスッキリしました！
また、成⻑するごとに脳細胞は減少していくものだと思っていたので、脳細胞を増やす⽅法やシナプスのつながりを強固なものに
する⽅法があるというのがとても驚きでした。
⼈⽣健康で過ごすことに越したことはないので、関係する動画をちゃんと実践して上位5%の體を⼿に⼊れられるように頑張りま
す！
素晴らしい動画を提供してくださり、ありがとうございました！他の動画も楽しみにしております！
 返信

2020年12⽉7⽇ 9:33 PM   (編集)

カフカさん、こんばんは！
体と脳については、様々な情報が多くあり、
結局どこから⼿をつければいいのか、分からず、
とりあえずやってみるものの継続性はありませんでした。
ビジネス動画も⼤事ですが、こういうのも本当に
ありがたいです！
ありがとうございます！
 返信

2020年12⽉2⽇ 10:42 PM   (編集)

カフカさん
ガイダンスを拝聴いたしました。
earchBrandに参加した理由は、会費も⾼くないしやってみようと軽い気持ちでしたが、この講義を受けられるだけでも⼊って良か
ったなと感じます。
ここまで徹底されているこのコミュニティの凄さをまだ知らない⼈たちに教えたい、リクルート活動ではこの気持ちを忘れずにい
たいと思います。
 返信
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 mikiko より:

 masumi12 より:

 junko1111 より:

 akirab より:

 Masaya Kora より:

 nagasan より:

2020年12⽉1⽇ 9:16 PM   (編集)

カフカさん
ガイダンスを拝聴いたしました
上位５％の⾝体状態に持っていける⽇が楽しみです
いくつになっても、変わっていく⾃分を楽しんでいきたいと思います
ありがとうございました！
 返信

2020年11⽉30⽇ 10:01 AM   (編集)

カフカさん、いつも動画をありがとうございます。
ガイダンス動画を⾒ました。
脳のトレーニングと⾝体のトレーニング、両⽅とも学習できる⽇を楽しみにしています。
私は疲れやすかったり、気分の浮き沈みの波があったりと、⼀定ではないので、動画で学んで⽣活習慣を整えていけることを期待
しています。
 返信

2020年11⽉27⽇ 5:41 PM   (編集)

カフカさんこんばんは。いつも素敵な動画をありがとうございます！！！
脳と體のトレーニング、とても興味深いです。全⼈類の上位５％に⼊ることができる
トレーニング、今からとても楽しみです。
これからしっかりと学ばせて頂き、⽣活の中でも活かしていきたいと思います。
 返信

2020年11⽉24⽇ 3:22 PM   (編集)

カフカさん
脳と體のトレーニングのガイダンス動画拝⾒しました。
有難うございます！
『⼈類の上位5%』、⾮常に楽しみにしております！ 
宜しくお願いします。
 返信

2020年11⽉23⽇ 12:53 PM   (編集)

カフカさん、こんにちは！
全⼈類の上位5%に⼊ることができるトレーニング、とても楽しみになってきました！ 
⾃分の脳や体について、知覚的に学べる機会はなかなかないと思うので、この機会にしっかりと学ばせていただきます！
 返信

2020年11⽉12⽇ 7:27 PM   (編集)

カフカさん
ありがとうございます。
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 rena より:

 より:

 Koki88 より:

 より:

 Kozue より:

とてもワクワクしてきました。
変わることを楽しみます(^_^ゞ
 返信

2020年11⽉10⽇ 6:12 AM   (編集)

カフカさんおはようございます。
いつもコンテンツの配布ありがとうございます。
⼼と體のトレーニング、とても楽しみにしていました！
⾃分の仕事とも関連する分野なのでとても興味深いです。 上位5%の⾝体状態になるためのトレーニング。しっかり意味付けをしな
がら⾏っていくことで、より効果的に結果に結びつくと思います！しっかり動画を拝⾒しながら、⽇々の⽣活に活かしていきま
す！！
 返信

2020年11⽉9⽇ 10:31 AM   (編集)

カフカさん！おはようございます！
動画ありがとうございます！
めちゃくちゃ興味がある分野なので、めちゃくちゃ楽しみです！
⾃分の寿命を最⼤化させるには？という視点も持ちつつ、拝⾒させていただこうと思います！
いつもありがとうございます！
 返信

2020年11⽉7⽇ 8:40 PM   (編集)

カフカさんこんにちは！
脳と體のトレーニングは⼊る時からずっと楽しみにしていたのでワクワクが⽌まらないです。
現在学んでる医学部の内容とどのような共通点や相違点があるのかも⾮常に気になります！
まだ本編公開まで16⽇もあるのですがひとまずは⽬の前や試験に集中して、 
終わり次第最⾼の状態で講義を受けようと思います！
本⽇もわかりやすい動画をありがとうございました
 返信

2020年11⽉7⽇ 7:58 PM   (編集)

カフカさん、動画ありがとうございます。私は幼い頃から命あるものの⾝体についてとても興味があります。学⽣の頃は学ぶ機会
がありましたが、今はなくなってしまいました。each Brandに参加したことで、またこれから学ぶことができる、更に上級の世界
へいくことができる、とても嬉しく思います。⾃分⾃⾝変わっていくことを楽しめるよう頑張りたいと思います。
 返信

2020年11⽉2⽇ 12:15 PM   (編集)

カフカさん、こんにちは！
いつもお世話になっております。
脳細胞は死んていくというのを信じていました。
今ネットでは沢⼭の情報がありすぎて正直どれが正解なのかわからくなります。
私は鬱もパニック発作もあり、⽩斑もあり偏頭痛も、倒れてしまうくらい酷いです。そして緑内障です。
左⽬は中⼼が視野がすでにかけています。
⼼と体を⼤切にしなければと最近やっと思い始めました。
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 taka より:

 TAKUMI0508 より:

 kyoka より:

 より:

 y-maruyama より:

