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圧倒 的な実績 がす べ てを証明 しています。
最強学習法 限ロアップミラクル 」は現在全国の学 習塾で導入が進んでいます。そ して、導入 したす べ て
の塾で圧 倒的な結果が出ています。
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「ビックリです、1年 終わつてみると中3生 全
員の平均点か何と100点 もアッフしました 」

「まるで生徒が別人になつたように勉
強 に取り組むようになりました

「夏期講習だけで偏差値が平均8ア ッ
プしましたて言うことなしてす J
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を■人しました.
の
1,f永 先生 1舌 を,Iく と、
どの li従 も くほど
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奇跡 的な合格 実績 を実現 !量 願諷襲冨永 賢宏
関西学院大学経済学部卒 昭和 62年 ,1本 市に慶応スクールを開業.現 在に至るまで西合志町のPTA会 長 教育委
員を歴任 8年 間公教育の現場でその現状をつぶさに学8i.ま た本業では短期間で驚異的に成績を上げる特殊な教
Dせ 成績アップに必要な情報をを定着さ
材「合格への道」を開発。また どんな生徒にも正しい学習プロセスをたと
・
‐る教材「サクセスロード を開発.全 員に短期間に驚異的な学カアップを実現し 奇跡的な合格実績を
せることので・
」
多数実現。現在 ―教場中学生だけて200名 を突破.今 でも入塾希望者は後を絶たない。
マーケティングの重要性も痛感じ 日本マーケッター界の第一人者平
また授業や教材等の商品の中身だけでなく、
秀信氏に師事しマーケティングを学ぶ。また神口昌典 ランチェスター経営等を独自に研究.マ ーケティングの原点で
あるチラシ作りで 驚異的な反応率を誇るチラシ作成方法を生み出した。またインター ネットの重要性から生徒の集
まるホームページ作りも研究.多 くの生徒をホームペ ージから集めることに成功.
現在 最強学習法で商品の質を極限まで高め 且つマーケティングの正しい知識を基に「地域一番タントツ学習塾
ブロジェクトJと して全国普及につとめている.

□成績が上がらない原因は?¨・
テストで点数が取れない原因は「知識が曖昧である」ということにつきます。なぜ 知識が曖昧かというと 「学習量の不足」によるものです.体
・ Jい のです。なぜ、学習量が足りていないかというと「生徒たちのモチベ ーションが低いJと いうこ
に染みこむほどのトレーニングの量が足りてい
とと「正しい学習方法 を知らないJと いうことが大きな原因なのです。もう一つ 何を覚えればいいのか分からないということ。つまり「必要な情
・ 」い。それらを知らない
報が分からないJと いうことも大きな原因の一つです。正しい学習方法を知らない上に 何を覚えればいいかも分かつてい
ばかりこやつても結果が出ないために学習することを辞めてしまうのです。つまり「何を どのように どれくらいの量をやればいいかが分かつて
いないJと いうことが成績が上がらない原因なのです.

□即アップミラクルは取 り組んだ瞬間から生徒が変わります
■子供 たちの 意欲 が あつて初 めて成績 を顕著 にの ぼす ことが 出来 る
ますこのケiTム の人1,l.か ら述べさせていたたきます
に Lげ るために欠か しない絶対 条件があります そldす 生徒たち
成績セ￨IJし えて
が意欲を持って主体的に取り
"と
絶もうとする姿勢です つま やる気Jです ￨げ [欠 到〕=
'「
と思いま,.で すから この学
勉 させても結米は,は せん それは十さんよくご「
イしのこと
す ■欲をりき‖:す ことが出
方法 よます子供の意欲を弓き出すということから奸は
'ま
来れは 後はほっといても勉珈→るようになるのです
■短 時間 で結 果 を 出す ことによって意 欲 が 出 る
●
:4は イj名 人 F■ ではありましんので ヽップクラスの生tは なかなか集まりません.人丼
して水るのは2薔 ,3番 ■のごく￨1逝 の r'tせ て十 '1 を選ふ勁鮎 「家から近いから
と力「,謝 が安いから￨と いうの力11"的 です そういう′
￨■ はトップクラスの生■tに 比べ
て ‖標t曖 味たし モチベーションも,1ヽ ヽ′
′Ⅵツllも ついていないなど 勉血をさせること
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自体力lll難 な41従 はか0で す そのような4:従 tに 用してどのよう=す え
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そこで ,り tし たのが短時間て成績を目に見えて上げるという千法でした̲1,Iサ ￨￨て 成●
を trる ことによつて￨li力 ″￨ま れ モチベーシコンも卜め'っ てくるのです
￨

