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2017.10 
書籍『ライフシフト』にインスパイアされた 

仲間5人で設立。 
 

一人でも多くの人が、「人生100年時代」を 
ワクワク、楽しく生きていける、 

日本発の「ライフシフト社会」を創りたい。 
 

このビジョンを掲げて活動をスタート。 
 

ライフシフト・ジャパンのこれまでの歩み 

2 



ライフシフト・ジャパンのこれまでの歩み  

2017.11 
人生100年時代の「ロールモデル」を
発掘して紹介する、WEB連載『ライフ
シフター・インタビュー』スタート 
 
 

●現在までに書籍掲載の方を含めて、
114人をインタビュー。あらゆるコンテンツ
開発のベースに。 
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2018.12 
 
『ライフシフトの法則』発表 
 

●ライフシフター・インタビューおよび書籍
『実践！50歳からのライフシフト術』（NHK

出版）の取材を通じて紡ぎだした「ライフシ
フトの法則」を発表。 

ライフシフト・ジャパンのこれまでの歩み  
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2018.12  
人生100年時代の「人と会社の新しい関係」を検討する『カイシャの未来研究会
2025』を立ち上げる 
 

ライフシフト・ジャパンのこれまでの歩み  

●これまでに2回

の提言を発表する
など、「組織改革」
のナレッジを生み
出す基盤に。 

 



2019.6 
「ライフシフトの法則」をベースにした 
ワークショップ『ライフシフトの学校』 
を開始 
 
●コロナ禍のなか、2020年6月にはオン

ライン版をリリース。全国・海外からの参
加も可能に。 
 

ライフシフト・ジャパンのこれまでの歩み  
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2019.7  
ライフシフト・ジャパンのこれまでの歩み  

『カイシャの未来研究会2025』

より、スローガン「会社を出会い
の社（やしろ）にしよう」と18の
提言を発表 
 
●2020.8からはWEB連載「ヒト・ドリブン経営

で行こう」を開始。フラッグシップ企業の研究
を深める。 

 

7 



2021.4 

 
●2021.5から個人向けワークショップ 
『LIFE SHIFT JOURNEY～あなたの変身資
産を知って100年ライフをデザインする』
スタート。 
 
●2021.7にカイシャの未来研究会2025 
第二次提言『変身資産が会社を変える』 
発表。 

ライフシフト・ジャパンのこれまでの歩み  

ライフシフトのカギを握る『変身資産アセ
スメント』を発表。個人、企業への働きか
けを加速するフェーズへ 
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あらたなステージに向けて 

Our Vision 

一人でも多くの人が、「人生100年時代」を 
ワクワク、楽しく生きていける、 

日本発の「ライフシフト社会」を創りたい。 
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あらたなステージに向けて 

「ライフシフト社会」とは？ 
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 一人ひとりが､自分の価値軸を見つけ、 
その価値軸に基づいた生き方､働き方を実現できる社会 

 一人ひとりが､新しいロールモデルとなって、 
多様な生き方､働き方を実践できる社会 

 一人ひとりが､何度でもチャンレンジし続けることができる 
｢マルチ・ステージ｣型社会 

 組織に属しているかどうかが､有利･不利に結び付かない、 
オープンで公平な社会 

 ｢人生100年時代｣に対応した社会変革を世界に向けて 
発信し続ける社会 



あらたなステージに向けて 

Our Mission 
 私たちは、一人ひとりが、自分の人生の主人公として生きていくための
「オーナーシップ」を獲得するためのサポートを提供し続けます。 

 私たちは、一人ひとりが、自分の中にある価値軸に出会うためのサポートを
提供し続けます。 

 私たちは、一人ひとりの変身資産を「見える化」し、さらにその変身資産を豊
かにするためのサポートを提供し続けます。 

 私たちは、一人ひとりのライフデザインを規定してきた、日本型雇用慣行を
革新し、個人の「組織からの自立」を促進します。 

 私たちは、一人ひとりの「キャリア自律」を促進し、個人と組織の新しい関係
を提案し続けます。 
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あらたなステージに向けて 