⼦供も軽度の発達障害があります。そのことを⾊々考えながらのうのこと、体のこと⼼のことカフカさんから⾊々と学べることが
できればと思います。
よろしくお願いします！
 返信

2020年10⽉31⽇ 10:45 AM   (編集)

「脳細胞は減っていく」
私はずっとそう思っていた⼈間の1⼈なので、最新の脳科学について学べるのはとても興味深く、これからの講義が⾮常に楽しみで
す。
しっかり学んで習得していき、⼈類の上位5%を⽬指していきたいと思います！
 返信

2020年10⽉27⽇ 11:20 PM   (編集)

カフカさん脳と體のトレーニングの動画講義ありがとうございます！
また違った思考をトレーニング出来ることに嬉しく思います！
このようなことを学べる場は始めてなのでまた⼀歩成⻑できるんだと感謝申し上げます！
復習を重ねインプットし、学んだことをアウトプットできるよう⽇々学ばさせていただきます！
 返信

2020年10⽉27⽇ 5:09 AM   (編集)

⽇頃から視野を広く持つように⼼掛けているつもりでしたが、⾊々なものを知ることではなく1つのものを多⾓的に緻密に⾒ること
という視点は今までに無かったです。
これからの動画講義が楽しみです。
 返信

2020年10⽉14⽇ 8:03 PM   (編集)

カフカさん、動画拝⾒しました！
脳については個⼈的にも興味があって学びを深めているところです。
これからたくさんのコアな学びが始まると感じます
「常識は変わるもの」と念頭に考えるようにしていて、
フラットに受け⽌め、理解して実践することが⼤切になっていきそうだと思っています。
⼀度、体も脳も滅茶苦茶にしているのですが、脳と⾝体を学び、
健全な状態にもっていくことの⼤きなモチベーションにも繋がりそうです。
今⽇もありがとうございます！
 返信

2020年10⽉7⽇ 10:20 PM   (編集)

カフカさん
ガイダンスを何回も聴いてましたが、今回は解説の⼀⾔⼀⾔を⼤切に受け⽌め以下にコメントします。『⼈間⼒を⾼める体系的な
トレーニング』はカフカさんが⼀流のビジネスエリートから学ばれたことを理論から実践まで網羅的に解説とのことですね。難し
い内容を私でも分かるような解説は有難いです。『ビジネスで成果をあげる』ことや『特定の技術を習得する』ことも全て僕たち
の「⾝体を基点」に⾏なうということの理解を意識してませんでしたし、理解が浅いため間違った努⼒や意思決定をしていたこ
と、過去にたくさん経験しました。なので部分最適的な情報や誤った知識に振り回されてました。⾝体がめちゃくちゃな状態で
『ビジネスの成功』『理想的なリーダーになるための努⼒』は本末転倒ですね。だから物事を始める前は正しい知識を⾝につけ⼀
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 より:

 yuki1126 より:

 mari2 より:

 kumi より:

 より:

 takuma より:

定のラインまで基礎⼒を磨くのが最重要命題なのですね。納得しました。それをカテゴリー別に詳しく学べるこれからのトレーニ
ングは引き続きカフカさんが解説される⼀⾔⼀⾔に集中して⾃分のものにできるよう努めていきます。(例え時間が多くかかっても
焦ることなく)⽬指すは『⼈類の上位5%の⾝体状態までは確実に持っていける』ことを⽬標と掲げ、楽しく学んで参ります。 
⼀般社会では到底会うことがない⼀流の情報ありがとうございます。
 返信

2020年10⽉5⽇ 12:48 AM   (編集)

カフカさん、貴重な内容の動画をいつもありがとうございます！
each brandに参加していなかったら学ぶことの無かったであろう内容なので、こうして学べる機会がここにあることを嬉しく思い
ます^ ^ 
正しい知識を⾝につけて、⼈類の上位5%の仲間⼊りしたいです  
次の視聴が楽しみです！！
 返信

2020年10⽉4⽇ 7:00 PM   (編集)

カフカさん、体系的なトレーニングのガイダンス動画ありがとうございます。
普段、ネットやメディアの情報しか吸収していないので、私⾃⾝は誤った知識ばかり蓄えてる気がします。そんな中、⾝体や脳の
正しい知識を学ぶ機会を設けて下さりありがとうございます！
これから学ばせて頂く動画がとても楽しみです！
 返信

2020年9⽉29⽇ 10:15 PM   (編集)

カフカさん、動画を拝⾒しました。私は少し前から疲れにくい体質になりました。これから学んでいくコンテンツで、その謎が解
き明かされるかと思うとわくわくします。次回の動画を楽しみにしています。いつも素敵な動画をご提供頂き。ありがとうござい
ます。
 返信

2020年9⽉20⽇ 5:56 AM   (編集)

カフカさん
脳と體のトレーニングガイダンスを視聴させて頂きました。
上位5%の⾝体になるという今後の内容が楽しみです。 
素敵なガイダンス動画ありがとうございました。
 返信

2020年9⽉14⽇ 1:12 AM   (編集)

カフカさん
ガイダンス動画ありがとうございます！
体に関することは⾃分で調べて⾊々やってみてますが、ここでは今よりさらに良いものが⾃分に⾝に付くと思うのでやっていきた
いと思います！
 返信

2020年9⽉13⽇ 8:11 PM   (編集)
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 Kozue より:

 Koji より:

 mirai より:

 より:

カフカさん、動画のシェアありがとうございます。
⼼⾝の健康は本当に⼤切なものだと感じております。
時間と健康はなくしたときにお⾦をかけても取り戻せないものなので、これからのお話をしっかりと聞いて⾃分の⾎⾁にしたいと
思います。
ありがとうございました。
 返信

2020年9⽉13⽇ 4:24 PM   (編集)

お世話になっております。
こずえですです。
脳細胞はなくなっていくものだと今⽇まで信じていました！どれだけ間違った情報をずっと信じていたのかとびっくりしていま
す。
年齢もいっているので諦めていましたが、まだ脳細胞を増やし、体と共にもっと成⻑したいと思います！
これからも宜しくお願いいたします！
 返信

