
東大・医学部・司法試験合格など難関試験合格を目指しているあなたへ

わずか1日5～10分のトレーニング…

たったそれだけで、
高校2年11月に偏差値41だった高校生が
東京大学薬学部に合格した宮口式記憶術を
今日からすぐに使える形で教えます。

宮口式記憶術を使えば、
記憶スピード10倍・定着率95%となり

254ページの日本史の教科書を
1日2時間2週間で暗記できるようになります。

能力開発コンサルタント 

東大医学部卒 医学博士 

森田敏宏 



宮口式記憶術を活用して、
医学部や司法試験の合格者が続々！

■たった4回の授業で、地方の国立医歯系大学に現役合格！

■２浪で医学部を諦めかけていたが、私立大学医学部に合格！

■有機化学を０からたった半日で習得！

■高校３年生、たった２ヶ月の週２回の指導で、
文化系から理系に進路変更し、目的の都内国立大学に合格！

■セミナーに一回出ただけで、司法試験合格（法科大学院卒業）

■たった２ヶ月で、医師国家試験に優秀な成績で合格する実力に！
その後、6名全員、医師国家試験に合格！

■東大医学部生を抜いて、臨床オリンピックで金メダル獲得！

■ベンチャー企業にヘッドハンティングされ、
赴任前に300名の従業員の名前と仕事を全て暗記！

■会社員として働き、さらに副業もしながら、弁理士試験合格！

■暗記のスピードが10倍になり、司法書士試験の知識を暗記！

■600名の従業員の名前や属性を一人残らず記憶し、
一体感を持った経営することが出来るように！

■高校に入るまでのたった１ヶ月半で、高校数学の全てを終了！
すみません・・・

数が多すぎて掲載しきれませんでした。
実際には、まだまだ多くの成果が出ています。



東大・医学部・司法試験合格者を多数輩出してきた 
記憶術の大家『宮口公寿（きみとし）』先生とは…

宮口先生は特殊な家系の生まれです。

刀鍛冶、つまり、刀職人の家系で
非常に裕福でした。

江戸時代には、侍はみな刀を所持していたので、
刀職人は儲かる仕事だったのです。

とはいえ、宮口先生は戦後生まれ。

「戦後には刀を使う人はいなかったのでは？」

と思う人もいるかもしれませんが、
当時はまだ刀を所持している人は多かったのです。

そのため戦後であっても、宮口先生の実家は裕福で、
宮口先生も都内にある某附属高校に通っていました。

著書多数！



エスカレーター式で大学まで進学できる
いわゆるお坊ちゃま学校だったのです。

ところが・・・

大学進学を控えた高校生だった
宮口少年の人生を変える出来事が起こりました。

それは、法律の改正。

銃刀法に関する法律が改正され、
刀や銃などの人を殺傷する危険性のあるものは、
基本的に所持できなくなってしまったのです。

法律の改正によって、
それまで刀を所持していた人たちも
購入できなくなってしまいます。

それによって、実家は刀職人としての
ビジネスが成り立たなくなってしまったのでした…。

「このままでは家業を継ぐこともできないし、お先真っ暗…」

まだ高校生の宮口少年は途方に暮れました。

しかし、ここで考えました。

「家業が継げないなら、いい大学へ進学するしかない！」と。

とりあえず東大を目指せば、
そこそこの大学に入れるレベルになるだろう…



そう考えた宮口少年でしたが、

当時の偏差値は41。

とてもとても、
東大を目指せる成績ではありませんでした。

普通の勉強法をしていても、東大には入れません。

ではどうすればいいのか？

そこで目をつけたのが『記憶術』でした。

当時、有名だった記憶術の大家、
渡辺剛彰先生や、藤本憲幸先生の門を叩き、
直々に記憶術の指導を受け、受験勉強を通じて実践。

その結果、
偏差値41から見事東大に合格。

宮口先生は薬学部だったので、
記憶しなければならない項目も膨大でしたが
東大在学中も優秀な成績をキープし続け、
大学卒業時も主席クラスの成績でした。

自らの東大受験や学生生活の中で
実践と改良を続けて完成したのが、『宮口式記憶術』です。



宮口式記憶術受講者の
喜びの声をお聞きください
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小中高生、社会人問わず受験合格の声
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いつも大変お世話になっております。
息子ですが、高校は楽しいようで、何より驚くのは、本人が勉強は面白いと言っている
ことです。

