
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

株式会社陽転（糀谷社会保険労務士事務所） 
〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原 1205 湖東ﾋﾞﾙ 2F 2-2 TEL：077-518-1960 FAX：077-586-7481 
E-MAIL：youten_info@office-kojitani.com 
ご不明な点等、お気軽にお問い合わせください。専属スタッフが丁寧に対応させていただきます。 

 

 

アクティブ・ブレイン・セミナーお申し込み用紙 可能性を広げる力を手に入れる        

 
 

≪講師プロフィール≫  

平成１４年に社会保険労務士として、独立開業。 

「ヒト」に関する専門家として、企業そしてそこに働く人々を中心に支援して 

いる。企業支援を行っている中で、多くの人が、「自分自身に対して自信が無い」 

「マイナスのイメージを持っている」ことに気づき、それへの解決策としてアク 

ティブ・ブレイン・セミナー（以下、ＡＢＳ）を行うように。 

現在では、その家族などにも受講者が拡がり続け、受講した子供たちからも「先 

生」と慕われ、ヒトを導く楽しさ、そして使命感を感じながら、日々の仕事に取り組む。メンターであり、

自身の独立開業するきっかけとなったＡＢＳの開発者である小田全宏氏とは、２０年来の付き合い。 

今も人間学を中心に指導を受け、それを仕事に活かしている。 

●人間学をベースに構築された〇〇体験で、楽しく実りある 2 日間 

●記憶力＆イメージ力が飛躍的に向上し、脳が目覚める新しい方法 

●段取り力の向上により、夢や目標の実現性が UP！新しい自分との出会い 

 

 

下記に必要事項をご記入の上、ファックスでご送信ください。本用紙を受け付け次第、弊社より連絡させていただきます。 

以下にご記入後、FAX(077-586-7481)にてご返送ください。 

開催月 

アクティブ・ブレイン・セミナー 

2021 年 6 月 19 日（土）・20 日（日） 

【お申し込み期限】セミナー開催日の１週間前：6月 12 日（土） 

(フリガナ) 

氏  名 

(                     ) 
E-mail 

 

 

(        歳) 
 ＠ 

住  所 

〒□□□-□□□□ 

（自宅・会社）いずれかを○で囲んでください。受講票等郵送のため、会社をご選択の場合は下記に会社名等を必ずご記入ください。 

会社名・所属  役 職  

電  話 
（自宅・会社・携帯）いずれかを○で囲んでください。 

ＦＡＸ 
（自宅・会社）いずれかを○で囲んでください。 

同時申込者 
(申込者多数

の場合は、備

考欄をご使用

ください) 

 □なし  □あり  氏名：                   年齢：     

           住所：〒                          

           電話：              

※請求書・受講票の発送先は、代表者の方に送ります。お支払いも、代表者の方より一括でお振込いただきます。 

備  考  

 

 

インターネットでの詳細確認・お申し込み ⇒  株式会社 陽転  あ 検 索 

セミナーカリキュラム 

≪セミナー１日目≫   

・記憶力を向上させる自分の目的を明確にしよう！ ・記憶とは何かを知ろう！ ・自分の記憶力の実験をしてみよう！  

・記憶力を飛躍させる６つの基本的な考え方を学ぶ。 ・記憶法の基礎としての「イメージ連結法」の習得しよう！ 

≪セミナー２日目≫   

・「イメージ転換法」ではじめて見る言葉もどんな難語も自由自在に記憶する。 

・「イメージ分解法」と「空書法」で複雑な漢字やカタカナ文字を大量に瞬間的に記憶する。 

・2 千年の歴史を持つ定位法としての「イメージ磁石法」があなたの記憶力に革命を起こす。 

「このセミナーを中学生の時に受けていたら人生は変わったのに」 

これは、アクティブ・ブレイン・セミナーを受講された 40代後半の経営者様のお言葉です。この経営者様のビ

ジネスは非常に上手くいっています。周りが羨むほどに。それでも、このような事に気づかれます。アクティ

ブ・ブレイン・セミナーは、皆さんに「頭の使い方」について学んで頂くセミナーです。日本の学校教育では、

国語や算数は教えてくれますが、生きていくための基礎となる「頭の使い方」については教えてくれません。「考

える力」が必要とされる現代に必要なことは、他ならぬ「頭の使い方」です。 

学校で優秀な成績を残すことと、社会で成功することは全く異なります。社会は、学校と違い、１から１０ま

でを教えてくれません。自分なりに考え、学び、行動しなくてはいけません。それもスピード感をもって。 

「頭の使い方」を知ることで、「想像力」「行動力」が、副作用として生まれます。アクティブ・ブレイン・セ

ミナーは、記憶力を通して脳を活性化し、”脳を開く”セミナーです。受講者は、10歳から 75歳まで、老若男

女を問わず参加いただいており、受講後、学校やビジネス、プライベートの場面で活躍しておられる報告をい

ただいております。参加者の９０％以上が記憶法について学んだことのない方ですので、安心してご受講くだ

さい。私が責任をもって、皆さまの次なる一歩をナビゲートさせて頂きます。 

       ア クテ ィブ・ ブレ イン・ セミナ ー講 師    糀
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株式会社 陽転の個人情報取扱いについて 
◆弊社の個人情報の取扱いについて･･･株式会社陽転（以下「弊社」といいます）は、弊社が運営するセミナー、診断等を申し込まれた方（以下「申込者」
といいます）のプライバシーを尊重し、申込者の個人情報の管理に細心の注意を払い、これを適正に取扱います。 