2020年9⽉13⽇ 1:56 PM   (編集)

今回も貴重な動画の提供をありがとうございます。
each Brandの動画はどれもが普通に⽣活していたら触れることのないであろう内容ばかりで、いつも驚かされております。 
何をするにもカラダは資本で、睡眠や栄養などの重要性と正しい知識は元より学びたいと思っており、そこに併せて脳についても
学んでいけるということでワクワクしております。今後の動画の公開を楽しみにしております。
 返信

2020年8⽉26⽇ 1:34 PM   (編集)

カフカさん
わかりやすいガイダンスの動画
ありがとうございます
何も知識がないうえで
なかなか受講できんかった事、
すごく悔しい気持ちですが
ガイダンスだけでこの受講の気持ちが
⾼くなりますが、
ここは動画拝聴で気づいたことの
⽇々の⽣活への活かしをテーマに
⼀⽇⼀動画丁寧に
ゆっくり⾒ていきたいと思います。
ありがとうございました
 返信

2020年8⽉21⽇ 12:41 AM   (編集)

⾃分も脳のメカニズムなどに教養はありませんが書籍で知識をつけようとしていたことを思い出しました。しかし、現在そこで学
んだ知識が定着していないことに気づき、カフカさんの動画を早く観たい思いが⼀層⾼まっております。
また、受講に先駆けて⾃分の脳や⾝体は⼤切にしておこうと今回の動画を観て思いました。
 返信

2020年8⽉15⽇ 9:52 AM   (編集)
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 mariko-orita より:

 Shao より:

 より:

 より:

 より:

“素敵なmihoさん”チームのMarikoです。 
カフカさん、脳と體のトレーニングのガイダンスをありがとうございます！！
とても楽しみです！！
こういった貴重な動画を視聴出来る私は本当に幸せ者です。
視聴後はすぐ⾏動し、どんどん変わっていきます！
感謝の気持ちでいっぱいです。
ありがとうございます。
 返信

2020年8⽉14⽇ 12:58 PM   (編集)

ガイダンスを視聴しただけで、わくわくがとまりません！
アップの⽅にもこの講義の事を伺っていたので、ようやくきたという気持ちでいっぱいです。
私は25年以上競技選⼿でした。 
その25年間でも、⾝体の常識は⼤幅に変わり続けていたと記憶しております。 
私が知っている⾝体等の常識は確実に引っくり返る内容だと確信しております。
⼼から視聴できるのを楽しみにしております。
 返信

2020年7⽉30⽇ 9:24 PM   (編集)

カフカさん
脳と體のトレーニングガイダンスをありがとうございます
上位5%の体になる！と⾔うトレーニングがどんなものなのか今から楽しみで、ワクワクしています！ 
元々、運動は好きですがこのように意味づけされたトレーニングを⾏う事は初めてなので、ドキドキしながら次の配信を待ちたい
と思います！
いつも貴重な学びの場ををありがとうございます
若菜さんチーム
CHIAKI.Ｍ
 返信

2020年7⽉21⽇ 10:47 AM   (編集)

カフカさん
脳とからだのトレーニングについてのガイダンス、ありがとうございます  
こんなことを学んでいけるんだと、
ワクワクします。
脳細胞は、まだまだ増やしていけるんだと思うと嬉しくなり、いまから変わっていく⾃分にも期待してます。
からだについても、体質改善やダイエット指導の仕事をしてますので、こちらのほうにも役に⽴つのではないかと、楽しみにして
ます。
 返信

2020年7⽉14⽇ 8:58 PM   (編集)

カフカさん、お世話になります。
私に「⼈類の上位5%の⾝体状態」が可能なのか?! かなり疑問です。
疑問に思っているうちは、⾃⼰否定していることになりますので
⾃分⾃⾝に⾃信が持てるようなポジティブマインドにしたいと意識していきます。
お陰様で五体満⾜に⽣まれてきていますので、本当に感謝しなければならない事だと思います。
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 より:

 Ame より:

 YUMI より:

 より:

 MIYUKI SAKURAI より:

このようにeach Brand に参加させてもらい、私にはチャンスを頂けているのですから 
頑張って変化していく事を楽しみたいと思います。
カフカさんよりもはるかに早くこの世に命を受けているのに
教えて頂くことばかりです。感謝致します
 返信

2020年7⽉13⽇ 10:43 AM   (編集)

カフカさん
いつもわかりやすい動画をありがとうございます。
⾒なければならない。では無く、⾒たくなる。
毎回感じるのですが、隙間時間でも良いから⾒たい、でも隙間時間で⾒ると途中で視聴をやめなければならない。
のモヤモヤを感じる事もありました。でも、今やれる事を⽬⼀杯やる。これで良いんだと思い、続ける事を⼤事にしています。
私は参加から今⽇で21⽇⽬になるのですが、第⼀講義受講が9⽇後。とても待ち遠しいです。ワクワクとドキドキをありがとうござ
います^ ‒ ^
 返信

2020年7⽉12⽇ 6:17 PM   (編集)

カフカさん、難しい話をとても分かりやすい例を⽤いて解説頂き、ありがとうございます。
リアルでトレーニングを受けさせて頂いてから幾星霜。未だ教えて頂いた事を⾃分にオーダーメイド出来ていない事が多く、こう
して学べる機会を頂けて嬉しいです。
上位5%への道は私にとっては険しい道のりですが少しずつ積み上げ⾏きたいです。
 返信

2020年7⽉11⽇ 10:06 PM   (編集)

カフカさん
⼈間⼒を⾼めるトレーニング、とても楽しみです。
知識を実践に活⽤することで、知恵としていきたいと思います。
ありがとうございます。
 返信

2020年6⽉25⽇ 2:41 PM   (編集)