t

■必要 な情 報 を出来 るだ け最 小 限 に絞 る
こと
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=L,る 力11水 ろのでしょう力'
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るとそitを ヽただけで'′ 刊 !欲 をなくしてしよいます 反.lに 少なすぎると■枚 =出 てきま
せん ￨● ヽ
前曖で11来 る,t,晴 ‖●■るのです そうすること [よ って,,I,「 で,Ⅲ ■数に
■ひつけること力11水 ます また ヽ11Ⅲ て11水 るので反 llで きる11な も増えます 出来る
■■のやる気を11"」 ヽる F要 な
だけ短時間で成績を上げることがモチベーションの
'tい
要￨ヽ とな0ま す
■誰 にでも出来 る単 純 な学 習方 法 か ら始 める
人に 無力の1来 る11■ たち力■′
っているサ■力ヽ
ル 11し プロセスをたとらせることが必
ツであるということ つまつ「正しい学習方法を体得させるJと いうことこす
し力し ′力の1,い ′
￨̀tバ
1:従 に″〕
め力ら1:し いサ 方υ:を とら
学‖方法を11ら なヽヽ
せることま不可itで す ですから,1符 を作ってあ てステップアップさして ,さ ます
̀ダ
つまり rtiめ け ,1̀な 1米 で成●1を L↓ ヤであ↓
}る ことが ,F要 です どんな41■ にも1人 ろ
1■ tな 十‖方法力らltめ るのです そして それをk,1´ なからステ ,フ アップしていくつに
やスキル崚 術 ,力 :ン =イ ,い て くという辿 をたどることに
,11た ちはいつの11に 力
'1置
な0ま す
そして その過￨「 を迪して どのよう=す れは力inや スキルが,1つ いてゆくの力を r,t
たらは体で■ズてゆくのです
そのためには′―ルが必要です つま,形を示してあげるということです ￨￨で ,iう だけで
は
ての1:■ に均 にこのプロセスをたとらせることす1水 ません ,杉 と■教材です ●
にでも
'べ学習の方法が明確に分かる教材力 要になってくるのです
,￨・

'必

■結 果 を出す ため に4ら れ た教 材「
セス ロー ド」
このように■ を松,そ して ,率 [な ■業から
'クだんだんステンフアツプしてゆくために114
したのが「サクセスロードJと いうオリンナル歿材なので,1成 績アップに欠かせない■I・ 小
:来 (11し いケ fプ ロセスをたどるよう
てあります つま,
本を で引‖水ろ
=lllっ
「
り
ことによ,,工 でも
この教材に
ヽ本がt4し かつ「正しい学習の仕方Jが「体
0ヨ 1む ̀"tな
'■
うになっているのです '1礎
得J出 来るよ
1よ 121:
これによ)￨￨で も,'91り に敗 とに結人に,す こと力11水 るよう つました こオ
=な
の1で lllら れた教イ
オなのです ll場 で■際に絆来の11る 形に
Iの 位1曖 Ⅲ Jの 数
'tし
たものなのです 見せかけや机上の空論では決してありません
改良してきてできあかっ

彎課 書
翼
質
黒
穣」
(H19)Jて も紹介されました
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■学 習 量 の重 要 性
そして 最後は十習 1で , たくさんの子習 1:を こな,2,力 'あ ,ま ￨
「成績は相対的なものJで ,.成 ■を トナるということよ1,と ,1じ レベルの′
[従 たちよ,も
よい■枚を収るということです ライバルと￨￨し ヽ
サイ
ヤitで はいつことよ‖1水 ないの
は,lrな り です
̀;11し
'■
くの子判 ilを させることまi難 の米です 他の41■ よ
1分 より成絆
tの ltい ■によつ よ
ことです
,た くさんの十資をやれと,ま っても￨1迪
'多 の 役的な1′ 111と ってそえ0ま 不
'ftな
ですから 気がついたう今までの倍の量を学習していたとUlう l.果 に至らせることが i
です つまり「たくさんの学習をする仕組みJが 必要なのです
要なホイント
ノ,ハ ウがあ,ま す
この イ
1ヨ 1み Jま 1=11の ■■指導で福み 嗜 れた011ス クール
このノ.,′ ヽ,=よ 叫 従たちす￨ら 工ん (た くさんの学ツl,11( 1'の
"￨の生従の2̀F近 い'´ 刊
l:で ,)を
すこと力■1水 るようになるのです
̀tや