◆個人情報取得の目的について･･･ 個人情報取得とその利用目的は以下のとおりです。 
1）セミナーに関するご案内、ご連絡、情報提供、事務処理  2）診断、商品、サービスに関する情報の提供および提案、連絡、マーケティング活動 
3）診断、商品、サービス、その他お問い合わせ、ご依頼等の対応  4）お客様から受託にて同意を得た範囲内で利用する場合等 

◆個人情報の第三者への開示について･･･ 弊社が取得した個人情報は、次の場合を除いて第三者に提供いたしません。 
1）ご本人の同意がある場合    2）法令に基づき、提供に応じなければならない場合 
3）人の生命、身体又は財産保護のために必要であって、ご本人の同意を得ることが困難な場合 
4）利用目的の達成に必要な範囲で業務を委託する場合 

◆個人情報の委託について･･･ 弊社は、利用目的の達成に必要な範囲において、他の事業者へ個人情報を委託する場合があります。その場合には、個人情
報保護体制が整備された委託先を選定するとともに、個人情報保護に関する契約を締結いたします。 

◆共同利用に関する事項について･･･弊社は、個人情報の共同利用を下記のとおり行っております。 
1）共同利用される個人データの項目･･･アクティブ・ブレイン・セミナーの受講者（以下、「受講者」という）が弊社に届け出た受講者提供情報（受講
日、氏名、年齢、会社名、メールアドレス、電話番号、FAX 番号、住所）の個人データ（以下「受講者データ」といいます。） 

2）共同して利用する者の範囲･･･アクティブ・ブレイン協会 
3）利用する者の利用目的･･･弊社とアクティブ・ブレイン協会は、受講者の受講履歴管理と受講資格の有無を確認するために、受講者データを共同利用
しています。 

◆個人情報の開示等（利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去又は第三者への提供の停止）およびお問い合わせ窓口につい
て･･･株式会社陽転  個人情報保護管理者 までご連絡ください。 

  

 
 
 
 
 

スマートフォンでの簡単お申し込み 
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日 時 ：1 日目：2021 年 6 月 19 日（土） AM10：00～PM6：00 
日 時 ：2 日目：2021 年 6 月 20 日（日） AM10：00～PM6：00 
 

※申込期日は、開催日の 1 週間前とさせて頂きます。 
※いずれも内容は同じです。2 日間受講できる方に限ります。 ※終了時間は前後します。 
※諸事情により開催日・開催場所が変更となる場合は、お申し込み頂いた方にご連絡させて頂きます。 
 

講 師 ：糀谷 博和（株式会社陽転 代表取締役／糀谷社会保険労務士事務所 代表／アクティブ・ブレイン・セミナー認定講師） 
 
場 所 ：守山駅前コミュニティホール （セルバ守山 3 階） 

（〒524-0037 滋賀県守山市梅田町 2 TEL077-514-3765 ※JR 守山駅下車 西口すぐ） 
 

参加費 ：48,200 円（税込）※受講料 46,200 円と昼食代 2 日分 2,000 円含む ※2020 年 8 月より受講料が改定されております。 

【ペア割（複数割）について】 
初めてアクティブ･ブレイン･セミナーを受講される方が 2 名以上で同時に申し込みされる場合は、一人につき、3,000 円割引するペア

割を適用させていただきます。なお、同時に申し込みいただければ受講月は別でも構いません。 
※ペア割の適用には、代表者の方に請求書・受講票を送付、受講料のお振込を一括でお支払頂ける方に限ります。 
※キャンセルされる人がおり、2 名以上の受講にならない場合は、後日、割引分を請求させて頂きます。ご了承ください。 
【アドバンスコース同時お申し込みの場合】 
受講料：82,600 円(税込) ※アドバンス同時申し込み金額。ベーシックコースの昼食代 2 日分 2,000 円含む 
※アドバンスコースを同時にお申し込みいただいた方は、ベーシックコースの受講前までに、アドバンスコースの受講日を決定して 

いただく必要があります。 
※受講に際し、ご不明な点がありましたら、下記のお問合せまでお気軽にご連絡ください。 

 