カフカさん、今回の動画もありがとうございます！
いきなり多くの情報を浴びると、おっしゃる通り何から⼿をつけたら良いか分からなくなりますし、結果としてめんどくさくなり
放置、となりがちだなと思いました。
体系的に基礎から学んでいくからこそ、⼟台がしっかりして少々のことではぐらつかないと感じるとともに
これからのコンテンツの視聴にワクワクしている⾃分がいるのも嬉しいです。
⼤⼈になり、学びがストップしていたことを感じ、学べる環境があることに改めて感謝します。
引き続き、主体性を持った学んでいきたいと思います！
 返信

2020年6⽉23⽇ 4:29 PM   (編集)

カフカさん
ガイダンスありがとうございます。
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 より:

 Sota5210 より:

 より:

体調が悪い時には、
前向きの判断、決断ができないといわれます。
 
からだと脳、パフォーマンスの関係、
これから学べること楽しみです。
そして最⾼のパフォーマンスが発揮できる
各論楽しみです。
さらに、個々の栄養学、○○学などは、
個別の学問で、
それぞれの原因と結果は、出ていても、
ある結果を追及しようとすると、
他の部分がおろそかになるような気がします。
 
それらを統合する学際的、分野またぎの議論が
⼀般には少ないと思うので、
その部分に期待いたします。
 返信

2020年6⽉23⽇ 12:28 PM   (編集)

カフカさん
習慣のオーダーメイド・トレーニングのガイダンスについて学びました。
探求⼼をそそられる動画をありがとうございます。
今、脳科学は最も注⽬されるです。
私はヒーリングを学んでいますので、さらに学びを深められると思うと
とてもワクワクします。
栄養学にしても解剖学にしても、本当の情報とは違って
教えられてきたことがたくさんあります。
間違った情報のまま、いいと思ってやってきた⾷事療法や運動療法が、
実は逆だったということも多々あるように思います。
ここでアカデミーレベルの最新情報を学べることはとてもありがたいです。
⾝体は基点ですから、正しい知識を⾝につけ、トレーニングを⾏い、
⾝体状態を⾼めていけたら最⾼です。
とても楽しみにしております。
いつもありがとうございます。
 返信

2020年6⽉22⽇ 10:34 PM   (編集)

看護師免許を取得する際、看護専⾨学校にて⽣態学、脳科学、解剖学、栄養学などを広く浅く学びました。
これから⾏われる講義に含まれる内容にも共通する部分が多い分、⾃分のあらかじめある知識に付け加えて落ちやすくなっている
アドバンテージもあると思うので楽しみに視聴させていただきます。
 返信

2020年6⽉21⽇ 11:05 AM   (編集)

カフカさん
いつもわかりやすい動画ありがとうございます。
何を⾏うにも⾃分の体ベースだということをbasic trainingでも仰られていたと思います。 
脳も同様だということがわかりました。
これからのトレーニングで⾝体、脳を成⻑させることを⽬標に⽇々トレーニングに勤しんでいきます。
動画楽しみにしています。
いつもありがとうございます。
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 より:

 shingo より:

 より:

 より:

 A.Chie より:

 返信

2020年6⽉16⽇ 11:45 PM   (編集)

カフカさん
今後の動画が楽しみでなりません！！
私は昔から⼈より疲れやすく、体調を崩しがちでした。
それでも、⼀途に努⼒していた結果、18.19歳の時の⾃分はよく頑張ったと思っています。
あの当時の体⼒や記憶⼒に戻りたいと思う事が良くあったので、今の私にピッタリの事が学べるのでは？と期待しています。
いつもありがとうございます♪
 返信

2020年6⽉9⽇ 4:52 PM   (編集)

習慣のオーダーメイドトレーニング２はとても楽しみです。
上位5％の⼈間になれるチャンスというものは、 
そうそうあることではないと思います。
また、最終的には上位１％まで⾼める講義が体系的に
学べるのはとても期待してます。
私の中では、真のエリート養成講座だと思ってます。
ありがとうございます。
 返信

2020年6⽉6⽇ 11:56 AM   (編集)

カフカさん
習慣のオーダーメイドトレーニングのガイダンス、とてもワクワクして拝⾒いたしました。
脳や⾝体の事には、とても興味を持っていますが、何をどうやって学べば良いのか、分かりませんでした。たまにそれらしい本を
⼿に取るくらいでした。
それらをこのように、素敵な動画と共に、じっくりと体系的に学べるとは、当初は全く知りませんでしたので、とても嬉しいで
す！！
どうもありがとうございます。
kananチーム rikakoより
 返信

2020年6⽉3⽇ 11:28 PM   (編集)

カフカさん
第1の⽬的がお⾦であっても、継続してそのお⾦を稼いでいく上で、この『習慣のオーダメイドトレーニング』は必須であると確信
しています。
このビジネスに携わろう思った⼤きな理由に、この知識を学びたい思ったからです。
今まで⼈の下で⾔われた通りに働く事しか知らず、ちょこちょことビジネをかじったものの、うまくいかなかった私です！！
いつも気持ちだけが先⾛り、訳も分からないまま突っ⾛って砕けるという結末を繰り返さないためにも、じっくり勉強し腑に落と
して⾏こうと思います。
どうぞよろしくお願いします。
 返信

2020年6⽉2⽇ 8:09 PM   (編集)
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 より:

 hidenao より:

 yuya より:

 Megu.. より:

 ayaka76 より:

カフカさん
ガイダンスを聴いただけでも、ワクワクします。
脳のトレーニング、⾝体のトレーニング、習慣のオーダーメイド、今まで聴いたことのないないようみたいで、⼈類の上位５%に⾃
分もなれるように、次の受講を楽しみたいです。
 返信

2020年5⽉25⽇ 9:58 AM   (編集)

カフカさん
いつもわかりやすい動画有難うございます。
なんとなくではなく、しっかりと説明してくださるのでなるほど！の連続です。
次の動画を楽しみにしています。
早くこの学びの場を、他の⽅にもシェアできるように頑張ります。
 返信