2021.12 
これまで開発してきたコンテンツ全てを活かし 

ビジョンの実現を加速するために、 
ライフシフト・ジャパンの 

「旅の仲間」＝「ライフシフト・パートナー」を募集します。 
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ライフシフト・パートナー概要 
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「ライフシフト・パートナー」とは 
 

ライフシフト・ジャパンのビジョン 
「一人でも多くの人が、人生100年時代をワクワク、楽しく生きていける 
日本発のライフシフト社会を創る」をともに実現していく「旅の仲間」 

 

ライフシフト・パートナーの役割 

ライフシフト・ジャパンの 
パートナー 

ライフシフトを目指す個人、 
組織変革を目指す企業の 

パートナー 
× 
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１．ご自身のフィールドでのビジョンの実現 
 

ご自身が所属する組織や、ライフ＆キャリアの支援の場で、ライフシフト・ジャパン開発
のツールやナレッジを活用したワークショップ・研修・1on1サービス・組織変革の実施 
 
 

 
 

ライフシフト・パートナーの役割 

＊ツールの活用時には、利用人数に応じた利用料金がかかります。 
＊「LIFESHIFT JOURNEY」の名称はライフシフト・ジャパンの商標のため使用できません。 15 



2. ライフシフト・ジャパンの提供サービスの実践 
 

ライフシフト・ジャパン主催のワークショップのファシリテーターや、今後提供を開始する
1on1サービスの実践者、ライフシフト・ジャパン受託の企業研修等での講師として活動 
 
 

ライフシフト・パートナーの役割 

●個人向けサービス 
・ワークショップ「LIFE SHIFT JOURNEY」 
・ワークショップフォローアップ1on1サービス 
・「変身資産」発見1on1ダイアログ 
 
●法人向けサービス 
・従業員・管理職向けライフ＆キャリア研修 
・大学生向けキャリア研修 
・自治体（地域住民）向けライフシフトセミナー、 
  ワークショップ 
 
 ＊その都度、募集をさせていただきます。実施いただいた場合は当社規定の業務委託料をお支払

いします。 
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ライフシフト・パートナーの特典 

1．「ライフシフト・パートナー」の肩書の活用 
 

・ライフシフト・ジャパンより、「ライシフト・パートナー」の肩書を付与します。 
・ご希望に応じて、ライフシフト・ジャパンHPに、お名前・写真・活動内容を掲載します。 
 
 来風 志太  ライフシフト・パートナー 

ライフシフト・パートナー 

＊名刺、HPはイメージです。 17 

○○○○ 
XXXXXXXXXXXXXXXX 

○○○○ 
XXXXXXXXXXXXXXXX 

○○○○ 
XXXXXXXXXXXXXXXX ○○○○ 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

○○○○ 
XXXXXXXXXXXXXXXX 

○○○○ 
XXXXXXXXXXXXXXXX 

○○○○株式会社 

東京都○○区○○1-2-3 ○○ビル 

090-1234-5678 

https//:xxxxxxxxxxxxxxxx.com           xxxxxx@xxxxxxxxx.jp 



ライフシフト・パートナーの特典 

2．学びの機会へ無料かつ優先枠で参加 
 
・ライフシフト・ジャパン主催のイベント・学びの機会に無料・優先枠で参加いただけます。 
・関心のあるテーマでの自主的研究会の運営をサポートします。 

「LIFE SHIFT LIVE」 
・ライフシフターを招いたトークイベント 
・一般参加者 1,000円～2,000円 
 

「LIFE SHIFT DIALOGUE」 
・専門家を招いたトークイベント 
・一般参加者 1,000円～2,000円 
 

「LIFE SHIFT FORUM」 
・カイシャの未来研究会2025の提言               
・参加費無料(先着200名） 

●これまでの開催実績 
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ライフシフト・パートナーの特典 

3．専用ウェブサイトの活用 
 
・ライフシフト・ジャパンが開発した各種ツールの購入申し込み 
・各種学びの機会への参加申し込み 
・ライフシフト・パートナーの活動に役立つ事例や最新情報、関連情報の閲覧 
 
 

