
少人数限定 緊急開催！
1万人の男女、500人以上の親子を変えてきた

植村絵里

5歳児理論完全習得
トータルプロデュース講座無料説明会

このような悩みを抱えていませんか…？

・ 彼氏はできるけど関係が続かない
・ 嫌われたくなくて彼氏の自分勝手な行動を受け入れてしまう
・ パートナーに自分の本音が伝えられなくて苦しい
・ 結婚を焦って勝手に不安になってしまう
・ 仕事と恋愛の両立が難しい
・ このままひとりなのではないかと急に不安になってしまう
・ 人間関係のトラブルを常に抱えている
・ 自分のやりたいこと、好きなことができていない
・ 優しくいたいのについキツイ口調になって彼を責めてしまう
・ 自分の感情のコントロールができない
・ 恋愛がはじまると他のことが手につかなくなってしまう
・ 彼氏がいるのに他の男性とデートに行ってしまう
・ 長年付き合っている彼氏がいるのに全然結婚の話しがでてこない
・ 彼に尽くし過ぎていつも自分が疲弊して関係が終わってしまう

、、、など１つでも当てはまることがある人は
最後まで読み進めて下さい。

こんにちは。
植村絵里です。

8月13日に、
私のPodcastタイトルにもなっている

こんな人にオススメ！



「男はみんな5歳児である」 

のセミナーを開いてきました。 

ここでは、 

恋愛だけでなく、 
仕事、人間関係、人生の全てがうまくいく 

「5歳児理論」 

を初めて、 
直接お話ししたセミナーとなりました。 

知らない街、海外でひとりぼっちになったら 
誰しも不安や恐怖を感じます。 

どうして不安・恐怖を 
感じるのでしょうか？ 

その土地の地図もない。 
言葉も通じない。 

わからないことだらけで、 
怖くて足がすくんでしまう。 

そう。 

私たちは、 
知らないことに対して 

怖がり、不安になり、悩んでしまいます。 

これは、 

なぜ悩み・不安が消えないのか？



・ 仕事 
・ 恋愛 

でも、同じです。 
初めての仕事は、 

やり方がわからない。 

恋愛でも、 

相手の気持ちがわからない 

から不安になってしまいます。 

知らないから、 
怖くなる、不安になっていきます。 

行ったことのない場所でも、 
地図があれば、 

・ 自分がどこにいるのか？ 
・ 目的地はどこにあるのか？ 
・ どうやって行けばいいのか？ 
・ どこに何があるのか？ 

といったことがわかります。 

何があるのか？ 
どうすればいいのか？ 

がわかれば、 
怖いと感じることはありません。 

そして、 

地図を手に入れることがあなたを救う



私たちが生きていく上で

簡単にはわからないことで
常に不安・恐怖の元となっているのが、

人間関係

です。だから、
社会に出ても人間関係だけは

多くの人が知らないまま

仕事・恋愛に直面して、
悩み・不安を抱いてしまいます。

人間関係の教科書（＝地図）

となるものがあれば、
私たちの不安・悩みの大半は解決できちゃいます。

しかし、

学校でも会社でも
人間関係だけは誰も教えてくれません。

私は28歳で結婚しましたが、
その2年後に離婚しました。

このころは、
まだ私も人間関係の本質がわかっていませんでした。

けど、こういった離婚の経験、
ベビーシッタービジネスでの300人以上の子供たち、
200人以上のお母さんたち、

人間関係の教科書＝5歳児理論



エステサロンでの1万人以上のお客様たちとの 
関わりで、 

人間関係とは何か？ 

を自らの経験とデータ、知識を 
つなぎ合わせてできたのが 

「5歳児理論」 

です。私の人生全てが詰まっていると同時に 
人間関係の本質が詰まっています。 

5歳児理論の誕生は、 
日々、女性のお客様から女性側のパートナーシップへの不満や不安、 

そして、男性のお客さまから男性側のそれを聞いていくうちに、 

この間にいる私が両者の架け橋になれたら 

という思いが沸いてきたことからです。 

「男はみんな５歳児である」 

これはイライラすることなく、 
相手をありのままの姿で受け入れるのに 

最も簡単な思考法です。 

恋愛はもちろん、 
人間関係の本質であることから 

仕事、家族、結婚、 

上質な人間関係を構築する「5歳児理論」



女性の人生全てが上手くいく 
知恵が詰まっています。 

そして、 

WebマガジンDressの連載コラム 
「男はみんな5歳児と思えば、多くの問題は解決する」 

この記事には 

「4.7万いいね！」 

がつき、46万アクセスを集める大反響を頂きました。 

多くの女性に、 
「5歳児理論」を知ってもらいとても嬉しい気持ちですが、 

知っている、分かる 

だけで終わって欲しくないというのが、 
私の気持ちです。 

「知っている」のと「できる」 

のでは、 
大きな違いがあります。 

実際に「できる」からこそ 
あなたもパートナーや周りの人が 
輝きだします。 

私は、 

「自分だけでなく周りの人も輝かせる人」 

になって欲しい気持ちが強いです。 

「知っている」から「できる」へ

https://p-dress.jp/articles/4337


だからこそ、 
「5歳児理論」を知ったからには 

実際に「できる」ようになって欲しい。 

そこで、 
今回、「5歳児理論」を徹底的に習得して 
女性の人生を謳歌してもらうために 

・部下指導 
・上司との関わり方 
・彼氏／旦那さまとの関係作り 
・親との関係作り 
・運命のパートナーとの出逢い一生愛される方法 
・自分らしく咲き誇る方法 
・本当に自分がやりたいことに気づく方法 
・自分のギフトを活かす仕事で成功する考え方やあり方 
・女性の起業 
・女性の働き方 
・幸せになる人生哲学 
・自分らしさ発見し育て発揮する方法 
・ 運、チャンス、お金あらゆる豊かさを引き寄せる方法 
・セルフブランディングを強化する方法
・一番自分が美しく綺麗にみえる外見を身に着ける方法
・素敵な結婚をして素敵な家庭を築く方法