2020年5⽉24⽇ 5:06 PM   (編集)

カフカさん
⾼揚するトレーニングガイダンスありがとうございます。
カフカさんの講義やコンテンツを進めるたびに⾃分が変わっていくことを体感できることにいつも気持ちが⾼まります。
これまでの⼈⽣で受けることが出来なかった、というよりむしろ受けることを拒否してきたこのような重要な講義をここで受講で
きることに喜びを感じる反⾯、⾃分⾃⾝の時間がとても貴重であり２４時間がもっと⻑くなってほしいと思いやみません。
呆れるほどの詳細の解説を⼼⾏くまで楽しみます。
 返信

2020年5⽉24⽇ 3:44 AM   (編集)

カフカさん
前回の習慣のオーダーメイドトレーニングよりさらにアップグレードされた内容、すごく楽しみにしています！
理解の仕組みをまだ落とし込めていないので、徹底的に学んで⾃分のものにしたいと思います。
上位5%はすごく響きました。
 返信

2020年5⽉23⽇ 4:32 PM   (編集)

いつもありがとうございます。
私はまだ⼊ったばかりですが、ベイシックも⾒直していますがこちらで掲載されるコンテンツが⾯⽩そうで、あー⾒たい！！って
うずうずしてしまいます
早く⾊々なコンテンツが⾒れるように頑張ります！！
 返信

2020年5⽉22⽇ 11:57 PM   (編集)

カフカさん
Kananチームの⽂⾹です。 
あまりの美しいガイダンス動画に思わずため息が出てしまいました。
習慣のオーダーメイドトレーニングはすでに受講済みですが、さらにグレードアップした内容が今から楽しみでなりません！！
私も、スタートしたばかりな頃は、早く稼ぎたい、その⽅法が知りたいと焦ってしまった1⼈でした。
焦ってロケットスタートしたことの全てが無駄だったとは思いませんが、

https://each-brand.com/y7k50ty9/naranha/
https://each-brand.com/y7k50ty9/yuya.46/
https://each-brand.com/y7k50ty9/megu../
https://each-brand.com/y7k50ty9/ayaka76/
https://each-brand.com/y7k50ty9/?replytocom=898#respond
https://each-brand.com/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=616
https://each-brand.com/y7k50ty9/?replytocom=616#respond
https://each-brand.com/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=598
https://each-brand.com/y7k50ty9/?replytocom=598#respond
https://each-brand.com/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=584
https://each-brand.com/y7k50ty9/?replytocom=584#respond
https://each-brand.com/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=567
https://each-brand.com/y7k50ty9/?replytocom=567#respond
https://each-brand.com/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=552


 Miho Terai より:

 より:

 mikitea より:

 より:

やはりただ稼ぐだけでなく、稼ぐに値する⾃分になること、を⽬指す私たちのコミュニティでは、
このように何をやっても成功する本質的な脳と⾝体を⼿に⼊れることが先決ですね。
本編の動画を楽しみにしております！！
 返信

2020年5⽉22⽇ 12:30 PM   (編集)

待ちに待ったアップデートの報告に、胸踊りました  
   
そもそも、⺟親の体の中で⽣命として誕⽣してから、この世で⽣を終えるまで、
本当の意味での「⽣涯」を共にするパートナーである、⾃分⾃⾝の⾝体や脳への関⼼を
多くの⼈が持てずにいるのは、古い時代の考えに育てられてきたからだろう、と感じます。
    
それはそれで、ここまで⽣きるための知恵と経験を与えてくれたことに代わりはないので感謝。
ただ、その上で これからの時代を⽣きるためには不要なので荷下ろしが必要。 
 
これからは、脳や⾝体の理解をすることからスタートし、
ビジネスを通して現代⽣活を成り⽴たせるための⽅法や在り⽅を
しっかりと学ぶべき！と、改めて実感しました  
   
私にとって、約30年の時をかけて作り上げた習慣を変えることは決して容易ではありませんが、 
⾃分のためなら「やらない理由はみつからない」という感覚と
こんなにも最強なツールを持っている⾃分の運の良さを信じて、気持ちは前向きです
 返信

2020年5⽉21⽇ 9:00 PM   (編集)

カフカさん、OMTトレーニング何度も反復すべきですね。
ありがとうございます。
⾃分の脳内がどのようになっていて、どのように使ったらいいのか? 
私の脳内が良いことに使われることを希望しています。
良い使い⽅・効率の良い使い⽅・落とし込むまで習慣化していきます。
 返信

2020年5⽉20⽇ 12:52 PM   (編集)

カフカさん、ワクワクする動画をありがとうございます！！
前回OMTを受講させて頂き本当に⽣活習慣の全てが変わりましたし、活動に対しての意欲も変わり 
⾃分⾃⾝だけでは到底知ることのできない内容を知ることができとても豊かな気持ちになったのを
思い出します。第⼆弾ということで動画を⾒ただけで楽しくてとてもワクワクしました！
新しいOMT動画とても楽しみにしております。
 返信

2020年5⽉19⽇ 3:43 PM   (編集)

カフカさん
毎回ワクワクする動画をありがとうございます。
⾊々と興味があるジャンルのテーマをご提供いただき
これからのサロンでの学習が楽しみでなりません。
⽣きていく上で経済的な事だけではなく⼼⾝にも
⾼い意識のあるカフカさんだからこそのテーマだと
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 より:

 カナ より:

 Parsi より:

 Ko より:

 Mariko より:

思います。
これからもとても楽しみにしております。
よろしくお願いいたします。
 返信

2020年5⽉19⽇ 3:14 PM   (編集)

カフカさん
ガイダンスありがとうございます！
周りにはまだまだ若いと⾔われますが、他の⽅よりも早めに⾝体の衰えを感じています！
このガイダンスでは、脳もまだまだ活性化させることができ、⽣活の⾒直しができ、パフォーマンスを上げることができる内容を
受講できると知り早く⾒たい気持ちでいっぱいです。
これからの⾃分の変化がより楽しみになりました！
これからもよろしくお願い致します。
 返信