ライフシフト・パートナー専用ページ 
 
NEWS 
・LIFE SHIFT JOURNEY2022年5月期ファシリテーターを募集します。ご応募は
こちらから 

ツールの購入はこちらから イベントの参加申し込み 

お役立ち情報 
・「LIFE SHIFT JOURNEY」運営Q&A 

・「変身資産アセスメント」ケース
スタディ 
・カイシャの未来研究会 資料 

研究会のページ 
・パラレルキャリア研究会 
・60歳からの起業研究会 
・定年女子のライフシフト研究会 

●専用ウェブサイトイメージ 
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ライフシフト・パートナー応募資格 

●応募資格 
 
①ライフシフト・ジャパンの活動に共感し、ともに100年ライフを楽しめる社会の創造を目
指す方 
 
②キャリア支援者もしくは組織変革者として活動している方 
（特別な資格は必要ありませんが、おおむね1年以上の経験のある方を歓迎します） 
 
③ライフシフト・ジャパン主催の「LIFE SHIFT JOURNEY」を受講した方 
（未受講の場合でも、トレーニングプログラム開始前に受講が終了する「LIFESHIFT 
JOURNEY」にお申込みいただければ応募いただけます）  
 
④ライフシフト・ジャパン主催のトレーニングプログラムをすべて受講できる方 
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ライフシフト・パートナーのトレーニングプログラム 

●トレーニングプログラム 
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DAY1 
（7時間） 

AM 

 オリエンテーション 

 ライフシフト・ジャパンが目指していること（理念共有＆対話） 

 ライフシフト・パートナー制度理解 

PM 

 ワークショップ「LIFE SHIFT JOURNEY」理解（構造、ファシリテーションの工夫） 

 グループワーク①  ライフシフト・サイクル共有 

 グループワーク② 「LIFE SHIFT JOURNEY」が受講者にもたらす変化 

DAY3 
（7時間） 

AM  グループワーク①「LIFE SHIFT JOURNEY」ロールプレイ 

PM 

 「カイシャの未来研究会2025」研究成果理解（レクチャー＆対話） 

 グループワーク②ライフシフト・パートナーとして実現したいこと 

 受講者プレゼンテーション 

DAY2 
（7時間） 

AM 
 変身資産アセスメント理解～設計思想、傾向、活用法（レクチャー＆対話） 

 グループワーク①変身資産アセスメントの診断結果共有・対話 

PM 
  1on1サービス理解～流れ、工夫 

 グループワーク②1on1サービス ロールプレイ 

（1）レクチャー編  （7時間×3日間） 



ライフシフト・パートナーのトレーニングプログラム 

●トレーニングプログラム 

（2）OJT編 
ワークショップ「LIFESHIFT JOURNEY」にオブザーバーとして参加（2時間×3日間） 

DAY1 
（2時間） 

 参加者自己紹介 

 ライフシフト概論～人生のタイムスケールを考える 

 ライフシフトの法則 ～ ライフデザインのフレームを学ぶ 

 第1法則｢5つのステージを通る」～ステージチェックアセスメントで現在地点を知る 

 第2法則｢旅の仲間と交わる｣ ～「旅の仲間」の存在を知る 

DAY2 
（2時間） 

 「ライフシフト・サイクル」の共有 ～5つのステージ経験のリフレクション 

 第3法則「自分の価値軸と出会う」 ～価値軸カードワークで旅の羅針盤を得る 

  第4法則「変身資産を活かす」～変身資産とアセスメントのレクチャー 

DAY3 
（2時間） 

 変身資産アセスメントの共有～自身の心のアクセルとブレーキを探索する 

 ライフシフトの未来地図の共有～自身のワクワクする未来をイメージする 

  スモールステップの宣言～ 100年ライフをデザインする旅の一歩を踏み出す 



ライフシフト・パートナー トレーニング・資格維持費用 

●トレーニングプログラム受講料 
 
 
   

 ＊「ライフシフトの学校」「LIFE SHIFT JOURNEY」「WASEDA NEO/ライフシフト特別講座」を未 
  受講の場合、別途「LIFE SHIFT JOURNEY」受講料22,000円(税込)がかかります。 
 
  

●登録料・年会費・更新研修料  

レクチャー編＋OJT編   88,000円（税込） 

登録料（初回のみ） 5,500円（税込） 

年会費（システム利用料） 11,000円（税込） 

更新費用（更新研修費込）＊3年に1回 22,000円（税込） 
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