■ 12年 間 の検証 で実証
このケ習方法をVい ついてから121:改 itを llえ なから■いの■のり[ル で￨た 証をおこな
ヽヽそのテータをJい て来ました その結米 〕
い1い なく]と んどどのような生徒てもめざ
ましい結果が出る確証を得ることが出来ました
どの季
その方法を駆イ
tし て ,重 liの l.米 や夏期
■に4,か して大変
な￨￨
のです
オせ
が最強′
凩を11す こと力11来 るようこなったのです こ̀"￨:な
′習よ
''請l llア ップミラクルJな"′
■夏 期 講習 や冬 期講 習 で の効 果 は絶 大 です
この学1泄 0ま 夏川ilヤ ￨や
ることによってntく まとの
1湾 切などの′
習で■
'1す ￨ヽ できる￨「 の期 ￨,た '￨
カ
Itを 11す 1● 11来 ます それは′
̀期 ,,泄 習がまと'',↓
まった学習 けが
らです.
itな ,の 学ツ l:ま とうしても必 要にな,ま す しかし
■カテストで￨1来 を,す ために
この学￨ヤ ″0こ よつ■
u‖ ￨で 築 書なriス を
と411tよ 「自分でも出来る J
習のような 'そ
こ:1に よつr'ttは
と実感するのです',お
'り
人が2わ ったよう
'す
に勉強するよう=な るので
の 陥 果を出す」ということまr'い 1の モチベーシ●レを Lげ る ￨でとうしても迪らな￨十'こ
れは
ならないヽなのです
■費塾 の授 業形 態 は一 切変 える必要 はあ りません .
この す1習 法を,人 するに'1た つて li‖ ‖1や ,米 形態を変更しなけ′41な らないのでは
とご不安の方もいらっしゃると思います しかし 切しき11に は及びません
このケ愕世￨」 ■の指導法セ変えて
●ん 現在のiい 摯よに 力￨￨る と
ものではあ 「
いう形になっています ですから 今イ̀iうんの■で行′
,れ ている授業形態は一切変える必
'ま
̀寸
要はありません。そのままの,2■ 形=さにブラスして,テ え すいいだけですので ,人 よ it
に′
,う こと力11本 よう●
tl・

■す べ て の導 入塾 て めざま しい結 果 が 出て い ます
「 成1,11カ ら'摯 入された■で よすべての塾 においてめざましい結果が出ています。
工1,に よる Iら つきや↓1,の にスイ￨さ れないう￨ システムです

□最強学 習法 で使用する教材「 サクセスロー ド」
サクセスロードは入試に必要な基礎基本の情報を絞り、
明確にし、
それを誰でも正 しい学習プロセスをたどる
ように・形にした教材"で す。今まつ 教材とは全く違う、
成績を上げるために作られたものです。
生徒 は取り組んだ瞬間から驚くほど集中して取り組む
ようになります。それは生徒 自身が「力がついているJ
と実感出来るようになっているからです。そして、
あり得な
いほどの学習量を、
黙々と自主的に取 り組む事が出来る
ようになるのです。(結 果保障付き1)
1冊 B5版 20〜 30ペ ージ前後
英語 数学 理Ir4社会 (中 1〜 3年 月)
各教科20〜30種 類
̲̲
※サクセスロード制作協力 株式会社 市進 (市 進学院)

「最強学習法」でこれだけ成績が上がりました

!

中3生 が 1年でどれだけ成績を上げて合格していつたか。実際の数値と合格高校です。(250点 満点 )
翌2月 アップ
合格高校
学校 4月
翌2月 アッフ
合格高校
学校 4ヨ
87‐ 翌観 アップ 合格●校
西合志南 162‑
西合志南 143‑193+50
済々晏
済々晏
i:蔀
173+86 熊本北 (前 期〉
4月

学校

西合意甫 194‑
西合志南 186‑
西合志 176‑
西合志南
西合志南

北都

熊 本

137‐ 208+71
168‐ 207+39

132‐ 206+74

西合意

熊本北

西合志

脚 ヒ

済々姜

洒水

→
1
113‐

132‑

熊本学国脚冒 北部
第 一 (英 )