2020年5⽉18⽇ 12:19 PM   (編集)

カフカさんへ。
⿃肌が⽴つガイダンス動画の数々…⼼より感謝申し上げます。
「脳の構造理解」や「体のマネジメント」まで、感謝してもしきれない程です…「感謝」しかありません。
each Brandで「真の学び・稼ぐ学び」を⽣涯続けて「⼤切な仲間」を⼿に⼊れます。 
each Brandは「無条件に優しくなれる場所」です…これから新しく変わり続ける⾃分を楽しみに⾃⼰実現するため！アップデート
します。
これからも、どうぞよろしくお願いします。
 返信

2020年5⽉18⽇ 4:16 AM   (編集)

カフカさんの講義説明だけで興奮しています。
 返信

2020年5⽉17⽇ 11:24 PM   (編集)

カフカさん、ガイダンスをありがとうございます。
あの習慣のオーダーメイドが、さらなるアップデートされて帰ってくるのですね！
今からとても楽しみです！
 返信

2020年5⽉17⽇ 8:56 PM   (編集)

カフカさん
いつもありがとうございます。
OMトレーニング２のガイダンスを拝⾒しただけで、わくわくが⽌まらなくなりました^ ‒ ^
本当に楽しみです  
こんな豪華な講義を受けられるなんて、良いのでしょうか。
ありがとうございます。
 返信
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 Yuki より:

 より:

 yamato より:

 より:

 より:

2020年5⽉17⽇ 4:20 PM   (編集)

カフカさん
いつもありがとうございます。
お⾦を稼ぐ事はもちろん、each Brandで様々な学びを得て、⾃⼰実現に繋げていく事も、このサロンに参加した理由の⼀つです。 
これからの内容がとても楽しみです。
 返信

2020年5⽉17⽇ 11:55 AM   (編集)

「健康な⾝体が全ての基盤。」
部活をしていた学⽣時代から信じていたことを、この講義でさらに深く理解して、美しい⼈体の世界を探求することが楽しみで仕
⽅ありません。
この講義を踏まえることで、理想のワークアウトを⾃分で演繹してデザインできるようになりたいと思います。
 返信

2020年5⽉17⽇ 11:47 AM   (編集)

カフカさん 
習慣のオーダーメイドトレーニング２ ガイダンスありがとうございます。
OMT１の再履修をしっかりして⼈類の上位５％ ワクワクが⽌まりません。 
それぞれの学びには奥深い研究があり、専⾨分野をアウトプットできるのはとても素晴らしいと痛感します。 学びを⾃分の中で
の優位性を引き出せるアレンジをしつつ
さらにベストを尽くせ、⼈の⼼を動かせるように⼈間形成としたいと考えました。
いつもありがとうございます。
SHERE DREAM WIN!!
 返信

2020年5⽉17⽇ 10:44 AM   (編集)

カフカさん
“脳細胞は減っていく” 
習慣のオーダーメイドトレーニングを受講するまでは、私もそう考えていました。
半世紀も前の知⾒に惑わされたままでした。
今は、習慣のOMTによりアップデートされ、毎朝筋トレと有酸素運動をして脳細胞内活性化に努めています。
ことかように、⼀時が万事受講してアップデートしていくため、私の体と頭は、半年間とは⽐較にならないほど良い状態になって
きています。
たるんだお腹も締まって来ました。
こういう変化は⼤歓迎です！
さらに上を⽬指したいので、楽しみにしております。
 返信

2020年5⽉17⽇ 5:57 AM   (編集)

カフカさん
『求めていたもの』がここにあったような
思い描いている未来に出会えた瞬間でした。
知れば知るほどまだまだ奥が深く、なかなか私レベルの⼈間ではたどり着けそうもない世界をこうして惜しみなく⾒せてくださる
ことにただただ感謝しかありません。
⼈類の上位5%…⼼が震えます。 
浮かれている場合ではないと、スイッチを切り替えしっかり地に⾜をつけ学ばせていただきます。
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 Soichiro より:

 nekojarashi より:

 より:

 より:

 Yusei.N より:

いつもベストをありがとうございます。
侑加理
 返信

2020年5⽉17⽇ 1:15 AM   (編集)

「習慣のオーダーメイドトレーニング」ファンなので、ガイダンス動画だけで気持ちが⾼まります！
楽しみにしております！
 返信

2020年5⽉16⽇ 9:56 PM   (編集)

カフカさん、
こんな凄いことを学べるとは思いもしませんでした！
そして⾃分⾃⾝が、いかに狭い範囲で動いたり考えたりしていたのか。
まさに「井の中の蛙⼤海を知らず」だと思いました。
「習慣のオーダーメイドトレーニング」を受講しながら、⾃分がどのように変化していくのか、ワクワクしています。
これからもどうぞ宜しくお願いいたします
 返信

2020年5⽉16⽇ 9:04 PM   (編集)

カフカさん、習慣のオーダーメードトレーニングのガイダンスをありがとうございます。
ガイダンス動画を観ただけで、これから起こる講義の内容にワクワクします！
仰る通り、成功している⽅々は思考について⼗分熟知されているようにお⾒受けします。
また健康管理に於いても、睡眠、⾷事、運動など、⾝体のマクロとミクロの状態を意識して⾏動に移してあると感じています。
具体的に〝それ〟が何であるのか⾃分は体系的に学んだことがありません。
医学の知識がありますので、⾝体の解剖や栄養学などをそれぞれに分けた分野の学習は今まで⾏ってきました。
カフカさんのコンテンツを通して、これら全てを統合できる予感がしています。
成功に導くための、⾝体と脳の最⾼のパフォーマンスを発揮できる状態を作り出す。
これから階段を⼀気に駆け上がるためのトレーニングをしっかりと学び、実践したいと思います。
今後、コンテンツのアップデートを楽しみにしています！
ありがとうございました。
 返信