といった私が教え得る限りのことを 
お伝えする。 

少人数限定の特別プログラム 

をご用意しました。 

それが、 

植村絵里「トータルプロデュース講座」 

ここでは、 



私の全てをお教えして 

あなただけでなく、 
実際にあなたが周りの人、パートナーも輝かせることができる 

ようになってもらいます。 

＜講座内容の一部をご紹介します＞ 

■女性のからだ 
・女性のからだの仕組み 
・感じるカラダの作り方 
・妊娠できるカラダ作り 

■魅せ方 
・立ち振る舞い 
・言葉使い 
・姿勢と呼吸と素敵な声の出し方 

■心地よい自分のあり方 
・綺麗にダイエット 
・良質な睡眠のとり方 
・自分の内なる声を聞くということ 

■魅力的な女性になるために 
・男性との出逢い 
・恋愛を通して生まれ変わる 
・母性力を活かす 

■男性との関わり方「男はみんな5歳児である」 
・互いを尊重し高め合う関係 
・性差を理解する 
・生涯のパートナーの見つけ方と育み方 



■仕事と夢 
・仕事を成功させる考え方やあり方 
・女性の働き方 
・運やチャンスや豊かさを引き寄せる方法 

■やまとなでしこ 
・きもの 
・日本の家庭料理 
・日本女性が代々受け継いできたものとは 

以上のようなプログラムを実施していきます。 

そして、 
このプログラムをもっと詳しく知りたい！ 

といったご要望や 

私にできるかしら？ 

と言った不安や悩みにお答えすべく、 

植村絵里「トータルプロデュース講座」 
無料説明会 

を開催することにしました。 

この無料説明会では、 
あなたが不安に思っていること、このプログラムの質問について、 
お答えしていきますので、 

ちょっとでも気になった人は 
ぜひお越しください。 

無料説明会では！



 

＜無料説明会日程＞ 
9月9日(土)　18時から 
※限定10名 

　　　　※当日、植村絵里は参加しません 

8月13日に開いたセミナーでは、 
公開すぐに満席となって増席したほど 

たくさんの方に集まっていただき 
とても嬉しい気持ちばかりでした。 

終わった後には、 

「涙が出てきました…」 

とたくさんの方から嬉しい言葉をいただきました。 
そこで最後に私からのメッセージです。 

＜会場詳細＞ 
東京都内 
※お申し込み者様にのみご案内します

無料説明会にお申し込む方は 
こちらをクリック！

最後のメッセージ

https://asp.jcity.co.jp/FORM/?UserID=ips&formid=373


 

悲しいとか悔しいときに流す涙ではなく、「心が洗浄される涙」というものが
あります。  

それは「私はただ癒されたかったんだな」という自分の本当の心の声を自分自
身の奥深いところで受け止めた瞬間に、とめどもなく溢れ出る涙です。  

この涙を流せた時に、人は自分自身をちゃんと幸せにする生き方にようやく目
覚めます。  

このセミナーでお話したことは、恋愛、結婚、離婚、起業、仕事、女性の生き
方を通して私が何度も流してきた「その涙」の結晶です。 空から降ってくる雪
を顕微鏡でみると、そこには完璧な美しさで佇む自然界の壮大な力を感じます
ね。 純粋な涙の結晶も同じように完全なる輝きを放っていて、あなたの人生を
キラキラと映し出します。 

その時から眼の前に広がる世界は、昨日までと生活の場は変わらないのに、違
う世界に引っ越しでもしたかのように全てのものが愛おしく温かく感じるので
す。これが「５歳児理論」です。  

最後まで読んでくれてありがとうございました。 

植村絵里 
 

　　　※当日、植村絵里は参加しません。 

■植村絵里プロフィール 

1980年東京生まれ、聖心女子大学卒。 

自己実現と出産育児を自由に選択でき、内面も外見も美しい女性があふれる社
会作りをモットーに、28歳で起業し、日本初の女子大生ベビーシッターサービ

無料説明会にお申し込む方は 
こちらをクリック！

https://asp.jcity.co.jp/FORM/?UserID=ips&formid=373


スを立ち上げる。80人の大学生を現場で指導し、信頼さ
れるベビーシッターへ育て上げる。

300人以上の子供と200人以上の母親と関わる中で、ま
ず母親や将来母親になる学生自身が、外見から自信をも
ち笑顔になることが社会の基盤に重要だと考え、2011年、
美容サービスの価格や所要時間に不満をもつ、子育て中
の母親、ビジネスウーマンのニーズをカタチにした全く新
しいコンセプトのクイックエステBeautiQ(ビュティック)
を創業する。鼻毛脱毛エステ第一人者としてFCも展開。

2017年7月には3作目となる電子書籍「革命力」を出版。現代の女性が賢く楽
しく生きるためのヒントが満載である。また、同年9月よりWEBラジオ
Podcastで「植村絵里の恋愛相談～男はみんな5歳児である」を毎週月曜18時
に配信中。カテゴリ1位、全体では7位という大人気番組である。そして、7月
12日、執筆されたコラムが空前のブームになり、シェアにシェアを積み重ね、
記事単体に4.7万いいね、記事へのアクセスは39万アクセスを集めた。さまざ
まなジャンルで大活躍している女性である。このような熱心な活動は、日本の
女性が「自分も輝き周りも輝かせる核となってほしい」という熱い思いがある
からだ。
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