やはり、宮口先生が数学に特化して教えてくださったことが、自信になっているようで
す。英語も上位クラスになることができました。

息子が夏までにセンター試験の（高3生用の）模擬を受けるんだと言った時は、正直、
「こいつは…」と思いましたが、宮口先生の指導は本物でした。

宅浪しても勉強のペースがつかめず、うまくいかなかったが、たった３回の指導で、
勉強はどのようにやれば効率的かわかり、合格のペースを掴むことが出来ました！

風俗関係の仕事をしていましたが、30代で医師になろうと一念発起。
関西の某有名国立大学医学部に3番で合格。

全く受験勉強していない状態から、たった２年で、仕事しながら、余裕で合格でき
ました。記憶術のおかげです！

OLをやめて婚活と医学部受験を並行して実施。記憶術で勉強のこつをつかみまし
た。
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司法試験など各種資格試験合格、ビジネス成功の声
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受験自体を諦めかけていたが、私立大学薬学部に合格して、ほっとしました。

40歳で医学部再受験を目指している現役高校教師です。一度は諦めかけていた医
学部の合格が視野に入ってきました。

シングルマザーですが、医学部受験に希望が持てるようになってきました。

銀行に勤める50代です。今から勉強して、早期退職優遇制度を利用して国立医学
部合格を目指せるほど、学力が上がってきました。

うちの子は小学校５年生ですが，今まで全くわからなかった進学塾の問題がすらす
ら解けるようなってきました。

目的の高校に合格することが出来ました。ありがとうございます。

都内の有名インターナショナルスクールに通い、英語・数学を指導。Oxford大学
留学予定です。

国立の医学部を目指しているが、中学の数学もわからない状況から、たった４ヶ月
で、京大の過去問（数学）も、どんどん解けるようになった。

働きながらの司法試験挑戦。体力的に不安があったが、記憶術というノウハウのお
かげで、安心して取り組みことが出来た。
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わざわざ海外から宮口先生に教わりに来る方も…
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70歳近い年長なので司法試験をほとんど諦めていたが、宮口先生の記憶術のおか
げで、司法試験を続けることが出来た。

会社に行きながら、社労士の資格を目指し、記憶術を習得したことによって、合格
の確信をつかんだ。

諦めていたビル管理士試験に，合格することが出来ました。本当にありがとうござ
いました。

地方出身で経済的にも余裕がなかったが、業界のカリスマの地位まで上り詰めた。

親から引き継いだ会社で社長をしています。記憶術のおかげで、古参の社員からも
知識面で大変尊敬され、社業が安定してきました。

宮口先生の指導を受けるために、アメリカ留学から急遽帰国しました。
３週間特訓を受けるました。英単語、英熟語の習得に記憶術が大幅に役立てた。
TOEFL満点近くいきそう。