2020年5⽉16⽇ 7:53 PM   (編集)

カフカさん、ガイダンス動画ありがとうございます。
私はまだ参加したばかりですが、「習慣のオーダーメイドトレーニング」の存在を知った時、今すぐにでも学習したいと思いまし
た。
サロン内で受講できるのはとても嬉しいです。
でもちょっと待てなくて、ようやくアフィリコにOMTが並んだので、ポチりました。 
どんどん学習させて頂きます！
OMT2も楽しみにしております！
 返信

2020年5⽉16⽇ 4:32 PM   (編集)

カフカさん、今回もワクワクする動画をありがとうございます。
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 より:

 より:

 志帆 より:

 Maruchan より:

「習慣のオーダーメイドトレーニング」を受講してから⼤げさではなく、⽣活の質が劇的に変わりました。
バージョンアップしたOMTが⾒れるのがものすごく楽しみです。 
本当にありがとうございます。
 返信

2020年5⽉16⽇ 1:41 PM   (編集)

カフカさん
まさか習慣のオーダーメイドトレーニングをこちらのサロンで
学習する事ができるなんて、驚きと感動、そしてわくわくが⽌まりませんでした！
稼ぐことだけに特化せず、⼼⾝ともに卓越した⼈間⼒を⾼めていく
マーケティング集団の⼀員であることに喜びが溢れてきます！
今後も学び深めてまいります。
いつもありがとうございます。
kananチーム エミ
 返信

2020年5⽉16⽇ 12:26 PM   (編集)

カフカさん
ワクワクすぎる素敵なガイダンスを有難うございます。
前回のＯＭＴでも⽬から鱗の内容がぎっしり詰まっていたのに更なるバージョンアップ♪
このガイダンスだけでも美しすぎて、⾒惚れます・・・。
 
⼈類の上位５％まで⾝体状態を⾼めるられる⼊⼝をこの環境から、カフカさんから学べること楽しみでなりません。
学べる環境に今、巡り合えてること、とても幸せです。
これからの⼈⽣にとって⼤きな⼤きな財産となること間違いなしです。
 
しっかりと基礎⼒を磨き⾃分に取り⼊れていけるように、ＯＭＴ１でも復習し再インストールしておきます。
更なる美しいトレーニングに出逢える⽇が待ち遠しいです！有難うございます。
きおらさんチーム aico
 返信

2020年5⽉16⽇ 11:45 AM   (編集)

カフカさん、
なんて素晴らしく、美しく、ワクワクするガイダンスに⼤変感動致しました。
ありがとうございます。
⼀級品の知識と体の作り⽅を知り、積み上げることができるこの環境にとても感謝しています。
最近、深く⾃分⾃⾝をもっと知り、労り、励まし、愛情をかけて鍛えなくてはと思い知ったところなので、
この場を積極的に参加することで、先の⼈⽣をより幸せにすることができるのだと思うと、
今からワクワクしてしまいます。
こちらの皆様のコメントを⾒ながら、
⾃分との共通点を⾒つけ、想いを繋げ、さらに頑張ろうと感じています。
そして、皆様と⾼めあいながら、⾃分が成⻑できることを楽しんでいきたいです。
どうぞよろしくお願い致します。
 返信

2020年5⽉16⽇ 1:13 AM   (編集)
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 MAKOTO TADOKORO より:

 mai より:

 Nobue より:

 より:

カフカさん
ワクワクが⽌まらないガイダンスをありがとうございます！
前回の習慣のオーダーメイドトレーニングを受講させていただき、
だらなしない⽣活をしていた⾃分が
習慣を⾃分でデザインしルーティーン化することで
⻑年悩んでいた切り替えスピードの遅さを克服できたことに今でも感謝しない⽇はありません。
劇的に変化した思考と物事の捉え⽅の変化によって多⾓的に分析できるようになり
何を⾒聞きしても新鮮な気持ちで刺激に満ちた学びを得られることに喜びを感じております。
さらにバージョンアップしたトレーニングを受けられることに
⼦供のころにサンタさんが来るのを待っていたような気持ちで今から楽しみにお待ちしております。
 返信

2020年5⽉16⽇ 12:56 AM   (編集)

カフカさん
アナウンスいただきありがとうございます。
習慣のオーダーメイドトレーニング1を受講させていただき、とても刺激をうけましたが、2を受講できるのをいまからワクワクし
ています。
「⼈は⾃分が幸せでないのに、他⼈を幸せにできない」と⾔うように先ずはビジネスをスタートする基礎から学んで変わっていき
たいと思います。
 返信

2020年5⽉15⽇ 11:21 PM   (編集)

カフカさん
ついに待望の習慣のオーダーメイドトレーニング、ガイダンスありがとうございます！
こんなことを、こんなクオリティで学べるとまでは想定しておらず、なんてお得すぎるサロンなのだろうとため息が出ておりま
す。
（安っぽすぎる表現しかできなくて⼤変もどかしいですが、そう思われる⽅たくさんいらっしゃるかと）
上位5%になった時に⾒える景⾊が楽しみです。ありがとうございます。
 返信

2020年5⽉15⽇ 10:57 PM   (編集)

カフカさん、素晴らしいガイダンス動画、ありがとうございます。
動画のクオリティの⾼さにも毎回驚きつつ、これから物凄い事が学べるのだな！と、とてもワクワクしています。
確かに以前の私はビジネスノウハウの知識だけでOKだと思っていた⼀⼈ですが、ようやく最近⼈間⼒を磨くことの重要さに気づ
き、⼼⾝共に体の状態を整えることが成功に繋がるのだと思えるようになりました。
これからの配信を楽しみにしています。 ありがとうございます。
 返信

2020年5⽉15⽇ 10:44 PM   (編集)