Jい

済々晏

西合志南

西合志南

熊利 ヒ
熊本北
熊利 ヒ

西合志南 134‐
西合志南
北部 119‐

‑199+47
152‑199+47

125‐

西合意円
西合志南

91‐ 167+76
125‐ 166+41

洒水 124‐
翔水

電波 (情 通 )推

西合志

電波 (電 子 )

西合志

熊本北

144‑

西合嵩 鶉 161‑201+40

西 合 意 円

熊本北(英 前)Jい

143‑
西合志南 133‑

電波高専

か

庫本

西合志

第一

146‑202+56

(曇

熊本北
熊本北

七城

158‐ 204+46
166‐ 203+37

ヽ代 高 専

157‑192+35
130‐ 191+61
131‐ 1

西合志南
西合志南

済 々晏 (前 期 )

西合志南
北部

142‑192+50′

ヨい

済々晏
済々螢

138‑179
178+44
178+44

熊本北
熊本北
熊本北

171+46

164+40

第 一

(英 )

熊本北
電波 (電 子)推

必由館

124‑164+40
108‑162+54

熊本北

熊本北

127‑161+34

第一

114‑159+46

大津

西合志南 111‑157+46
西合志南 74‐ 151+77
西合意南 108‐ 149+41
Jヒ 部 107‐ 146+39

第一
繭 ヒ
第一
必由館

168‑199+31
西合志 108 144+36
178+59
熊本北
熊利 ヒ
‑198+29
￨1大 附
属 169‑198+29
西合志
合志 132‐
電波
電
波 (電好子)推 西
132‐ 176+44
西合志南 81
176+44
熊本北
熊
本北
142+61
玉名
Jい 140‐ 194+54熊 利 ヒ(前 '薦
期
※H1920年 度 塵応スクール塾生の成績推移と合格高校 (― 都抜粋 )IIF奉県下最大の熊本オープン模譴 つ結果です
菊池南

)

□最強学習法で学習 して含格 していつた生徒達 の声 (平 成20年 度)
有 働 裕 輝 くん (洒 水)
熊本北高等学校(英語科)

松 原 弘 樹 くん (西 合志南
済々晏高等学校 (普 罰 ￨)

,

僕は この塵 ltス クールに来て本 当によか

0■

ったと思います‖

最初は自分が北 高に行くなんで思ってもいま
せ rLた 力ヽ北高に受力lt● サイコーです .
なぜ 1と 高に合性できたのかというと この基
の先生達の熱 心な指導とII分 の努力のおか シ 思います.
=と
(実 )合 格する秘訳は この基にきてここの書の教 材 (サ ク
セスロード)を MAX扉 くことたと思います
この言葉を詢に刻んで清張って ヽさい.
(努 力は喪切らない〕
今まであ,力 ̀と うこれ ヽ
ました
￨

お母様/有 働 節子 様
途中からの入普でわずが3ヶ 月間の短い期間だつたのです
●とも 言いましようか学習に対しての集中力と本人の
力ヽ突
・
やる気が見事に発揮できた,本 当に驚きました.I直 なlFr
ここまで頑張ってくれると思ってなかったので縦玄まで勉強し
ている子ltの 委を見て 親として学ぶ事が沢山ありました
流石力 の実力のおかげだと感謝しています 「努力Jイ コー
ル
「夢の達成J r供 も自信ついた事が一番の10だ ったと
に信していllす .

原

大責くん価合志南
)

済々興高等学校 (普 通科)
とに力く婢しい限りです .最 21の 時はホント
不安0心 配ばっか ,だ ったけど 苺に通うよう
になって少しずつ々 心できるよう こなりました.
ここまで来ね■ のは 理● 箸校の先生もだけど
一 番は此処で文えてくれた壼 嗜スクールの
先生方だと思 います.他 にはない独 ぬの教材や量をこなして
いくことが自信にも黎力ち たと思 います やる気 さえあれば此
処は成績がlt実 に上がります.受 験する時には 基 のお陰で
・ .ど 緊螢せずに受 けることができ良かったと思 います。今ま
で本当に有い ごさヽヽ
ました.慶 にスタール最高‖

私 はこの壺 応スクールに通い 第 一 ホ整
校であった青々晏高等牛核に前期で合格す
ることができました 私は最初 喜に通うつも,
はありませんでした だけど ここには優 れた
先生方と人に頑褒れる仲間違がいました そ
して サタセスロード等 の質の良い学習教材がそろっていまし
た。そんな良い環境の 1だ から ,力 を続けることができ 合
格することができたのです。後輩のiさ ん ここに までれた環
境力%り ます 分か ,や すく教えてくれる先生方と 使 いやす
●ヽ
刻 オ.あ とは 皆さんが自分を信して,力 すればよいのです.
サクセスロードで古子分野をひとつず つなくしていきましょう
最 後に先生方 これまで ■ に優 しく改えて頂き本 当にあり
「
カセうごユ ヽ
ました
.

