ＣＤ先行予約販売のご案内
今回、ＣＤの発売を記念しまして、先行発売をさせて頂きます。
「夢をかなえる

かたりあげ・ど・らいぶ」ＣＤとは、インスピレーションＤＪ内田達雄

氏が素晴らしい方々と一緒にドライブ(スタジオ Z4 を使用)を楽しみ、その道中で繰り広げ
られる素敵な会話を収録し、世に送り出す企画です。
過去には、著名人、文化人が出演されています。

☆『夢をかなえる かたりあげ・ど・らいぶ』ＶＯＬ.73 ＣＤ ユメ保育園

赤松兼次

☆発売予定日：未定（近日中に発売予定）
☆価格：５，２５０円（※Ａｍａｚｏｎでも販売されます。
）
☆先行販売特別価格（１００枚限定）：３，０００円
☆申込み方法 メールでお願いします。 yume@cosmo.bz

（ユメ保育園

赤松兼次）

①お名前
②ご住所
③電話番号
④Ｅ－mail アドレス
⑤ＣＤ枚数
代金は、事前にお振込み頂き、商品の発売後に郵送にてお届け致します。

≪過去の収録≫
VOL 1 小西正行 株式会社 CONY JAPAN
VOL 2 阿部光志 アチーブメント株式会社
VOL 3 藤田晋一 株式会社 大空
VOL 4 浜口博樹 株式会社

SEIKO

VOL 5 堀向勇希 インスピレーション書道家
VOL 6 大石倫太朗 株式会社 aim Leader’s incuvator
VOL 7 駒沢和子 外資系損害保険会社
VOL 8 小島知実

We’ll Diva 代表

VOL 9 高林応樹 株式会社アルファエル
VOL10 川畑奈美 プラチナ☆サロン オーナーサロネーゼ
VOL11 五十棲剛史 株式会社船井総合研究所 ビジネスプロデューサー
VOL12 神谷宗幣 吹田市議会議員
VOL13 成田直人 Family Smile
VOL14 西辻一真 株式会社マイファーム
VOL15 桜田浩太 株式会社ブラサニ
VOL16 藤田顕也 生命保険会社 MDRT 会員
VOL17 井上敬一 株式会社 FAKE
VOL18 石本導彦 株式会社 FP デザイン
VOL19 山下裕規 株式会社 桜人
VOL20 大橋正伸 大阪維新会 株式会社
VOL21 加藤敏明 北国からの贈り物株式会社
VOL22 山植崇光 外資系損害保険会社
VOL23 石坂まさを 作詞作曲家
VOL24 八木成一 株式会社ハチノキ とりの極 オーナー
VOL25 恒松和也 歌う建築人 advance architect
VOL26 磯馴勇司 空間心理士
VOL27 松尾英和 メンタルコーチ
VOL28 大上卓征 ドリームビジネスプロデューサー
VOL29 下川浩二 株式会社しもやんランド
VOL30 辰巳明弘 株式会社佳論
VOL31 馬場乾竹 馬場聖鍼堂
VOL32 三井敦史 夢をかなえる革命家
VOL33 奈佐誠司 プロ車いすダンサー
VOL34 土居コウタロウ Office Luce 代表 パーソナルスタイリスト

VOL35 阿部真 神戸大学４年生
VOL36 巽房子 株式会社 Mother pluｓ
VOL37 田中ヒロヤ

DUO

VOL38 にっしゃんこと西森義和 笑顔のコンサルタント
VOL39 柳生雄寛 Max vision
VOL40 たてべともこ ピアノヴォイスアーティスト
VOL41 甲斐誉司 夢色クリエイター
VOL42 内田雅章 株式会社就職課
VOL43 豊川月乃 モデル・モデルカウンセラー
VOL44 杉本大輔 インスピレーションピアニスト
VOL45 的場亮 CS 研究家 講演家
VOL46 吉地恵（めぐちゃん先生）
VOL47 鈴木和宏 インスピレーション税理士
VOL48 宮崎ますみ 女優

株式会社ヒプノウーマン

VOL49 人見ルミ 船井メディア JUST 編集長
VOL50 望月俊孝 宝地図ナビゲーター 有限会社ヴォルテックス
VOL51 水上年容 ヴィジョンライフクリエイター
VOL52 大志 ドリームアーティスト
VOL53 小松剛之 株式会社サン・プランナー
VOL54 桑原敏彰 株式会社 船井総合研究所
VOL55 マツダミヒロ 質問家
VOL56 吉原孝 株式会社 GROWTH
VOL57 清山聖子 生命保険営業
VOL58 上野直昭 結心会

理事長

VOL59 北川元気 BAR べろべろばー FM 滋賀「元気のラジオショッキング」
VOL60 瀬川菜月 シネマセラピスト
VOL61 山田忠治 夢があふれる男
VOL62 八田哲夫 日本経営教育研究所株式会社
VOL63 松永了 株式会社エムズコム
VOL64 島崎広彦 オフィスシマザキ
VOL65 山下義弘 有限会社ビーコーポレーション
キッカケ創作人（ツクリスト）
VOL66 吉野聖一 保険カンパニー 吉野エージェンシー
VOL67 山本完一 時遊人☆旅人 株式会社 Road&Sky
VOL68 あっキー 開運伝道師
VOL69 ありがと大輔（佐藤大輔）ありがとうカウンター伝道師

VOL70 鍬幸次 作家 たらいの法則 株式会社アセットガーディアン
VOL71 正司昌子 レクタス教育研究所 理事長
VOL72 ひめさとこ 笑顔のティンカーベル
VOL73 赤松兼次 ユメ保育園 園長