カフカさん、この講義は個⼈的に凄くドキドキしています。
each Brandでは歴史に残る”習慣のオーダーメイドトレーニング”だけでも有り得ない衝撃を受けましたが、 
更にアップデートされた今回のたった6分のガイダンスだけ聴いても、⼼臓が驚いて⼤変です。 
動画から美しさも感じられ、ため息が⽌まりません。
「⼈間⼒」を⾼めるトレーニングを学べる環境に出会うことは、⼀⽣かけてもないと思います。
⼀流のビジネスエリートから学んでこられたことを理論から実践まで体系的に・・・凄すぎます。
2⽉から筋トレを毎⽇続けていますが、体を動かすことの重要性をひしひしと感じています。 
ここで脳も⾝体も０から作り直す気持ちで取り組んでいきたいです。
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 Kanan より:

 K.Rie より:

 Reina.I より:

まだ⾒ぬ⾃分に出会い、⾃⼰成⻑していくのが楽しみでなりません。
このガイダンスだけでも超有料級です！！
溢れそうな気持ちを抑えて、次回を楽しみにしております。
最⾼の環境を本当にありがとうございます。
昌美
 返信

2020年5⽉15⽇ 10:11 PM   (編集)

カフカさん、
待望の習慣のOMTのコンテンツのスタート、有難う御座います！ 
      
無限とも⾔えるほど奥の深いテーマであることから、私達の逸る気持ちをなだめるように、まずはアペタイザー的にガイダンスか
ら。
        
ワインのテイスティングの⽐喩のお話も出てきていたこともあり、なるほどそうだな、まず、わざわざ１回分を費やして、ガイダ
ンスを⽰してくださっているその意味、内容、意図をよく味わってみよう、と（勝⼿に）思い、数回、拝聴させて頂きました。
      
メインコンテンツを深めるための、プロローグとエピローグの重要性と役割りについても、改めて思考してみました。
コンテンツに、ストーリー性、物語性、ドラマ性を感じることが、インプットの質と知覚の精度を⾼めるための⼤きな鍵を握って
いると感じます。
とは⾔え！（ ←ひときわ声を⼤きくして、AIのように⼀本調⼦でお願いします。笑）
学びに関しては、とにかく先を知りたがりでせっかち（過去のeach Brandの有料コンテンツは、全て、ログインしたその⽇に⼀気
に全て拝聴して参りました。睡眠時間を削ってでも…。我慢できない⼈なのです！）なので、⼀つの講義に1〜2ヶ⽉との表記に、
思わず絶望的な気持ちになりました・・苦笑
実践を伴ってこそ意味があり、変容にはそれなりの時間が必要ということでもある…と理解して、潔く諦めて、ジッと我慢するこ
とにいたします・・
呆れるほど詳細までお伺いできることを滅茶苦茶楽しみにしています！
いつも有難う御座います＾＾
 返信

2020年5⽉15⽇ 8:52 PM   (編集)

カフカさん、ガイダンスを⾒てこれから受講することがとても楽しみになりました！！
⼈類の上位5%の⾝体状態を保つ為にどういうことをしているのか、⾮常に興味が湧きました！！
今後とも楽しみにしております。ありがとうございました。
 返信

2020年5⽉15⽇ 6:55 PM   (編集)

カフカさん
いつもワクワクする動画をありがとうございます。
知っておくべきことを基礎から⾝につけられるように
教えていただけること感謝いたします。
最短経路であり、⼀⽣ものになる知識
これを会得できるのが楽しみであり幸せです。
基礎を磨いてから最⼤限のパフォーマンスを
発揮するためにも優先して取り組みます。
いつもありがとうございます。
 返信

2020年5⽉15⽇ 4:34 PM   (編集)
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 より:

 KOSUKE より:

 Yukie.H より:

 より:

カフカさん、こんにちは。
出だしからアドレナリン湧き出るご案内ありがとうございます！
本当に楽しみでなりません。
習慣のオーダーメイドトレーニングでは、年齢ではなく、まだまだ⾃⼰成⻑と⾃⼰実現に向けた活動が、可能である事を知り、前
進出来るマインドを得ることが出来ました。
更なる⾃⼰成⻑に向けて、これから最優先で学ばせていただきます。
いつもありがとうございます。
 返信

2020年5⽉15⽇ 4:16 PM   (編集)

カフカさん、いつも素晴らしい学びをありがとうございます！
これから各テーマの講義を呆れるほど詳細までお話しいただけることへの胸の⾼鳴りと感謝でいっぱいです！
⼈類の上位5%の⾝体状態、そしてその先の上位1%へと⾼めていった先の⾃分が楽しみです(^^)
今回も本当に美しい動画、学びの提供をありがとうございます！
次回の配信を楽しみにしております！
 返信

2020年5⽉15⽇ 4:14 PM   (編集)

カフカさん、早速「習慣のオーダーメードトレーニング２」アップデートありがとうございます！
新サロンでまた再開できたことに、感動極まりない気持ちです。
しっかりとガイダンスも聞かせていただきました。
これまでのわずかな知識が⽴体的･球体となり、シナプスのように繋がっていく発⾒と静かな感動、
あの知的で⽴体的で、抒情詩的な美をまた感じることができるんですね。
eachBrandに参加してから、私⾃⾝も、脳科学や栄養学などに関⼼が向き、 
それがまた、ビジネスだけでなく、育児など、⽣活全体に良い影響をもたらしてくれています。
いうまでもなく、きっかけはカフカさん、hiroakiさんというトップリーダーの⽅々のトレーニングのおかげです。
博学のカフカさんから、エッセンスだけ学べるこの環境、どこにいっても⼿に⼊れることができません。
情報格差と呼ばれているこれからの時代、
「知識と知恵」が財産になると確信しています。
これからの学びが本当に楽しみで、わくわくしか、ありません。
いつもありがとうございます。
 返信

2020年5⽉15⽇ 4:13 PM   (編集)

カフカさん
これからの受講が楽しみです
ありがとうございます！
 返信
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