尾方 臼 安くん(西 合恙
)

熙本北高等学校 (普 通科)
僕は 中 一と中二の 頃は受験のことなど考
えずに部活ばか噛 張っていました。だから
中三になってのテストは全然いい点数がとれ
なくて IL高 の合格郭 50%以 下〔志望校も
変えようとも考えました でも 慶応スクールの
先生方のサポー トもあ,そ のま麺 張り続 ける決心がつ きま
した.宿 題をしっかりとやるようになったのもちようどその頃で
この時期で初めて層応スクールの教材がすばらしいものと思
いました。それ以 前は 「少しもいい教精じゃね― しゃん Jと
か思っていたけど 実藤にやってみるとだんだんと末 数が 11
カち ていって最後には北 校に合格することができました。塵
応 スクールの サクセスロードま本当にすごいと思います 先
生方には本当に感謝しています.三 年間 お世話になりました

木 村

望 さん (西 台 志 )

熊 対 と高等 学校 (英 語 科 )

まず 第一声は 「しんしられⅢ ■Jで す
前期は受力ったらラッキーと l百 回も言われ
ていたのに 自分が合格するなんて考えても
いませんでした だから 私はとてもとでも嬉し
かったです .私 が合格できた理 由は 二つあ
ります。一つ 日は 臣応の教 trで す.サ クセスロードま予習
在習あ らもできるし 薄いのです いすいとすることが委 ます.
何 螂 繰 ,返 しすれ￨ま mに 入ってきます。私は サクセスロ
ー ドのおか ￨デ で数学を克服できII立 にも合格できました 二
つ 日は 先生です ●応の発生 方は ■フレンドリーで ,し
い先生t動 ,で す それだけでなく 徹底的に教えて下さいま
した 質問攻めにして迷鰤 ヽすたと思うすど 本当にありがと
ました1最 後に 層応に来てよかった(〜ヽ● 先生方
うご散 ヽ
あリカセうございました■￨
l・

杉町 悠太くん価詢
熊本電波工業局等専門911(情 報通信工学科)
私は l年 の窒 中からこの慶応 スタールに
通 い始めました その時は 自分 は本 当に問
題児でした。しか し 先 生達の心 のこもった
指導により少しず つですが私は先生の期待
にこたえられるよう こ多力し始めました.
その,力 とit● 題をすることではありません.宿 題はして当

たり前です.そ れプラス 籠応スクール特製の「サクセスロー日
や「合格べの道Jを やりこむことです 特に数学はお勁めです.
また と,あ えず量だけやればいいという事ではありません。そ
の各えにいきつくために どのような過程があるのか理解する
のがとても重要に とです それ力襲 長の言っている「量Jと
,う 意味だと私は思います

慶応スクー ルホ ー ムペ ー ジ >http:〃 www.keio‐school.lp

田基礎編

最強学習法の概念、
成績を上げるための学習理論を解説 します。導入塾の体験発表も含まれています。

コ学カアップの概念
学力は「やる気×学習の質×学習量Jで 決まり
ます。このどれが欠けてもすべての生徒の成績を
頸者に上げることは11来 ません。この方程式が
実現するとあり,な いほど頸著に成績は Lが る
のです.
□生徒が主体的に学習に取り組むように
なる手法
1「 心の生徒がやる気がないと成横は上がり
ま
せん。どんな生従でもやる気が出て 自ら勉強の
ll.り 組むよ
うになる方法とは ?

J基礎基本の重要性
成横アップの要は基礎基本の徹底です。基礎
基本を徹底させることによってその後の成績の伸
びが変わってきます。その基礎基本を徹底させる
手法を公開します。

□学力分析による動機付けの手法
無駄な‐
r習 による時 的と労力のロスは生従 の
モチベーションを]き 下げる結果になります。そこ
で人tlな ことが学力分 IIで す。これにより生徒t
いかが分かってくるのです.
は白力勃莉 をやれι
れヽ
その学力分析の方法とは ?