アフリカに駐在していますが，家族ぐるみで，宮口先生のサポートを受けています。
日本の学校に戻るとき，日本の受験勉強に遅れないように，記憶術を習得出来た。



まだまだ紹介しきれないくらい
たくさんの声が届いています 





宮口式記憶術は 
瞬時に大量の情報を記憶する方法ではありません。 

試験に合格するための記憶術であり、 
出世するための記憶術です。

テレビ番組の見せ物のように、
瞬間的に大量の情報を記憶する方法を期待している方は、
ここから先読むのはおやめください。

期待に沿うことが出来ません。

宮口式記憶術は、瞬間的に記憶する方法ではないからです。

宮口式記憶術は、覚えても意味のないものを
ただ無闇に覚える記憶術ではありません。

資格試験合格、大学受験合格などの目標を持った人が
その目標の達成のための手段として活用するためのメソッドです。

宮口式記憶術の実践には、それ相応の努力が必要です。

実践すると脳が疲れます。

長時間行なうのは、体力的にしんどいでしょう。

宮口先生自身、2～3時間もやれば疲れるとおっしゃっています。

しかし・・・



宮口式記憶術で覚えたことはほぼ忘れません。

定着率は95％です。

なぜ、多くの人は試験に合格できないのでしょうか？

それは、忘れるからです。

どんなに勉強しても忘れてしまうから、
問いに答えることができず、不合格となるのです。

つまり、忘れさえしなければ、
合格確率はどんどん高まっていきます。

宮口式記憶術は、試験合格のための記憶術です。

ですから、
瞬時に記憶することは目指していません。

試験合格のために、
一度覚えたら決して忘れることのない記憶法です。

宮口式記憶術を活用した人が、
難関試験、難関大学に次々と合格していくのは、
決して忘れることのない記憶を手に入れるからです。



宮口先生と他の先生の違い

世の中には、記憶術を指導している先生は、
宮口先生以外にもいます。

これは正直にお伝えしておきます。

しかし、宮口先生ほど、
生徒が成果をあげている先生はいません。

これもまた、真実です。

では、宮口先生の教えている記憶術は、
他の先生が知らない記憶術なのでしょうか？

実は、そんなことはありません。

宮口先生が教えている記憶術は2つあり、
1つは場所法、もう1つは単純過剰学習法です。

今回ご紹介しているセミナー動画でも、
この2つの記憶術を指導しています。

これらはネットを検索したら出てきますし、
他の先生も教えている方法です。

ですが、宮口先生の生徒からは
東大・医学部・司法試験合格者など、
成果が次々と生まれています。



なぜ、教えている記憶術が同じなのに、
宮口先生の生徒は圧倒的な実績をあげ、
他の先生からは成果が出にくいのでしょうか？

実は記憶術の成否はメンタル面の影響が大きいのです。

ですから、ただ単に記憶術を教えただけでは
記憶術をできるようにならないケースが多いのです。

生徒のメンタル面を、記憶術をマスターできる状態に
整えてやる必要があるのです。

記憶術をマスターできるか否かは、
あなたのメンタル面が次の4段階のどこに位置するかで決まります。

定着率95%の記憶を手にするための
メンタルの4段階

1）記憶術なんて嘘だ、そんなのあるわけないと思う段階

2）記憶術にはマジックのように種があると思う段階

3）できるひともいるけど、自分には無理だと思う段階

4）自分にもできると思う段階

記憶術をマスターすることができる人は、
4段階目に到達した人だけです。



テレビで記憶術の特集を観たときに、

「こんなの裏でインチキしてるんでしょ？」
「この人は特別だからできるんだ…」

などと思っている人には
記憶術をマスターすることが出来ません。

記憶術をマスターできるのは、
「自分にもできる」という確信がある人だけです。

ほとんどの講師が教えても
生徒が記憶術をマスターできないのは、
記憶術の方法が間違っているからではありません。

生徒にメンタルの壁を超えさせることができないから
記憶術をマスターさせることができないのです。

宮口先生の記憶術セミナーでは、
その場でメンタルの壁を超えさせます。

今回ご紹介している『宮口式記憶術セミナー動画』では、
セミナー内で、受講者のメンタルの壁をその場で超えさせます。

宮口先生やセミナーの受講者と一緒に
ワークを進めることで、

あなたは一気に4段階目の
「自分にも記憶術をマスターできる！」
と思える状態まで一気に駆け上がることができ、



定着率95%の記憶術をその場で身につけることが出来ます。

ですから、

資格試験や大学受験合格などの目標があり、
なんとしても合格したいのなら、

記憶術だけでなく、メンタルも強化してくれる
宮口先生に教わらない手はないでしょう。

『宮口式記憶術セミナー動画』の内容

今回ご紹介している宮口先生のセミナー動画は
2018年5月6日に都内で開催されたセミナーを収録したものです。

4時間34分14秒に及ぶセミナーをご覧いただけば、、、

✔宮口先生自身が一晩で4000項目以上を記憶した記憶術の2ステップ

✔駿台予備校を断られたパチンコ店店員が
　2年で2年で大阪大学医学部に合格した記憶術

✔記憶術をマスターするために目を背けてはいけないメンタル強化法

✔3ヶ月で偏差値が42上がった記憶術

✔記憶術と普通の覚え方の決定的な違い

✔コピー用紙1枚で、記憶術をマスターする方法

✔記憶術で最も大事なイメージ化の3つのポイント



✔人生で成功する人と失敗する人の生き方の違い

✔一晩で歴史の教科書1冊覚えるための3ステップ

✔ほぼ永久に忘れることなく、記憶し続けられる4ステップ復習法

✔ミュージシャンのGacktが5ヶ国語を覚えられた秘密

これらを学ぶことができ、あなたも、、、

わずか1日5～10分のトレーニングで
記憶スピード10倍・定着率95%となり

254ページの日本史の教科書を
1日2時間2週間で暗記できるようになります。

クレジットカードの方はこちらからお申し込みください
（下へスクロールし、『カートに入れる』をクリックしてください）

→http://my66p.com/l/u/cre1

銀行振込の方はこちらからお申し込みください