定 員 ：24 名 ※好評により完全先着順です。 
 

参加資格：小学校 5 年生以上 ※参加者の 9 割が記憶法について未経験者です。 
 

お申込み方法：FAX 又はホームページからお申込み頂けます。陽転ホームページ http://www.youten.co.jp/ 
 

お問合せ先 ：株式会社陽転（糀谷社会保険労務士事務所）TEL：077-518-1960 FAX：077-586-7481 
  〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原 1205 湖東ビル 2F 2-2 E-mail：youten_info@office-kojitani.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

開催スケジュール及び概要 

 

今までこのセミナーを受けた人を見てきました。 
どうしてこんなに記憶できるのかとても不思議でした。 
今回そのなぞが解けて、スッキリした気持ちです。 
記憶力を飛躍させる 6 つの基本的考え方を今後自分のものにしていきます。 
反復練習（ゆっくり、正確に、気持ちよく）を続けてレミニセンス現象になるまで 
あきらめずにやります。基礎の基礎の基礎であるイメージ連結法は、日常生活の中 
でも練習していろいろな発想が当たり前に出るようになります。 
2 日間来て良かったです。ありがとうございます。感謝。感動！！ 

滋賀ダイハツ販売株式会社 代表取締役会長 後藤 敬一 様 
 

セミナーに参加して本当に良かったです。 
皆様の足を引っぱるのではと気がかりでしたが、第 1 日からとても楽しく出来ました。 
160 個できて本当に嬉しくて、出来た時には涙が出ました。久しぶりに集中した時間を 
過ごすことが出来て、私にも出来るのだとワクワクしました。ペアの方が上手にリード 
して下さってありがたかったです。 
何事もプラス思考でこれから大きな問題にブツかっても分解法で乗り切れると信じてい 
ます。 
これからの人生を楽しく生きます。 
本当にありがとうございました。参加できて本当に良かったです。 感謝          谷口 桐子 様 
 
セミナー受講前は、１０００％のマイナス思考で、何をやっても成せる気がしませんで 

した。紹介者に「記憶できる能力なんか無いと決めつけているだけだ」と言われ半信半 

疑で受講を決めました。セミナーでは、自分にもできるんだ!!という感動の体験をさせ 

ていただきました。 

小学生の子供と参加させていただきましたが、たった二日でこんなにも変わるんだと感 

じさせられました。糀谷先生の情熱的で解りやすい説明は、勉強嫌いで集中力の無い親 

子にも心に残る大きな自信をもてるようになりました。糀谷先生、本当に有り難うござ 

いました。 

セミナーで得た、何事も前向きな考え方（どんな困難も分解します）で仕事に取組み家庭もエンジョイしてみ

せます。 

受講初日 1時間後はえっマジで!!って感じですが、最終日の最後はもっと早く（小学生のころ）このセミナー

に出会いたかったと思いました。必ず人生が変わりますので是非、ご参加ください・・・間違いなく親子愛は

深まりましたヨ・・マジです。 

有限会社本郷工業 代表取締役 本郷 智也 様 

 

最初はお父さんに、バスケが上手になるからと言われて行ってみたいと思いました。絶対そんな 2日講習を受

けただけで、上手くなるとか思っていなかったので、受けてみて 2日になった今は・・・まだ実践してみてい

ないので分からないのですが、なにかが変わったような気がします。 

講習を受けてみて一番楽しかったのはステップ１の中の２です。理由は、短期記憶と長期記憶が一番理解でき

たからです。他のやつも理解できたは、できていたものの文字で覚えてしまったり、想像できていなかったと

思います。最後にやった磁石法は体をつかって、「１～２０」×２まで覚えたのでなぜかスッキリした気分で

す。これからもバスケットをがんばりたいです。                     本郷 美玖 様 

 

受講者の声 糀谷講師を推薦します！ 

記憶法とは、２千年前のギリシャ時代 から伝わってきているものです。世界にはいろいろな記憶法があ

りますが、その本質や技法が殆ど知られていません。本セミナーでは、私自身 が高校生の時に知りその素

晴らしさを実感し、個人的に研究し、今日まで日常生活に役立ててきた記憶法をご紹介いたします。ぜひ 、

本セミナーを通して自分自身の「頭脳メカニズムの素晴らしさ」を再発見して下さい 。糀谷さんは、以

前に私の人間学を受講していただいてから、私とは約２０年来のお付き合いです。糀谷さんは、信頼ので

きる方です。私からも推薦いたします。                  

株式会社 ルネッサンス・ユニバーシティ 代表取締役  小田 全宏 

アクティブ・ブレイン・セミナー受講後に見られる変化 

何度も繰り返し詰め込む           スラスラ大量に覚える 

言葉で覚える                イメージで覚える 

すぐに忘れる                長く覚えている 

時間に追われる               時間を管理する 

自信が持てない       自信が湧いてくる 

消極的        積極的 

自己否定         自己肯定 

不運                  幸運 
 

 

tel:077-518-1960