学習の質を高める方法
間■に問題葉をさせても成晨は Lが りません。
□何も言わなくても生徒が勝手に勉強する
ようになる手法
そこで大切なことは学習の質を上げることです。
この牛習方法によってJ樅 逮はあり得なし ど
質の高い学習をさせなければ成績 ま顕著に Lげ
'ま
の学習量をこなすことが出来るようになります.ll
ることは不可能です .‐F習 の質を高め 証でも頭
も言わなくても勝手にしヽしヽ勉強してゆくのです.
者に成続アツプをlklる 手法とlま
'
そのからくりをご説明します.
?
E短 時F・3て 目に見えて成績を上げる手去
成績アップに欠かせない学習量とは
「
い
せよ
と
ても
量を生徒にさ
う
し
)
始めから出来な
(学 習量の重要性
導入塾体験発表
それは絶対に無理な計です。しかし,th報 を校る
成績とは相対￨」 なものです。自分より上tの 生 「 コセミナー受講者の感想
ことによって短期間に成議を Lげる方法があるの
徒を進い抜くためにはそれなつの学習量が必要
です.
になってきます。その最低限必要な学習景とは ?

日導入編

ウをすべ て公開します。
生徒へ の指導方法など、導入を前提とした具体的なノウ′ヽ
各教材の仕組み、

「 サクセスロード教材体系
サクセスロードは各教■どのようなしくみになっ
ているのか。なぜサクセスロードでそんなに短期
間に顕著に成績が上￨力 ること力‖H来 るのか一?

I英 語を2週 間で偏差値 ]0ア ップ1の 裏技
「です。その人語を
英 I吾 は最も上げにくい教千
実カテストでどんな生徒でもたったの2週 間で偏
差値を10ア ップさせることが出来ます。その実技
とは?
ヒ長文読解がだれても読めるようになる
必殺技
どんなに英 I,が 音手な生徒でもたちどころに
長文読解が証めるようになり「人「I力 辣 しくなった可
と言わせる必社技とは?
プを
「 中間 期末テストで驚異の成績アッ
図る方法
数学30点 台の生従がたったの2週 ￨‐ 6点 を
取るようになった。学校の先生も驚くそのあまりに
も単純な学習法とは,
￨・

[J理 科 社会を短時間で結果に出す方法

理r4社 会はどんな上 ltで も,時 ￨で 結人に
出すことが11来 ます。その‐
f習 法とは?
□2倍 の学習量をさせる仕組み
生徒は基本￨￨に たくさんの妙強量をしたがりま
せん.そ ういうJ:従 に他の生徒の2倍 以 Lの 学習
を自ら進んでさせる方法とは,
[夏 期講習で全員の偏差値を平均6ア ップ
させる方法
これは全員が高い学習の質て かつ膨大な貴
の学習をすることによってでしか達成できません.
その方法と￨ま ?
￢合格率を極限にまで高める学習方法
●格率を限りなく1∞ %に 高める方よがあります。
ド に偏差1賛 70近 くのトップ高へ の合格率を高め
ることは大変困難なことです。それを
・ r能 にする
人.11に 前の学習方法とは,
l・

このセミナーは最強学 習法 の導入をお考えの方を対象 に現在定期的に全国主要都市で開催 しています。最強学習法
の根幹である教材のしくみや,実 際の成績の上げ方などすべ てを公開しています。セミナーの開催地、期 日、会場等の
詳細は右記のURLで こ覧になれます。

http:〃

www.rebirthpro.com

■最強学習法「 即 アップミラクル 」セミナー DVD好 評発売 中

!

セミナーに参加できない方 のために、
セミナーDVDを ご用意しています。是非 ご覧ください。
田基礎編 DVD:5,250円 〔
好評発売中〕

セツト価格
日導入編 DVD:6,300円 〔
平成20年 1(:月 発売開始〕一ト

:10,500円

最強学習法 の導入塾を募集 しています

!

Tel:096… 346‐ 1321 E‐ ma‖ :info@keio… school.ip
★ 無 料 レ ポ ー トを 差 し上 げ ま す 。
最強学習法「即アップミラクル」とは一体どういうものなのか?最 強学習法の指導法につい
ての無料レポートを差し上げます。こ希望の方は「最強学習法無料レポート希望」とお書き
の上メール、
またはFAX(0963461326)で お申込ください。

8ぶ
°
2
販売元:冨 永賢宏事務所/慶 応スクール 書需竜
肥弓 :露 認 1弘
l♀