→http://my66p.com/l/u/BK1

http://my66p.com/l/u/cre1
http://my66p.com/l/u/BK1


東大・医学部・司法試験合格者を多数輩出している
『宮口式記憶術』にいくらの価値を感じますか？

宮口先生は、現在、個別指導が活動の8割を占めています。

半年間の個別指導なら50万円以上、
2時間の個別コンサルは6万円という高価格帯です。

にも関わらず、依頼が絶えません。

それはなぜでしょうか？

その理由はシンプル。

「成果が出る」からです。

今までお話ししてきたように、
医学部合格、司法試験合格などの成果が
数え切れないほど出ています。

そんな『宮口式記憶術』のエッセンスが
ギュッと詰まったセミナー動画。

価格はずばり6万円（税抜）です。

ですが、ちょっと待ってください！

1週間（6月10日まで）限定で、3万9000円（税抜）とします。

なぜ、1週間限定で、2万1000円も割引をするのか？

その理由は、少しでも多くの人に、



宮口式記憶術を学び、
人生をより良くしていただきたいからです。

先ほどもお話しした通り、宮口先生は現在、
個別指導が活動の8割を占めています。

セミナー動画をご覧いただくとわかりますが、
スケジュールは個別指導でギッシリ埋まっている状態です。

通常、大勢の人の前に出て
セミナーをすることはほとんどありません。

つまり、宮口先生の記憶術を学べるのは
非常に貴重な機会なのです。

ですから、少しでも多くの人に
宮口式記憶術を学んで欲しい、

そんな思いから、
1週間限定（6月10日まで）、
通常価格6万円を3万9000円（税抜）とさせていただきます。

さらに今なら・・・

ご購入から1週間以内に感想を下さった方には
5000円のクーポンを差し上げます。

このクーポンは、私、森田敏宏がリリースしている
教材（天才脳インストール音源シリーズ）で使用することが出来ます。



天才脳インストール音源シリーズは、

目標設定方法や大学受験の攻略法、英語の勉強法など、
『宮口式記憶術』と相性の良い教材を多数揃えています。

今後もラインナップを増やしていく予定です。

ぜひ、自己成長の意識の高い方は
クーポンを活用して賢く学んでいただきたいと思っています。

話をまとめます

宮口式記憶術セミナー動画

1週間（6月10日まで）限定で、
通常6万円→3万9000円（税抜）です。

さらに、

購入から1週間以内に感想を下さった方には、
私、森田敏宏がリリースしている教材
（天才脳インストール音源）で使用できる
5000円分のクーポンを差し上げます。

通常、宮口先生から学ぼうと思ったら、
個別指導は50万円以上、
コンサルは2時間6万円します。

東大、医学部、司法試験合格者を多数輩出している
『宮口式記憶術』を3万9000円で学べる機会は
非常に貴重と言えます。



ぜひ、この機会に「本物」から
一生使えるスキルを学んでください。

1週間(6月10日まで)限定です。

クレジットカードの方はこちらからお申し込みください
（下へスクロールし、『カートに入れる』をクリックしてください）

→http://my66p.com/l/u/uzwwoHAqq0m8Jjxe

銀行振込の方はこちらからお申し込みください
→http://my66p.com/l/u/BK2
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いつもお話ししていますが
最短最速で結果を出すには、
「お金で時間を買う」発想が必要です。

どんな分野でも、自己流で試行錯誤して成功するのは
時間がかかりますし、そもそも成功できないかもしれません。

水泳の本を読んだだけで自己流でトライしても
なかなか上達しません。

ピアノの本を読んで、自己流で練習しても
上手くなるのは難しいでしょう。

同じように、記憶術というスキルも

http://my66p.com/l/u/uzwwoHAqq0m8Jjxe
http://my66p.com/l/u/BK2


自己流でマスターするのは困難です。

何事もやはり、プロに教わるのが一番です。

その点で言えば、
宮口先生はプロ中のプロ。

一流の記憶術の指導者であり、
受験や資格試験合格に導くプロです。

なぜ、一流ではなく、2流3流に学ぶのですか？

受講生の声が、実績が示している通り、
多くの人が、宮口先生の記憶術を実践して、
東大や医学部、司法試験合格などの成功を掴んでいます。

小中学生、高校生だけでなく、
社会人として働きながら医学部に合格した例も
数え切れません。

宮口式記憶術によって見事合格を掴んだ人の中には、
もともと落ちこぼれとして、
まわりに笑われていた人も少なくありません。

そんな中、あなただけが例外だとか、
あなただけが成功を掴んだ人たちのケースに当てはまらない、
なんてことがありえるでしょうか？

あなたが成功できない理由がどこにありますか？

あなたが成功できない論理的な理由はないはずです。

あなたが、なんとしても合格を掴みたいなら・・・
人が羨むような学歴や資格を手に入れたいなら・・・

そのためなら、必要な「代償」を支払う覚悟を持っているのなら、



あなたはいつその第一歩を踏み出しますか？

1年後ですか？
3ヶ月後ですか？
来月ですか？

それとも・・・？

踏み出すのが遅ければ遅いほど、
あなたの合格確率は下がっていきます。

少しでも確実に『合格』を手に入れるには、
1日でも早く一歩を踏み出すしかありません。

今、あなたの前に2つの道があります。

一つは今のまま、何も変えず
本当に合格できるのかなと不安な日々を過ごす道。

もう1つは、『宮口式記憶術』を試し、
『合格への確信』を手に入れる道。

あなたはどちらの道を選びますか？

クレジットカードの方はこちらからお申し込みください
（下へスクロールし、『カートに入れる』をクリックしてください）

→http://my66p.com/l/u/cre3

銀行振込の方はこちらからお申し込みください
→http://my66p.com/l/u/BK3

http://my66p.com/l/u/cre3
http://my66p.com/l/u/BK3

